
【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

土工事【市場単価】 9812010005 土工事 根切り つぼ，布掘　深さ２．５ｍ程度 機械・手間のみ 土工事（市場）　根切り つぼ・布掘　Ｄ２．５ｍ程度 ｍ３ 2 9812 土工事

土工事【市場単価】 9812012010 土工事 床付け つぼ，布掘 機械・手間のみ 土工事（市場）　床付け つぼ・布掘 ｍ２ 2 9812 土工事

土工事【市場単価】 9812010010 土工事 根切り 総掘　法付オープンカット 機械・手間のみ 土工事（市場）　根切り 総掘　法付オープンカット ｍ３ 2 9812 土工事

土工事【市場単価】 9812010015 土工事 根切り 総掘　自立山留め内 機械・手間のみ 土工事（市場）　根切り 総掘　自立山留め内 ｍ３ 2 9812 土工事

土工事【市場単価】 9812012005 土工事 床付け 総掘 機械・手間のみ 土工事（市場）　床付け 総掘 ｍ２ 2 9812 土工事

土工事【市場単価】 9812014005 土工事 すきとり 深さ３００ｍｍ程度 機械・手間のみ 土工事（市場）　すきとり Ｄ３００ｍｍ程度 ｍ３ 2 9812 土工事

土工事【市場単価】 9812016005 土工事 杭間ざらい 既製コンクリート杭　φ３５０～６００ｍｍ 機械・手間のみ 土工事（市場）　杭間ざらい 既製コンクリート杭 本 2 9812 土工事

土工事【市場単価】 9812018005 土工事 埋戻し 発生土（建物廻り仮置き土） 機械・手間のみ 土工事（市場）　埋戻し 発生土（建物廻り仮置き土） ｍ３ 2 9812 土工事

土工事【市場単価】 9812019005 土工事 機械運搬費 片道３０ｋｍ以内　バックホウ 土工事（市場）　機械運搬費 片道３０ｋｍ以内　バックホウ 往復 2 9812 土工事

鉄筋工事【市場単価】 9815010010 鉄筋工事 鉄筋加工組立 ＲＣラーメン構造　階高３．５～４．０ｍ程度　形状単純 施工規模２００ 機械・手間のみ 鉄筋加工組立費（市場） ＲＣラーメン　階高３．５～４ｍ ｔ 4 9815 鉄筋工事

鉄筋工事【市場単価】 9815010020 鉄筋工事 鉄筋加工組立 ＳＲＣラーメン構造　階高３．５～４．０ｍ程度　形状単純 施工規模２００ 機械・手間のみ 鉄筋加工組立費（市場） ＳＲＣラーメン階高３．５～４ｍ ｔ 4 9815 鉄筋工事

鉄筋工事【市場単価】 9815010030 鉄筋工事 鉄筋加工組立 ＲＣ壁式構造　階高２．８ｍ程度　形状単純 施工規模１００ 機械・手間のみ 鉄筋加工組立費（市場） ＲＣ壁式　階高２．８ｍ ｔ 4 9815 鉄筋工事

鉄筋工事【市場単価】 9815010040 鉄筋工事 スパイラル筋取付 施工規模－ 機械・手間のみ 鉄筋加工組立費（市場） スパイラル筋取付 ｔ 4 9815 鉄筋工事

鉄筋工事【市場単価】 9815150010 鉄筋工事 鉄筋運搬費 加工場～現場　３０ｋｍ程度　４ｔ車 施工規模２００ 機械・手間のみ 鉄筋運搬費（市場） 加工場～現場　３０ｋｍ　４ｔ車 ｔ 4 9815 鉄筋工事

鉄筋工事【市場単価】 9815150020 鉄筋工事 鉄筋運搬費 加工場～現場　３０ｋｍ程度　１０ｔ車 施工規模２００ 機械・手間のみ 鉄筋運搬費（市場） 加工場～現場３０ｋｍ　１０ｔ車 ｔ 4 9815 鉄筋工事

圧接工事【市場単価】 9815050020 圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ１９－Ｄ１９ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ 鉄筋ガス圧接（市場） Ｄ１９－Ｄ１９ 箇所 8 9815 鉄筋工事

圧接工事【市場単価】 9815050030 圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ２２－Ｄ２２ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ 鉄筋ガス圧接（市場） Ｄ２２－Ｄ２２ 箇所 8 9815 鉄筋工事

圧接工事【市場単価】 9815050040 圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ２５－Ｄ２５ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ 鉄筋ガス圧接（市場） Ｄ２５－Ｄ２５ 箇所 8 9815 鉄筋工事
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圧接工事【市場単価】 9815050050 圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ２９－Ｄ２９ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ 鉄筋ガス圧接（市場） Ｄ２９－Ｄ２９ 箇所 8 9815 鉄筋工事

圧接工事【市場単価】 9815050060 圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ３２－Ｄ３２ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ 鉄筋ガス圧接（市場） Ｄ３２－Ｄ３２ 箇所 8 9815 鉄筋工事

圧接工事【市場単価】 9815051020 圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ１９－Ｄ２２ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ 鉄筋ガス圧接（市場） Ｄ１９－Ｄ２２ 箇所 8 9815 鉄筋工事

圧接工事【市場単価】 9815051030 圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ２２－Ｄ２５ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ 鉄筋ガス圧接（市場） Ｄ２２－Ｄ２５ 箇所 8 9815 鉄筋工事

圧接工事【市場単価】 9815051040 圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ２５－Ｄ２９ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ 鉄筋ガス圧接（市場） Ｄ２５－Ｄ２９ 箇所 8 9815 鉄筋工事

圧接工事【市場単価】 9815051050 圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ２９－Ｄ３２ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ 鉄筋ガス圧接（市場） Ｄ２９－Ｄ３２ 箇所 8 9815 鉄筋工事

コンクリート工事（打設手間）【市場単価】 9811010020 コンクリート打設手間 捨てコンクリート　ポンプ打ち 施工規模３０ｍ３ 手間のみ 捨てコンクリート（市場） ポンプ打ち　施工規模３０ ｍ３ 10 9811 コンクリート工事（打設手間）

コンクリート工事（打設手間）【市場単価】 9811020010 コンクリート打設手間 土間コンクリート　ポンプ打ち 施工規模５０ｍ３ 手間のみ 土間コンクリート（市場） ポンプ打ち　施工規模５０ ｍ３ 10 9811 コンクリート工事（打設手間）

コンクリート工事（打設手間）【市場単価】 9811030010 コンクリート打設手間 基礎コンクリート　ポンプ打ち 施工規模１００ｍ３ 手間のみ 基礎・躯体コンクリート（市場） 基礎コンクリート　ポンプ打ち ｍ３ 10 9811 コンクリート工事（打設手間）

コンクリート工事（打設手間）【市場単価】 9811032010 コンクリート打設手間 躯体コンクリート　ポンプ打ち 施工規模１００ｍ３ 手間のみ 基礎・躯体コンクリート（市場） 躯体コンクリート　ポンプ打ち ｍ３ 10 9811 コンクリート工事（打設手間）

コンクリート工事（打設手間）【市場単価】 9811050010 コンクリート打設手間 防水押えコンクリート　ポンプ打ち 施工規模５０ｍ３ 手間のみ 防水押えコンクリート（市場） ポンプ打ち　施工規模５０ ｍ３ 10 9811 コンクリート工事（打設手間）

コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】 9811091010
コンクリート工事（ポンプ圧送） 圧送料金の計上が打設量全体を対象とする場合 １回の打設量が１００ｍ３以上の場合
ポンプ圧送 基本料金 機械・手間のみ

ポンプ圧送（市場）打設量全体 １００ｍ３以上／回　基本料金 回 12 9811 コンクリート工事（打設手間）

コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】 9811092010
コンクリート工事（ポンプ圧送） 圧送料金の計上が打設量全体を対象とする場合 １回の打設量が１００ｍ３以上の場合
ポンプ圧送 圧送料金 機械・手間のみ

ポンプ圧送（市場）打設量全体 １００ｍ３以上／回　圧送料金 ｍ３ 12 9811 コンクリート工事（打設手間）

コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】 9811091020
コンクリート工事（ポンプ圧送） 圧送料金の計上が打設量全体を対象とする場合 １回の打設量が５０ｍ３以上１００ｍ３
未満の場合 ポンプ圧送 基本料金 機械・手間のみ

ポンプ圧送（市場）打設量全体 ５０～１００ｍ３未満／回　基本 回 12 9811 コンクリート工事（打設手間）

コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】 9811092020
コンクリート工事（ポンプ圧送） 圧送料金の計上が打設量全体を対象とする場合 １回の打設量が５０ｍ３以上１００ｍ３
未満の場合 ポンプ圧送 圧送料金 機械・手間のみ

ポンプ圧送（市場）打設量全体 ５０～１００ｍ３未満／回　圧送 ｍ３ 12 9811 コンクリート工事（打設手間）

コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】 9811091030
コンクリート工事（ポンプ圧送） 圧送料金の計上が打設量全体を対象とする場合 １回の打設量が３０ｍ３以上５０ｍ３未
満の場合 ポンプ圧送 基本料金 機械・手間のみ

ポンプ圧送（市場）打設量全体 ３０～５０ｍ３未満／回　基本 回 12 9811 コンクリート工事（打設手間）

コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】 9811092030
コンクリート工事（ポンプ圧送） 圧送料金の計上が打設量全体を対象とする場合 １回の打設量が３０ｍ３以上５０ｍ３未
満の場合 ポンプ圧送 圧送料金 機械・手間のみ

ポンプ圧送（市場）打設量全体 ３０～５０ｍ３未満／回　圧送 ｍ３ 12 9811 コンクリート工事（打設手間）

コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】 9811090032
コンクリート工事（ポンプ圧送） 圧送料金の計上が一定の打設量を超過した数量分のみを対象とする場合 １回の打設量が
５０ｍ３を超える場合 ポンプ圧送 基本料金 機械・手間のみ

ポンプ圧送（市場）超過打設量 ５０ｍ３超／回　基本料金 回 12 9811 コンクリート工事（打設手間）
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コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】 9811090034
コンクリート工事（ポンプ圧送） 圧送料金の計上が一定の打設量を超過した数量分のみを対象とする場合 １回の打設量が
５０ｍ３を超える場合 ポンプ圧送 圧送料金 機械・手間のみ

ポンプ圧送（市場）超過打設量 ５０ｍ３超／回　圧送料金 ｍ３ 12 9811 コンクリート工事（打設手間）

コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】 9811090036
コンクリート工事（ポンプ圧送） 圧送料金の計上が一定の打設量を超過した数量分のみを対象とする場合 １回の打設量が
５０ｍ３以下の場合 ポンプ圧送 基本料金 機械・手間のみ

ポンプ圧送（市場）超過打設量 ５０ｍ３以下／回　基本料金 回 12 9811 コンクリート工事（打設手間）

コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】 9811090038
コンクリート工事（ポンプ圧送） 圧送料金の計上が一定の打設量を超過した数量分のみを対象とする場合 １回の打設量が
５０ｍ３以下の場合 ポンプ圧送 圧送料金 機械・手間のみ

ポンプ圧送（市場）超過打設量 ５０ｍ３以下／回　圧送料金 ｍ３ 12 9811 コンクリート工事（打設手間）

型枠工事【市場単価】 9813010010 型枠工事 普通合板型枠 基礎部 施工規模５００ｍ２ 材工共 普通合板型枠（市場） 基礎部　施工規模５００ ｍ２ 14 9813 型枠工事

型枠工事【市場単価】 9813010020 型枠工事 普通合板型枠 地下軸部　階高５．０ｍ程度 施工規模５，０００ｍ２ 材工共 普通合板型枠（市場） 地下　階高５ｍ ｍ２ 14 9813 型枠工事

型枠工事【市場単価】 9813010025 型枠工事 普通合板型枠 ラーメン構造　地上軸部　階高２．８ｍ程度 施工規模７，０００ｍ２ 材工共 普通合板型枠（市場）　ラーメン 地上　階高２．８ｍ ｍ２ 14 9813 型枠工事

型枠工事【市場単価】 9813010030 型枠工事 普通合板型枠 ラーメン構造　地上軸部　階高３．５～４．０ｍ程度 施工規模１０，０００ｍ２ 材工共 普通合板型枠（市場）　ラーメン 地上　階高３．５～４ｍ ｍ２ 14 9813 型枠工事

型枠工事【市場単価】 9813020010 型枠工事 打放し合板型枠 ラーメン構造　地上軸部　Ｂ種　階高３．５～４．０ｍ程度 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 打放し合板型枠（市場）ラーメン 地上　Ｂ種　階高３．５～４ｍ ｍ２ 14 9813 型枠工事

型枠工事【市場単価】 9813020020 型枠工事 打放し合板型枠 ラーメン構造　地上軸部　Ｃ種　階高３．５～４．０ｍ程度 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 打放し合板型枠（市場）ラーメン 地上　Ｃ種　階高３．５～４ｍ ｍ２ 14 9813 型枠工事

型枠工事【市場単価】 9813010510 型枠工事 普通合板型枠 壁式構造　地上軸部　階高２．８ｍ程度 施工規模７，０００ｍ２ 材工共 普通合板型枠（市場）　壁式 地上　階高２．８ｍ ｍ２ 14 9813 型枠工事

型枠工事【市場単価】 9813020510 型枠工事 打放し合板型枠 壁式構造　地上軸部　Ｂ種　階高２．８ｍ程度 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 打放し合板型枠（市場）　壁式 地上　Ｂ種　階高２．８ｍ ｍ２ 14 9813 型枠工事

型枠工事【市場単価】 9813020520 型枠工事 打放し合板型枠 壁式構造　地上軸部　Ｃ種　階高２．８ｍ程度 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 打放し合板型枠（市場）　壁式 地上　Ｃ種　階高２．８ｍ ｍ２ 14 9813 型枠工事

型枠工事【市場単価】 9813150010 型枠工事 型枠運搬費 ４ｔ車　基準距離３０ｋｍ以内 施工規模１０，０００ｍ２ 型枠運搬費（市場） ４ｔ車　基準距離３０ｋｍ以内 ｍ２ 14 9813 型枠工事

型枠工事【市場単価】 9813150020 型枠工事 型枠運搬費 １０ｔ車　基準距離３０ｋｍ以内 施工規模１０，０００ｍ２ 型枠運搬費（市場） １０ｔ車　基準距離３０ｋｍ以内 ｍ２ 14 9813 型枠工事

アスファルト防水工事【市場単価】 9823010010 アスファルト防水工事 屋根アスファルト防水 Ａ－２　密着工法　平部 施工規模５００ 材工共 屋根アスファルト防水（市場） Ａ－２　密着　平部 ｍ２ 18 9823 防水工事

アスファルト防水工事【市場単価】 9823010020 アスファルト防水工事 屋根アスファルト防水 Ａ－２　密着工法　立上り 施工規模－ 材工共 屋根アスファルト防水（市場） Ａ－２　密着　立上り ｍ２ 18 9823 防水工事

アスファルト防水工事【市場単価】 9823010030 アスファルト防水工事 屋根アスファルト防水 ＡＩ－２　密着断熱工法　平部 施工規模５００ 材工共 屋根アスファルト防水（市場） ＡＩ－２　密着断熱　平部 ｍ２ 18 9823 防水工事

アスファルト防水工事【市場単価】 9823010040
アスファルト防水工事 屋根アスファルト防水 Ｂ－１（砂付あなあきルーフィングを用いる場合）絶縁工法　平部 施工規
模５００ 材工共

屋根アスファルト防水（市場） Ｂ－１　絶縁　平部 ｍ２ 18 9823 防水工事
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アスファルト防水工事【市場単価】 9823010050
アスファルト防水工事 屋根アスファルト防水 Ｂ－１（砂付あなあきルーフィングを用いる場合）絶縁工法　立上り 施工
規模－ 材工共

屋根アスファルト防水（市場） Ｂ－１　絶縁　立上り ｍ２ 18 9823 防水工事

アスファルト防水工事【市場単価】 9823010060
アスファルト防水工事 屋根アスファルト防水 Ｄ－１（砂付あなあきルーフィングを用いる場合）絶縁工法　平部 施工規
模５００ 材工共

屋根アスファルト防水（市場） Ｄ－１　絶縁　平部 ｍ２ 18 9823 防水工事

アスファルト防水工事【市場単価】 9823010070
アスファルト防水工事 屋根アスファルト防水 Ｄ－１（砂付あなあきルーフィングを用いる場合）絶縁工法　立上り 施工
規模－ 材工共

屋根アスファルト防水（市場） Ｄ－１　絶縁　立上り ｍ２ 18 9823 防水工事

アスファルト防水工事【市場単価】 9823060010 アスファルト防水工事 屋内アスファルト防水 Ｅ－１　密着工法　平部 施工規模５０ 材工共 屋内アスファルト防水（市場） Ｅ－１　密着　平部 ｍ２ 18 9823 防水工事

アスファルト防水工事【市場単価】 9823060020 アスファルト防水工事 屋内アスファルト防水 Ｅ－１　密着工法　立上り 施工規模－ 材工共 屋内アスファルト防水（市場） Ｅ－１　密着　立上り ｍ２ 18 9823 防水工事

アスファルト防水工事【市場単価】 9823020010 アスファルト防水工事 防水入隅処理 コーナーキャント材（既製品） 施工規模－ 材工共 防水入隅処理（市場） コーナーキャント材（既製品） ｍ 18 9823 防水工事

シーリング工事【市場単価】 9825010010 シーリング工事 シーリング ＰＳ－２　ポリサルファイド（２成分形）　幅１０×深さ１０ 材工共 シーリング市場ポリサルファイド ＰＳ－２　２成分形　１０×１０ ｍ 18 9825 シーリング工事

シーリング工事【市場単価】 9825010020 シーリング工事 シーリング ＰＳ－２　ポリサルファイド（２成分形）　幅１５×深さ１０ 材工共 シーリング市場ポリサルファイド ＰＳ－２　２成分形　１５×１０ ｍ 18 9825 シーリング工事

シーリング工事【市場単価】 9825010030 シーリング工事 シーリング ＰＳ－２　ポリサルファイド（２成分形）　幅２０×深さ１０ 材工共 シーリング市場ポリサルファイド ＰＳ－２　２成分形　２０×１０ ｍ 18 9825 シーリング工事

シーリング工事【市場単価】 9825020010 シーリング工事 シーリング ＰＵ－２　ポリウレタン（２成分形）　幅１０×深さ１０ 材工共 シーリング（市場）ポリウレタン ＰＵ－２　２成分形　１０×１０ ｍ 18 9825 シーリング工事

シーリング工事【市場単価】 9825020020 シーリング工事 シーリング ＰＵ－２　ポリウレタン（２成分形）　幅１５×深さ１０ 材工共 シーリング（市場）ポリウレタン ＰＵ－２　２成分形　１５×１０ ｍ 18 9825 シーリング工事

シーリング工事【市場単価】 9825020030 シーリング工事 シーリング ＰＵ－２　ポリウレタン（２成分形）　幅２０×深さ１０ 材工共 シーリング（市場）ポリウレタン ＰＵ－２　２成分形　２０×１０ ｍ 18 9825 シーリング工事

シーリング工事【市場単価】 9825030010 シーリング工事 シーリング ＭＳ－２　変成シリコーン（２成分形）　幅１０×深さ１０ 材工共 シーリング市場　変成シリコーン ＭＳ－２　２成分形　１０×１０ ｍ 18 9825 シーリング工事

シーリング工事【市場単価】 9825030020 シーリング工事 シーリング ＭＳ－２　変成シリコーン（２成分形）　幅１５×深さ１０ 材工共 シーリング市場　変成シリコーン ＭＳ－２　２成分形　１５×１０ ｍ 18 9825 シーリング工事

シーリング工事【市場単価】 9825030030 シーリング工事 シーリング ＭＳ－２　変成シリコーン（２成分形）　幅２０×深さ１０ 材工共 シーリング市場　変成シリコーン ＭＳ－２　２成分形　２０×１０ ｍ 18 9825 シーリング工事

シーリング工事【市場単価】 9825040010 シーリング工事 シーリング ＳＲ－１　シリコーン（１成分形）　幅１０×深さ１０ 材工共 シーリング（市場）シリコーン ＳＲ－１　１成分形　１０×１０ ｍ 18 9825 シーリング工事

シーリング工事【市場単価】 9825040020 シーリング工事 シーリング ＳＲ－１　シリコーン（１成分形）　幅１５×深さ１０ 材工共 シーリング（市場）シリコーン ＳＲ－１　１成分形　１５×１０ ｍ 18 9825 シーリング工事

シーリング工事【市場単価】 9825041010 シーリング工事 シーリング ＳＲ－２　シリコーン（２成分形）　幅１０×深さ１０ 材工共 シーリング（市場）シリコーン ＳＲ－２　２成分形　１０×１０ ｍ 18 9825 シーリング工事
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シーリング工事【市場単価】 9825041020 シーリング工事 シーリング ＳＲ－２　シリコーン（２成分形）　幅１５×深さ１０ 材工共 シーリング（市場）シリコーン ＳＲ－２　２成分形　１５×１０ ｍ 18 9825 シーリング工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250010 軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　５０形　＠３００　スタッド高さ　Ｈ≦２．７ｍ　直張り用 材工共 軽量鉄骨壁下地（市場） スタッド５０形　＠３００ ｍ２ 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250020 軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　５０形　＠４５０　スタッド高さ　Ｈ≦２．７ｍ　下地張りあり 材工共 軽量鉄骨壁下地（市場） スタッド５０形　＠４５０ ｍ２ 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250030 軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　６５形　＠３００　スタッド高さ　Ｈ≦４．０ｍ　直張り用 材工共 軽量鉄骨壁下地（市場） スタッド６５形　＠３００ ｍ２ 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250040 軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　６５形　＠４５０　スタッド高さ　Ｈ≦４．０ｍ　下地張りあり 材工共 軽量鉄骨壁下地（市場） スタッド６５形　＠４５０ ｍ２ 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250050
軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　９０形　＠３００　スタッド高さ　４．０＜Ｈ≦４．５ｍ　直張り用 材工
共

軽量鉄骨壁下地（市場） スタッド９０形　＠３００ ｍ２ 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250060
軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　９０形　＠４５０　スタッド高さ　４．０＜Ｈ≦４．５ｍ　下地張りあり
材工共

軽量鉄骨壁下地（市場） スタッド９０形　＠４５０ ｍ２ 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250070
軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　１００形　＠３００　スタッド高さ　４．５＜Ｈ≦５．０ｍ　直張り用 材
工共

軽量鉄骨壁下地（市場） スタッド１００形＠３００ ｍ２ 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250080
軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　１００形　＠４５０　スタッド高さ　４．５＜Ｈ≦５．０ｍ　下地張りあり
材工共

軽量鉄骨壁下地（市場） スタッド１００形＠４５０ ｍ２ 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250090 軽量鉄骨下地工事 屋内軽量鉄骨天井下地 野縁　１９形　＠２２５　ふところ高　１．５ｍ未満　直張り用 材工共 屋内軽量鉄骨天井下地（市場） 野縁　１９形　＠２２５ ｍ２ 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250100 軽量鉄骨下地工事 屋内軽量鉄骨天井下地 野縁　１９形　＠３００　ふところ高　１．５ｍ未満　直張り用 材工共 屋内軽量鉄骨天井下地（市場） 野縁　１９形　＠３００ ｍ２ 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250110 軽量鉄骨下地工事 屋内軽量鉄骨天井下地 野縁　１９形　＠３６０　ふところ高　１．５ｍ未満　下地張りあり 材工共 屋内軽量鉄骨天井下地（市場） 野縁　１９形　＠３６０ ｍ２ 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250120 軽量鉄骨下地工事 屋外軽量鉄骨天井下地 野縁　２５形　＠３００　ふところ高　１．０ｍ未満 材工共 屋外軽量鉄骨天井下地（市場） 野縁　２５形　＠３００ ｍ２ 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250130 軽量鉄骨下地工事 屋内軽量鉄骨下がり壁下地 野縁　１９形　高さ３００～５００ｍｍ程度 材工共 屋内軽量鉄骨下がり壁下地　市場 野縁１９形Ｈ３００～５００ｍｍ ｍ 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250140 軽量鉄骨下地工事 屋外軽量鉄骨下がり壁下地 野縁　２５形　高さ３００～５００ｍｍ程度 材工共 屋外軽量鉄骨下がり壁下地　市場 野縁２５形Ｈ３００～５００ｍｍ ｍ 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250150 軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地補強 ふところ高　１．５ｍ～３．０ｍ 材工共 屋内天井下地補強（市場） ふところＨ１．５～３ｍ ｍ２ 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250160 軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 扉等三方補強　スタッド　６５形　Ｗ９００×Ｈ２０００ｍｍ程度 材工共 壁下地開口補強（市場）三方 ６５形　９００×２０００ｍｍ 箇所 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250170 軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 扉等三方補強　スタッド　６５形　Ｗ１８００×Ｈ２０００ｍｍ程度 材工共 壁下地開口補強（市場）三方 ６５形　１８００×２０００ｍｍ 箇所 20 9815 鉄筋工事
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軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250180 軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 扉等三方補強　スタッド　９０形　Ｗ９００×Ｈ２０００ｍｍ程度 材工共 壁下地開口補強（市場）三方 ９０形　９００×２０００ｍｍ 箇所 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250190 軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 扉等三方補強　スタッド　９０形　Ｗ１８００×Ｈ２０００ｍｍ程度 材工共 壁下地開口補強（市場）三方 ９０形　１８００×２０００ｍｍ 箇所 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250200 軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 ダクト等四方補強　スタッド　６５形　Ｗ３００×Ｈ６００ｍｍ程度 材工共 壁下地開口補強（市場）四方 ６５形　３００×６００ｍｍ 箇所 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250210 軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 ダクト等四方補強　スタッド　６５形　Ｗ４５０×Ｈ９００ｍｍ程度 材工共 壁下地開口補強（市場）四方 ６５形　４５０×９００ｍｍ 箇所 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250220 軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 ダクト等四方補強　スタッド　９０形　Ｗ３００×Ｈ６００ｍｍ程度 材工共 壁下地開口補強（市場）四方 ９０形　３００×６００ｍｍ 箇所 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250230 軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 ダクト等四方補強　スタッド　９０形　Ｗ４５０×Ｈ９００ｍｍ程度 材工共 壁下地開口補強（市場）四方 ９０形　４５０×９００ｍｍ 箇所 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250240 軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強 ボード等切込み共　野縁　１９形　３００×３００ｍｍ程度 材工共 屋内天井下地開口部補強（市場） 野縁１９形　３００×３００ｍｍ 箇所 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250250 軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強 ボード等切込み共　野縁　１９形　４５０×４５０ｍｍ程度 材工共 屋内天井下地開口部補強（市場） 野縁１９形　４５０×４５０ｍｍ 箇所 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250260 軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強 ボード等切込み共　野縁　１９形　６００×６００ｍｍ程度 材工共 屋内天井下地開口部補強（市場） 野縁１９形　６００×６００ｍｍ 箇所 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250270 軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強 ボード等切込み共　野縁　１９形　３００×１２００ｍｍ程度 材工共 屋内天井下地開口部補強（市場） 野縁１９形　３００×１２００ 箇所 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250280 軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強 ボード等切込み共　野縁　１９形　３００×３６００ｍｍ程度 材工共 屋内天井下地開口部補強（市場） 野縁１９形　３００×３６００ 箇所 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250290 軽量鉄骨下地工事 屋外天井下地開口部補強 ボード等切込み共　野縁　２５形　４５０×４５０ｍｍ程度 材工共 屋外天井下地開口部補強（市場） 野縁２５形　４５０×４５０ｍｍ 箇所 20 9815 鉄筋工事

軽量鉄骨下地工事【市場単価】 9815250300 軽量鉄骨下地工事 屋外天井下地開口部補強 ボード等切込み共　野縁　２５形　６００×６００ｍｍ程度 材工共 屋外天井下地開口部補強（市場） 野縁２５形　６００×６００ｍｍ 箇所 20 9815 鉄筋工事

左官工事【市場単価】 9835010005 左官工事 床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて　直均し仕上げ　薄張物下地程度　ａ種 機械・手間のみ 床コンクリートじか押え（市場） 金ごて　直均し　薄張物下地ａ種 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835010010 左官工事 床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて　防水下地程度　ｂ種 機械・手間のみ 床コンクリートじか押え（市場） 金ごて　防水下地　ｂ種 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835040005 左官工事 床モルタル塗り 金ごて　厚２８ｍｍ　張物下地 材工共 床モルタル塗り（市場） 金ごて　Ｔ２８　張物下地 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835040010 左官工事 床モルタル塗り 木ごて　厚３７ｍｍ　一般タイル下地 材工共 床モルタル塗り（市場） 木ごて　Ｔ３７　一般タイル下地 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835040015 左官工事 床モルタル塗り 金ごて　厚１５ｍｍ　防水下地 材工共 床モルタル塗り（市場） 金ごて　Ｔ１５　防水下地 ｍ２ 22 9835 左官工事
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左官工事【市場単価】 9835400005 左官工事 階段モルタル塗り 金ごて　厚２８ｍｍ　張物下地 材工共 階段モルタル塗り（市場） 金ごて　Ｔ２８　張物下地 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835210005 左官工事 幅木モルタル塗り 金ごて　高１００ｍｍ　出幅木 材工共 幅木モルタル塗り（市場） 金ごて　Ｈ１００　出幅木 ｍ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835210010 左官工事 幅木モルタル塗り 金ごて　高１００ｍｍ　目地用　ジョイナー共 材工共 幅木モルタル塗り（市場） 金ごて　Ｈ１００　目地用 ｍ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835210015 左官工事 ささら幅木モルタル塗り 金ごて　高１５０ｍｍ　出幅木 材工共 幅木モルタル塗り（市場） ささら　金ごて　Ｈ１５０出幅木 ｍ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835100005 左官工事 壁モルタル塗り 金ごて　厚２０ｍｍ　内壁　３回塗り 材工共 壁モルタル塗り（市場） 金ごて　Ｔ２０　内壁　３回塗 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835230005 左官工事 柱型モルタル塗り 金ごて　厚２０ｍｍ　３回塗り 材工共 柱モルタル塗り（市場） 金ごて　Ｔ２０　３回塗 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835250005 左官工事 はり型モルタル塗り 金ごて　厚２０ｍｍ　３回塗り 材工共 梁型モルタル塗り（市場） 金ごて　Ｔ２０　３回塗 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835190005 左官工事 壁モルタル塗り 木ごて　厚１６ｍｍ　外壁小口タイル下地　２回塗り 材工共 壁モルタル塗り（市場） 木ごて　Ｔ１６　外壁小口　２回 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835190015 左官工事 壁モルタル塗り 木ごて　厚２０ｍｍ　外壁ユニットタイル下地　２回塗り 材工共 壁モルタル塗り（市場） 木ごてＴ２０　外壁ユニット２回 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835190010 左官工事 壁モルタル塗り 木ごて　厚１１ｍｍ　内壁小口タイル下地　２回塗り 材工共 壁モルタル塗り（市場） 木ごて　Ｔ１１　内壁小口　２回 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835190020 左官工事 壁モルタル塗り 木ごて　厚１５ｍｍ　内壁ユニットタイル下地　２回塗り 材工共 壁モルタル塗り（市場） 木ごてＴ１５　内壁ユニット２回 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835100010 左官工事 壁薄塗モルタル塗り 金ごて　厚５ｍｍ　既調合品 材工共 壁モルタル塗り（市場） 薄塗　金ごて　Ｔ５　既調合品 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835230010 左官工事 柱薄塗モルタル塗り 金ごて　厚５ｍｍ　既調合品 材工共 柱モルタル塗り（市場） 薄塗　金ごて　Ｔ５　既調合品 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835250010 左官工事 はり薄塗モルタル塗り 金ごて　厚５ｍｍ　既調合品 材工共 梁型モルタル塗り（市場） 薄塗　金ごて　Ｔ５　既調合品 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835560005 左官工事 笠木天端コンクリート直均し仕上げ 金ごて　幅３００ｍｍ 機械・手間のみ 笠木天端コンクリート仕上・市場 直均し仕上げ　金ごて　Ｗ３００ ｍ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835310005 左官工事 水切りモルタル塗り 金ごて　糸幅２００ｍｍ　厚３０ｍｍ 材工共 水切りモルタル塗り（市場） 金ごて　糸幅２００　Ｔ３０ ｍ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835330005 左官工事 手摺笠木モルタル塗り 金ごて　糸幅２００ｍｍ　厚３０ｍｍ 材工共 笠木モルタル塗り（市場） 手摺金ごて　糸幅２００　Ｔ３０ ｍ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835490005 左官工事 側溝モルタル塗り 金ごて　糸幅２００ｍｍ　厚３０ｍｍ 材工共 側溝モルタル塗り（市場） 金ごて　糸幅２００　Ｔ３０ ｍ 22 9835 左官工事
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左官工事【市場単価】 9835370005 左官工事 建具周囲モルタル充填 内部建具 材工共 建具周囲モルタル充填（市場） 内部建具 ｍ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835370010 左官工事 建具周囲防水モルタル充填 外部建具 材工共 建具周囲モルタル充填（市場） 防水　外部建具 ｍ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835350010 左官工事 防水入隅処理（モルタル） 立上り入隅面取　幅７０ｍｍ程度 材工共 防水入隅処理（モルタル）　市場 立上り入隅面取　Ｗ７０ｍｍ程度 ｍ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835570002 左官工事 下地調整塗材Ｃ－２ 壁　厚１～２ｍｍ程度　こて塗　吹付下地　コンクリート面 材工共 下地調整塗材Ｃ－２（市場） 壁　Ｔ１～２　こて塗　吹付 ｍ２ 22 9835 左官工事

左官工事【市場単価】 9835570004 左官工事 下地調整塗材Ｃ－２ 壁　厚１～２ｍｍ程度　こて塗　塗装下地　コンクリート面 材工共 下地調整塗材Ｃ－２（市場） 壁　Ｔ１～２　こて塗　塗装 ｍ２ 22 9835 左官工事

吹付工事【市場単価】 9838010002 吹付工事 薄付け仕上塗材 外装薄塗材Ｅ アクリルリシン 砂壁状 吹付け 下塗材１回・主材２回 材工共 薄付け仕上塗材（市場） 外装薄塗材Ｅ　アクリルリシン ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838010004 吹付工事 薄付け仕上塗材 可とう形外装薄塗材Ｅ 弾性リシン 砂壁状 吹付け 下塗材１回・主材２回 材工共 薄付け仕上塗材（市場） 可とう形外装薄塗材Ｅ ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838010006
吹付工事 薄付け仕上塗材 防水形外装薄塗材Ｅ 単層弾性 凹凸状 吹付け 下塗材１回・増塗材１回・主材基層１回・主材模
様１回 材工共

薄付け仕上塗材（市場） 防水形外装薄塗材Ｅ　単層弾性 ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838010008 吹付工事 薄付け仕上塗材 内装薄塗材Ｅ じゅらく 砂壁状 吹付け 下塗材１回・主材１回 材工共 薄付け仕上塗材（市場） 内装薄塗材Ｅ　じゅらく ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838020002
吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材Ｅ アクリルタイル 凹凸状 吹付け 下塗材１回・主材基層１回・主材模様１回・上塗材２
回 材工共

複層仕上塗材（市場） 複層塗材Ｅ　凹凸状 ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838020004
吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材Ｅ アクリルタイル 凸部処理 吹付け 下塗材１回・主材基層１回・主材模様１回・上塗材
２回 材工共

複層仕上塗材（市場） 複層塗材Ｅ　凸部処理 ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838020006 吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材Ｅ アクリルタイル ゆず肌状 ローラー塗り 下塗材１回・主材１回・上塗材２回 材工共 複層仕上塗材（市場） 複層塗材Ｅ　ゆず肌状 ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838020008
吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材ＲＥ 水系エポキシタイル 凹凸状 吹付け 下塗材１回・主材基層１回・主材模様１回・上
塗材２回 材工共

複層仕上塗材（市場） 複層塗材ＲＥ　凹凸状 ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838020010
吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材ＲＥ 水系エポキシタイル 凸部処理 吹付け 下塗材１回・主材基層１回・主材模様１回・
上塗材２回 材工共

複層仕上塗材（市場） 複層塗材ＲＥ　凸部処理 ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838020012
吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材ＲＥ 水系エポキシタイル ゆず肌状 ローラー塗り 下塗材１回・主材１回・上塗材２回
材工共

複層仕上塗材（市場） 複層塗材ＲＥ　ゆず肌状 ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838020014
吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材Ｓｉ シリカタイル 凹凸状 吹付け 下塗材１回・主材基層１回・主材模様１回・上塗材２
回 材工共

複層仕上塗材（市場） 複層塗材Ｓｉ　凹凸状 ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838020016
吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材Ｓｉ シリカタイル 凸部処理 吹付け 下塗材１回・主材基層１回・主材模様１回・上塗材
２回 材工共

複層仕上塗材（市場） 複層塗材Ｓｉ　凸部処理 ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838020018 吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材Ｓｉ シリカタイル ゆず肌状 ローラー塗り 下塗材１回・主材１回・上塗材２回 材工共 複層仕上塗材（市場） 複層塗材Ｓｉ　ゆず肌状 ｍ２ 25 9838 吹付工事
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吹付工事【市場単価】 9838020020
吹付工事 複層仕上塗材 防水形複層塗材Ｅ 複層弾性 凹凸状 吹付け 下塗材１回・増塗材１回・主材基層２回・主材模様１
回・上塗材２回 材工共

複層仕上塗材（市場） 防水形複層塗材Ｅ　凹凸状 ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838020022
吹付工事 複層仕上塗材 防水形複層塗材Ｅ 複層弾性 凸部処理 吹付け 下塗材１回・増塗材１回・主材基層２回・主材模様
１回・上塗材２回 材工共

複層仕上塗材（市場） 防水形複層塗材Ｅ　凸部処理 ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838020024
吹付工事 複層仕上塗材 防水形複層塗材Ｅ 複層弾性 ゆず肌状 ローラー塗り 下塗材１回・増塗材１回・主材基層２回・主
材模様１回・上塗材２回 材工共

複層仕上塗材（市場） 防水形複層塗材Ｅ　ゆず肌状 ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838030002 吹付工事 下地調整 下地調整塗材Ｃ－１ 吹付け １ｍｍ以下　下地　コンクリート・ＡＬＣパネル 材工共 下地調整（市場） 下地調整塗材Ｃ－１ ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838030004 吹付工事 下地調整 合成樹脂エマルションシーラー 吹付け 下地　ＡＬＣパネル・コンクリートブロック 材工共 下地調整（市場） 合成樹脂エマルションシーラー ｍ２ 25 9838 吹付工事

吹付工事【市場単価】 9838030006 吹付工事 下地調整 合成樹脂エマルション系下地調整塗材 吹付け Ｅ　下地　コンクリート・ＡＬＣパネル 材工共 下地調整（市場） 合成樹脂エマルション系　Ｅ ｍ２ 25 9838 吹付工事

ガラス工事【市場単価】 9841010010 ガラス工事 型板ガラス 厚４ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下 材工共 型板ガラス（市場） Ｔ４ｍｍ　２．１８ｍ２以下 ｍ２ 26 9841 ガラス工事

ガラス工事【市場単価】 9841020010 ガラス工事 網入型板ガラス 厚６．８ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下 材工共 網入型板ガラス（市場） Ｔ６．８ｍｍ　２．１８ｍ２以下 ｍ２ 26 9841 ガラス工事

ガラス工事【市場単価】 9841030010 ガラス工事 フロート板ガラス 厚５ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下 材工共 フロート板ガラス（市場） Ｔ５ｍｍ　２．１８ｍ２以下 ｍ２ 26 9841 ガラス工事

ガラス工事【市場単価】 9841030020 ガラス工事 フロート板ガラス 厚５ｍｍ　特寸４．４５ｍ２以下 材工共 フロート板ガラス（市場） Ｔ５ｍｍ　４．４５ｍ２以下 ｍ２ 26 9841 ガラス工事

ガラス工事【市場単価】 9841030030 ガラス工事 フロート板ガラス 厚６ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下 材工共 フロート板ガラス（市場） Ｔ６ｍｍ　２．１８ｍ２以下 ｍ２ 26 9841 ガラス工事

ガラス工事【市場単価】 9841030040 ガラス工事 フロート板ガラス 厚６ｍｍ　特寸４．４５ｍ２以下 材工共 フロート板ガラス（市場） Ｔ６ｍｍ　４．４５ｍ２以下 ｍ２ 26 9841 ガラス工事

ガラス工事【市場単価】 9841040010 ガラス工事 網入磨き板ガラス 厚６．８ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下 材工共 網入磨き板ガラス（市場） Ｔ６．８ｍｍ　２．１８ｍ２以下 ｍ２ 26 9841 ガラス工事

ガラス工事【市場単価】 9841050010 ガラス工事 複層ガラス 厚（ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ５）　特寸２．０ｍ２以下 材工共 複層ガラス（市場） ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ５ ｍ２ 26 9841 ガラス工事

ガラス工事【市場単価】 9841050020 ガラス工事 複層ガラス 厚（ＦＬ５＋Ａ６＋ＰＷ６．８）　特寸２．０ｍ２以下 材工共 複層ガラス（市場） ＦＬ５＋Ａ６＋ＰＷ６．８ ｍ２ 26 9841 ガラス工事

ガラス工事【市場単価】 9841060010 ガラス工事 強化ガラス 厚８ｍｍ　特寸２．０ｍ２以下 材工共 強化ガラス（市場） Ｔ８ｍｍ　２ｍ２以下 ｍ２ 26 9841 ガラス工事

ガラス工事【市場単価】 9841070010 ガラス工事 ガラスとめシーリング 片面５×５程度　バックアップ材共　シリコーン系　１成分形 材工共 ガラスとめシーリング（市場） 片面５×５程度バックアップ材共 ｍ 26 9841 ガラス工事

塗装工事【市場単価】 9837010005 塗装工事 錆止め塗り（現場１回） 錆止め塗り 鉄鋼面　（屋内外） 塗料種別Ａ種 作業工程Ａ種 材工共 錆止め塗り（現場１回）（市場） 鉄鋼面　屋内外 ｍ２ 28 9837 塗装工事
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塗装工事【市場単価】 9837010010 塗装工事 錆止め塗り（現場１回） 錆止め塗り 鉄鋼面　（屋内） 塗料種別Ｂ種 作業工程Ａ種 材工共 錆止め塗り（現場１回）（市場） 鉄鋼面　屋内 ｍ２ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837010015
塗装工事 錆止め塗り（現場１回） 錆止め塗り 亜鉛めっき鋼・鋼製建具面　（屋内外） 塗料種別Ａ種 作業工程Ａ種 材工
共

錆止め塗り（現場１回）（市場） 亜鉛めっき鋼・鋼製建具面屋内外 ｍ２ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837020005 塗装工事 仕上塗り ＳＯＰ塗り 鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面　（屋内外） 塗料種別１種 作業工程Ｂ種 材工共 仕上塗り　市場　ＳＯＰ塗り 鉄亜鉛めっき鋼・鋼製建具屋内外 ｍ２ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837020010 塗装工事 仕上塗り ＳＯＰ塗り （素地ごしらえＡ種共）　木部（屋内） 塗料種別１種 作業工程Ｂ種 材工共 仕上塗り　市場　ＳＯＰ塗り 素地ごしらえＡ種共　木部　屋内 ｍ２ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837020050 塗装工事 仕上塗り ＥＰ塗り （素地ごしらえＢ種共）　せっこうボード面 作業工程Ｂ種 材工共 仕上塗り　市場　ＥＰ塗り 素地ごしらえＢせっこうボード面 ｍ２ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837020045 塗装工事 仕上塗り ＥＰ塗り （素地ごしらえＢ種共）　けい酸カルシウム板面・モルタル面 作業工程Ｂ種 材工共 仕上塗り　市場　ＥＰ塗り 素地ごしらえＢけい酸カルシウム ｍ２ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837020055 塗装工事 仕上塗り ＤＰ塗り 鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 塗料種別１級 作業工程２回 材工共 仕上塗り　市場　ＤＰ塗り 鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 ｍ２ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837020035 塗装工事 仕上塗り ＣＬ塗り （素地ごしらえＢ種共）　木部 作業工程Ｂ種 材工共 仕上塗り　市場　ＣＬ塗り 素地ごしらえＢ種共　木部 ｍ２ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837020040 塗装工事 仕上塗り ＯＳ塗り （素地ごしらえＢ種共）　木部 材工共 仕上塗り　市場　ＯＳ塗り 素地ごしらえＢ種共　木部 ｍ２ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837030005
塗装工事 細幅物（糸幅３００ｍｍ以下） ＳＯＰ塗り （素地ごしらえＡ種共）　木部（屋内） 塗料種別１種 作業工程Ｂ
種 材工共

細幅物（糸幅３００ｍｍ以下） ＳＯＰ塗り　素地ごしらえＡ種共 ｍ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837030010 塗装工事 細幅物（糸幅３００ｍｍ以下） ＳＯＰ塗り （錆止め現場１回共）　鉄鋼面（屋内） 作業工程Ｂ種 材工共 細幅物（糸幅３００ｍｍ以下） ＳＯＰ塗り　錆止め現場１回鉄鋼 ｍ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837030020 塗装工事 細幅物（糸幅３００ｍｍ以下） ＣＬ塗り （素地ごしらえＢ種共）　木部 作業工程Ｂ種 材工共 細幅物（糸幅３００ｍｍ以下） ＣＬ塗り　素地ごしらえＢ種木部 ｍ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837030025 塗装工事 細幅物（糸幅３００ｍｍ以下） ＯＳ塗り （素地ごしらえＢ種共）　木部 材工共 細幅物（糸幅３００ｍｍ以下） ＯＳ塗り　素地ごしらえＢ種木部 ｍ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837040005 塗装工事 素地ごしらえ 素地ごしらえ 木部（屋内） 作業工程Ａ種 材工共 素地ごしらえ（市場） 木部　屋内 ｍ２ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837040025 塗装工事 素地ごしらえ 素地ごしらえ せっこうボード面 作業工程Ｂ種 材工共 素地ごしらえ（市場） せっこうボード面 ｍ２ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837040020 塗装工事 素地ごしらえ 素地ごしらえ けい酸カルシウム板面・モルタル面 作業工程Ｂ種 材工共 素地ごしらえ（市場） けい酸カルシウム・モルタル面 ｍ２ 28 9837 塗装工事

塗装工事【市場単価】 9837040015 塗装工事 素地ごしらえ 素地ごしらえ 押出成形セメント板面 作業工程Ｂ種 材工共 素地ごしらえ（市場） 押出成形セメント板面 ｍ２ 28 9837 塗装工事

内装床工事【市場単価】 9833010015 内装床工事 床　ビニル床シート張り 厚２．０ｍｍ　複層ビニル床シート　無地　ＦＳ 材工共 ビニル床シート張り（市場） 床　Ｔ２ｍｍ　無地　ＦＳ ｍ２ 30 9833 内装床工事
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内装床工事【市場単価】 9833010005 内装床工事 床　ビニル床シート張り 厚２．５ｍｍ　複層ビニル床シート　無地　ＦＳ 材工共 ビニル床シート張り（市場） 床　Ｔ２．５ｍｍ　無地　ＦＳ ｍ２ 30 9833 内装床工事

内装床工事【市場単価】 9833010020 内装床工事 階段　ビニル床シート張り 厚２．０ｍｍ　複層ビニル床シート　無地　ＦＳ 材工共 ビニル床シート張り（市場） 階段　Ｔ２ｍｍ　無地　ＦＳ ｍ２ 30 9833 内装床工事

内装床工事【市場単価】 9833010010 内装床工事 階段　ビニル床シート張り 厚２．５ｍｍ　複層ビニル床シート　無地　ＦＳ 材工共 ビニル床シート張り（市場） 階段　Ｔ２．５ｍｍ　無地　ＦＳ ｍ２ 30 9833 内装床工事

内装床工事【市場単価】 9833020005 内装床工事 床　ビニル床タイル張り 厚２．０ｍｍ　コンポジションビニル床タイル　ＫＴ 材工共 ビニル床タイル張り（市場） 床　Ｔ２ｍｍ　ＫＴ ｍ２ 30 9833 内装床工事

内装床工事【市場単価】 9833020010 内装床工事 階段　ビニル床タイル張り 厚２．０ｍｍ　コンポジションビニル床タイル　ＫＴ 材工共 ビニル床タイル張り（市場） 階段　Ｔ２ｍｍ　ＫＴ ｍ２ 30 9833 内装床工事

内装床工事【市場単価】 9833030005 内装床工事 床　タイルカーペット張り 総厚６．５ｍｍ　５００角　第一種ループパイル（一般事務室用） 材工共 タイルカーペット張り（市場） 床　総厚６．５ｍｍ　５００角 ｍ２ 30 9833 内装床工事

内装床工事【市場単価】 9833040005 内装床工事 ビニル幅木（ソフト幅木） 高６０ｍｍ 材工共 ビニル幅木（市場） ビニル幅木　Ｈ６０ｍｍ ｍ 30 9833 内装床工事

内装床工事【市場単価】 9833040010 内装床工事 ささらビニル幅木（ソフト幅木） 高３３０ｍｍ 材工共 ビニル幅木（市場） ささらビニル幅木　Ｈ３３０ｍｍ ｍ 30 9833 内装床工事

内装ボード工事【市場単価】 9839010010 内装ボード工事 壁　せっこうボード張り 厚１２．５ｍｍ　不燃　突付け 材工共 せっこうボード張り（市場） 壁　Ｔ１２．５ｍｍ ｍ２ 32 9839 内装ボード工事

内装ボード工事【市場単価】 9839010020 内装ボード工事 壁　せっこうボード張り 厚１２．５ｍｍ　不燃　突付け　下地せっこうボード厚１２．５ｍｍ共 材工共 せっこうボード張り（市場） 壁　Ｔ１２．５ｍｍ下地せっこう ｍ２ 32 9839 内装ボード工事

内装ボード工事【市場単価】 9839010030 内装ボード工事 壁　せっこうボード張り 厚１２．５ｍｍ　不燃　突付け　ＧＬ工法 材工共 せっこうボード張り（市場） 壁　Ｔ１２．５ｍｍ　ＧＬ工法 ｍ２ 32 9839 内装ボード工事

内装ボード工事【市場単価】 9839012010 内装ボード工事 天井　不燃積層せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　不燃　突付け 材工共 せっこうボード張り（市場） 天井　不燃積層　Ｔ９．５ｍｍ ｍ２ 32 9839 内装ボード工事

内装ボード工事【市場単価】 9839012020 内装ボード工事 天井　不燃積層化粧せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　不燃　突付け 材工共 せっこうボード張り（市場） 天井　不燃積層化粧Ｔ９．５ｍｍ ｍ２ 32 9839 内装ボード工事

内装ボード工事【市場単価】 9839020010 内装ボード工事 壁　けい酸カルシウム板張り（タイプ２，無石綿，０．８ＦＫ） 厚８．０ｍｍ　不燃　突付け 材工共 けい酸カルシウム板張り（市場） 壁　Ｔ８ｍｍ　突付け ｍ２ 32 9839 内装ボード工事

内装ボード工事【市場単価】 9839020020 内装ボード工事 壁　けい酸カルシウム板張り（タイプ２，無石綿，０．８ＦＫ） 厚８．０ｍｍ　不燃　目透し 材工共 けい酸カルシウム板張り（市場） 壁　Ｔ８ｍｍ　目透し ｍ２ 32 9839 内装ボード工事

内装ボード工事【市場単価】 9839022010 内装ボード工事 天井　けい酸カルシウム板張り（タイプ２，無石綿，０．８ＦＫ） 厚６．０ｍｍ　不燃　突付け 材工共 けい酸カルシウム板張り（市場） 天井　Ｔ６ｍｍ　突付け ｍ２ 32 9839 内装ボード工事

内装ボード工事【市場単価】 9839022020 内装ボード工事 天井　けい酸カルシウム板張り（タイプ２，無石綿，０．８ＦＫ） 厚６．０ｍｍ　不燃　目透し 材工共 けい酸カルシウム板張り（市場） 天井　Ｔ６ｍｍ　目透し ｍ２ 32 9839 内装ボード工事

内装ボード工事【市場単価】 9839030010
内装ボード工事 天井　ロックウール吸音板張り（内部用） 厚９．０ｍｍ　不燃　フラットタイプ　下地不燃積層せっこう
ボード厚９．５ｍｍ共 材工共

ロックウール吸音板張り（市場） 天井　Ｔ９ｍｍ　フラットタイプ ｍ２ 32 9839 内装ボード工事
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内装ボード工事【市場単価】 9839030020
内装ボード工事 天井　ロックウール吸音板張り（内部用） 厚１２．０ｍｍ　不燃　凹凸タイプ　下地不燃積層せっこう
ボード厚９．５ｍｍ共 材工共

ロックウール吸音板張り（市場） 天井　Ｔ１２ｍｍ　凹凸タイプ ｍ２ 32 9839 内装ボード工事

内装ボード工事【市場単価】 9839014010 内装ボード工事 せっこうボード継目処理 継目処理工法　（テーパーエッジ） 材工共 せっこうボード張り（市場） 継目処理工法　テーパーエッジ ｍ２ 32 9839 内装ボード工事

内装ボード工事【市場単価】 9839014020 内装ボード工事 せっこうボード継目処理 Ｖ目地工法　（ベベルエッジ） 材工共 せっこうボード張り（市場） Ｖ目地工法　ベベルエッジ ｍ２ 32 9839 内装ボード工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844010005 絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） １．６ｍｍ　管内配線 材工共 ６００Ｖビニル絶縁電線（市場） ＩＶ　１．６ｍｍ　管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844010010 絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ２．０ｍｍ　管内配線 材工共 ６００Ｖビニル絶縁電線（市場） ＩＶ　２ｍｍ　管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844010015 絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ５．５ｍｍ２　管内配線 材工共 ６００Ｖビニル絶縁電線（市場） ＩＶ　５．５ｍｍ２　管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844010020 絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ８ｍｍ２　管内配線 材工共 ６００Ｖビニル絶縁電線（市場） ＩＶ　８ｍｍ２　管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844010025 絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） １４ｍｍ２　管内配線 材工共 ６００Ｖビニル絶縁電線（市場） ＩＶ　１４ｍｍ２　管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844010030 絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ２２ｍｍ２　管内配線 材工共 ６００Ｖビニル絶縁電線（市場） ＩＶ　２２ｍｍ２　管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844010035 絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ３８ｍｍ２　管内配線 材工共 ６００Ｖビニル絶縁電線（市場） ＩＶ　３８ｍｍ２　管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844010040 絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ６０ｍｍ２　管内配線 材工共 ６００Ｖビニル絶縁電線（市場） ＩＶ　６０ｍｍ２　管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844010045 絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） １００ｍｍ２　管内配線 材工共 ６００Ｖビニル絶縁電線（市場） ＩＶ　１００ｍｍ２　管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844020005 絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） １．６ｍｍ　管内配線 材工共 ６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場 ＥＭ－ＩＥ　１．６ｍｍ管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844020010 絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） ２．０ｍｍ　管内配線 材工共 ６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場 ＥＭ－ＩＥ　２ｍｍ　管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844020015 絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） ５．５ｍｍ２　管内配線 材工共 ６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場 ＥＭ－ＩＥ５．５ｍｍ２管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844020020 絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） ８ｍｍ２　管内配線 材工共 ６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場 ＥＭ－ＩＥ　８ｍｍ２　管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844020025 絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） １４ｍｍ２　管内配線 材工共 ６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場 ＥＭ－ＩＥ　１４ｍｍ２管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844020030 絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） ２２ｍｍ２　管内配線 材工共 ６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場 ＥＭ－ＩＥ　２２ｍｍ２管内配線 ｍ 34 9844 電線工事
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絶縁電線工事【市場単価】 9844020035 絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） ３８ｍｍ２　管内配線 材工共 ６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場 ＥＭ－ＩＥ　３８ｍｍ２管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844020040 絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） ６０ｍｍ２　管内配線 材工共 ６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場 ＥＭ－ＩＥ　６０ｍｍ２管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁電線工事【市場単価】 9844020045 絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） １００ｍｍ２　管内配線 材工共 ６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場 ＥＭ－ＩＥ１００ｍｍ２管内配線 ｍ 34 9844 電線工事

絶縁ケーブル工事【市場単価】 9844030005 絶縁ケーブル工事 ６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ） ころがし配線　２心　１．６ｍｍ ６００Ｖ　ＶＶＦ（市場） ころがし配線　２心　１．６ｍｍ ｍ 36 9844 電線工事

絶縁ケーブル工事【市場単価】 9844030010 絶縁ケーブル工事 ６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ） ころがし配線　２心　２．０ｍｍ ６００Ｖ　ＶＶＦ（市場） ころがし配線　２心　２ｍｍ ｍ 36 9844 電線工事

絶縁ケーブル工事【市場単価】 9844030015 絶縁ケーブル工事 ６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ） ころがし配線　３心　１．６ｍｍ ６００Ｖ　ＶＶＦ（市場） ころがし配線　３心　１．６ｍｍ ｍ 36 9844 電線工事

絶縁ケーブル工事【市場単価】 9844030020 絶縁ケーブル工事 ６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ） ころがし配線　３心　２．０ｍｍ ６００Ｖ　ＶＶＦ（市場） ころがし配線　３心　２ｍｍ ｍ 36 9844 電線工事

絶縁ケーブル工事【市場単価】 9844040005
絶縁ケーブル工事 ６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＭ－ＥＥＦ） ころがし配線
２心　１．６ｍｍ

６００Ｖ　ＥＭ－ＥＥＦ（市場） ２心　１．６ｍｍ ｍ 36 9844 電線工事

絶縁ケーブル工事【市場単価】 9844040010
絶縁ケーブル工事 ６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＭ－ＥＥＦ） ころがし配線
２心　２．０ｍｍ

６００Ｖ　ＥＭ－ＥＥＦ（市場） ２心　２ｍｍ ｍ 36 9844 電線工事

絶縁ケーブル工事【市場単価】 9844040015
絶縁ケーブル工事 ６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＭ－ＥＥＦ） ころがし配線
３心　１．６ｍｍ

６００Ｖ　ＥＭ－ＥＥＦ（市場） ３心　１．６ｍｍ ｍ 36 9844 電線工事

絶縁ケーブル工事【市場単価】 9844040020
絶縁ケーブル工事 ６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＭ－ＥＥＦ） ころがし配線
３心　２．０ｍｍ

６００Ｖ　ＥＭ－ＥＥＦ（市場） ３心　２ｍｍ ｍ 36 9844 電線工事

電線管工事【市場単価】 9843010005 電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 隠ぺい・埋込配管　１９ｍｍ 材工共 ねじ無し電線管（市場） Ｅ　隠ぺい・埋込　１９ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843010010 電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 隠ぺい・埋込配管　２５ｍｍ 材工共 ねじ無し電線管（市場） Ｅ　隠ぺい・埋込　２５ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843010015 電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 隠ぺい・埋込配管　３１ｍｍ 材工共 ねじ無し電線管（市場） Ｅ　隠ぺい・埋込　３１ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843010020 電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 隠ぺい配管　３９ｍｍ 材工共 ねじ無し電線管（市場） Ｅ　隠ぺい　３９ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843010025 電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 隠ぺい配管　５１ｍｍ 材工共 ねじ無し電線管（市場） Ｅ　隠ぺい　５１ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843010030 電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 隠ぺい配管　６３ｍｍ 材工共 ねじ無し電線管（市場） Ｅ　隠ぺい　６３ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843010035 電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 隠ぺい配管　７５ｍｍ 材工共 ねじ無し電線管（市場） Ｅ　隠ぺい　７５ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事
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電線管工事【市場単価】 9843010105 電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 露出配管　１９ｍｍ 材工共 ねじ無し電線管（市場） Ｅ　露出　１９ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843010110 電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 露出配管　２５ｍｍ 材工共 ねじ無し電線管（市場） Ｅ　露出　２５ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843010115 電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 露出配管　３１ｍｍ 材工共 ねじ無し電線管（市場） Ｅ　露出　３１ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843010120 電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 露出配管　３９ｍｍ 材工共 ねじ無し電線管（市場） Ｅ　露出　３９ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843010125 電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 露出配管　５１ｍｍ 材工共 ねじ無し電線管（市場） Ｅ　露出　５１ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843010130 電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 露出配管　６３ｍｍ 材工共 ねじ無し電線管（市場） Ｅ　露出　６３ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843010135 電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 露出配管　７５ｍｍ 材工共 ねじ無し電線管（市場） Ｅ　露出　７５ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843020005 電線管工事 薄鋼電線管（Ｃ） 隠ぺい・埋込配管　１９ｍｍ 材工共 薄鋼電線管（市場） Ｃ　隠ぺい・埋込　１９ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843020010 電線管工事 薄鋼電線管（Ｃ） 隠ぺい・埋込配管　２５ｍｍ 材工共 薄鋼電線管（市場） Ｃ　隠ぺい・埋込　２５ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843020015 電線管工事 薄鋼電線管（Ｃ） 隠ぺい・埋込配管　３１ｍｍ 材工共 薄鋼電線管（市場） Ｃ　隠ぺい・埋込　３１ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843020020 電線管工事 薄鋼電線管（Ｃ） 隠ぺい配管　３９ｍｍ 材工共 薄鋼電線管（市場） Ｃ　隠ぺい　３９ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843020025 電線管工事 薄鋼電線管（Ｃ） 隠ぺい配管　５１ｍｍ 材工共 薄鋼電線管（市場） Ｃ　隠ぺい　５１ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843020030 電線管工事 薄鋼電線管（Ｃ） 隠ぺい配管　６３ｍｍ 材工共 薄鋼電線管（市場） Ｃ　隠ぺい　６３ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843020035 電線管工事 薄鋼電線管（Ｃ） 隠ぺい配管　７５ｍｍ 材工共 薄鋼電線管（市場） Ｃ　隠ぺい　７５ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843020105 電線管工事 薄鋼電線管（Ｃ） 露出配管　１９ｍｍ 材工共 薄鋼電線管（市場） Ｃ　露出　１９ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843020110 電線管工事 薄鋼電線管（Ｃ） 露出配管　２５ｍｍ 材工共 薄鋼電線管（市場） Ｃ　露出　２５ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843020115 電線管工事 薄鋼電線管（Ｃ） 露出配管　３１ｍｍ 材工共 薄鋼電線管（市場） Ｃ　露出　３１ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843020120 電線管工事 薄鋼電線管（Ｃ） 露出配管　３９ｍｍ 材工共 薄鋼電線管（市場） Ｃ　露出　３９ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事
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電線管工事【市場単価】 9843020125 電線管工事 薄鋼電線管（Ｃ） 露出配管　５１ｍｍ 材工共 薄鋼電線管（市場） Ｃ　露出　５１ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843020130 電線管工事 薄鋼電線管（Ｃ） 露出配管　６３ｍｍ 材工共 薄鋼電線管（市場） Ｃ　露出　６３ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843020135 電線管工事 薄鋼電線管（Ｃ） 露出配管　７５ｍｍ 材工共 薄鋼電線管（市場） Ｃ　露出　７５ｍｍ ｍ 38 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030005 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 隠ぺい・埋込配管　１６ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　隠ぺい・埋込　１６ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030010 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 隠ぺい・埋込配管　２２ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　隠ぺい・埋込　２２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030015 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 隠ぺい・埋込配管　２８ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　隠ぺい・埋込　２８ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030020 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 隠ぺい配管　３６ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　隠ぺい　３６ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030025 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 隠ぺい配管　４２ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　隠ぺい　４２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030030 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 隠ぺい配管　５４ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　隠ぺい　５４ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030035 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 隠ぺい配管　７０ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　隠ぺい　７０ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030040 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 隠ぺい配管　８２ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　隠ぺい　８２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030045 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 隠ぺい配管　９２ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　隠ぺい　９２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030050 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 隠ぺい配管　１０４ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　隠ぺい　１０４ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030105 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 露出配管　１６ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　露出　１６ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030110 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 露出配管　２２ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　露出　２２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030115 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 露出配管　２８ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　露出　２８ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030120 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 露出配管　３６ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　露出　３６ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030125 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 露出配管　４２ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　露出　４２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事
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電線管工事【市場単価】 9843030130 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 露出配管　５４ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　露出　５４ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030135 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 露出配管　７０ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　露出　７０ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030140 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 露出配管　８２ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　露出　８２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030145 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 露出配管　９２ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　露出　９２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843030150 電線管工事 厚鋼電線管（Ｇ） 露出配管　１０４ｍｍ 材工共 厚鋼電線管（市場） Ｇ　露出　１０４ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843050005 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい・埋込配管　１６ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　隠ぺい・埋込　１６ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843050010 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい・埋込配管　２２ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　隠ぺい・埋込　２２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843050015 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい・埋込配管　２８ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　隠ぺい・埋込　２８ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843050020 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい配管　３６ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　隠ぺい　３６ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843050025 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい配管　４２ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　隠ぺい　４２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843050030 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい配管　５４ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　隠ぺい　５４ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843050035 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい配管　７０ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　隠ぺい　７０ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843050040 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい配管　８２ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　隠ぺい　８２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843050105 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管　１６ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　露出　１６ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843050110 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管　２２ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　露出　２２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843050115 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管　２８ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　露出　２８ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843050120 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管　３６ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　露出　３６ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843050125 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管　４２ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　露出　４２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事
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電線管工事【市場単価】 9843050130 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管　５４ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　露出　５４ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843050135 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管　７０ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　露出　７０ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843050140 電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管　８２ｍｍ 材工共 硬質ビニル電線管（市場） ＶＥ　露出　８２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843070005 電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 隠ぺい・埋込配管　１４ｍｍ 材工共 合成樹脂製可とう電線管（市場） ＰＦ一重管　隠ぺい埋込１４ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843070010 電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 隠ぺい・埋込配管　１６ｍｍ 材工共 合成樹脂製可とう電線管（市場） ＰＦ一重管　隠ぺい埋込１６ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843070015 電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 隠ぺい・埋込配管　２２ｍｍ 材工共 合成樹脂製可とう電線管（市場） ＰＦ一重管　隠ぺい埋込２２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843070020 電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 隠ぺい・埋込配管　２８ｍｍ 材工共 合成樹脂製可とう電線管（市場） ＰＦ一重管　隠ぺい埋込２８ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843070105 電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 露出配管　１４ｍｍ 材工共 合成樹脂製可とう電線管（市場） ＰＦ一重管　露出　１４ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843070110 電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 露出配管　１６ｍｍ 材工共 合成樹脂製可とう電線管（市場） ＰＦ一重管　露出　１６ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843070115 電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 露出配管　２２ｍｍ 材工共 合成樹脂製可とう電線管（市場） ＰＦ一重管　露出　２２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843070120 電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 露出配管　２８ｍｍ 材工共 合成樹脂製可とう電線管（市場） ＰＦ一重管　露出　２８ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843080005 電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＣＤ管） 埋込配管　１４ｍｍ 材工共 合成樹脂製可とう電線管（市場） ＣＤ管　埋込　１４ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843080010 電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＣＤ管） 埋込配管　１６ｍｍ 材工共 合成樹脂製可とう電線管（市場） ＣＤ管　埋込　１６ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843080015 電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＣＤ管） 埋込配管　２２ｍｍ 材工共 合成樹脂製可とう電線管（市場） ＣＤ管　埋込　２２ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

電線管工事【市場単価】 9843080020 電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＣＤ管） 埋込配管　２８ｍｍ 材工共 合成樹脂製可とう電線管（市場） ＣＤ管　埋込　２８ｍｍ ｍ 40 9843 配管（電気）工事

線ぴ類（２種金属線ぴ）工事【市場単価】 9851010005 線ぴ類（２種金属線ぴ）工事 ２種金属線ぴ（溶融亜鉛めっき鋼板製） Ａ型　幅４０×高３０ｍｍ 材工共 ２種金属線ぴ工事　Ａ型 溶融亜鉛めっき鋼Ｗ４０×Ｈ３０ ｍ 42 9851 線ぴ類工事

線ぴ類（２種金属線ぴ）工事【市場単価】 9851010015 線ぴ類（２種金属線ぴ）工事 ２種金属線ぴ（溶融亜鉛めっき鋼板製） Ｃ型　幅４０×高４５ｍｍ 材工共 ２種金属線ぴ工事　Ｃ型 溶融亜鉛めっき鋼Ｗ４０×Ｈ４５ ｍ 42 9851 線ぴ類工事

線ぴ類（２種金属線ぴボックス）工事【市場単
価】

9851020005 線ぴ類（２種金属線ぴボックス）工事 ジャンクションボックス 溶融亜鉛めっき鋼板製　（１～４方出） 材工共 ２種金属線ぴボックス工事 ジャンクションボックス溶融亜鉛 個 42 9851 線ぴ類工事
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線ぴ類（２種金属線ぴボックス）工事【市場単
価】

9851020010 線ぴ類（２種金属線ぴボックス）工事 コンセント用ボックス 溶融亜鉛めっき鋼板製 材工共 ２種金属線ぴボックス工事 コンセント用ボックス溶融亜鉛 個 42 9851 線ぴ類工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010005
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［１段積みの場合］　２００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　１段積　２００Ａ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010010
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［１段積みの場合］　３００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　１段積　３００Ａ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010015
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［１段積みの場合］　４００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　１段積　４００Ａ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010020
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［１段積みの場合］　５００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　１段積　５００Ａ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010025
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［１段積みの場合］　６００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　１段積　６００Ａ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010030
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［１段積みの場合］　８００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　１段積　８００Ａ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010035
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［１段積みの場合］　１０００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　１段積　１０００Ａ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010040
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［１段積みの場合］　２００Ａ～１０００Ａ用セパレーター 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　１０００Ａ　セパレーター ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010045
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［１段積みの場合］　４００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　１段積　４００Ｂ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010050
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［１段積みの場合］　５００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　１段積　５００Ｂ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010055
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［１段積みの場合］　６００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　１段積　６００Ｂ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010060
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［１段積みの場合］　８００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　１段積　８００Ｂ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010065
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［１段積みの場合］　１０００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　１段積　１０００Ｂ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010070
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［１段積みの場合］　４００Ｂ～１０００Ｂ用セパレーター 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　１０００Ｂ　セパレーター ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010205
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［２段積みの場合の２段目］　２００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　２段積２段目　２００Ａ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010210
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［２段積みの場合の２段目］　３００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　２段積２段目　３００Ａ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010215
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［２段積みの場合の２段目］　４００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　２段積２段目　４００Ａ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事
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ケーブルラック工事【市場単価】 9847010220
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［２段積みの場合の２段目］　５００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　２段積２段目　５００Ａ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010225
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［２段積みの場合の２段目］　６００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　２段積２段目　６００Ａ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010230
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［２段積みの場合の２段目］　８００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　２段積２段目　８００Ａ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010235
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［２段積みの場合の２段目］　１０００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　２段積２段目　１０００Ａ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010240
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［２段積みの場合の２段目］　４００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　２段積２段目　４００Ｂ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010245
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［２段積みの場合の２段目］　５００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　２段積２段目　５００Ｂ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010250
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［２段積みの場合の２段目］　６００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　２段積２段目　６００Ｂ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010255
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［２段積みの場合の２段目］　８００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　２段積２段目　８００Ｂ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847010260
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装
仕上げ｝ ［２段積みの場合の２段目］　１０００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 ＺＭ　２段積２段目　１０００Ｂ ｍ 44 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011005
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［１段積みの場合］　２００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　１段積　２００Ａ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011010
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［１段積みの場合］　３００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　１段積　３００Ａ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011015
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［１段積みの場合］　４００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　１段積　４００Ａ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011020
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［１段積みの場合］　５００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　１段積　５００Ａ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011025
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［１段積みの場合］　６００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　１段積　６００Ａ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011030
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［１段積みの場合］　８００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　１段積　８００Ａ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011035
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［１段積みの場合］　１０００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　１段積　１０００Ａ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011040
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［１段積みの場合］　２００Ａ～１０００Ａ用セパレーター 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　１０００Ａセパレーター ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011045
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［１段積みの場合］　４００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　１段積　４００Ｂ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事
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ケーブルラック工事【市場単価】 9847011050
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［１段積みの場合］　５００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　１段積　５００Ｂ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011055
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［１段積みの場合］　６００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　１段積　６００Ｂ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011060
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［１段積みの場合］　８００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　１段積　８００Ｂ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011065
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［１段積みの場合］　１０００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　１段積　１０００Ｂ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011070
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［１段積みの場合］　４００Ｂ～１０００Ｂ用セパレーター 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　１０００Ｂセパレーター ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011205
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［２段積みの場合の２段目］　２００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　２段積２段目　２００Ａ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011210
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［２段積みの場合の２段目］　３００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　２段積２段目　３００Ａ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011215
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［２段積みの場合の２段目］　４００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　２段積２段目　４００Ａ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011220
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［２段積みの場合の２段目］　５００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　２段積２段目　５００Ａ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011225
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［２段積みの場合の２段目］　６００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　２段積２段目　６００Ａ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011230
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［２段積みの場合の２段目］　８００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　２段積２段目　８００Ａ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011235
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［２段積みの場合の２段目］　１０００Ａ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　２段積２段目１０００Ａ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011240
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［２段積みの場合の２段目］　４００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　２段積２段目　４００Ｂ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011245
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［２段積みの場合の２段目］　５００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　２段積２段目　５００Ｂ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011250
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［２段積みの場合の２段目］　６００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　２段積２段目　６００Ｂ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011255
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［２段積みの場合の２段目］　８００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　２段積２段目　８００Ｂ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847011260
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材
も同等の溶融亜鉛めっきとする ［２段積みの場合の２段目］　１０００Ｂ 材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 Ｚ３５　２段積２段目１０００Ｂ ｍ 46 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013005 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［１段積みの場合］　２００Ａ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　１段積　２００Ａ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事
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ケーブルラック工事【市場単価】 9847013010 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［１段積みの場合］　３００Ａ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　１段積　３００Ａ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013015 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［１段積みの場合］　４００Ａ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　１段積　４００Ａ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013020 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［１段積みの場合］　５００Ａ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　１段積　５００Ａ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013025 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［１段積みの場合］　６００Ａ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　１段積　６００Ａ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013030 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［１段積みの場合］　８００Ａ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　１段積　８００Ａ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013035 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［１段積みの場合］　１０００Ａ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　１段積　１０００Ａ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013040
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［１段積みの場合］　２００Ａ～１０００Ａ用セパレーター
材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　１０００Ａセパレーター ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013045 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［１段積みの場合］　４００Ｂ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　１段積　４００Ｂ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013050 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［１段積みの場合］　５００Ｂ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　１段積　５００Ｂ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013055 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［１段積みの場合］　６００Ｂ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　１段積　６００Ｂ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013060 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［１段積みの場合］　８００Ｂ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　１段積　８００Ｂ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013065 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［１段積みの場合］　１０００Ｂ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　１段積　１０００Ｂ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013070
ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［１段積みの場合］　４００Ｂ～１０００Ｂ用セパレーター
材工共

ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　１０００Ｂセパレーター ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013205 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］　２００Ａ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　２段積２段目　２００Ａ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013210 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］　３００Ａ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　２段積２段目　３００Ａ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013215 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］　４００Ａ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　２段積２段目　４００Ａ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013220 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］　５００Ａ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　２段積２段目　５００Ａ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013225 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］　６００Ａ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　２段積２段目　６００Ａ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事
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ケーブルラック工事【市場単価】 9847013230 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］　８００Ａ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　２段積２段目　８００Ａ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013235 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］　１０００Ａ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　２段積２段目１０００Ａ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013240 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］　４００Ｂ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　２段積２段目　４００Ｂ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013245 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］　５００Ｂ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　２段積２段目　５００Ｂ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013250 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］　６００Ｂ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　２段積２段目　６００Ｂ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013255 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］　８００Ｂ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　２段積２段目　８００Ｂ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

ケーブルラック工事【市場単価】 9847013260 ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］　１０００Ｂ 材工共 ケーブルラック（市場）はしご形 アルミ　２段積２段目１０００Ｂ ｍ 48 9847 ケーブルラック工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050005
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］及び［隠蔽形ＳＳ－Ｃ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ ０．２ｍ２未満／個
材工共

プルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ 鋼板　錆止　＜０．２ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050010
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］及び［隠蔽形ＳＳ－Ｃ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ ０．２ｍ２以上　０．
３ｍ２未満／個 材工共

プルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ 鋼板　錆止　０．２～０．３ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050015
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］及び［隠蔽形ＳＳ－Ｃ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ ０．３ｍ２以上　０．
５ｍ２未満／個 材工共

プルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ 鋼板　錆止　０．３～０．５ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050020
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］及び［隠蔽形ＳＳ－Ｃ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ ０．５ｍ２以上　１ｍ
２未満／個 材工共

プルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ 鋼板　錆止　０．５～１ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050025
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］及び［隠蔽形ＳＳ－Ｃ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ １ｍ２以上　２ｍ２未
満／個 材工共

プルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ 鋼板　錆止　１～２ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050030
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］及び［隠蔽形ＳＳ－Ｃ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ ２ｍ２以上　３ｍ２未
満／個 材工共

プルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ 鋼板　錆止　２～３ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050035
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］及び［隠蔽形ＳＳ－Ｃ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ ３ｍ２以上／個 材工
共

プルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ 鋼板　錆止　３ｍ２≦ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050105
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックス溶融亜鉛めっき３５０ｇ／ｍ２仕上げ防水形 ０．２ｍ２未満／個
材工共

プルボックス（市場）露出形ＳＳ 鋼板　めっき　＜０．２ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050110
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックス溶融亜鉛めっき３５０ｇ／ｍ２仕上げ防水形 ０．２ｍ２以上　０．
３ｍ２未満／個 材工共

プルボックス（市場）露出形ＳＳ 鋼板　めっき０．２～０．３ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050115
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックス溶融亜鉛めっき３５０ｇ／ｍ２仕上げ防水形 ０．３ｍ２以上　０．
５ｍ２未満／個 材工共

プルボックス（市場）露出形ＳＳ 鋼板　めっき０．３～０．５ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050120
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックス溶融亜鉛めっき３５０ｇ／ｍ２仕上げ防水形 ０．５ｍ２以上　１ｍ
２未満／個 材工共

プルボックス（市場）露出形ＳＳ 鋼板　めっき　０．５～１ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事
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プルボックス工事【市場単価】 9845050125
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックス溶融亜鉛めっき３５０ｇ／ｍ２仕上げ防水形 １ｍ２以上　２ｍ２未
満／個 材工共

プルボックス（市場）露出形ＳＳ 鋼板　めっき　１～２ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050130
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックス溶融亜鉛めっき３５０ｇ／ｍ２仕上げ防水形 ２ｍ２以上　３ｍ２未
満／個 材工共

プルボックス（市場）露出形ＳＳ 鋼板　めっき　２～３ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050135
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックス溶融亜鉛めっき３５０ｇ／ｍ２仕上げ防水形 ３ｍ２以上／個 材工
共

プルボックス（市場）露出形ＳＳ 鋼板　めっき　３ｍ２≦ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050405 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ防水形 ０．２ｍ２未満／個 材工共 プルボックス（市場）露出形ＳＳ 鋼板　錆止　＜０．２ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050410
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ防水形 ０．２ｍ２以上　０．３ｍ２未満／個
材工共

プルボックス（市場）露出形ＳＳ 鋼板　錆止　０．２～０．３ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050415
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ防水形 ０．３ｍ２以上　０．５ｍ２未満／個
材工共

プルボックス（市場）露出形ＳＳ 鋼板　錆止　０．３～０．５ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050420
プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ防水形 ０．５ｍ２以上　１ｍ２未満／個 材工
共

プルボックス（市場）露出形ＳＳ 鋼板　錆止　０．５～１ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050425 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ防水形 １ｍ２以上　２ｍ２未満／個 材工共 プルボックス（市場）露出形ＳＳ 鋼板　錆止　１～２ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050430 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ防水形 ２ｍ２以上　３ｍ２未満／個 材工共 プルボックス（市場）露出形ＳＳ 鋼板　錆止　２～３ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845050435 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ防水形 ３ｍ２以上／個 材工共 プルボックス（市場）露出形ＳＳ 鋼板　錆止　３ｍ２≦ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845052105 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］ステンレス製プルボックス防水形 ０．２ｍ２未満／個 材工共 プルボックス（市場）露出形ＳＳ ＳＵＳ　防水　＜０．２ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845052110 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］ステンレス製プルボックス防水形 ０．２ｍ２以上　０．３ｍ２未満／個 材工共 プルボックス（市場）露出形ＳＳ ＳＵＳ　防水０．２～０．３ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845052115 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］ステンレス製プルボックス防水形 ０．３ｍ２以上　０．５ｍ２未満／個 材工共 プルボックス（市場）露出形ＳＳ ＳＵＳ　防水０．３～０．５ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845052120 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］ステンレス製プルボックス防水形 ０．５ｍ２以上　１ｍ２未満／個 材工共 プルボックス（市場）露出形ＳＳ ＳＵＳ　防水　０．５～１ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845052125 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］ステンレス製プルボックス防水形 １ｍ２以上　２ｍ２未満／個 材工共 プルボックス（市場）露出形ＳＳ ＳＵＳ　防水　１～２ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845052130 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］ステンレス製プルボックス防水形 ２ｍ２以上　３ｍ２未満／個 材工共 プルボックス（市場）露出形ＳＳ ＳＵＳ　防水　２～３ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845052135 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］ステンレス製プルボックス防水形 ３ｍ２以上／個 材工共 プルボックス（市場）露出形ＳＳ ＳＵＳ　防水　３ｍ２≦ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845055005 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ－Ｖ］硬質ビニル製プルボックス ０．２ｍ２未満／個 材工共 プルボックス市場　露出ＳＳ－Ｖ 硬質ビニル　＜０．２ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事
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プルボックス工事【市場単価】 9845055010 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ－Ｖ］硬質ビニル製プルボックス ０．２ｍ２以上　０．３ｍ２未満／個 材工共 プルボックス市場　露出ＳＳ－Ｖ 硬質ビニル　０．２～０．３ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845055015 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ－Ｖ］硬質ビニル製プルボックス ０．３ｍ２以上　０．５ｍ２未満／個 材工共 プルボックス市場　露出ＳＳ－Ｖ 硬質ビニル　０．３～０．５ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845055020 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ－Ｖ］硬質ビニル製プルボックス ０．５ｍ２以上　１ｍ２未満／個 材工共 プルボックス市場　露出ＳＳ－Ｖ 硬質ビニル　０．５～１ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845055025 プルボックス工事 ［露出形ＳＳ－Ｖ］硬質ビニル製プルボックス １ｍ２以上　２ｍ２未満／個 材工共 プルボックス市場　露出ＳＳ－Ｖ 硬質ビニル　１～２ｍ２ ｍ２ 50 9845 位置ボックス工事

プルボックス工事【市場単価】 9845080005 プルボックス工事 接地端子（ＥＴ） 材工共 接地端子（市場） ＥＴ 個 50 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845010005 位置ボックス工事 スイッチボックス（カバー付） １個用　Ｄ４４ 材工共 スイッチボックス（市場） １個用　Ｄ４４ 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845010010 位置ボックス工事 スイッチボックス（カバー付） ２個用　Ｄ４４ 材工共 スイッチボックス（市場） ２個用　Ｄ４４ 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845010015 位置ボックス工事 スイッチボックス（カバー付） ３個用　Ｄ４４ 材工共 スイッチボックス（市場） ３個用　Ｄ４４ 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845010020 位置ボックス工事 スイッチボックス（カバー付） ４個用　Ｄ５４ 材工共 スイッチボックス（市場） ４個用　Ｄ５４ 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845010025 位置ボックス工事 スイッチボックス（カバー付） ５個用　Ｄ５４ 材工共 スイッチボックス（市場） ５個用　Ｄ５４ 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845020005 位置ボックス工事 アウトレットボックス（カバー付） 中四角　浅型　Ｄ４４ 材工共 アウトレットボックス（市場） 中四角　浅型　Ｄ４４ 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845020010 位置ボックス工事 アウトレットボックス（カバー付） 中四角　深型　Ｄ５４ 材工共 アウトレットボックス（市場） 中四角　深型　Ｄ５４ 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845030005 位置ボックス工事 コンクリートボックス（カバー付） 中四角　深型　Ｄ５４ 材工共 コンクリートボックス（市場） 中四角　深型　Ｄ５４ 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845030010 位置ボックス工事 コンクリートボックス（カバー付） 八角　深型　Ｄ７５ 材工共 コンクリートボックス（市場） 八角　深型　Ｄ７５ 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845040005 位置ボックス工事 露出丸形ボックス １方出　２５（２２） 材工共 露出丸形ボックス（市場） １方出　２５（２２） 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845040010 位置ボックス工事 露出丸形ボックス ２方出　２５（２２） 材工共 露出丸形ボックス（市場） ２方出　２５（２２） 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845040015 位置ボックス工事 露出丸形ボックス ３方出　２５（２２） 材工共 露出丸形ボックス（市場） ３方出　２５（２２） 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845060005 位置ボックス工事 露出スイッチボックス １個用　１方出　２５（２２） 材工共 露出スイッチボックス（市場） １個用　１方出　２５（２２） 個 52 9845 位置ボックス工事
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位置ボックス工事【市場単価】 9845060010 位置ボックス工事 露出スイッチボックス １個用　２方出　２５（２２） 材工共 露出スイッチボックス（市場） １個用　２方出　２５（２２） 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845015005 位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス（カバー付） 埋込　１個用　Ｄ４４ 材工共 スイッチボックス（市場） １個用　Ｄ４４　合成樹脂　埋込 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845015010 位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス（カバー付） 埋込　２個用　Ｄ４４ 材工共 スイッチボックス（市場） ２個用　Ｄ４４　合成樹脂　埋込 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845015015 位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス（カバー付） 埋込　３個用　Ｄ４４ 材工共 スイッチボックス（市場） ３個用　Ｄ４４　合成樹脂　埋込 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845015020 位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス（カバー付） 埋込　４個用　Ｄ５４ 材工共 スイッチボックス（市場） ４個用　Ｄ５４　合成樹脂　埋込 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845015025 位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス（カバー付） 埋込　５個用　Ｄ５４ 材工共 スイッチボックス（市場） ５個用　Ｄ５４　合成樹脂　埋込 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845025005 位置ボックス工事 合成樹脂製アウトレットボックス（カバー付） 中四角　浅型　Ｄ４４ 材工共 アウトレットボックス（市場） 中四角　浅型　Ｄ４４　合成樹脂 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845025010 位置ボックス工事 合成樹脂製アウトレットボックス（カバー付） 中四角　深型　Ｄ５４ 材工共 アウトレットボックス（市場） 中四角　深型　Ｄ５４　合成樹脂 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845025015 位置ボックス工事 合成樹脂製アウトレットボックス（カバー付） 中四角　浅型セパレート付　Ｄ４４ 材工共 アウトレットボックス（市場） 中四角　浅型セパレート　Ｄ４４ 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845035005 位置ボックス工事 合成樹脂製コンクリートボックス（カバー付） 中四角　深型　Ｄ５４ 材工共 コンクリートボックス（市場） 中四角　深型　Ｄ５４　合成樹脂 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845035010 位置ボックス工事 合成樹脂製コンクリートボックス（カバー付） 八角　深型　Ｄ７５ 材工共 コンクリートボックス（市場） 八角　深型　Ｄ７５　合成樹脂 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845045005 位置ボックス工事 合成樹脂製露出丸形ボックス １方出　２２ 材工共 露出丸形ボックス（市場） １方出　２２　合成樹脂 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845045010 位置ボックス工事 合成樹脂製露出丸形ボックス ２方出　２２ 材工共 露出丸形ボックス（市場） ２方出　２２　合成樹脂 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845045015 位置ボックス工事 合成樹脂製露出丸形ボックス ３方出　２２ 材工共 露出丸形ボックス（市場） ３方出　２２　合成樹脂 個 52 9845 位置ボックス工事

位置ボックス工事【市場単価】 9845070005 位置ボックス工事 位置ボックス用ボンディング（ボックス１個当たり） 材工共 位置ボックスボンディング・市場 ボックス１個あたり 個 52 9845 位置ボックス工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848010010 防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝２００ 材工共 壁貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ２００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848010020 防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝３００ 材工共 壁貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ３００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848010030 防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝４００ 材工共 壁貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ４００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事
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防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848010040 防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝５００ 材工共 壁貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ５００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848010050 防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝６００ 材工共 壁貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ６００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848010060 防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝８００ 材工共 壁貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ８００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848010070 防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝１０００ 材工共 壁貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ１０００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848010080 防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝１２００ 材工共 壁貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ１２００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848050010 防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝２００ 材工共 床貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ２００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848050020 防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝３００ 材工共 床貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ３００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848050030 防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝４００ 材工共 床貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ４００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848050040 防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝５００ 材工共 床貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ５００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848050050 防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝６００ 材工共 床貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ６００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848050060 防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝８００ 材工共 床貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ８００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848050070 防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝１０００ 材工共 床貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ１０００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848050080 防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝１２００ 材工共 床貫通工事ケーブルラック用市場 ラックＷ１２００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848100010 防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（金属管「短管」用）（壁・床共用） （１９） 材工共 貫通工事金属管「短管」用　市場 壁・床共用　（１９） 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848100020 防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（金属管「短管」用）（壁・床共用） （２５） 材工共 貫通工事金属管「短管」用　市場 壁・床共用　（２５） 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848100030 防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（金属管「短管」用）（壁・床共用） （３１） 材工共 貫通工事金属管「短管」用　市場 壁・床共用　（３１） 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848100040 防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（金属管「短管」用）（壁・床共用） （３９） 材工共 貫通工事金属管「短管」用　市場 壁・床共用　（３９） 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848100050 防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（金属管「短管」用）（壁・床共用） （５１） 材工共 貫通工事金属管「短管」用　市場 壁・床共用　（５１） 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事
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防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848100060 防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（金属管「短管」用）（壁・床共用） （６３） 材工共 貫通工事金属管「短管」用　市場 壁・床共用　（６３） 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848100070 防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（金属管「短管」用）（壁・床共用） （７５） 材工共 貫通工事金属管「短管」用　市場 壁・床共用　（７５） 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848150010 防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（丸形用）（壁・床共用） φ１００ 材工共 貫通処理工事　丸形用（市場） 壁・床共用　径１００ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

防火区画貫通処理工事【市場単価】 9848150020 防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（丸形用）（壁・床共用） φ１５０ 材工共 貫通処理工事　丸形用（市場） 壁・床共用　径１５０ｍｍ 箇所 54 9848 防火区画貫通処理工事

接地極工事【市場単価】 9849010005 接地極工事 銅板式 ９００×９００×１．５ｔ 材工共 接地極工事（市場） 銅板式　９００×９００×１．５ 箇所 56 9849 接地工事

接地極工事【市場単価】 9849010008 接地極工事 銅板式 ６００×６００×１．５ｔ 材工共 接地極工事（市場） 銅板式　６００×６００×１．５ 箇所 56 9849 接地工事

接地極工事【市場単価】 9849011005 接地極工事 銅覆鋼棒打込式 １４φ×１．５ｍ 材工共 接地極工事（市場）銅覆鋼棒 打込式　径１４×１．５ｍ 箇所 56 9849 接地工事

接地極工事【市場単価】 9849011010 接地極工事 銅覆鋼棒打込式 １４φ×１．５ｍ～２連 材工共 接地極工事（市場）銅覆鋼棒 打込式　径１４×１．５ｍ～２連 箇所 56 9849 接地工事

接地極工事【市場単価】 9849011015 接地極工事 銅覆鋼棒打込式 １４φ×１．５ｍ～３連 材工共 接地極工事（市場）銅覆鋼棒 打込式　径１４×１．５ｍ～３連 箇所 56 9849 接地工事

接地極工事【市場単価】 9849011018 接地極工事 銅覆鋼棒打込式 １０φ×１．５ｍ 材工共 接地極工事（市場）銅覆鋼棒 打込式　径１０×１．５ｍ 箇所 56 9849 接地工事

接地極工事【市場単価】 9849011020 接地極工事 銅覆鋼棒打込式 １０φ×１．０ｍ 材工共 接地極工事（市場）銅覆鋼棒 打込式　径１０×１ｍ 箇所 56 9849 接地工事

接地極埋設標工事【市場単価】 9849020005 接地極埋設標工事 接地極埋設標 金属製・接地抵抗測定 材工共 接地極埋設標工事（市場） 金属製・接地抵抗測定 枚 56 9849 接地工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040005 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし） １７ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆無　１７ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040010 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし） ２４ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆無　２４ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040015 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし） ３０ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆無　３０ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040020 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし） ３８ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆無　３８ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040025 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし） ５０ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆無　５０ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040030 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし） ６３ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆無　６３ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事
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電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040035 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし） ７６ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆無　７６ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040040 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし） ８３ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆無　８３ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040045 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし） １０１ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆無　１０１ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040205 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり） １７ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　１７ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040210 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり） ２４ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　２４ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040215 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり） ３０ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　３０ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040220 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり） ３８ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　３８ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040225 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり） ５０ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　５０ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040230 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり） ６３ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　６３ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040235 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり） ７６ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　７６ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040240 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり） ８３ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　８３ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040245 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり） １０１ｍｍ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　１０１ｍｍ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040305 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水） １７ｍｍＷＰ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　防水　１７　ＷＰ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040310 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水） ２４ｍｍＷＰ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　防水　２４　ＷＰ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040315 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水） ３０ｍｍＷＰ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　防水　３０　ＷＰ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040320 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水） ３８ｍｍＷＰ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　防水　３８　ＷＰ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040325 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水） ５０ｍｍＷＰ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　防水　５０　ＷＰ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040330 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水） ６３ｍｍＷＰ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　防水　６３　ＷＰ 箇所 58 9843 配管（電気）工事
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電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040335 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水） ７６ｍｍＷＰ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　防水　７６　ＷＰ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040340 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水） ８３ｍｍＷＰ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　防水　８３　ＷＰ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事
【市場単価】

9843040345 電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水） １０１ｍｍＷＰ 材工共 金属製可とう電線管（市場） ビニル被覆有　防水　１０１ＷＰ 箇所 58 9843 配管（電気）工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873011005
保温工事（ダクト） 長方形ダクト　ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．鋲，２．保温板，３．カラー
亜鉛鉄板 厚さ５０ｍｍ

長方形ダクト市場　ＲＷ保温材 屋内露出　一般居室　Ｔ５０ ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873011030
保温工事（ダクト） 長方形ダクト　ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．鋲，２．アルミガラスクロス化粧保温
板，３．アルミガラスクロス粘着テープ 厚さ２５ｍｍ

長方形ダクト（市場）ＲＷ保温材 機械室　書庫　倉庫　Ｔ２５ ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873011015
保温工事（ダクト） 長方形ダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．鋲，２．アルミガラスクロ
ス化粧保温板，３．アルミガラスクロス粘着テープ 厚さ２５ｍｍ

長方形ダクト市場　ＲＷ保温材 屋内隠ぺい　シャフト　Ｔ２５ ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873011035
保温工事（ダクト） 長方形ダクト　ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多
湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．鋲，２．保温板，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 厚
さ５０ｍｍ

長方形ダクト（市場）ＲＷ保温材 屋外露出　浴室　Ｔ５０ ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873011025
保温工事（ダクト） 長方形ダクト　ロックウール保温材 排煙ダクト　屋内隠ぺい １．鋲，２．アルミガラスクロス化粧
保温板，３．アルミガラスクロス粘着テープ，４．きっ甲金網 厚さ２５ｍｍ

長方形ダクト市場　ＲＷ保温材 排煙ダクト　屋内隠ぺい　Ｔ２５ ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873015005
保温工事（ダクト） 長方形ダクト　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．鋲，２．保温板，３．カラー
亜鉛鉄板 厚さ５０ｍｍ

長方形ダクト市場　ＧＷ保温材 屋内露出　一般居室　Ｔ５０ ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873015025
保温工事（ダクト） 長方形ダクト　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．鋲，２．アルミガラスクロス化粧保温
板，３．アルミガラスクロス粘着テープ 厚さ２５ｍｍ

長方形ダクト（市場）ＧＷ保温材 機械室　書庫　倉庫　Ｔ２５ ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873015015
保温工事（ダクト） 長方形ダクト　グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．鋲，２．アルミガラスクロ
ス化粧保温板，３．アルミガラスクロス粘着テープ 厚さ２５ｍｍ

長方形ダクト市場　ＧＷ保温材 屋内隠ぺい　シャフト　Ｔ２５ ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873015030
保温工事（ダクト） 長方形ダクト　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多
湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．鋲，２．保温板，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 厚
さ５０ｍｍ

長方形ダクト（市場）ＧＷ保温材 屋外露出　浴室　Ｔ５０ ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873021005
保温工事（ダクト） 消音内貼　ロックウール保温材 サプライチャンバー １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス，４．
銅きっ甲金網 厚さ５０ｍｍ

消音内貼（市場）　ＲＷ保温材 サプライ　Ｔ５０　銅きっ甲金鋼 ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873021010
保温工事（ダクト） 消音内貼　ロックウール保温材 サプライチャンバー １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス，４．
アルミパンチングメタル 厚さ５０ｍｍ

消音内貼（市場）　ＲＷ保温材 サプライ　Ｔ５０　アルミ ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873021015
保温工事（ダクト） 消音内貼　ロックウール保温材 消音チャンバー １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス 厚さ２５ｍ
ｍ

消音内貼（市場）　ＲＷ保温材 消音チャンバー　Ｔ２５　ガラス ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873021020 保温工事（ダクト） 消音内貼　ロックウール保温材 消音エルボ １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス 厚さ２５ｍｍ 消音内貼（市場）　ＲＷ保温材 消音エルボ　Ｔ２５　ガラス ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873025005
保温工事（ダクト） 消音内貼　グラスウール保温材 サプライチャンバー １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス，４．
銅きっ甲金網 厚さ５０ｍｍ

消音内貼（市場）　ＧＷ保温材 サプライ　Ｔ５０　銅きっ甲金鋼 ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873025010
保温工事（ダクト） 消音内貼　グラスウール保温材 サプライチャンバー １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス，４．
アルミパンチングメタル 厚さ５０ｍｍ

消音内貼（市場）　ＧＷ保温材 サプライ　Ｔ５０　アルミ ｍ２ 60 9873 保温工事
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保温工事（ダクト）【市場単価】 9873025015
保温工事（ダクト） 消音内貼　グラスウール保温材 消音チャンバー １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス 厚さ２５ｍ
ｍ

消音内貼（市場）　ＧＷ保温材 消音チャンバー　Ｔ２５　ガラス ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873025020 保温工事（ダクト） 消音内貼　グラスウール保温材 消音エルボ １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス 厚さ２５ｍｍ 消音内貼（市場）　ＧＷ保温材 消音エルボ　Ｔ２５　ガラス ｍ２ 60 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031102
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．
カラー亜鉛鉄板 口径１００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内露出　一般居室　径１００ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031104
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．
カラー亜鉛鉄板 口径１２５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内露出　一般居室　径１２５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031106
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．
カラー亜鉛鉄板 口径１５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内露出　一般居室　径１５０ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031108
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．
カラー亜鉛鉄板 口径１７５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内露出　一般居室　径１７５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031110
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．
カラー亜鉛鉄板 口径２００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内露出　一般居室　径２００ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031112
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．
カラー亜鉛鉄板 口径２２５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内露出　一般居室　径２２５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031114
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．
カラー亜鉛鉄板 口径２５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内露出　一般居室　径２５０ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031116
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．
カラー亜鉛鉄板 口径２７５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内露出　一般居室　径２７５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031118
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．
カラー亜鉛鉄板 口径３００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内露出　一般居室　径３００ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031120
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．
カラー亜鉛鉄板 口径３５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内露出　一般居室　径３５０ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031522
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，
２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 機械室　書庫　倉庫　径１００ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031524
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，
２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 機械室　書庫　倉庫　径１２５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031526
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，
２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 機械室　書庫　倉庫　径１５０ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031528
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，
２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１７５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 機械室　書庫　倉庫　径１７５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031530
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，
２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 機械室　書庫　倉庫　径２００ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031532
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，
２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 機械室　書庫　倉庫　径２２５ ｍ 62 9873 保温工事
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保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031534
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，
２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 機械室　書庫　倉庫　径２５０ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031536
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，
２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２７５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 機械室　書庫　倉庫　径２７５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031538
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，
２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 機械室　書庫　倉庫　径３００ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031540
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，
２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 機械室　書庫　倉庫　径３５０ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031302
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径１００ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031304
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径１２５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031306
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径１５０ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031308
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１７５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径１７５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031310
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径２００ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031312
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径２２５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031314
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径２５０ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031316
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２７５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径２７５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031318
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径３００ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031320
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径３５０ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031542
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス
鋼板 口径１００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋外露出　浴室　径１００ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031544
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス
鋼板 口径１２５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋外露出　浴室　径１２５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031546
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス
鋼板 口径１５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋外露出　浴室　径１５０ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031548
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス
鋼板 口径１７５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋外露出　浴室　径１７５ ｍ 62 9873 保温工事
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保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031550
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス
鋼板 口径２００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋外露出　浴室　径２００ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031552
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス
鋼板 口径２２５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋外露出　浴室　径２２５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031554
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス
鋼板 口径２５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋外露出　浴室　径２５０ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031556
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス
鋼板 口径２７５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋外露出　浴室　径２７５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031558
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス
鋼板 口径３００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋外露出　浴室　径３００ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873031560
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス
鋼板 口径３５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＲＷ 屋外露出　浴室　径３５０ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873040002
保温工事（ダクト） 排煙ダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温
帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径１００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材 屋内隠ぺい　シャフト　径１００ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873040004
保温工事（ダクト） 排煙ダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温
帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径１２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材 屋内隠ぺい　シャフト　径１２５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873040006
保温工事（ダクト） 排煙ダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温
帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径１５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材 屋内隠ぺい　シャフト　径１５０ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873040008
保温工事（ダクト） 排煙ダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温
帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径１７５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材 屋内隠ぺい　シャフト　径１７５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873040010
保温工事（ダクト） 排煙ダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温
帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径２００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材 屋内隠ぺい　シャフト　径２００ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873040012
保温工事（ダクト） 排煙ダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温
帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径２２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材 屋内隠ぺい　シャフト　径２２５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873040014
保温工事（ダクト） 排煙ダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温
帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径２５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材 屋内隠ぺい　シャフト　径２５０ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873040016
保温工事（ダクト） 排煙ダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温
帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径２７５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材 屋内隠ぺい　シャフト　径２７５ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873040018
保温工事（ダクト） 排煙ダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温
帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径３００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材 屋内隠ぺい　シャフト　径３００ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873040020
保温工事（ダクト） 排煙ダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温
帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径３５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材 屋内隠ぺい　シャフト　径３５０ ｍ 62 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035542
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．
鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径１００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内露出　一般居室　径１００ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035544
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．
鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径１２５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内露出　一般居室　径１２５ ｍ 64 9873 保温工事
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保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035546
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．
鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径１５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内露出　一般居室　径１５０ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035548
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．
鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径１７５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内露出　一般居室　径１７５ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035550
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．
鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径２００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内露出　一般居室　径２００ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035552
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．
鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径２２５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内露出　一般居室　径２２５ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035554
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．
鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径２５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内露出　一般居室　径２５０ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035556
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．
鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径２７５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内露出　一般居室　径２７５ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035558
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．
鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径３００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内露出　一般居室　径３００ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035560
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．
鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径３５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内露出　一般居室　径３５０ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035562
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板
（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 機械室　書庫　倉庫　径１００ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035564
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板
（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 機械室　書庫　倉庫　径１２５ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035566
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板
（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 機械室　書庫　倉庫　径１５０ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035568
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板
（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１７５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 機械室　書庫　倉庫　径１７５ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035570
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板
（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 機械室　書庫　倉庫　径２００ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035572
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板
（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 機械室　書庫　倉庫　径２２５ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035574
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板
（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 機械室　書庫　倉庫　径２５０ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035576
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板
（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２７５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 機械室　書庫　倉庫　径２７５ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035578
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板
（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 機械室　書庫　倉庫　径３００ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035580
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板
（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 機械室　書庫　倉庫　径３５０ ｍ 64 9873 保温工事
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保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035582
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径１００ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035584
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径１２５ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035586
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径１５０ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035588
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１７５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径１７５ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035590
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径２００ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035592
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径２２５ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035594
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径２５０ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035596
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２７５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径２７５ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035598
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径３００ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035600
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化
粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋内隠ぺい　ダクト　径３５０ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035602
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．
ステンレス鋼板 口径１００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋外露出　浴室　径１００ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035604
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．
ステンレス鋼板 口径１２５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋外露出　浴室　径１２５ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035606
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．
ステンレス鋼板 口径１５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋外露出　浴室　径１５０ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035608
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．
ステンレス鋼板 口径１７５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋外露出　浴室　径１７５ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035610
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．
ステンレス鋼板 口径２００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋外露出　浴室　径２００ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035612
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．
ステンレス鋼板 口径２２５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋外露出　浴室　径２２５ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035614
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．
ステンレス鋼板 口径２５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋外露出　浴室　径２５０ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035616
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．
ステンレス鋼板 口径２７５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋外露出　浴室　径２７５ ｍ 64 9873 保温工事
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保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035618
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．
ステンレス鋼板 口径３００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋外露出　浴室　径３００ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（ダクト）【市場単価】 9873035620
保温工事（ダクト） スパイラルダクト　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等
の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．
ステンレス鋼板 口径３５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ

スパイラルダクト（市場）　ＧＷ 屋外露出　浴室　径３５０ ｍ 64 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110030
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径１５ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110032
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径２０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110034
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径２５ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110036
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径３２ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径３２ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110038
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径４０ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径４０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110040
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径５０ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径５０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110042
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径６５ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径６５ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110044
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径８０ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径８０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110046
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１００ｍｍ 厚２５
ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径１００ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110048
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１２５ｍｍ 厚２５
ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径１２５ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110050
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１５０ｍｍ 厚２５
ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径１５０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110052
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２００ｍｍ 厚４０
ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径２００ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110054
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２５０ｍｍ 厚４０
ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径２５０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110056
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径３００ｍｍ 厚４０
ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径３００ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110060
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１５ｍｍ
厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径１５ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110062
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２０ｍｍ
厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径２０ ｍ 66 9873 保温工事
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保温工事（配管）【市場単価】 9873110064
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２５ｍｍ
厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径２５ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110066
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径３２ｍｍ
厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径３２ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110068
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径４０ｍｍ
厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径４０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110070
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径５０ｍｍ
厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径５０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110072
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径６５ｍｍ
厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径６５ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110074
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径８０ｍｍ
厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径８０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110076
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１００ｍｍ
厚２５ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径１００ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110078
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１２５ｍｍ
厚２５ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径１２５ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110080
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１５０ｍｍ
厚２５ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径１５０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110082
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２００ｍｍ
厚４０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径２００ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110084
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２５０ｍｍ
厚４０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径２５０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110086
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居
室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径３００ｍｍ
厚４０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径３００ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110502
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫
１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径１５ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110504
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫
１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径２０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110506
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫
１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径２５ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110508
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫
１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径３２ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径３２ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110510
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫
１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径４０ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径４０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110512
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫
１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径５０ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径５０ ｍ 66 9873 保温工事
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保温工事（配管）【市場単価】 9873110514
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫
１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径６５ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径６５ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110516
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫
１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径８０ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径８０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110518
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫
１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径１００ｍｍ 厚２５ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径１００ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110520
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫
１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径１２５ｍｍ 厚２５ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径１２５ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110522
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫
１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径１５０ｍｍ 厚２５ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径１５０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110524
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫
１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径２００ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110530
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫
１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径２５０ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873110532
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫
１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径３００ ｍ 66 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111002
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャ
フト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径１５ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111004
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャ
フト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径２０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111006
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャ
フト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径２５ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111008
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャ
フト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径３２ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径３２ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111010
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャ
フト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径４０ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径４０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111012
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャ
フト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径５０ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径５０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111014
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャ
フト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径６５ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径６５ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111016
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャ
フト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径８０ｍｍ 厚２０ｍ
ｍ

給排水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径８０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111018
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャ
フト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１００ｍｍ 厚２５
ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径１００ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111020
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャ
フト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１２５ｍｍ 厚２５
ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径１２５ ｍ 68 9873 保温工事
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保温工事（配管）【市場単価】 9873111022
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャ
フト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１５０ｍｍ 厚２５
ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径１５０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111024
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャ
フト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２００ｍｍ 厚４０
ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径２００ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111030
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャ
フト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２５０ｍｍ 厚４０
ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径２５０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111032
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャ
フト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径３００ｍｍ 厚４０
ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径３００ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111502
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を
含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径１５ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111504
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を
含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径２０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111506
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を
含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径２５ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111508
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を
含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径３２ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径３２ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111510
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を
含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径４０ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径４０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111512
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を
含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径５０ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径５０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111514
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を
含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径６５ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径６５ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111516
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を
含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径８０ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径８０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111518
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を
含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径１００ｍｍ 厚２５ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径１００ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111520
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を
含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径１２５ｍｍ 厚２５ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径１２５ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111522
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を
含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径１５０ｍｍ 厚２５ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径１５０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111524
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を
含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径２００ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111530
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を
含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径２５０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873111532
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を
含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径３００ ｍ 68 9873 保温工事

38/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

保温工事（配管）【市場単価】 9873112002
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコ
ニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径１５ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873112004
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコ
ニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径２０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873112006
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコ
ニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径２５ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873112008
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコ
ニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径３２ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径３２ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873112010
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコ
ニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径４０ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径４０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873112012
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコ
ニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径５０ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径５０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873112014
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコ
ニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径６５ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径６５ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873112016
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコ
ニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径８０ｍｍ 厚２０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径８０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873112018
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコ
ニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径１００ｍｍ 厚２５ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径１００ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873112020
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコ
ニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径１２５ｍｍ 厚２５ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径１２５ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873112022
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコ
ニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径１５０ｍｍ 厚２５ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径１５０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873112024
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコ
ニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径２００ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873112030
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコ
ニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径２５０ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873112032
保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコ
ニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ

給排水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径３００ ｍ 68 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120030
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１５ｍｍ 厚３０
ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径１５ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120032
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２０ｍｍ 厚３０
ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径２０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120034
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２５ｍｍ 厚３０
ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径２５ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120036
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径３２ｍｍ 厚４０
ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径３２ ｍ 70 9873 保温工事
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保温工事（配管）【市場単価】 9873120038
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径４０ｍｍ 厚４０
ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径４０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120040
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径５０ｍｍ 厚４０
ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径５０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120042
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径６５ｍｍ 厚４０
ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径６５ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120044
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径８０ｍｍ 厚４０
ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径８０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120046
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１００ｍｍ 厚４
０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径１００ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120048
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１２５ｍｍ 厚４
０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径１２５ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120050
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１５０ｍｍ 厚４
０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径１５０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120052
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２００ｍｍ 厚４
０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径２００ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120054
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２５０ｍｍ 厚５
０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径２５０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120056
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径３００ｍｍ 厚５
０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径３００ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120060
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１５ｍ
ｍ 厚３０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径１５ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120062
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２０ｍ
ｍ 厚３０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径２０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120064
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２５ｍ
ｍ 厚３０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径２５ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120066
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径３２ｍ
ｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径３２ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120068
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径４０ｍ
ｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径４０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120070
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径５０ｍ
ｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径５０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120072
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径６５ｍ
ｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径６５ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120074
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径８０ｍ
ｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径８０ ｍ 70 9873 保温工事
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保温工事（配管）【市場単価】 9873120076
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１００
ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径１００ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120078
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１２５
ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径１２５ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120080
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１５０
ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径１５０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120082
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２００
ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径２００ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120084
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２５０
ｍｍ 厚５０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径２５０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120086
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径３００
ｍｍ 厚５０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径３００ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120502
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス 呼び径１５ｍｍ 厚３０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径１５ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120504
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス 呼び径２０ｍｍ 厚３０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径２０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120506
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス 呼び径２５ｍｍ 厚３０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径２５ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120508
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス 呼び径３２ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径３２ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120510
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス 呼び径４０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径４０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120512
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス 呼び径５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径５０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120514
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス 呼び径６５ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径６５ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120516
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス 呼び径８０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径８０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120518
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス 呼び径１００ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径１００ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120520
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス 呼び径１２５ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径１２５ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120522
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス 呼び径１５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径１５０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120524
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径２００ ｍ 70 9873 保温工事
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保温工事（配管）【市場単価】 9873120526
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス 呼び径２５０ｍｍ 厚５０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径２５０ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873120528
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス 呼び径３００ｍｍ 厚５０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径３００ ｍ 70 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121002
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．
保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス 呼び径１５ｍｍ 厚３０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径１５ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121004
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．
保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス 呼び径２０ｍｍ 厚３０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径２０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121006
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．
保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス 呼び径２５ｍｍ 厚３０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径２５ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121008
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．
保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス 呼び径３２ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径３２ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121010
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．
保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス 呼び径４０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径４０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121012
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．
保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス 呼び径５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径５０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121014
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．
保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス 呼び径６５ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径６５ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121016
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．
保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス 呼び径８０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径８０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121018
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．
保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス 呼び径１００ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径１００ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121020
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．
保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス 呼び径１２５ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径１２５ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121022
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．
保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス 呼び径１５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径１５０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121024
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．
保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径２００ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121026
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．
保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス 呼び径２５０ｍｍ 厚５０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径２５０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121028
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．
保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス 呼び径３００ｍｍ 厚５０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径３００ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121502
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．
鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径１５ｍｍ 厚３０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径１５ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121504
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．
鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径２０ｍｍ 厚３０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径２０ ｍ 72 9873 保温工事
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保温工事（配管）【市場単価】 9873121506
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．
鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径２５ｍｍ 厚３０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径２５ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121508
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．
鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径３２ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径３２ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121510
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．
鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径４０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径４０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121512
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．
鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径５０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121514
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．
鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径６５ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径６５ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121516
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．
鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径８０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径８０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121518
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．
鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径１００ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径１００ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121520
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．
鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径１２５ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径１２５ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121522
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．
鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径１５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径１５０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121524
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．
鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径２００ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121526
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．
鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径２５０ｍｍ 厚５０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径２５０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873121528
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．
鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径３００ｍｍ 厚５０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 暗渠内　径３００ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873122002
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び
浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレ
ス鋼板 呼び径１５ｍｍ 厚３０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径１５ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873122004
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び
浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレ
ス鋼板 呼び径２０ｍｍ 厚３０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径２０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873122006
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び
浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレ
ス鋼板 呼び径２５ｍｍ 厚３０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径２５ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873122008
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び
浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレ
ス鋼板 呼び径３２ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径３２ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873122010
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び
浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレ
ス鋼板 呼び径４０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径４０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873122012
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び
浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレ
ス鋼板 呼び径５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径５０ ｍ 72 9873 保温工事
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保温工事（配管）【市場単価】 9873122014
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び
浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレ
ス鋼板 呼び径６５ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径６５ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873122016
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び
浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレ
ス鋼板 呼び径８０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径８０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873122018
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び
浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレ
ス鋼板 呼び径１００ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径１００ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873122020
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び
浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレ
ス鋼板 呼び径１２５ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径１２５ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873122022
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び
浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレ
ス鋼板 呼び径１５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径１５０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873122024
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び
浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレ
ス鋼板 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径２００ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873122026
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び
浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレ
ス鋼板 呼び径２５０ｍｍ 厚５０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径２５０ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873122028
保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び
浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレ
ス鋼板 呼び径３００ｍｍ 厚５０ｍｍ

冷温水管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径３００ ｍ 72 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130030
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径１５ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130032
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径２０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130034
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径２５ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130036
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径３２ｍｍ 厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径３２ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130038
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径４０ｍｍ 厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径４０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130040
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径５０ｍｍ 厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径５０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130042
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径６５ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径６５ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130044
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径８０ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径８０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130046
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１００ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径１００ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130048
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１２５ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径１２５ ｍ 74 9873 保温工事
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保温工事（配管）【市場単価】 9873130050
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径１５０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130052
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径２００ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130054
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径２５０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130056
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー１　シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂１ 屋内露出　一般居室　径３００ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130060
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径１５ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130062
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径２０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130064
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径２５ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130066
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径３２ｍｍ 厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径３２ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130068
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径４０ｍｍ 厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径４０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130070
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径５０ｍｍ 厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径５０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130072
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径６５ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径６５ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130074
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径８０ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径８０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130076
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１００ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径１００ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130078
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１２５ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径１２５ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130080
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径１５０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130082
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径２００ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130084
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径２５０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130086
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カ
バー２　ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ　合成樹脂２ 屋内露出　一般居室　径３００ ｍ 74 9873 保温工事
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保温工事（配管）【市場単価】 9873130530
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラ
スクロス 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径１５ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130532
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラ
スクロス 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径２０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130534
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラ
スクロス 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径２５ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130508
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラ
スクロス 呼び径３２ｍｍ 厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径３２ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130510
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラ
スクロス 呼び径４０ｍｍ 厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径４０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130512
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラ
スクロス 呼び径５０ｍｍ 厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径５０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130514
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラ
スクロス 呼び径６５ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径６５ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130516
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラ
スクロス 呼び径８０ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径８０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130518
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラ
スクロス 呼び径１００ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径１００ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130520
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラ
スクロス 呼び径１２５ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径１２５ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130522
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラ
スクロス 呼び径１５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径１５０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130536
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラ
スクロス 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径２００ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130538
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラ
スクロス 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径２５０ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873130540
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラ
スクロス 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 機械室・書庫・倉庫　径３００ ｍ 74 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131030
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径１５ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131032
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径２０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131034
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径２５ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131008
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径３２ｍｍ 厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径３２ ｍ 76 9873 保温工事
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保温工事（配管）【市場単価】 9873131010
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径４０ｍｍ 厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径４０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131012
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径５０ｍｍ 厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径５０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131014
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径６５ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径６５ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131016
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径８０ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径８０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131018
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１００ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径１００ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131020
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１２５ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径１２５ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131022
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径１５０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131036
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径２００ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131038
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径２５０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131040
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 天井　パイプ　径３００ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131530
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレン
フィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 暗渠内　径１５ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131532
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレン
フィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 暗渠内　径２０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131534
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレン
フィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 暗渠内　径２５ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131508
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレン
フィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径３２ｍｍ 厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 暗渠内　径３２ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131510
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレン
フィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径４０ｍｍ 厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 暗渠内　径４０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131512
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレン
フィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径５０ｍｍ 厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 暗渠内　径５０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131514
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレン
フィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径６５ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 暗渠内　径６５ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131516
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレン
フィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径８０ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 暗渠内　径８０ ｍ 76 9873 保温工事
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保温工事（配管）【市場単価】 9873131518
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレン
フィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径１００ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 暗渠内　径１００ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131520
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレン
フィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径１２５ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 暗渠内　径１２５ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131522
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレン
フィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径１５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 暗渠内　径１５０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131536
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレン
フィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 暗渠内　径２００ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131538
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレン
フィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 暗渠内　径２５０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873131540
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレン
フィルム　４．着色アルミガラスクロス 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 暗渠内　径３００ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873132030
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所
（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径１５ｍｍ
厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径１５ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873132032
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所
（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径２０ｍｍ
厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径２０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873132034
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所
（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径２５ｍｍ
厚２０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径２５ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873132008
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所
（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径３２ｍｍ
厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径３２ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873132010
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所
（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径４０ｍｍ
厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径４０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873132012
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所
（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径５０ｍｍ
厚３０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径５０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873132014
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所
（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径６５ｍｍ
厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径６５ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873132016
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所
（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径８０ｍｍ
厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径８０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873132018
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所
（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径１００ｍｍ
厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径１００ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873132020
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所
（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径１２５ｍｍ
厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径１２５ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873132022
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所
（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径１５０ｍｍ
厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径１５０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873132036
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所
（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径２００ｍｍ
厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径２００ ｍ 76 9873 保温工事
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保温工事（配管）【市場単価】 9873132038
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所
（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径２５０ｍｍ
厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径２５０ ｍ 76 9873 保温工事

保温工事（配管）【市場単価】 9873132040
保温工事（配管） 蒸気管　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所
（厨房の天井内は含まない） １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 呼び径３００ｍｍ
厚４０ｍｍ

蒸気管（市場）ＧＷ 屋外露出　浴室　径３００ ｍ 76 9873 保温工事

ダクト工事【市場単価】 9869010005 ダクト工事 アングルフランジ工法（低圧ダクト） 長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　低圧 アングル　Ｌ≦４５０　Ｔ０．５ ｍ２ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010010 ダクト工事 アングルフランジ工法（低圧ダクト） 長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚０．６ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　低圧 アングル　Ｌ≦７５０　Ｔ０．６ ｍ２ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010015 ダクト工事 アングルフランジ工法（低圧ダクト） 長辺寸法７５０＜Ｌ≦１，５００ｍｍ　板厚０．８ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　低圧 アングルＬ≦１５００　Ｔ０．８ ｍ２ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010020 ダクト工事 アングルフランジ工法（低圧ダクト） 長辺寸法１，５００＜Ｌ≦２，２００ｍｍ　板厚１．０ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　低圧 アングル　Ｌ≦２２００　Ｔ１ ｍ２ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010025 ダクト工事 アングルフランジ工法（低圧ダクト） 長辺寸法２，２００ｍｍ＜Ｌ　板厚１．２ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　低圧 アングル２２００＜Ｌ　Ｔ１．２ ｍ２ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010105 ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）※ピッツバーグはぜ 長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．８ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　排煙 アングル　Ｌ≦４５０　Ｔ０．８ ｍ２ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010110
ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）※ピッツバーグはぜ 長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚１．０ｍｍ
材工共

ダクト取付（市場）　排煙 アングル　Ｌ≦７５０　Ｔ１ ｍ２ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010115
ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）※ピッツバーグはぜ 長辺寸法７５０＜Ｌ≦１，２００ｍｍ　板厚１．０
ｍｍ 材工共

ダクト取付（市場）　排煙 アングル　Ｌ≦１２００　Ｔ１ ｍ２ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010120
ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）※ピッツバーグはぜ 長辺寸法１，２００＜Ｌ≦１，５００ｍｍ　板厚
１．２ｍｍ 材工共

ダクト取付（市場）　排煙 アングルＬ≦１５００　Ｔ１．２ ｍ２ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010125
ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）※ピッツバーグはぜ 長辺寸法１，５００＜Ｌ≦２，２００ｍｍ　板厚
１．２ｍｍ 材工共

ダクト取付（市場）　排煙 アングルＬ≦２２００　Ｔ１．２ ｍ２ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010130
ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）※ピッツバーグはぜ 長辺寸法２，２００ｍｍ＜Ｌ　板厚１．２ｍｍ 材
工共

ダクト取付（市場）　排煙 アングル２２００＜Ｌ　Ｔ１．２ ｍ２ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010205 ダクト工事 コーナーボルト工法　共板フランジ工法 長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場） コーナーボルト共板　Ｌ≦４５０ ｍ２ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010210 ダクト工事 コーナーボルト工法　共板フランジ工法 長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚０．６ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場） コーナーボルト共板　Ｌ≦７５０ ｍ２ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010215 ダクト工事 コーナーボルト工法　共板フランジ工法 長辺寸法７５０＜Ｌ≦１，２００ｍｍ　板厚０．８ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場） コーナーボルト共板Ｌ≦１２００ ｍ２ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010220 ダクト工事 コーナーボルト工法　共板フランジ工法 長辺寸法１，２００＜Ｌ≦１，５００ｍｍ　板厚０．８ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場） コーナーボルト共板Ｌ≦１５００ ｍ２ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010305 ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝１００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　低圧 スパイラルダクト　径１００ｍｍ ｍ 78 9869 ダクト工事
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ダクト工事【市場単価】 9869010310 ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝１２５ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　低圧 スパイラルダクト　径１２５ｍｍ ｍ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010315 ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝１５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　低圧 スパイラルダクト　径１５０ｍｍ ｍ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010320 ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝１７５ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　低圧 スパイラルダクト　径１７５ｍｍ ｍ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010325 ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝２００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　低圧 スパイラルダクト　径２００ｍｍ ｍ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010330 ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝２２５ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　低圧 スパイラルダクト　径２２５ｍｍ ｍ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010335 ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝２５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　低圧 スパイラルダクト　径２５０ｍｍ ｍ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010340 ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝２７５ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　低圧 スパイラルダクト　径２７５ｍｍ ｍ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010345 ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝３００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　低圧 スパイラルダクト　径３００ｍｍ ｍ 78 9869 ダクト工事

ダクト工事【市場単価】 9869010350 ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝３５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）　低圧 スパイラルダクト　径３５０ｍｍ ｍ 78 9869 ダクト工事

チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市
場単価】

9869011005
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 チャンバー（低圧ダクト） 長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 材工
共

ダクト取付（市場）チャンバー 低圧　Ｌ≦４５０　Ｔ０．５ ｍ２ 80 9869 ダクト工事

チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市
場単価】

9869011010
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 チャンバー（低圧ダクト） 長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚０．６ｍ
ｍ 材工共

ダクト取付（市場）チャンバー 低圧　Ｌ≦７５０　Ｔ０．６ ｍ２ 80 9869 ダクト工事

チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市
場単価】

9869011015
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 チャンバー（低圧ダクト） 長辺寸法７５０＜Ｌ≦１，５００ｍｍ　板厚０．
８ｍｍ 材工共

ダクト取付（市場）チャンバー 低圧　Ｌ≦１５００　Ｔ０．８ ｍ２ 80 9869 ダクト工事

チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市
場単価】

9869011020
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 チャンバー（低圧ダクト） 長辺寸法１，５００＜Ｌ≦２，２００ｍｍ　板厚
１．０ｍｍ 材工共

ダクト取付（市場）チャンバー 低圧　Ｌ≦２２００　Ｔ１．０ ｍ２ 80 9869 ダクト工事

チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市
場単価】

9869011025
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 チャンバー（低圧ダクト） 長辺寸法２，２００ｍｍ＜Ｌ　板厚１．２ｍｍ
材工共

ダクト取付（市場）チャンバー 低圧　２２００＜Ｌ　Ｔ１．２ ｍ２ 80 9869 ダクト工事

チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市
場単価】

9869011030 チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 チャンバー（低圧ダクト） 板厚１．６ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）チャンバー 低圧　Ｔ１．６ ｍ２ 80 9869 ダクト工事

チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市
場単価】

9869011405
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 組立チャンバー（低圧ダクト） 長辺寸法Ｌ≦２，２００ｍｍ　板厚１．０ｍ
ｍ 材工共

ダクト取付市場　組立チャンバー 低圧　Ｌ≦２２００　１．０ｍｍ ｍ２ 80 9869 ダクト工事

チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市
場単価】

9869011410
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 組立チャンバー（低圧ダクト） 長辺寸法２，２００ｍｍ＜Ｌ　板厚１．２ｍ
ｍ 材工共

ダクト取付市場　組立チャンバー 低圧　２２００＜Ｌ　１．２ｍｍ ｍ２ 80 9869 ダクト工事

チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市
場単価】

9869011415 チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 組立チャンバー（低圧ダクト） 板厚１．６ｍｍ 材工共 ダクト取付市場　組立チャンバー 低圧　１．６ｍｍ ｍ２ 80 9869 ダクト工事
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チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市
場単価】

9869011505 チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 ボックス（低圧ダクト） 長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 材工共 ダクト取付（市場）ボックス 低圧　Ｌ≦４５０　０．５ｍｍ ｍ２ 80 9869 ダクト工事

チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市
場単価】

9869011510
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 ボックス（低圧ダクト） 長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚０．６ｍｍ
材工共

ダクト取付（市場）ボックス 低圧　Ｌ≦７５０　０．６ｍｍ ｍ２ 80 9869 ダクト工事

チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市
場単価】

9869011515
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 ボックス（低圧ダクト） 長辺寸法７５０＜Ｌ≦１，５００ｍｍ　板厚０．８
ｍｍ 材工共

ダクト取付（市場）ボックス 低圧　Ｌ≦１５００　０．８ｍｍ ｍ２ 80 9869 ダクト工事

チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市
場単価】

9869011645
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 線状吹出口ボックス（ＢＬＳ・ＢＬＤ用） ボックス高さＨ≦４５０ｍｍ　板
厚０．５ｍｍ 板厚はボックス高さを基準にして選定する 材工共

ダクト取付市場　吹出口ボックス 低圧　Ｈ≦４５０　０．５ｍｍ ｍ２ 80 9869 ダクト工事

チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市
場単価】

9869011650
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 線状吹出口ボックス（ＢＬＳ・ＢＬＤ用） ボックス高さ４５０＜Ｈ≦７５０
ｍｍ　板厚０．６ｍｍ 板厚はボックス高さを基準にして選定する 材工共

ダクト取付市場　吹出口ボックス 低圧　Ｈ≦７５０　０．６ｍｍ ｍ２ 80 9869 ダクト工事

既製品ボックス取付費（手間のみ）【市場単価】 9869040005
既製品ボックス取付費 シーリングディフューザー用既成品ボックス取付費 ネック寸法直径２００ｍｍ以下　ボックス寸法
４００×４００×３００Ｈ 機械・手間のみ

既製品ボックス取付（市場） ディフューザー　２００以下 個 82 9869 ダクト工事

既製品ボックス取付費（手間のみ）【市場単価】 9869040010
既製品ボックス取付費 シーリングディフューザー用既成品ボックス取付費 ネック寸法直径２５０～３５０ｍｍ　ボックス
寸法５５０×５５０×４００Ｈ 機械・手間のみ

既製品ボックス取付（市場） ディフューザー　２５０～３５０ 個 82 9869 ダクト工事

既製品ボックス取付費（手間のみ）【市場単価】 9869040015
既製品ボックス取付費 シーリングディフューザー用既成品ボックス取付費 ネック寸法直径４００～５００ｍｍ　ボックス
寸法７００×７００×６００Ｈ 機械・手間のみ

既製品ボックス取付（市場） ディフューザー　４００～５００ 個 82 9869 ダクト工事

既製品ボックス取付費（手間のみ）【市場単価】 9869040120
既製品ボックス取付費 線状吹出口ＢＬＳ・ＢＬＤ用既成品ボックス取付費 吹出口長辺寸法Ｌ≦１，０００ｍｍ　ボックス
寸法２００×１，１００×３００Ｈ 機械・手間のみ

既製品ボックス取付（市場） 線状吹出口　Ｌ≦１０００ｍｍ 個 82 9869 ダクト工事

既製品ボックス取付費（手間のみ）【市場単価】 9869040125
既製品ボックス取付費 線状吹出口ＢＬＳ・ＢＬＤ用既成品ボックス取付費 吹出口長辺寸法１，０００＜Ｌ≦２，０００ｍ
ｍ　ボックス寸法２００×２，１００×３００Ｈ 機械・手間のみ

既製品ボックス取付（市場） 線状吹出口　Ｌ≦２０００ｍｍ 個 82 9869 ダクト工事

既製品ボックス取付費（手間のみ）【市場単価】 9869040130
既製品ボックス取付費 線状吹出口ＢＬＳ・ＢＬＤ用既成品ボックス取付費 吹出口長辺寸法２，０００＜Ｌ≦３，０００ｍ
ｍ　ボックス寸法２００×３，１００×３００Ｈ 機械・手間のみ

既製品ボックス取付（市場） 線状吹出口　Ｌ≦３０００ｍｍ 個 82 9869 ダクト工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871010005
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口ユニバーサル形（ＶＨＳ，ＶＳ，Ｖ
Ｈ，Ｖ） 面積０．０４ｍ２以下 機械・手間のみ

制気口類取付費　吹出口 ＶＨＳ・ＶＳ・ＶＨ・Ｖ０．０４ 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871010010
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口ユニバーサル形（ＶＨＳ，ＶＳ，Ｖ
Ｈ，Ｖ） 面積０．０４超～０．１０ｍ２以下 機械・手間のみ

制気口類取付費　吹出口 ＶＨＳ・ＶＳ・ＶＨ・Ｖ～０．１ 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871010015
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口ユニバーサル形（ＶＨＳ，ＶＳ，Ｖ
Ｈ，Ｖ） 面積０．１０超～０．２０ｍ２以下 機械・手間のみ

制気口類取付費　吹出口 ＶＨＳ・ＶＳ・ＶＨ・Ｖ～０．２ 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871010020
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口ユニバーサル形（ＶＨＳ，ＶＳ，Ｖ
Ｈ，Ｖ） 面積０．２０超～０．３０ｍ２以下 機械・手間のみ

制気口類取付費　吹出口 ＶＨＳ・ＶＳ・ＶＨ・Ｖ～０．３ 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871010025
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口ユニバーサル形（ＶＨＳ，ＶＳ，Ｖ
Ｈ，Ｖ） 面積０．３０超～０．４０ｍ２以下 機械・手間のみ

制気口類取付費　吹出口 ＶＨＳ・ＶＳ・ＶＨ・Ｖ～０．４ 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871011005
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口シーリングディフューザー（Ｃ２，Ｃ
Ａ，Ｅ２，ＥＡ） ネック径２００ｍｍ以下 機械・手間のみ

制気口類取付費　吹出口 Ｃ２ＣＡＥ２ＥＡネック径２００ 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871011010
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口シーリングディフューザー（Ｃ２，Ｃ
Ａ，Ｅ２，ＥＡ） ネック径２５０～３５０ｍｍ 機械・手間のみ

制気口類取付費　吹出口 Ｃ２ＣＡＥ２ＥＡネック径２５０ 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事
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吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871011015
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口シーリングディフューザー（Ｃ２，Ｃ
Ａ，Ｅ２，ＥＡ） ネック径４００～５００ｍｍ 機械・手間のみ

制気口類取付費　吹出口 Ｃ２ＣＡＥ２ＥＡネック径４００ 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871011020
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口シーリングディフューザー（Ｃ２，Ｃ
Ａ，Ｅ２，ＥＡ） ネック径５５０～６００ｍｍ 機械・手間のみ

制気口類取付費　吹出口 Ｃ２ＣＡＥ２ＥＡネック径５５０ 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871012005
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 ノズル形吹出口 ネック径２００ｍｍ以下 機
械・手間のみ

制気口類取付費　ノズル吹出口 ネック径２００ｍｍ以下 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871012010
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 ノズル形吹出口 ネック径３００ｍｍ以下 機
械・手間のみ

制気口類取付費　ノズル吹出口 ネック径３００ｍｍ以下 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871012015
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 ノズル形吹出口 ネック径４００ｍｍ以下 機
械・手間のみ

制気口類取付費　ノズル吹出口 ネック径４００ｍｍ以下 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871012020
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 ノズル形吹出口 ネック径５００ｍｍ以下 機
械・手間のみ

制気口類取付費　ノズル吹出口 ネック径５００ｍｍ以下 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871013020
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 線状吹出口（ＢＬ，ＴＬ，ＣＬ形） 長辺寸法
１ｍ以下 機械・手間のみ

制気口類取付費　線状吹出口 ＢＬ・ＴＬ・ＣＬ形長辺１ｍ以下 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871013025
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 線状吹出口（ＢＬ，ＴＬ，ＣＬ形） 長辺寸法
～２ｍ以下 機械・手間のみ

制気口類取付費　線状吹出口 ＢＬ・ＴＬ・ＣＬ長辺～２ｍ以下 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871013030
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 線状吹出口（ＢＬ，ＴＬ，ＣＬ形） 長辺寸法
～３ｍ以下 機械・手間のみ

制気口類取付費　線状吹出口 ＢＬ・ＴＬ・ＣＬ長辺～３ｍ以下 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871014005
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吸込口（ＧＶ，ＧＶＳ） 面積０．１ｍ２以下
機械・手間のみ

制気口類取付費　吸込口 ＧＶ・ＧＶＳ　０．１ｍ２以下 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871014010
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吸込口（ＧＶ，ＧＶＳ） 面積０．１超～０．
５ｍ２以下 機械・手間のみ

制気口類取付費　吸込口 ＧＶ・ＧＶＳ　～０．５ｍ２以下 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871014015
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吸込口（ＧＶ，ＧＶＳ） 面積０．５超～１．
０ｍ２以下 機械・手間のみ

制気口類取付費　吸込口 ＧＶ・ＧＶＳ　～１ｍ２以下 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871014020
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吸込口（ＧＶ，ＧＶＳ） 面積１．０超～１．
６ｍ２以下 機械・手間のみ

制気口類取付費　吸込口 ＧＶ・ＧＶＳ　～１．６ｍ２以下 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871014025
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吸込口（ＧＶ，ＧＶＳ） 面積１．６超～２．
０ｍ２以下 機械・手間のみ

制気口類取付費　吸込口 ＧＶ・ＧＶＳ　～２ｍ２以下 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871014030
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吸込口（ＧＶ，ＧＶＳ） 面積２．０超～２．
４ｍ２以下 機械・手間のみ

制気口類取付費　吸込口 ＧＶ・ＧＶＳ　～２．４ｍ２以下 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871015005 吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 風量測定口 機械・手間のみ 制気口類取付費 風量測定口 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871016005
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 ベントキャップ 直径１００ｍｍ 機械・手間
のみ

制気口類取付費　ベントキャップ 直径１００ｍｍ 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871016010
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 ベントキャップ 直径１５０ｍｍ 機械・手間
のみ

制気口類取付費　ベントキャップ 直径１５０ｍｍ 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事
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吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871016015
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 ベントキャップ 直径２００ｍｍ 機械・手間
のみ

制気口類取付費　ベントキャップ 直径２００ｍｍ 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871017005
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 点検口（ダクト用） ０．２ｍ２未満 機械・
手間のみ

制気口類取付費　点検口 ダクト用　０．２ｍ２未満 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャッ
プ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場
単価】

9871017010
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 点検口（ダクト用） ０．２～０．３ｍ２程度
機械・手間のみ

制気口類取付費　点検口 ダクト用　０．２～０．３ｍ２ 個 84 9871 制気口・ダンパー類取付工事

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単
価】

9871018005 排煙口・ダンパー類取付費 排煙口 長辺０．５ｍ未満 機械・手間のみ 制気口類取付費　排煙口 長辺０．５ｍ未満 個 86 9871 制気口・ダンパー類取付工事

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単
価】

9871018010 排煙口・ダンパー類取付費 排煙口 長辺０．５以上～１．０ｍ未満 機械・手間のみ 制気口類取付費　排煙口 長辺０．５以上～１ｍ未満 個 86 9871 制気口・ダンパー類取付工事

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単
価】

9871018015 排煙口・ダンパー類取付費 排煙口 長辺１．０ｍ以上 機械・手間のみ 制気口類取付費　排煙口 長辺１ｍ以上 個 86 9871 制気口・ダンパー類取付工事

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単
価】

9871020005
排煙口・ダンパー類取付費 風量調節ダンパー（ＶＤ）モーターダンパー（ＭＤ）逆流防止ダンパー（ＣＤ） 面積０．１ｍ
２以下 機械・手間のみ

風量調整ダンパー類取付費 ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ０．１ｍ２以下 個 86 9871 制気口・ダンパー類取付工事

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単
価】

9871020010
排煙口・ダンパー類取付費 風量調節ダンパー（ＶＤ）モーターダンパー（ＭＤ）逆流防止ダンパー（ＣＤ） 面積０．１超
～０．５ｍ２以下 機械・手間のみ

風量調整ダンパー類取付費 ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ０．５ｍ２以下 個 86 9871 制気口・ダンパー類取付工事

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単
価】

9871020015
排煙口・ダンパー類取付費 風量調節ダンパー（ＶＤ）モーターダンパー（ＭＤ）逆流防止ダンパー（ＣＤ） 面積０．５超
～１．０ｍ２以下 機械・手間のみ

風量調整ダンパー類取付費 ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ　～１ｍ２以下 個 86 9871 制気口・ダンパー類取付工事

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単
価】

9871020020
排煙口・ダンパー類取付費 風量調節ダンパー（ＶＤ）モーターダンパー（ＭＤ）逆流防止ダンパー（ＣＤ） 面積１．０超
～１．６ｍ２以下 機械・手間のみ

風量調整ダンパー類取付費 ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ１．６ｍ２以下 個 86 9871 制気口・ダンパー類取付工事

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単
価】

9871020025
排煙口・ダンパー類取付費 風量調節ダンパー（ＶＤ）モーターダンパー（ＭＤ）逆流防止ダンパー（ＣＤ） 面積１．６超
～２．０ｍ２以下 機械・手間のみ

風量調整ダンパー類取付費 ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ　～２ｍ２以下 個 86 9871 制気口・ダンパー類取付工事

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単
価】

9871020030
排煙口・ダンパー類取付費 風量調節ダンパー（ＶＤ）モーターダンパー（ＭＤ）逆流防止ダンパー（ＣＤ） 面積２．０超
～２．４ｍ２以下 機械・手間のみ

風量調整ダンパー類取付費 ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ２．４ｍ２以下 個 86 9871 制気口・ダンパー類取付工事

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単
価】

9871021005
排煙口・ダンパー類取付費 防火ダンパー（ＦＤ）防煙ダンパー（ＳＤ）防火防煙ダンパー（ＳＦＤ）ピストンダンパー
（ＰＤ）排煙ダンパー 面積０．１ｍ２以下 機械・手間のみ

防火ダンパー類取付費 ＦＤ～排煙　０．１ｍ２以下 個 86 9871 制気口・ダンパー類取付工事

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単
価】

9871021010
排煙口・ダンパー類取付費 防火ダンパー（ＦＤ）防煙ダンパー（ＳＤ）防火防煙ダンパー（ＳＦＤ）ピストンダンパー
（ＰＤ）排煙ダンパー 面積０．１超～０．５ｍ２以下 機械・手間のみ

防火ダンパー類取付費 ＦＤ～排煙　～０．５ｍ２以下 個 86 9871 制気口・ダンパー類取付工事

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単
価】

9871021015
排煙口・ダンパー類取付費 防火ダンパー（ＦＤ）防煙ダンパー（ＳＤ）防火防煙ダンパー（ＳＦＤ）ピストンダンパー
（ＰＤ）排煙ダンパー 面積０．５超～１．０ｍ２以下 機械・手間のみ

防火ダンパー類取付費 ＦＤ～排煙　～１ｍ２以下 個 86 9871 制気口・ダンパー類取付工事

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単
価】

9871021020
排煙口・ダンパー類取付費 防火ダンパー（ＦＤ）防煙ダンパー（ＳＤ）防火防煙ダンパー（ＳＦＤ）ピストンダンパー
（ＰＤ）排煙ダンパー 面積１．０超～１．６ｍ２以下 機械・手間のみ

防火ダンパー類取付費 ＦＤ～排煙　～１．６ｍ２以下 個 86 9871 制気口・ダンパー類取付工事

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単
価】

9871021025
排煙口・ダンパー類取付費 防火ダンパー（ＦＤ）防煙ダンパー（ＳＤ）防火防煙ダンパー（ＳＦＤ）ピストンダンパー
（ＰＤ）排煙ダンパー 面積１．６超～２．０ｍ２以下 機械・手間のみ

防火ダンパー類取付費 ＦＤ～排煙　～２ｍ２以下 個 86 9871 制気口・ダンパー類取付工事

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単
価】

9871021030
排煙口・ダンパー類取付費 防火ダンパー（ＦＤ）防煙ダンパー（ＳＤ）防火防煙ダンパー（ＳＦＤ）ピストンダンパー
（ＰＤ）排煙ダンパー 面積２．０超～２．４ｍ２以下 機械・手間のみ

防火ダンパー類取付費 ＦＤ～排煙　～２．４ｍ２以下 個 86 9871 制気口・ダンパー類取付工事

53/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

衛生器具取付費【市場単価】 9859020012
衛生器具取付費 大便器 洗浄弁式便器フラッシュ弁（電気開閉式，手動式），スパッド，紙巻器，床フランジ，温水洗浄便
座 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｃ７１０Ｓ，Ⅱ形等 機械・手間のみ

大便器（市場） 洗浄弁式便器フラッシュ弁 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859020014
衛生器具取付費 大便器 タンク式便器，密結ロータンク，紙巻器，床フランジ，温水洗浄便座 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２
０７）Ｃ１２００Ｓ，Ｃ１２１０Ｓ，Ⅱ形等 機械・手間のみ

大便器（市場） タンク式便器　密結ロータンク 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859020016
衛生器具取付費 大便器 高座面便器，フラッシュ弁（電気開閉式，手動式），紙巻器，温水洗浄便座 ＪＩＳ記号（ＪＩＳ
Ａ５２０７）Ｃ１１１１Ｒ，Ⅰ形等 機械・手間のみ

大便器（市場） 高座面便器　フラッシュ弁 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859040010
衛生器具取付費 小便器 洗浄弁式床置小便器・大　露出型個別感知式フラッシュ弁，床フランジ，スパッド ＪＩＳ記号
（ＪＩＳＡ５２０７）Ｕ５１０ 機械・手間のみ

小便器（市場） 洗浄弁式床置小便器・大 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859040015
衛生器具取付費 小便器 洗浄弁式床置小便器・小　露出型個別感知式フラッシュ弁，床フランジ，スパッド ＪＩＳ記号
（ＪＩＳＡ５２０７）Ｕ５１１ 機械・手間のみ

小便器（市場） 洗浄弁式床置小便器・小 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859040020
衛生器具取付費 小便器 洗浄弁式壁掛小便器・大　露出型個別感知式フラッシュ弁，壁フランジ，スパッド ＪＩＳ記号
（ＪＩＳＡ５２０７）Ｕ５２０ 機械・手間のみ

小便器（市場） 洗浄弁式壁掛小便器・大 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859040025
衛生器具取付費 小便器 洗浄弁式壁掛小便器・小　露出型個別感知式フラッシュ弁，壁フランジ，スパッド ＪＩＳ記号
（ＪＩＳＡ５２０７）Ｕ５２１ 機械・手間のみ

小便器（市場） 洗浄弁式壁掛小便器・小 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859040027
衛生器具取付費 小便器 専用洗浄弁式床置小便器・大　小便器一体型個別感知式フラッシュ弁，床フランジ ＪＩＳ記号
（ＪＩＳＡ５２０７）Ｕ６１０ 機械・手間のみ

小便器（市場） 専用洗浄弁式床置　床フランジ 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859040029
衛生器具取付費 小便器 専用洗浄弁式壁掛小便器・大　小便器一体型個別感知式フラッシュ弁，壁フランジ ＪＩＳ記号
（ＪＩＳＡ５２０７）Ｕ６２０ 機械・手間のみ

小便器（市場） 専用洗浄弁式壁掛　壁フランジ 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859050017 衛生器具取付費 洗面器 自動水栓１個，大 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｌ４１０ 機械・手間のみ 洗面器（市場） 自動水栓１個　大　Ｌ４１０ 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859050019 衛生器具取付費 洗面器 自動水栓１個，小 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｌ４２０ 機械・手間のみ 洗面器（市場） 自動水栓１個　小　Ｌ４２０ 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859050021 衛生器具取付費 洗面器 自動混合水栓，大 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｌ４１０ 機械・手間のみ 洗面器（市場） 自動混合水栓　大　Ｌ４１０ 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859050023 衛生器具取付費 身障者用洗面器 自動水栓１個 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｌ５１１ 機械・手間のみ 洗面器（市場） 身障者用　自動水栓１個 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859060012 衛生器具取付費 手洗器 壁掛け，自動水栓１個 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｌ７１０ 機械・手間のみ 手洗器（市場） 壁掛け　自動水栓１個 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859060010 衛生器具取付費 手洗器埋込タイプ 自閉水栓等 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ 手洗器（市場） 埋込タイプ　自閉水栓等 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859080005 衛生器具取付費 掃除流し ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｓ２１０，ＮＳ２１０ 機械・手間のみ 掃除流し（市場） Ｓ２１０ＮＳ２１０ 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859170005 衛生器具取付費 洗濯機パン トラップ付き ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ 洗濯機パン（市場） トラップ付き 組 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859100005 衛生器具取付費 化粧棚 ４５０×１５０ｍｍ程度，ガラス製，陶器製等 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ 化粧棚（市場） ４５０×１５０ｍｍ程度 個 89 9859 衛生器具取付工事
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衛生器具取付費【市場単価】 9859110005 衛生器具取付費 鏡 ３６０×４５０ｍｍ程度 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ 鏡（市場） ３６０×４５０ｍｍ程度 枚 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859110010 衛生器具取付費 鏡 ６００×８００ｍｍ程度 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ 鏡（市場） ６００×８００ｍｍ程度 枚 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859110015 衛生器具取付費 鏡 傾斜鏡 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ 鏡（市場） 傾斜鏡 枚 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859120005 衛生器具取付費 水石けん入れ 容量０．３５ｌ程度，押ボタン式 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ 水石けん入れ（市場） 容量０．３５Ｌ程度　押ボタン式 個 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859130005 衛生器具取付費 シートペーパーホルダー 大便器用 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ シートペーパーホルダー（市場） 大便器用 個 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859220005 衛生器具取付費 紙巻器（露出） １連（紙巻器のみを取付けの場合） ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ 紙巻器（市場） 露出　１連 個 89 9859 衛生器具取付工事

衛生器具取付費【市場単価】 9859180007
衛生器具取付費 減算額　普通便座 温水洗浄便座のかわりに普通便座を取付けた場合の差額分 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２
０７） 機械・手間のみ

減算額（市場） 普通便座を取り付けた場合 組 89 9859 衛生器具取付工事

共通仮設工事（仮設建物） 9101010014
共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 監理事務所 組立仮設式ハウス（フラット型）　２階 ６カ月 施工規模１００ｍ２ 材
工共

監理事務所（材工）　フラット型 組立仮設ハウス　２階　６カ月 ｍ２ 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101010016
共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 監理事務所 組立仮設式ハウス（フラット型）　２階 ９カ月 施工規模１００ｍ２ 材
工共

監理事務所（材工）　フラット型 組立仮設ハウス　２階　９カ月 ｍ２ 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101010018
共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 監理事務所 組立仮設式ハウス（フラット型）　２階 １２カ月 施工規模１００ｍ２
材工共

監理事務所（材工）　フラット型 組立仮設ハウス　２階　１２カ月 ｍ２ 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101020014
共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 現場事務所 組立仮設式ハウス（フラット型）　２階 ６カ月 施工規模１００ｍ２ 材
工共

現場事務所（材工）　フラット型 組立仮設ハウス　２階　６カ月 ｍ２ 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101020016
共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 現場事務所 組立仮設式ハウス（フラット型）　２階 ９カ月 施工規模１００ｍ２ 材
工共

現場事務所（材工）　フラット型 組立仮設ハウス　２階　９カ月 ｍ２ 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101020018
共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 現場事務所 組立仮設式ハウス（フラット型）　２階 １２カ月 施工規模１００ｍ２
材工共

現場事務所（材工）　フラット型 組立仮設ハウス　２階　１２カ月 ｍ２ 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101080004 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 倉庫 内部整理棚含む　平家 ６カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共 倉庫（材工） 内部整理棚含む　平家　６カ月 ｍ２ 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101080006 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 倉庫 内部整理棚含む　平家 ９カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共 倉庫（材工） 内部整理棚含む　平家　９カ月 ｍ２ 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101080008 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 倉庫 内部整理棚含む　平家 １２カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共 倉庫（材工） 内部整理棚含む　平家　１２カ月 ｍ２ 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101110004 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 ユニットハウス 幅２．４ｍ×長７．２ｍ ６カ月 施工規模－棟 材工共 ユニットハウス（材工） Ｗ２．４×Ｌ７．２ｍ　６カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101110006 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 ユニットハウス 幅２．４ｍ×長７．２ｍ ９カ月 施工規模－棟 材工共 ユニットハウス（材工） Ｗ２．４×Ｌ７．２ｍ　９カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物
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共通仮設工事（仮設建物） 9101110008 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 ユニットハウス 幅２．４ｍ×長７．２ｍ １２カ月 施工規模－棟 材工共 ユニットハウス（材工） Ｗ２．４×Ｌ７．２ｍ　１２カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101090004 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 現場工作所（下小屋） 単管小屋 ６カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共 現場工作所（材工） 単管小屋　６カ月 ｍ２ 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101090006 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 現場工作所（下小屋） 単管小屋 ９カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共 現場工作所（材工） 単管小屋　９カ月 ｍ２ 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101090008 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 現場工作所（下小屋） 単管小屋 １２カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共 現場工作所（材工） 単管小屋　１２カ月 ｍ２ 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101120004 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 水洗式・配管共 ６カ月 施工規模－棟 材工共 便所（材工） 水洗式・配管共　６カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101120006 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 水洗式・配管共 ９カ月 施工規模－棟 材工共 便所（材工） 水洗式・配管共　９カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101120008 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 水洗式・配管共 １２カ月 施工規模－棟 材工共 便所（材工） 水洗式・配管共　１２カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101120012 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 くみ取り式 ６カ月 施工規模－棟 材工共 便所（材工） くみ取り式　６カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101120014 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 くみ取り式 ９カ月 施工規模－棟 材工共 便所（材工） くみ取り式　９カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101120016 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 くみ取り式 １２カ月 施工規模－棟 材工共 便所（材工） くみ取り式　１２カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101130004 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 浴室 移動式ハウス　６ｍ２程度 ６カ月 施工規模－棟 材工共 浴室（材工）　移動式ハウス ６ｍ２程度　６カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101130006 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 浴室 移動式ハウス　６ｍ２程度 ９カ月 施工規模－棟 材工共 浴室（材工）　移動式ハウス ６ｍ２程度　９カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101130008 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 浴室 移動式ハウス　６ｍ２程度 １２カ月 施工規模－棟 材工共 浴室（材工）　移動式ハウス ６ｍ２程度　１２カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101140004 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 警備員詰所 守衛所　０．９７ｍ×１．２７ｍ ６カ月 施工規模－棟 材工共 警備員詰所（材工）　守衛所 ０．９７×１．２７ｍ　６カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101140006 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 警備員詰所 守衛所　０．９７ｍ×１．２７ｍ ９カ月 施工規模－棟 材工共 警備員詰所（材工）　守衛所 ０．９７×１．２７ｍ　９カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101140008 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 警備員詰所 守衛所　０．９７ｍ×１．２７ｍ １２カ月 施工規模－棟 材工共 警備員詰所（材工）　守衛所 ０．９７×１．２７ｍ　１２カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101140012 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 警備員詰所 守衛所　１．２ｍ×１．８ｍ ６カ月 施工規模－棟 材工共 警備員詰所（材工）　守衛所 １．２×１．８ｍ　６カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101140014 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 警備員詰所 守衛所　１．２ｍ×１．８ｍ ９カ月 施工規模－棟 材工共 警備員詰所（材工）　守衛所 １．２×１．８ｍ　９カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物
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共通仮設工事（仮設建物） 9101140016 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 警備員詰所 守衛所　１．２ｍ×１．８ｍ １２カ月 施工規模－棟 材工共 警備員詰所（材工）　守衛所 １．２×１．８ｍ　１２カ月 棟 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101160002
共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 建物維持管理費 施工規模－ｍ２・月 仮設建物（主に事務所）の移動等で，建物内の
備品類を移動・管理する場合に必要に応じて計上 材工共

建物維持管理費（材工） １ｍ２当たり ｍ２・月 100 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（工事施設） 9103010004
共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 成形鋼板 高３．０ｍ　厚１．２ｍｍ ６カ月 施工規模－ｍ 万能鋼板，安全鋼板，ガー
ド鋼板など 材工共

成形鋼板仮囲い（材工） Ｈ３ｍ×Ｔ１．２ｍｍ　６カ月 ｍ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103010006
共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 成形鋼板 高３．０ｍ　厚１．２ｍｍ ９カ月 施工規模－ｍ 万能鋼板，安全鋼板，ガー
ド鋼板など 材工共

成形鋼板仮囲い（材工） Ｈ３ｍ×Ｔ１．２ｍｍ　９カ月 ｍ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103010008
共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 成形鋼板 高３．０ｍ　厚１．２ｍｍ １２カ月 施工規模－ｍ 万能鋼板，安全鋼板，
ガード鋼板など 材工共

成形鋼板仮囲い（材工） Ｈ３ｍ×Ｔ１．２ｍｍ　１２カ月 ｍ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103010010
共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 成形鋼板 高２．０ｍ ６カ月 施工規模－ｍ 万能鋼板，安全鋼板，ガード鋼板など 材
工共

成形鋼板仮囲い（材工） Ｈ２ｍ　６カ月 ｍ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103010012
共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 成形鋼板 高２．０ｍ ９カ月 施工規模－ｍ 万能鋼板，安全鋼板，ガード鋼板など 材
工共

成形鋼板仮囲い（材工） Ｈ２ｍ　９カ月 ｍ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103010014
共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 成形鋼板 高２．０ｍ １２カ月 施工規模－ｍ 万能鋼板，安全鋼板，ガード鋼板など
材工共

成形鋼板仮囲い（材工） Ｈ２ｍ　１２カ月 ｍ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103020002 共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 波形亜鉛鉄板 高１．８ｍ 全損 施工規模－ｍ 材工共 波形亜鉛鉄板仮囲い（材工） Ｈ１．８ｍ　全損 ｍ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103040010
共通仮設工事（工事施設） 仮囲い シート張り Ｈ＝２．０ｍ ６カ月 施工規模－ｍ 防炎シート 支柱単管（φ４８．６）
＠１．８ｍ　控１本おき 継手，クランプ，捨パイプ共 材工共

シート張り仮囲い（材工） Ｈ２ｍ　６カ月 ｍ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103040012
共通仮設工事（工事施設） 仮囲い シート張り Ｈ＝２．０ｍ ９カ月 施工規模－ｍ 防炎シート 支柱単管（φ４８．６）
＠１．８ｍ　控１本おき 継手，クランプ，捨パイプ共 材工共

シート張り仮囲い（材工） Ｈ２ｍ　９カ月 ｍ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103040014
共通仮設工事（工事施設） 仮囲い シート張り Ｈ＝２．０ｍ １２カ月 施工規模－ｍ 防炎シート 支柱単管（φ４８．
６）＠１．８ｍ　控１本おき 継手，クランプ，捨パイプ共 材工共

シート張り仮囲い（材工） Ｈ２ｍ　１２カ月 ｍ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103050010
共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 防音シート張り Ｈ＝２．０ｍ ６カ月 施工規模－ｍ 支柱単管（φ４８．６）＠１．８
ｍ　控１本おき 継手，クランプ，捨パイプ共 材工共

防音シート張り仮囲い（材工） Ｈ２ｍ　６カ月 ｍ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103050012
共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 防音シート張り Ｈ＝２．０ｍ ９カ月 施工規模－ｍ 支柱単管（φ４８．６）＠１．８
ｍ　控１本おき 継手，クランプ，捨パイプ共 材工共

防音シート張り仮囲い（材工） Ｈ２ｍ　９カ月 ｍ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103050014
共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 防音シート張り Ｈ＝２．０ｍ １２カ月 施工規模－ｍ 支柱単管（φ４８．６）＠１．
８ｍ　控１本おき 継手，クランプ，捨パイプ共 材工共

防音シート張り仮囲い（材工） Ｈ２ｍ　１２カ月 ｍ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103060004
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 シートゲート Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ ６カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む
基礎の撤去費は含まない 材工共

シートゲート（材工） Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ　６カ月 箇所 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103060006
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 シートゲート Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ ９カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む
基礎の撤去費は含まない 材工共

シートゲート（材工） Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ　９カ月 箇所 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103060008
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 シートゲート Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ １２カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含
む　基礎の撤去費は含まない 材工共

シートゲート（材工） Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ　１２カ月 箇所 102 9103 共通仮設・工事施設
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共通仮設工事（工事施設） 9103060012
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 シートゲート Ｗ６．０×Ｈ４．５ｍ ６カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む
基礎の撤去費は含まない 材工共

シートゲート（材工） Ｗ６．０×Ｈ４．５ｍ　６カ月 箇所 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103060014
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 シートゲート Ｗ６．０×Ｈ４．５ｍ ９カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む
基礎の撤去費は含まない 材工共

シートゲート（材工） Ｗ６．０×Ｈ４．５ｍ　９カ月 箇所 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103060016
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 シートゲート Ｗ６．０×Ｈ４．５ｍ １２カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含
む　基礎の撤去費は含まない 材工共

シートゲート（材工） Ｗ６．０×Ｈ４．５ｍ　１２カ月 箇所 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103070004
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 パネルゲート（鋼製複層板） Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ ６カ月 施工規模－箇所 基礎
の設置費は含む　基礎の撤去費は含まない 材工共

パネルゲート（材工）鋼製複層板 Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ　６カ月 箇所 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103070006
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 パネルゲート（鋼製複層板） Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ ９カ月 施工規模－箇所 基礎
の設置費は含む　基礎の撤去費は含まない 材工共

パネルゲート（材工）鋼製複層板 Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ　９カ月 箇所 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103070008
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 パネルゲート（鋼製複層板） Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ １２カ月 施工規模－箇所 基
礎の設置費は含む　基礎の撤去費は含まない 材工共

パネルゲート（材工）鋼製複層板 Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ　１２カ月 箇所 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103070012
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 パネルゲート（硬質塩ビ複層） Ｗ６．３×Ｈ４．５ｍ ６カ月 施工規模－箇所 基
礎の設置費は含む　基礎の撤去費は含まない 材工共

パネルゲート（材工）塩ビ複層 Ｗ６．３×Ｈ４．５ｍ　６カ月 箇所 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103070014
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 パネルゲート（硬質塩ビ複層） Ｗ６．３×Ｈ４．５ｍ ９カ月 施工規模－箇所 基
礎の設置費は含む　基礎の撤去費は含まない 材工共

パネルゲート（材工）塩ビ複層 Ｗ６．３×Ｈ４．５ｍ　９カ月 箇所 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103070016
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 パネルゲート（硬質塩ビ複層） Ｗ６．３×Ｈ４．５ｍ １２カ月 施工規模－箇所
基礎の設置費は含む　基礎の撤去費は含まない 材工共

パネルゲート（材工）塩ビ複層 Ｗ６．３×Ｈ４．５ｍ　１２カ月 箇所 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103090004
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 通用口　鋼製片開きドア Ｗ０．９×Ｈ２．０ｍ ６カ月 施工規模－箇所 基礎の設
置費は含む　基礎の撤去費は含まない 材工共

鋼製片開き通用口ドア（材工） Ｗ０．９×Ｈ２ｍ　６カ月 箇所 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103090006
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 通用口　鋼製片開きドア Ｗ０．９×Ｈ２．０ｍ ９カ月 施工規模－箇所 基礎の設
置費は含む　基礎の撤去費は含まない 材工共

鋼製片開き通用口ドア（材工） Ｗ０．９×Ｈ２ｍ　９カ月 箇所 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103090008
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 通用口　鋼製片開きドア Ｗ０．９×Ｈ２．０ｍ １２カ月 施工規模－箇所 基礎の
設置費は含む　基礎の撤去費は含まない 材工共

鋼製片開き通用口ドア（材工） Ｗ０．９×Ｈ２ｍ　１２カ月 箇所 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103110004
共通仮設工事（工事施設） 工事用道路（仮設道路） 鉄板敷き ｔ＝２２ｍｍ ６カ月 施工規模－ｍ２ 架払い手間共 材工
共

鉄板敷き仮設道路（材工） Ｔ２２ｍｍ　６カ月 ｍ２ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103110006
共通仮設工事（工事施設） 工事用道路（仮設道路） 鉄板敷き ｔ＝２２ｍｍ ９カ月 施工規模－ｍ２ 架払い手間共 材工
共

鉄板敷き仮設道路（材工） Ｔ２２ｍｍ　９カ月 ｍ２ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103110008
共通仮設工事（工事施設） 工事用道路（仮設道路） 鉄板敷き ｔ＝２２ｍｍ １２カ月 施工規模－ｍ２ 架払い手間共 材
工共

鉄板敷き仮設道路（材工） Ｔ２２ｍｍ　１２カ月 ｍ２ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103140002
共通仮設工事（工事施設） 工事用道路（仮設道路） 砕石敷き ｔ＝１５ｃｍ 施工規模－ｍ２ 撤去費，処分費は含まない
材工共

砕石敷き仮設道路（材工） 砕石敷き　Ｔ１５ｃｍ ｍ２ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103120002
共通仮設工事（工事施設） 工事用道路（仮設道路） コンクリート ｔ＝１０ｃｍ 施工規模－ｍ２ 撤去費，処分費は含ま
ない 材工共

コンクリート仮設道路（材工） コンクリート　Ｔ１０ｃｍ ｍ２ 102 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103130002
共通仮設工事（工事施設） 工事用道路（仮設道路） アスファルト ｔ＝５ｃｍ 施工規模－ｍ２ 撤去費，処分費は含まな
い 材工共

アスファルト仮設道路（材工） アスファルト　Ｔ５ｃｍ ｍ２ 102 9103 共通仮設・工事施設
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直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305010002
直接仮設工事 やりかた・墨出し やりかた 工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模５００建ｍ２ 地縄張り，ベンチマーク，基
礎芯出し共（平・隅・たてやりかた含む） 材工共

やりかた（材工）Ｓ造 工場・倉庫等 建ｍ２ 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305010004
直接仮設工事 やりかた・墨出し やりかた 事務所ビル・共同住宅　地下階なし　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模５００建ｍ
２ 地縄張り，ベンチマーク，基礎芯出し共（平・隅・たてやりかた含む） 材工共

やりかた（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造 事務所・共同住宅　地下階なし 建ｍ２ 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305010006
直接仮設工事 やりかた・墨出し やりかた 事務所ビル，共同住宅　地下階あり　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模５００建ｍ
２ 地縄張り，ベンチマーク，基礎芯出し共（平・隅・たてやりかた含む） 材工共

やりかた（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造 事務所・共同住宅　地下階あり 建ｍ２ 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305010008
直接仮設工事 やりかた・墨出し 平やりかた 施工規模－箇所 平・隅・たてやりかたは、やりかた価格に含むが、箇所別に
やりかた単価を必要とする場合に適用する 材工共

やりかた（材工） 平やりかた 箇所 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305010010
直接仮設工事 やりかた・墨出し 隅やりかた 施工規模－箇所 平・隅・たてやりかたは、やりかた価格に含むが、箇所別に
やりかた単価を必要とする場合に適用する 材工共

やりかた（材工） 隅やりかた 箇所 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305010012
直接仮設工事 やりかた・墨出し たてやりかた 施工規模－箇所 平・隅・たてやりかたは、やりかた価格に含むが、箇所別
にやりかた単価を必要とする場合に適用する 材工共

やりかた（材工） たてやりかた 箇所 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305020002 直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 躯体・仕上げ共　工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模１，０００延床ｍ２ 材工共 墨出し（材工）Ｓ造 躯体・仕上げ共　工場・倉庫等 延床ｍ２ 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305020004
直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 躯体・仕上げ共　事務所ビル　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２
材工共

墨出し（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造 躯体・仕上げ共　事務所ビル 延床ｍ２ 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305020006
直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 躯体・仕上げ共　共同住宅　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２
材工共

墨出し（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造 躯体・仕上げ共　共同住宅 延床ｍ２ 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305020008
直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 躯体墨出し　工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模１，０００延床ｍ２ コンクリー
ト打設完了までの基準墨 材工共

墨出し（材工）Ｓ造 躯体墨出し　工場・倉庫等 延床ｍ２ 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305020010
直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 躯体墨出し　事務所ビル　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２ コ
ンクリート打設完了までの基準墨 材工共

墨出し（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造 躯体墨出し　事務所ビル 延床ｍ２ 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305020012
直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 躯体墨出し　共同住宅　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２ コン
クリート打設完了までの基準墨 材工共

墨出し（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造 躯体墨出し　共同住宅 延床ｍ２ 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305020014
直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 仕上墨出し　工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模１，０００延床ｍ２ 仕上げに必
要な基準墨（陸墨・心墨・逃げ墨） 各工種・専門工種に含む墨出しを除く 材工共

墨出し（材工）Ｓ造 仕上墨出し　工場・倉庫等 延床ｍ２ 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305020016
直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 仕上墨出し　事務所ビル　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２ 仕
上げに必要な基準墨（陸墨・心墨・逃げ墨） 各工種・専門工種に含む墨出しを除く 材工共

墨出し（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造 仕上墨出し　事務所ビル 延床ｍ２ 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305020018
直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 仕上墨出し　共同住宅　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２ 仕上
げに必要な基準墨（陸墨・心墨・逃げ墨） 各工種・専門工種に含む墨出しを除く 材工共

墨出し（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造 仕上墨出し　共同住宅 延床ｍ２ 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305030002 直接仮設工事 現寸型板 現寸型板 工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模１，０００延床ｍ２ 材工共 現寸型板（材工）Ｓ造 工場・倉庫等 延床ｍ２ 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305030004 直接仮設工事 現寸型板 現寸型板 事務所ビル　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２ 材工共 現寸型板（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造 事務所ビル 延床ｍ２ 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305030006 直接仮設工事 現寸型板 現寸型板 共同住宅　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２ 材工共 現寸型板（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造 共同住宅 延床ｍ２ 108 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305030008
直接仮設工事 現寸型板 現寸型板 （ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模－箇所 階段回り，パラペット等異形部分の型板 箇所当た
りを必要とする場合に適用する 材工共

現寸型板（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造 異形部分の型板箇所当たり 箇所 108 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080014 直接仮設工事 養生 養生 躯体・仕上げ　工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模１，０００延ｍ２ 材工共 躯体・仕上げ仮設養生（材工） 工場・倉庫等　Ｓ造 延ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080016 直接仮設工事 養生 養生 躯体・仕上げ　事務所ビル等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 材工共 躯体・仕上げ仮設養生（材工） 事務所ビル等　ＲＣ・ＳＲＣ造 延ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080018 直接仮設工事 養生 養生 躯体・仕上げ　共同住宅等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 材工共 躯体・仕上げ仮設養生（材工） 共同住宅等　ＲＣ・ＳＲＣ造 延ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080002
直接仮設工事 養生 養生 躯体　工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模１，０００延ｍ２ コンクリート打設後の養生（乾燥，
雷雨，凍結に対する養生） 作業通路に関連する養生等 材工共

躯体仮設養生（材工） 工場・倉庫等　Ｓ造 延ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080004
直接仮設工事 養生 養生 躯体　事務所ビル等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ コンクリート打設後の養
生（乾燥，雷雨，凍結に対する養生） 作業通路に関連する養生等 材工共

躯体仮設養生（材工） 事務所ビル等　ＲＣ・ＳＲＣ造 延ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080006
直接仮設工事 養生 養生 躯体　共同住宅等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ コンクリート打設後の養生
（乾燥，雷雨，凍結に対する養生） 作業通路に関連する養生等 材工共

躯体仮設養生（材工） 共同住宅等　ＲＣ・ＳＲＣ造 延ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080008
直接仮設工事 養生 養生 仕上げ　工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模１，０００延ｍ２ 複数の仕上げ工種に渡る養生等
（造作材，石，タイル，サッシ等） 材工共

仕上げ仮設養生（材工） 工場・倉庫等　Ｓ造 延ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080010
直接仮設工事 養生 養生 仕上げ　事務所ビル等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 複数の仕上げ工種に渡
る養生等（造作材，石，タイル，サッシ等） 材工共

仕上げ仮設養生（材工） 事務所ビル等　ＲＣ・ＳＲＣ造 延ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080012
直接仮設工事 養生 養生 仕上げ　共同住宅等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 複数の仕上げ工種に渡る
養生等（造作材，石，タイル，サッシ等） 材工共

仕上げ仮設養生（材工） 共同住宅等　ＲＣ・ＳＲＣ造 延ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080020
直接仮設工事 部分養生 床養生 石，タイル，フローリング等 施工規模－ｍ２ ビニールテープ，専用シート及びベニア等
による養生 材工共

仮設養生（材工） 床養生 ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080022 直接仮設工事 部分養生 ガラス養生 施工規模－ｍ２ ビニールテープ，専用シート及びベニア等による養生 材工共 仮設養生（材工） ガラス養生 ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080024
直接仮設工事 部分養生 木部養生 柱，額縁，三方枠等 施工規模－ｍ２ ビニールテープ，専用シート及びベニア等による
養生 材工共

仮設養生（材工） 木部養生 ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080026 直接仮設工事 部分養生 サッシ全面養生 施工規模－ｍ２ ビニールテープ，専用シート及びベニア等による養生 材工共 仮設養生（材工） サッシ全面養生 ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080028
直接仮設工事 部分養生 本設エレベータ 仮使用養生 施工規模－箇所 ビニールテープ，専用シート及びベニア等による養
生 材工共

仮設養生（材工） 本設エレベータ 箇所 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090020
直接仮設工事 清掃・片付け（施工中） 清掃・片付け 工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模１，０００延ｍ２ 専用工事業者
が対応出来ない項目に対する清掃 処分費別 材工共

清掃・片付け（材工）（施工中） 工場・倉庫等　Ｓ造 延ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090022
直接仮設工事 清掃・片付け（施工中） 清掃・片付け 事務所ビル等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 専
用工事業者が対応出来ない項目に対する清掃 処分費別 材工共

清掃・片付け（材工）（施工中） 事務所ビル等　ＲＣ・ＳＲＣ造 延ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090024
直接仮設工事 清掃・片付け（施工中） 清掃・片付け 共同住宅等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 専用
工事業者が対応出来ない項目に対する清掃 処分費別 材工共

清掃・片付け（材工）（施工中） 共同住宅等　ＲＣ・ＳＲＣ造 延ｍ２ 110 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090046 直接仮設工事 竣工時清掃 竣工時清掃 工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模１，０００延ｍ２ 材工共 竣工時清掃（材工） 工場・倉庫等　Ｓ造 延ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090048 直接仮設工事 竣工時清掃 竣工時清掃 事務所ビル等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 材工共 竣工時清掃（材工） 事務所ビル等　ＲＣ・ＳＲＣ造 延ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090050 直接仮設工事 竣工時清掃 竣工時清掃 共同住宅等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 材工共 竣工時清掃（材工） 共同住宅等　ＲＣ・ＳＲＣ造 延ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090004 直接仮設工事 竣工時部分清掃 内部壁タイル洗い 工業用塩酸使用　（足場有り） 施工規模－ｍ２ 材工共 内部壁タイル洗い（材工） 塩酸使用　足場有り ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090003 直接仮設工事 竣工時部分清掃 外部壁タイル洗い 工業用塩酸使用　（足場有り） 施工規模－ｍ２ 材工共 外部壁タイル洗い（材工） 塩酸使用　足場有り ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090005 直接仮設工事 竣工時部分清掃 床タイル洗い 工業用塩酸使用 施工規模－ｍ２ 材工共 床タイル洗い（材工） 工業用塩酸使用 ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090044 直接仮設工事 竣工時部分清掃 床タイル洗い 洗剤使用 施工規模－ｍ２ 材工共 床タイル洗い（材工） 洗剤使用 ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090052 直接仮設工事 竣工時部分清掃 床石クリーニング 洗浄，樹脂ワックス磨き 施工規模－ｍ２ 材工共 床石クリーニング（材工） 洗浄・樹脂ワックス磨き ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090054 直接仮設工事 竣工時部分清掃 ビニル床タイルクリーニング 洗浄，樹脂ワックス磨き 施工規模－ｍ２ 材工共 ビニル床タイルクリーニング材工 洗浄・樹脂ワックス磨き ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090056 直接仮設工事 竣工時部分清掃 ガラスクリーニング 内外両面　（足場有り） 施工規模－ｍ２ 材工共 ガラスクリーニング（材工） 内外両面　足場有り ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090058
直接仮設工事 竣工時部分清掃 サッシクリーニング 内外両面　（足場有り）　ガラスクリーニング含む 施工規模－ｍ２
材工共

サッシクリーニング（材工） 内外両面　足場有り ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090012 直接仮設工事 竣工時部分清掃 ノンスリップ磨き 真ちゅう製 施工規模－ｍ 材工共 ノンスリップ磨き（材工） 真ちゅう製 ｍ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090016 直接仮設工事 竣工時部分清掃 木部しみぬき 清め洗い 施工規模－ｍ２ 材工共 木部しみぬき（材工） 清め洗い ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090018 直接仮設工事 竣工時部分清掃 木部磨き ワックス使用　（和室柱・敷居・かも居・廊下等） 施工規模－ｍ２ 材工共 木部磨き（材工） ワックス使用　和室柱・敷居 ｍ２ 110 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042050
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０
００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 １．２ｍ　Ｈ１２ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042002
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０
００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 １．２ｍ　Ｈ１２ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042004
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０
００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 １．２ｍ　Ｈ１２ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042052
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ １２カ月 施工規模１，
０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 １．２ｍ　Ｈ１２ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（外部足場） 9305042054
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０
００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 １．２ｍ　Ｈ２２ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042006
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０
００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 １．２ｍ　Ｈ２２ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042008
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０
００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 １．２ｍ　Ｈ２２ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042056
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ １２カ月 施工規模１，
０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 １．２ｍ　Ｈ２２ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042058
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０
００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 １．２ｍ　Ｈ３０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042010
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０
００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 １．２ｍ　Ｈ３０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042012
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０
００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 １．２ｍ　Ｈ３０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042014
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ １２カ月 施工規模１，
０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 １．２ｍ　Ｈ３０ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042060
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００
架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ１２ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042016
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００
架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ１２ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042018
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００
架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ１２ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042062
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅９００ｍｍ １２カ月 施工規模１，００
０架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ１２ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042064
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００
架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ２２ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042020
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００
架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ２２ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042022
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００
架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ２２ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042066
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満　建地幅９００ｍｍ １２カ月 施工規模１，００
０架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ２２ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042068
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００
架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ３０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042024
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００
架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ３０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（外部足場） 9305042026
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００
架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ３０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042028
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ １２カ月 施工規模１，００
０架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ３０ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042070
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００
架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．６ｍ　Ｈ１２ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042030
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００
架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．６ｍ　Ｈ１２ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042032
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００
架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．６ｍ　Ｈ１２ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042072
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅６００ｍｍ １２カ月 施工規模１，００
０架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

枠組本足場（材工）手すり先行 ０．６ｍ　Ｈ１２ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042074
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，
０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

くさび緊結足場・材工手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042034
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，
０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

くさび緊結足場・材工手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042036
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，
０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

くさび緊結足場・材工手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042076
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，
０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

くさび緊結足場・材工手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042038
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，
０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

くさび緊結足場・材工手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042040
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，
０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

くさび緊結足場・材工手すり先行 ０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042078
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ３カ月 施工規模１，
０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

くさび緊結足場・材工手すり先行 ０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042042
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ６カ月 施工規模１，
０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

くさび緊結足場・材工手すり先行 ０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042044
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ９カ月 施工規模１，
０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

くさび緊結足場・材工手すり先行 ０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042080
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ３カ月 施工規模１，
０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

くさび緊結足場・材工手すり先行 ０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042046
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ６カ月 施工規模１，
０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

くさび緊結足場・材工手すり先行 ０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305042048
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ９カ月 施工規模１，
０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共

くさび緊結足場・材工手すり先行 ０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 112 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（外部足場） 9305040002
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ１０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040004
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040006
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ１０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040007
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ１０ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040008
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ２０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040010
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ２０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040012
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ２０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040013
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ２０ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040246
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ３０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040014
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ３０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040016
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ３０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040018
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ３０ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040138
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040140
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040142
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040143
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階
段共 材工共

枠組本足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040144
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040146
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（外部足場） 9305040148
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040149
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階
段共 材工共

枠組本足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040150
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ３０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040152
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ３０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040154
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ３０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040155
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階
段共 材工共

枠組本足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ３０ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040156
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040158
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040160
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040161
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階
段共 材工共

枠組本足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040162
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040164
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040166
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040167
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階
段共 材工共

枠組本足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040168
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ３０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040170
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ３０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040172
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段
共 材工共

枠組本足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ３０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040174
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階
段共 材工共

枠組本足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ３０ｍ未満１２カ月 架ｍ２ 114 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（外部足場） 9305040175 直接仮設工事 外部足場 最上部安全手摺 枠組本足場用 ３カ月 施工規模－ｍ 材工共 最上部安全手摺（材工） 枠組本足場用　３カ月 ｍ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040176 直接仮設工事 外部足場 最上部安全手摺 枠組本足場用 ６カ月 施工規模－ｍ 材工共 最上部安全手摺（材工） 枠組本足場用　６カ月 ｍ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040178 直接仮設工事 外部足場 最上部安全手摺 枠組本足場用 ９カ月 施工規模－ｍ 材工共 最上部安全手摺（材工） 枠組本足場用　９カ月 ｍ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040179 直接仮設工事 外部足場 最上部安全手摺 枠組本足場用 １２カ月 施工規模－ｍ 材工共 最上部安全手摺（材工） 枠組本足場用　１２カ月 ｍ 114 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040248
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040230
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040232
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040250
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040234
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040236
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040252
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040238
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040240
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040254
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　３カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040242
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040244
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板
階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040022 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ１０ｍ未満 ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共 単管（パイプ）本足場（材工） Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040024 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ１０ｍ未満 ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共 単管（パイプ）本足場（材工） Ｈ１０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（外部足場） 9305040028 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ２０ｍ未満 ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共 単管（パイプ）本足場（材工） Ｈ２０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040030 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ２０ｍ未満 ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共 単管（パイプ）本足場（材工） Ｈ２０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040032 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ３０ｍ未満 ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共 単管（パイプ）本足場（材工） Ｈ３０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040034 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ３０ｍ未満 ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共 単管（パイプ）本足場（材工） Ｈ３０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040036 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ３０ｍ未満 １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共 単管（パイプ）本足場（材工） Ｈ３０ｍ未満　１２カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040180 直接仮設工事 外部足場 最上部安全手摺 単管（パイプ）本足場用 ６カ月 施工規模－ｍ 材工共 最上部安全手摺（材工） 単管（パイプ）本足場用　６カ月 ｍ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040182 直接仮設工事 外部足場 最上部安全手摺 単管（パイプ）本足場用 ９カ月 施工規模－ｍ 材工共 最上部安全手摺（材工） 単管（パイプ）本足場用　９カ月 ｍ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040184 直接仮設工事 外部足場 単管本足場内階段 自在ステップ ６カ月 施工規模－ｍ 材工共 単管本足場内階段（材工） 自在ステップ　６カ月 ｍ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040186 直接仮設工事 外部足場 単管本足場内階段 自在ステップ ９カ月 施工規模－ｍ 材工共 単管本足場内階段（材工） 自在ステップ　９カ月 ｍ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040040 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）抱足場 高さ１０ｍ未満 ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 単管（パイプ）抱足場（材工） Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040042 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）抱足場 高さ１０ｍ未満 ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 単管（パイプ）抱足場（材工） Ｈ１０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040046 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）抱足場 高さ１５ｍ未満 ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 単管（パイプ）抱足場（材工） Ｈ１５ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040048 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）抱足場 高さ１５ｍ未満 ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 単管（パイプ）抱足場（材工） Ｈ１５ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040050 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）抱足場 高さ１５ｍ未満 １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 単管（パイプ）抱足場（材工） Ｈ１５ｍ未満　１２カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040054 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）一本足場 高さ１０ｍ未満 ６カ月 施工規模５００架ｍ２ 材工共 単管（パイプ）一本足場（材工） Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040056 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）一本足場 高さ１０ｍ未満 ９カ月 施工規模５００架ｍ２ 材工共 単管（パイプ）一本足場（材工） Ｈ１０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040060 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）一本足場 高さ１５ｍ未満 ６カ月 施工規模５００架ｍ２ 材工共 単管（パイプ）一本足場（材工） Ｈ１５ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040062 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）一本足場 高さ１５ｍ未満 ９カ月 施工規模５００架ｍ２ 材工共 単管（パイプ）一本足場（材工） Ｈ１５ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（外部足場） 9305040066 直接仮設工事 外部足場 ブラケット足場 高さ１０ｍ程度 ４カ月 施工規模５００架ｍ２ 足場板共 材工共 ブラケット足場（材工） Ｈ１０ｍ程度　４カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040068 直接仮設工事 外部足場 ブラケット足場 高さ１０ｍ程度 ６カ月 施工規模５００架ｍ２ 足場板共 材工共 ブラケット足場（材工） Ｈ１０ｍ程度　６カ月 架ｍ２ 116 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040206 直接仮設工事 外部足場 昇降足場（独立タイプ） 階段（階段建枠使用） ６カ月 施工規模５０ｍ 単位は架ｍ 材工共 昇降足場（材工）独立タイプ 階段　階段建枠使用　６カ月 ｍ 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040208 直接仮設工事 外部足場 昇降足場（独立タイプ） 階段（階段建枠使用） ９カ月 施工規模５０ｍ 単位は架ｍ 材工共 昇降足場（材工）独立タイプ 階段　階段建枠使用　９カ月 ｍ 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040210 直接仮設工事 外部足場 昇降足場（独立タイプ） 階段（階段建枠使用） １２カ月 施工規模５０ｍ 単位は架ｍ 材工共 昇降足場（材工）独立タイプ 階段　階段建枠使用　１２カ月 ｍ 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040126 直接仮設工事 外部足場 ゴンドラ デッキタイプ　積載荷重３００ｋｇ １カ月 施工規模－台 盛り替えは含まない 材工共 ゴンドラ（材工） デッキ　３００ｋｇ　１カ月 台 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040128 直接仮設工事 外部足場 ゴンドラ デッキタイプ　積載荷重３００ｋｇ ３カ月 施工規模－台 盛り替えは含まない 材工共 ゴンドラ（材工） デッキ　３００ｋｇ　３カ月 台 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040130 直接仮設工事 外部足場 ゴンドラ デッキタイプ　積載荷重３００ｋｇ ６カ月 施工規模－台 盛り替えは含まない 材工共 ゴンドラ（材工） デッキ　３００ｋｇ　６カ月 台 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040132 直接仮設工事 外部足場 ゴンドラ チェアタイプ　積載荷重１００ｋｇ １カ月 施工規模－台 盛り替えは含まない 材工共 ゴンドラ（材工） チェア　１００ｋｇ　１カ月 台 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040134 直接仮設工事 外部足場 ゴンドラ チェアタイプ　積載荷重１００ｋｇ ３カ月 施工規模－台 盛り替えは含まない 材工共 ゴンドラ（材工） チェア　１００ｋｇ　３カ月 台 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040136 直接仮設工事 外部足場 ゴンドラ チェアタイプ　積載荷重１００ｋｇ ６カ月 施工規模－台 盛り替えは含まない 材工共 ゴンドラ（材工） チェア　１００ｋｇ　６カ月 台 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040212 直接仮設工事 外部足場 地足場 単管　布１段 ２週間 施工規模５００架ｍ２ 材工共 地足場（材工） 単管　布１段　２週間 ｍ２ 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040214 直接仮設工事 外部足場 地足場 単管　布１段 ４週間 施工規模５００架ｍ２ 材工共 地足場（材工） 単管　布１段　４週間 ｍ２ 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040216 直接仮設工事 外部足場 地足場 単管　布１段 ６週間 施工規模５００架ｍ２ 材工共 地足場（材工） 単管　布１段　６週間 ｍ２ 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040218 直接仮設工事 外部足場 地足場 単管　布２段 ２週間 施工規模５００架ｍ２ 材工共 地足場（材工） 単管　布２段　２週間 ｍ２ 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040220 直接仮設工事 外部足場 地足場 単管　布２段 ４週間 施工規模５００架ｍ２ 材工共 地足場（材工） 単管　布２段　４週間 ｍ２ 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040222 直接仮設工事 外部足場 地足場 単管　布２段 ６週間 施工規模５００架ｍ２ 材工共 地足場（材工） 単管　布２段　６週間 ｍ２ 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040224 直接仮設工事 外部足場 地足場上通路 足場板４枚敷き＋手すり ２週間 施工規模５００ｍ 材工共 地足場上通路（材工） 足場板４枚敷き＋手すり　２週間 ｍ 118 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（外部足場） 9305040226 直接仮設工事 外部足場 地足場上通路 足場板４枚敷き＋手すり ４週間 施工規模５００ｍ 材工共 地足場上通路（材工） 足場板４枚敷き＋手すり　４週間 ｍ 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040228 直接仮設工事 外部足場 地足場上通路 足場板４枚敷き＋手すり ６週間 施工規模５００ｍ 材工共 地足場上通路（材工） 足場板４枚敷き＋手すり　６週間 ｍ 118 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050038 直接仮設工事 内部足場 鉄骨つり棚足場 （チェーン・角パイプ使用）シングル ２カ月 施工規模－ｍ２ 足場面積 材工共 鉄骨つり棚足場（材工） チェーン・角パイプ　Ｓ　２カ月 ｍ２ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050040 直接仮設工事 内部足場 鉄骨つり棚足場 （チェーン・角パイプ使用）シングル ４カ月 施工規模－ｍ２ 足場面積 材工共 鉄骨つり棚足場（材工） チェーン・角パイプ　Ｓ　４カ月 ｍ２ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050046 直接仮設工事 内部足場 鉄骨つり足場 帯状 ２カ月 施工規模－ｍ 材工共 鉄骨つり足場（材工） 帯状　２カ月 ｍ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050048 直接仮設工事 内部足場 鉄骨つり足場 帯状 ４カ月 施工規模－ｍ 材工共 鉄骨つり足場（材工） 帯状　４カ月 ｍ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050064 直接仮設工事 内部足場 鉄骨つり足場 カゴ足場 ２カ月 施工規模－箇所 材工共 鉄骨つり足場（材工） カゴ足場　２カ月 箇所 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050066 直接仮設工事 内部足場 鉄骨つり足場 カゴ足場 ４カ月 施工規模－箇所 材工共 鉄骨つり足場（材工） カゴ足場　４カ月 箇所 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050074
直接仮設工事 内部足場 枠組棚足場（枠組ステージング） 足場　Ｈ＝１．８ｍ ２カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共
材工共

枠組棚足場（材工） 足場Ｈ１．８ｍ　２カ月 伏ｍ２ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050076
直接仮設工事 内部足場 枠組棚足場（枠組ステージング） 足場　Ｈ＝１．８ｍ ４カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共
材工共

枠組棚足場（材工） 足場Ｈ１．８ｍ　４カ月 伏ｍ２ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050078
直接仮設工事 内部足場 枠組棚足場（枠組ステージング） 足場　Ｈ＝３．６ｍ ２カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共
材工共

枠組棚足場（材工） 足場Ｈ３．６ｍ　２カ月 伏ｍ２ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050080
直接仮設工事 内部足場 枠組棚足場（枠組ステージング） 足場　Ｈ＝３．６ｍ ４カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共
材工共

枠組棚足場（材工） 足場Ｈ３．６ｍ　４カ月 伏ｍ２ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050082
直接仮設工事 内部足場 単管棚足場（単管ステージング） 足場　Ｈ＝１．８ｍ ２カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共
材工共

単管棚足場（材工） 足場Ｈ１．８ｍ　２カ月 伏ｍ２ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050084
直接仮設工事 内部足場 単管棚足場（単管ステージング） 足場　Ｈ＝１．８ｍ ４カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共
材工共

単管棚足場（材工） 足場Ｈ１．８ｍ　４カ月 伏ｍ２ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050086
直接仮設工事 内部足場 単管棚足場（単管ステージング） 足場　Ｈ＝３．６ｍ ２カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共
材工共

単管棚足場（材工） 足場Ｈ３．６ｍ　２カ月 伏ｍ２ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050088
直接仮設工事 内部足場 単管棚足場（単管ステージング） 足場　Ｈ＝３．６ｍ ４カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共
材工共

単管棚足場（材工） 足場Ｈ３．６ｍ　４カ月 伏ｍ２ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050022 直接仮設工事 内部足場 階段室棚足場 （単管使用） ２カ月 施工規模－床ｍ２ 材工共 階段室棚足場（材工）　単管使用 ２カ月 床ｍ２ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050024 直接仮設工事 内部足場 階段室棚足場 （単管使用） ４カ月 施工規模－床ｍ２ 材工共 階段室棚足場（材工）　単管使用 ４カ月 床ｍ２ 120 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（内部足場） 9305050026 直接仮設工事 内部足場 エレベータシャフト内足場 （一連）　Ｈ＝３０ｍ ２カ月 施工規模－ｍ３ 材工共 エレベータシャフト足場（材工） 一連　Ｈ３０ｍ　２カ月 ｍ３ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050028 直接仮設工事 内部足場 エレベータシャフト内足場 （一連）　Ｈ＝３０ｍ ４カ月 施工規模－ｍ３ 材工共 エレベータシャフト足場（材工） 一連　Ｈ３０ｍ　４カ月 ｍ３ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050030 直接仮設工事 内部足場 エレベータシャフト内足場 （一連）　Ｈ＝３０ｍ ６カ月 施工規模－ｍ３ 材工共 エレベータシャフト足場（材工） 一連　Ｈ３０ｍ　６カ月 ｍ３ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050032 直接仮設工事 内部足場 エレベータシャフト内足場 （二連）　Ｈ＝３０ｍ ２カ月 施工規模－ｍ３ 材工共 エレベータシャフト足場（材工） 二連　Ｈ３０ｍ　２カ月 ｍ３ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050034 直接仮設工事 内部足場 エレベータシャフト内足場 （二連）　Ｈ＝３０ｍ ４カ月 施工規模－ｍ３ 材工共 エレベータシャフト足場（材工） 二連　Ｈ３０ｍ　４カ月 ｍ３ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050036 直接仮設工事 内部足場 エレベータシャフト内足場 （二連）　Ｈ＝３０ｍ ６カ月 施工規模－ｍ３ 材工共 エレベータシャフト足場（材工） 二連　Ｈ３０ｍ　６カ月 ｍ３ 120 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050050 直接仮設工事 内部足場 脚立足場 並列　Ｈ＝１．８ｍ ２カ月 施工規模－床ｍ２ 材工共 脚立足場（材工） 並列　Ｈ１．８ｍ　２カ月 床ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050052 直接仮設工事 内部足場 脚立足場 並列　Ｈ＝１．８ｍ ４カ月 施工規模－床ｍ２ 材工共 脚立足場（材工） 並列　Ｈ１．８ｍ　４カ月 床ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050060 直接仮設工事 内部足場 脚立足場 直列　Ｈ＝１．８ｍ ２カ月 施工規模－ｍ 材工共 脚立足場（材工） 直列　Ｈ１．８ｍ　２カ月 ｍ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050062 直接仮設工事 内部足場 脚立足場 直列　Ｈ＝１．８ｍ ４カ月 施工規模－ｍ 材工共 脚立足場（材工） 直列　Ｈ１．８ｍ　４カ月 ｍ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050054 直接仮設工事 内部足場 移動足場（ローリングタワー） Ｗ＝１．５ｍ　Ｈ＝２．０ｍ　１段 １カ月 施工規模－台 材工共 ローリングタワー（材工） １段　１カ月 台 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050068 直接仮設工事 内部足場 移動足場（ローリングタワー） Ｗ＝１．５ｍ　Ｈ＝２．０ｍ　１段 ２カ月 施工規模－台 材工共 ローリングタワー（材工） １段　２カ月 台 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050056 直接仮設工事 内部足場 移動足場（ローリングタワー） Ｗ＝１．５ｍ　Ｈ＝３．７ｍ　２段 １カ月 施工規模－台 材工共 ローリングタワー（材工） ２段　１カ月 台 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050070 直接仮設工事 内部足場 移動足場（ローリングタワー） Ｗ＝１．５ｍ　Ｈ＝３．７ｍ　２段 ２カ月 施工規模－台 材工共 ローリングタワー（材工） ２段　２カ月 台 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050058 直接仮設工事 内部足場 移動足場（ローリングタワー） Ｗ＝１．５ｍ　Ｈ＝５．４ｍ　３段 １カ月 施工規模－台 材工共 ローリングタワー（材工） ３段　１カ月 台 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050072 直接仮設工事 内部足場 移動足場（ローリングタワー） Ｗ＝１．５ｍ　Ｈ＝５．４ｍ　３段 ２カ月 施工規模－台 材工共 ローリングタワー（材工） ３段　２カ月 台 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070004 直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　枠付き金網張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　枠付き金網張り　６カ月 架ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070006 直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　枠付き金網張り ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　枠付き金網張り　９カ月 架ｍ２ 122 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（災害防止施設） 9305070010
直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　グリーンネット張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 網目１５～３０ｍｍ
程度 材工共

災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　グリーンネット　６カ月 架ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070012
直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　グリーンネット張り ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 網目１５～３０ｍｍ
程度 材工共

災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　グリーンネット　９カ月 架ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070016
直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　メッシュシート張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ １ｍｍメッシュ 材
工共

災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　メッシュシート　６カ月 架ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070018
直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　メッシュシート張り ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ １ｍｍメッシュ 材
工共

災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　メッシュシート　９カ月 架ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070022
直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　養生シート張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ ポリエステル製・ナイロ
ン製，防炎１類シート 材工共

災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　養生シート張り　６カ月 架ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070024
直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　養生シート張り ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ ポリエステル製・ナイロ
ン製，防炎１類シート 材工共

災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　養生シート張り　９カ月 架ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070076 直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　防音シート張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　防音シート張り　６カ月 架ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070078 直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　防音シート張り ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　防音シート張り　９カ月 架ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070028 直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　アルミ防音パネル張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　アルミ防音パネル張６カ月 架ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070030 直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　アルミ防音パネル張り ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　アルミ防音パネル張９カ月 架ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070034 直接仮設工事 災害防止施設 水平養生 水平安全ネット張り ６カ月 施工規模－伏ｍ２ １００ｍｍメッシュ 材工共 災害防止施設（材工）　水平養生 水平安全ネット張り　６カ月 伏ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070036 直接仮設工事 災害防止施設 水平養生 水平安全ネット張り ９カ月 施工規模－伏ｍ２ １００ｍｍメッシュ 材工共 災害防止施設（材工）　水平養生 水平安全ネット張り　９カ月 伏ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070040
直接仮設工事 災害防止施設 水平養生 水平ダブルネット張り ６カ月 施工規模－伏ｍ２ １００ｍｍメッシュ＋１５ｍｍ
メッシュ 材工共

災害防止施設（材工）　水平養生 水平ダブルネット張り　６カ月 伏ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070042
直接仮設工事 災害防止施設 水平養生 水平ダブルネット張り ９カ月 施工規模－伏ｍ２ １００ｍｍメッシュ＋１５ｍｍ
メッシュ 材工共

災害防止施設（材工）　水平養生 水平ダブルネット張り　９カ月 伏ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070046 直接仮設工事 災害防止施設 水平養生 シャフト内防護棚 ６カ月 施工規模－伏ｍ２ 単管，合板敷き 材工共 災害防止施設（材工）　水平養生 シャフト内防護柵　６カ月 伏ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070048 直接仮設工事 災害防止施設 水平養生 シャフト内防護棚 ９カ月 施工規模－伏ｍ２ 単管，合板敷き 材工共 災害防止施設（材工）　水平養生 シャフト内防護柵　９カ月 伏ｍ２ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070052 直接仮設工事 災害防止施設 朝顔養生 枠組足場用　出幅２．０ｍ ６カ月 施工規模－ｍ 材工共 災害防止施設（材工）　朝顔養生 枠組足場用　出幅２ｍ　６カ月 ｍ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070054 直接仮設工事 災害防止施設 朝顔養生 枠組足場用　出幅２．０ｍ ９カ月 施工規模－ｍ 材工共 災害防止施設（材工）　朝顔養生 枠組足場用　出幅２ｍ　９カ月 ｍ 122 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（災害防止施設） 9305070058 直接仮設工事 災害防止施設 朝顔養生 単管足場用　出幅２．０ｍ ６カ月 施工規模－ｍ 材工共 災害防止施設（材工）　朝顔養生 単管足場用　出幅２ｍ　６カ月 ｍ 122 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070060 直接仮設工事 災害防止施設 朝顔養生 単管足場用　出幅２．０ｍ ９カ月 施工規模－ｍ 材工共 災害防止施設（材工）　朝顔養生 単管足場用　出幅２ｍ　９カ月 ｍ 122 9305 直接仮設工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等） 9307010040
土工事 根切り 人力掘削（つぼ掘・布掘） 深さ１ｍ未満　砂及び砂質土 施工規模１０ｍ３ 深さ１．０～２．０ｍ未満
１５％増し 機械・手間のみ

根切り（工）つぼ堀・布堀 人力掘削　１ｍ未満 ｍ３ 126 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等） 9307010028 土工事 根切り 機械掘削（切りばり１段） 深さ５．５ｍ未満　砂及び砂質土 施工規模４，０００ｍ３ 機械・手間のみ 根切り（工）切りばり１段 機械掘削　５．５ｍ未満 ｍ３ 126 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等） 9307010032 土工事 根切り 機械掘削（切りばり２段） 深さ９ｍ未満　砂及び砂質土 施工規模６，０００ｍ３ 機械・手間のみ 根切り（工）切りばり２段 機械掘削　９ｍ未満 ｍ３ 126 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等） 9307060022 土工事 埋戻し 場内仮置土 建物周辺に仮置　人力 施工規模１０ｍ３ 機械・手間のみ 埋戻し（工） 場内仮置土　人力　建物周辺仮置 ｍ３ 126 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等） 9307060024 土工事 埋戻し 場内仮置土 建物周辺から２０ｍ～３０ｍに仮置　人力 施工規模１０ｍ３ 機械・手間のみ 埋戻し（工） 場内仮置土　人力　２０～３０ｍ ｍ３ 126 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等） 9307060032 土工事 埋戻し 場内仮置土 建物周辺から２０ｍ～３０ｍに仮置　機械 施工規模３００ｍ３ 機械・手間のみ 埋戻し（工） 場内仮置土　機械　２０～３０ｍ ｍ３ 126 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等） 9307070022 土工事 盛土 場内仮置土 建物周辺に仮置　人力 施工規模１０ｍ３ 機械・手間のみ 盛土（工） 場内仮置土　人力　建物周辺仮置 ｍ３ 126 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等） 9307070004 土工事 盛土 場内仮置土 建物周辺に仮置　機械 施工規模３００ｍ３ 機械・手間のみ 盛土（工） 場内仮置土　機械　建物周辺仮置 ｍ３ 126 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等） 9307070024 土工事 盛土 場内仮置土 建物周辺から２０ｍ～３０ｍに仮置　人力 施工規模１０ｍ３ 機械・手間のみ 盛土（工） 場内仮置土　人力　２０～３０ｍ ｍ３ 126 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等） 9307070032 土工事 盛土 場内仮置土 建物周辺から２０ｍ～３０ｍに仮置　機械 施工規模３００ｍ３ 機械・手間のみ 盛土（工） 場内仮置土　機械　２０～３０ｍ ｍ３ 126 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等） 9307080002 土工事 発生土処理（残土） 場内敷きならし 施工規模２００ｍ３ 機械・手間のみ 発生土処理（残土）（工） 場内敷きならし ｍ３ 126 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等） 9307080014 土工事 発生土処理（残土） 場内仮置土 建物周辺から２０ｍ～３０ｍに仮置 施工規模１００ｍ３ 機械・手間のみ 発生土処理（残土）（工） 場内仮置土　２０～３０ｍ ｍ３ 126 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140110 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ２５０×２５０×９×１４ ２カ月 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい損料 Ｈ２５０　２カ月 ｔ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140112 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ２５０×２５０×９×１４ ４カ月 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい損料 Ｈ２５０　４カ月 ｔ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140114 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ２５０×２５０×９×１４ ６カ月 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい損料 Ｈ２５０　６カ月 ｔ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140116 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ２５０×２５０×９×１４ ８カ月 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい損料 Ｈ２５０　８カ月 ｔ 132 9307 土工事
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土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140118 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ２５０×２５０×９×１４ 埋殺し 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい損料 Ｈ２５０　埋殺し ｔ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140120 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３００×３００×１０×１５ ２カ月 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい損料 Ｈ３００　２カ月 ｔ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140122 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３００×３００×１０×１５ ４カ月 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい損料 Ｈ３００　４カ月 ｔ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140124 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３００×３００×１０×１５ ６カ月 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい損料 Ｈ３００　６カ月 ｔ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140126 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３００×３００×１０×１５ ８カ月 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい損料 Ｈ３００　８カ月 ｔ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140128 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３００×３００×１０×１５ 埋殺し 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい損料 Ｈ３００　埋殺し ｔ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140130 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３５０×３５０×１２×１９ ２カ月 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい損料 Ｈ３５０　２カ月 ｔ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140132 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３５０×３５０×１２×１９ ４カ月 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい損料 Ｈ３５０　４カ月 ｔ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140134 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３５０×３５０×１２×１９ ６カ月 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい損料 Ｈ３５０　６カ月 ｔ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140136 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３５０×３５０×１２×１９ ８カ月 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい損料 Ｈ３５０　８カ月 ｔ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140138 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３５０×３５０×１２×１９ 埋殺し 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい損料 Ｈ３５０　埋殺し ｔ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140140 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい打込み Ｈ２５０×２５０×９×１４　アースオーガ併用 施工規模１，５００ｍ 材工共 親ぐい打込み Ｈ２５０　アースオーガ併用 ｍ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140142
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい打込み Ｈ３００×３００×１０×１５　アースオーガ併用 施工規模１，５００ｍ 材工
共

親ぐい打込み Ｈ３００　アースオーガ併用 ｍ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140144
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい打込み Ｈ３５０×３５０×１２×１９　アースオーガ併用 施工規模１，５００ｍ 材工
共

親ぐい打込み Ｈ３５０　アースオーガ併用 ｍ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140152
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい打込み Ｈ２５０×２５０×９×１４　バイブロハンマ使用 施工規模１，５００ｍ 材工
共

親ぐい打込み Ｈ２５０　バイブロハンマ使用 ｍ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140154
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい打込み Ｈ３００×３００×１０×１５　バイブロハンマ使用 施工規模１，５００ｍ 材
工共

親ぐい打込み Ｈ３００　バイブロハンマ使用 ｍ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140156
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい打込み Ｈ３５０×３５０×１２×１９　バイブロハンマ使用 施工規模１，５００ｍ 材
工共

親ぐい打込み Ｈ３５０　バイブロハンマ使用 ｍ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140158
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい引抜き Ｈ２５０×２５０×９×１４　バイブロハンマ使用 施工規模１，５００ｍ 材工
共

親ぐい引抜き Ｈ２５０　バイブロハンマ使用 ｍ 132 9307 土工事
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土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140160
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい引抜き Ｈ３００×３００×１０×１５　バイブロハンマ使用 施工規模１，５００ｍ 材
工共

親ぐい引抜き Ｈ３００　バイブロハンマ使用 ｍ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140162
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい引抜き Ｈ３５０×３５０×１２×１９　バイブロハンマ使用 施工規模１，５００ｍ 材
工共

親ぐい引抜き Ｈ３５０　バイブロハンマ使用 ｍ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140380 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい引抜き Ｈ２５０×２５０×９×１４　油圧工法 施工規模１，５００ｍ 材工共 親ぐい引抜き Ｈ２５０　油圧工法 ｍ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140382 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい引抜き Ｈ３００×３００×１０×１５　油圧工法 施工規模１，５００ｍ 材工共 親ぐい引抜き Ｈ３００　油圧工法 ｍ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140384 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい引抜き Ｈ３５０×３５０×１２×１９　油圧工法 施工規模１，５００ｍ 材工共 親ぐい引抜き Ｈ３５０　油圧工法 ｍ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140163 土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい運搬費 大型車　積下ろし共 施工規模１００ｔ 材工共 親ぐい運搬費 大型車　積下ろし共 ｔ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140171 土工事 親ぐい横矢板工法 横矢板入れ 矢板厚４０ｍｍ 矢板落し込み　裏込め共 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 横矢板入れ（材工） 矢板Ｔ４０ｍｍ ｍ２ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140173 土工事 親ぐい横矢板工法 横矢板入れ 矢板厚４５ｍｍ 矢板落し込み　裏込め共 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 横矢板入れ（材工） 矢板Ｔ４５ｍｍ ｍ２ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140175 土工事 親ぐい横矢板工法 横矢板入れ 矢板厚５０ｍｍ 矢板落し込み　裏込め共 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 横矢板入れ（材工） 矢板Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140418 土工事 親ぐい横矢板工法 横矢板入れ 矢板厚６０ｍｍ 矢板落し込み　裏込め共 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 横矢板入れ（材工） 矢板Ｔ６０ｍｍ ｍ２ 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140420 土工事 親ぐい横矢板工法 Ｈ形鋼切断 Ｈ２５０ 施工規模－ 材工共 Ｈ形鋼切断 Ｈ２５０ 箇所 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140422 土工事 親ぐい横矢板工法 Ｈ形鋼切断 Ｈ３００ 施工規模－ 材工共 Ｈ形鋼切断 Ｈ３００ 箇所 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140424 土工事 親ぐい横矢板工法 Ｈ形鋼切断 Ｈ３５０ 施工規模－ 材工共 Ｈ形鋼切断 Ｈ３５０ 箇所 132 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140002
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（自立山留め） 矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 ２カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）自立山留め Ｈ－３００　オーガ併用　２カ月 壁ｍ２ 134 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140004
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（自立山留め） 矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 ４カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）自立山留め Ｈ－３００　オーガ併用　４カ月 壁ｍ２ 134 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140006
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（自立山留め） 矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 埋殺し 施工規模３００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）自立山留め Ｈ－３００　オーガ併用　埋殺し 壁ｍ２ 134 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140014
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（自立山留め） 矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バ
イブロハンマ ２カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）自立山留め Ｈ－３００　バイブロ　２カ月 壁ｍ２ 134 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140016
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（自立山留め） 矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バ
イブロハンマ ４カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）自立山留め Ｈ－３００　バイブロ　４カ月 壁ｍ２ 134 9307 土工事
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土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140018
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（自立山留め） 矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バ
イブロハンマ 埋殺し 施工規模３００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）自立山留め Ｈ－３００　バイブロ　埋殺し 壁ｍ２ 134 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140020
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（自立山留め） 矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 ２カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）自立山留め Ｈ－３５０　オーガ併用　２カ月 壁ｍ２ 134 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140022
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（自立山留め） 矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２　アー
スオーガ併用 ４カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）自立山留め Ｈ－３５０　オーガ併用　４カ月 壁ｍ２ 134 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140024
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（自立山留め） 矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 埋殺し 施工規模３００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）自立山留め Ｈ－３５０　オーガ併用　埋殺し 壁ｍ２ 134 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140032
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（自立山留め） 矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バ
イブロハンマ ２カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）自立山留め Ｈ－３５０　バイブロ　２カ月 壁ｍ２ 134 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140034
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（自立山留め） 矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バ
イブロハンマ ４カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）自立山留め Ｈ－３５０　バイブロ　４カ月 壁ｍ２ 134 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140036
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（自立山留め） 矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バ
イブロハンマ 埋殺し 施工規模３００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）自立山留め Ｈ－３５０　バイブロ　埋殺し 壁ｍ２ 134 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140038
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段） 矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 ２カ月 施工規模６００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり１段 Ｈ－２５０　オーガ併用　２カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140040
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段） 矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 ４カ月 施工規模６００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり１段 Ｈ－２５０　オーガ併用　４カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140042
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段） 矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 ６カ月 施工規模６００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり１段 Ｈ－２５０　オーガ併用　６カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140044
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段） 矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 埋殺し 施工規模６００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり１段 Ｈ－２５０　オーガ併用　埋殺し 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140054
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段） 矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
バイブロハンマ ２カ月 施工規模６００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり１段 Ｈ－２５０　バイブロ　２カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140056
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段） 矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
バイブロハンマ ４カ月 施工規模６００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり１段 Ｈ－２５０　バイブロ　４カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140058
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段） 矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
バイブロハンマ ６カ月 施工規模６００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり１段 Ｈ－２５０　バイブロ　６カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140060
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段） 矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
バイブロハンマ 埋殺し 施工規模６００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり１段 Ｈ－２５０　バイブロ　埋殺し 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140062
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段） 矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 ２カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり２段 Ｈ－３００　オーガ併用　２カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140064
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段） 矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 ４カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり２段 Ｈ－３００　オーガ併用　４カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140066
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段） 矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 ６カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり２段 Ｈ－３００　オーガ併用　６カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事
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土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140068
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段） 矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 埋殺し 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり２段 Ｈ－３００　オーガ併用　埋殺し 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140078
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段） 矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
バイブロハンマ ２カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり２段 Ｈ－３００　バイブロ　２カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140080
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段） 矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
バイブロハンマ ４カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり２段 Ｈ－３００　バイブロ　４カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140082
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段） 矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
バイブロハンマ ６カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり２段 Ｈ－３００　バイブロ　６カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140084
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段） 矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
バイブロハンマ 埋殺し 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり２段 Ｈ－３００　バイブロ　埋殺し 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140086
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段） 矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 ２カ月 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり３段 Ｈ－３５０　オーガ併用　２カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140088
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段） 矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 ４カ月 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり３段 Ｈ－３５０　オーガ併用　４カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140090
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段） 矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 ６カ月 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり３段 Ｈ－３５０　オーガ併用　６カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140092
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段） 矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
アースオーガ併用 埋殺し 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり３段 Ｈ－３５０　オーガ併用　埋殺し 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140102
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段） 矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
バイブロハンマ ２カ月 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり３段 Ｈ－３５０　バイブロ　２カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140104
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段） 矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
バイブロハンマ ４カ月 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり３段 Ｈ－３５０　バイブロ　４カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140106
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段） 矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
バイブロハンマ ６カ月 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり３段 Ｈ－３５０　バイブロ　６カ月 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（親ぐい横矢板工法） 9307140108
土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段） 矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ
バイブロハンマ 埋殺し 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共

親ぐい横矢板（材工）切ばり３段 Ｈ－３５０　バイブロ　埋殺し 壁ｍ２ 136 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140308 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅲ型 ２カ月 施工規模２５０ｔ 材工共 鋼矢板損料 ３型　２カ月 ｔ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140310 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅲ型 ４カ月 施工規模２５０ｔ 材工共 鋼矢板損料 ３型　４カ月 ｔ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140312 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅲ型 ６カ月 施工規模２５０ｔ 材工共 鋼矢板損料 ３型　６カ月 ｔ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140314 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅲ型 ８カ月 施工規模２５０ｔ 材工共 鋼矢板損料 ３型　８カ月 ｔ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140316 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅲ型 埋殺し 施工規模２５０ｔ 材工共 鋼矢板損料 ３型　埋殺し ｔ 138 9307 土工事
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土工事（鋼矢板工法） 9307140318 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅳ型 ２カ月 施工規模２５０ｔ 材工共 鋼矢板損料 ４型　２カ月 ｔ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140320 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅳ型 ４カ月 施工規模２５０ｔ 材工共 鋼矢板損料 ４型　４カ月 ｔ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140322 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅳ型 ６カ月 施工規模２５０ｔ 材工共 鋼矢板損料 ４型　６カ月 ｔ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140324 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅳ型 ８カ月 施工規模２５０ｔ 材工共 鋼矢板損料 ４型　８カ月 ｔ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140326 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅳ型 埋殺し 施工規模２５０ｔ 材工共 鋼矢板損料 ４型　埋殺し ｔ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140340 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板打込み Ⅲ型　バイブロハンマ 施工規模４，０００ｍ 材工共 鋼矢板打込み ３型　バイブロハンマ ｍ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140342 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板打込み Ⅳ型　バイブロハンマ 施工規模４，０００ｍ 材工共 鋼矢板打込み ４型　バイブロハンマ ｍ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140344 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板打込み Ⅲ型　圧入工法 施工規模４，０００ｍ 材工共 鋼矢板打込み ３型　圧入工法 ｍ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140346 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板打込み Ⅳ型　圧入工法 施工規模４，０００ｍ 材工共 鋼矢板打込み ４型　圧入工法 ｍ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140364 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板引抜き Ⅲ型　バイブロハンマ 施工規模４，０００ｍ 材工共 鋼矢板引抜き ３型　バイブロハンマ ｍ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140366 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板引抜き Ⅳ型　バイブロハンマ 施工規模４，０００ｍ 材工共 鋼矢板引抜き ４型　バイブロハンマ ｍ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140386 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板引抜き Ⅲ型　油圧工法 施工規模４，０００ｍ 材工共 鋼矢板引抜き ３型　油圧工法 ｍ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140388 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板引抜き Ⅳ型　油圧工法 施工規模４，０００ｍ 材工共 鋼矢板引抜き ４型　油圧工法 ｍ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307140371 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板運搬費 大型車　積下ろし共 施工規模２５０ｔ 材工共 鋼矢板運搬費 大型車　積下ろし共 ｔ 138 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141176 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅲ型　バイブロハンマ ２カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）自立山留め ３型　バイブロハンマ　２カ月 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141178 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅲ型　バイブロハンマ ４カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）自立山留め ３型　バイブロハンマ　４カ月 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141180 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅲ型　バイブロハンマ 埋殺し 施工規模７００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）自立山留め ３型　バイブロハンマ　埋殺し 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141182 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅲ型　圧入工法 ２カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）自立山留め ３型　圧入工法　２カ月 壁ｍ２ 140 9307 土工事
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土工事（鋼矢板工法） 9307141184 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅲ型　圧入工法 ４カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）自立山留め ３型　圧入工法　４カ月 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141186 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅲ型　圧入工法 埋殺し 施工規模７００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）自立山留め ３型　圧入工法　埋殺し 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141194 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅳ型　バイブロハンマ ２カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）自立山留め ４型　バイブロハンマ　２カ月 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141196 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅳ型　バイブロハンマ ４カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）自立山留め ４型　バイブロハンマ　４カ月 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141198 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅳ型　バイブロハンマ 埋殺し 施工規模７００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）自立山留め ４型　バイブロハンマ　埋殺し 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141200 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅳ型　圧入工法 ２カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）自立山留め ４型　圧入工法　２カ月 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141202 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅳ型　圧入工法 ４カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）自立山留め ４型　圧入工法　４カ月 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141204 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅳ型　圧入工法 埋殺し 施工規模７００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）自立山留め ４型　圧入工法　埋殺し 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141212 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型　バイブロハンマ ２カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり１段 ３型　バイブロハンマ　２カ月 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141214 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型　バイブロハンマ ４カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり１段 ３型　バイブロハンマ　４カ月 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141216 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型　バイブロハンマ ６カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり１段 ３型　バイブロハンマ　６カ月 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141218 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型　バイブロハンマ 埋殺し 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり１段 ３型　バイブロハンマ　埋殺し 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141220 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型　圧入工法 ２カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり１段 ３型　圧入工法　２カ月 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141222 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型　圧入工法 ４カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり１段 ３型　圧入工法　４カ月 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141224 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型　圧入工法 ６カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり１段 ３型　圧入工法　６カ月 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141226 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型　圧入工法 埋殺し 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり１段 ３型　圧入工法　埋殺し 壁ｍ２ 140 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141236 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型　バイブロハンマ ４カ月 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり２段 ３型　バイブロハンマ　４カ月 壁ｍ２ 142 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141238 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型　バイブロハンマ ６カ月 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり２段 ３型　バイブロハンマ　６カ月 壁ｍ２ 142 9307 土工事
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土工事（鋼矢板工法） 9307141240 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型　バイブロハンマ ８カ月 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり２段 ３型　バイブロハンマ　８カ月 壁ｍ２ 142 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141242 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型　バイブロハンマ 埋殺し 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり２段 ３型　バイブロハンマ　埋殺し 壁ｍ２ 142 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141244 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型　圧入工法 ４カ月 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり２段 ３型　圧入工法　４カ月 壁ｍ２ 142 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141246 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型　圧入工法 ６カ月 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり２段 ３型　圧入工法　６カ月 壁ｍ２ 142 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141248 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型　圧入工法 ８カ月 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり２段 ３型　圧入工法　８カ月 壁ｍ２ 142 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141250 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型　圧入工法 埋殺し 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり２段 ３型　圧入工法　埋殺し 壁ｍ２ 142 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141260 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型　バイブロハンマ ４カ月 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり３段 ４型　バイブロハンマ　４カ月 壁ｍ２ 142 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141262 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型　バイブロハンマ ６カ月 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり３段 ４型　バイブロハンマ　６カ月 壁ｍ２ 142 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141264 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型　バイブロハンマ ８カ月 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり３段 ４型　バイブロハンマ　８カ月 壁ｍ２ 142 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141266 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型　バイブロハンマ 埋殺し 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり３段 ４型　バイブロハンマ　埋殺し 壁ｍ２ 142 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141268 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型　圧入工法 ４カ月 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり３段 ４型　圧入工法　４カ月 壁ｍ２ 142 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141270 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型　圧入工法 ６カ月 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり３段 ４型　圧入工法　６カ月 壁ｍ２ 142 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141272 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型　圧入工法 ８カ月 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり３段 ４型　圧入工法　８カ月 壁ｍ２ 142 9307 土工事

土工事（鋼矢板工法） 9307141274 土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型　圧入工法 埋殺し 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共 鋼矢板工法（材工）切りばり３段 ４型　圧入工法　埋殺し 壁ｍ２ 142 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160090 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 主材（Ｈ３００～４００） ２カ月 施工規模５０ｔ 材工共 腹起し・切りばり損料 主材・Ｈ３００～４００　２カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160092 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 主材（Ｈ３００～４００） ４カ月 施工規模５０ｔ 材工共 腹起し・切りばり損料 主材・Ｈ３００～４００　４カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160094 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 主材（Ｈ３００～４００） ６カ月 施工規模５０ｔ 材工共 腹起し・切りばり損料 主材・Ｈ３００～４００　６カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160134 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 主材（Ｈ３００～４００） ８カ月 施工規模５０ｔ 材工共 腹起し・切りばり損料 主材・Ｈ３００～４００　８カ月 ｔ 144 9307 土工事
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土工事（山留め支保工） 9307160096 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 部品 ２カ月 施工規模５０ｔ 材工共 腹起し・切りばり損料 部品　２カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160098 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 部品 ４カ月 施工規模５０ｔ 材工共 腹起し・切りばり損料 部品　４カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160100 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 部品 ６カ月 施工規模５０ｔ 材工共 腹起し・切りばり損料 部品　６カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160136 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 部品 ８カ月 施工規模５０ｔ 材工共 腹起し・切りばり損料 部品　８カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160152 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（Ｈ３５０用） ２カ月 施工規模－ 材工共 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキＨ３５０用　２カ月 箇所 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160154 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（Ｈ３５０用） ４カ月 施工規模－ 材工共 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキＨ３５０用　４カ月 箇所 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160156 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（Ｈ３５０用） ６カ月 施工規模－ 材工共 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキＨ３５０用　６カ月 箇所 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160158 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（Ｈ３５０用） ８カ月 施工規模－ 材工共 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキＨ３５０用　８カ月 箇所 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160160 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（土圧計付） ２カ月 施工規模－ 材工共 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ　土圧計付　２カ月 箇所 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160162 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（土圧計付） ４カ月 施工規模－ 材工共 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ　土圧計付　４カ月 箇所 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160164 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（土圧計付） ６カ月 施工規模－ 材工共 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ　土圧計付　６カ月 箇所 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160166 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（土圧計付） ８カ月 施工規模－ 材工共 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ　土圧計付　８カ月 箇所 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160050 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり架払い １段目 施工規模７００伏ｍ２ 材工共 腹起し・切りばり架払い １段目 伏ｍ２ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160052 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり架払い ２段目 施工規模７００伏ｍ２ 材工共 腹起し・切りばり架払い ２段目 伏ｍ２ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160054 土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり架払い ３段目 施工規模７００伏ｍ２ 材工共 腹起し・切りばり架払い ３段目 伏ｍ２ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160056 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗３０％ ２カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗３０％　２カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160058 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗３０％ ４カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗３０％　４カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160060 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗３０％ ６カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗３０％　６カ月 ｔ 144 9307 土工事
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土工事（山留め支保工） 9307160142 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗３０％ ８カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗３０％　８カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160062 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗４０％ ２カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗４０％　２カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160064 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗４０％ ４カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗４０％　４カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160066 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗４０％ ６カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗４０％　６カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160144 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗４０％ ８カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗４０％　８カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160068 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗５０％ ２カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗５０％　２カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160070 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗５０％ ４カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗５０％　４カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160072 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗５０％ ６カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗５０％　６カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160146 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗５０％ ８カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗５０％　８カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160074 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗６０％ ２カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗６０％　２カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160076 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗６０％ ４カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗６０％　４カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160078 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗６０％ ６カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗６０％　６カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160148 土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗６０％ ８カ月 施工規模－ 材工共 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗６０％　８カ月 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160082 土工事 山留め支保工 中間ぐい・打込み Ｈ３００　アースオーガ併用 施工規模１５０ｍ 材工共 中間ぐい・打込み Ｈ３００　アースオーガ併用 ｍ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160084 土工事 山留め支保工 中間ぐい切断 Ｈ３００ 施工規模－ 材工共 中間ぐい切断 Ｈ３００ 箇所 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160114 土工事 山留め支保工 鋼材運搬費 大型車　積下ろし共 施工規模５０ｔ 材工共 鋼材運搬費 大型車　積下ろし共 ｔ 144 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160002
土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり１段 １段目　Ｈ３００×３００×１０×１５ ２カ月 施工規模７０
０延伏ｍ２ 材工共

鋼製腹起し・切ばり１段（材工） Ｈ３００　２カ月 延伏ｍ２ 146 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160004
土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり１段 １段目　Ｈ３００×３００×１０×１５ ４カ月 施工規模７０
０延伏ｍ２ 材工共

鋼製腹起し・切ばり１段（材工） Ｈ３００　４カ月 延伏ｍ２ 146 9307 土工事
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土工事（山留め支保工） 9307160006
土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり１段 １段目　Ｈ３００×３００×１０×１５ ６カ月 施工規模７０
０延伏ｍ２ 材工共

鋼製腹起し・切ばり１段（材工） Ｈ３００　６カ月 延伏ｍ２ 146 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160008
土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり２段 １・２段目　Ｈ３００×３００×１０×１５ ４カ月 施工規模
１，４００延伏ｍ２ 材工共

鋼製腹起し・切ばり２段（材工） Ｈ３００　Ｈ３００　４カ月 延伏ｍ２ 146 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160010
土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり２段 １・２段目　Ｈ３００×３００×１０×１５ ６カ月 施工規模
１，４００延伏ｍ２ 材工共

鋼製腹起し・切ばり２段（材工） Ｈ３００　Ｈ３００　６カ月 延伏ｍ２ 146 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160012
土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり２段 １・２段目　Ｈ３００×３００×１０×１５ ８カ月 施工規模
１，４００延伏ｍ２ 材工共

鋼製腹起し・切ばり２段（材工） Ｈ３００　Ｈ３００　８カ月 延伏ｍ２ 146 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160116
土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり２段 １段目　Ｈ３００　２段目　Ｈ３５０ ４カ月 施工規模１，４
００延伏ｍ２ 材工共

鋼製腹起し・切ばり２段（材工） Ｈ３００　Ｈ３５０　４カ月 延伏ｍ２ 146 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160118
土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり２段 １段目　Ｈ３００　２段目　Ｈ３５０ ６カ月 施工規模１，４
００延伏ｍ２ 材工共

鋼製腹起し・切ばり２段（材工） Ｈ３００　Ｈ３５０　６カ月 延伏ｍ２ 146 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160120
土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり２段 １段目　Ｈ３００　２段目　Ｈ３５０ ８カ月 施工規模１，４
００延伏ｍ２ 材工共

鋼製腹起し・切ばり２段（材工） Ｈ３００　Ｈ３５０　８カ月 延伏ｍ２ 146 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160122
土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり３段 １・２段目　Ｈ３００　３段目　Ｈ３５０ ４カ月 施工規模
２，１００延伏ｍ２ 材工共

鋼製腹起し・切ばり３段（材工） ３００・３００・３５０　４カ月 延伏ｍ２ 146 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160124
土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり３段 １・２段目　Ｈ３００　３段目　Ｈ３５０ ６カ月 施工規模
２，１００延伏ｍ２ 材工共

鋼製腹起し・切ばり３段（材工） ３００・３００・３５０　６カ月 延伏ｍ２ 146 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160126
土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり３段 １・２段目　Ｈ３００　３段目　Ｈ３５０ ８カ月 施工規模
２，１００延伏ｍ２ 材工共

鋼製腹起し・切ばり３段（材工） ３００・３００・３５０　８カ月 延伏ｍ２ 146 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160128
土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり３段 １段目　Ｈ３００　２段目　Ｈ３５０　３段目　Ｈ４００ ４カ
月 施工規模２，１００延伏ｍ２ 材工共

鋼製腹起し・切ばり３段（材工） ３００・３５０・４００　４カ月 延伏ｍ２ 146 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160130
土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり３段 １段目　Ｈ３００　２段目　Ｈ３５０　３段目　Ｈ４００ ６カ
月 施工規模２，１００延伏ｍ２ 材工共

鋼製腹起し・切ばり３段（材工） ３００・３５０・４００　６カ月 延伏ｍ２ 146 9307 土工事

土工事（山留め支保工） 9307160132
土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり３段 １段目　Ｈ３００　２段目　Ｈ３５０　３段目　Ｈ４００ ８カ
月 施工規模２，１００延伏ｍ２ 材工共

鋼製腹起し・切ばり３段（材工） ３００・３５０・４００　８カ月 延伏ｍ２ 146 9307 土工事

土工事（乗入構台） 9305060004
土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ５．５ｍ） 構台高６．０ｍ　根入れ１０ｍ　架面積２５２ｍ２ 支持ぐい　Ｈ－３
００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引　Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ６カ月 施
工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共

乗入構台（材工） 根切り深さ５．５ｍ　６カ月 ｍ２ 148 9305 直接仮設工事

土工事（乗入構台） 9305060006
土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ５．５ｍ） 構台高６．０ｍ　根入れ１０ｍ　架面積２５２ｍ２ 支持ぐい　Ｈ－３
００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引　Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ９カ月 施
工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共

乗入構台（材工） 根切り深さ５．５ｍ　９カ月 ｍ２ 148 9305 直接仮設工事

土工事（乗入構台） 9305060010
土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ９．０ｍ） 構台高９．５ｍ　根入れ１０ｍ　架面積２５２ｍ２ 支持ぐい　Ｈ－３
００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引　Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ６カ月 施
工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共

乗入構台（材工） 根切り深さ９ｍ　６カ月 ｍ２ 148 9305 直接仮設工事

土工事（乗入構台） 9305060012
土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ９．０ｍ） 構台高９．５ｍ　根入れ１０ｍ　架面積２５２ｍ２ 支持ぐい　Ｈ－３
００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引　Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ９カ月 施
工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共

乗入構台（材工） 根切り深さ９ｍ　９カ月 ｍ２ 148 9305 直接仮設工事

土工事（乗入構台） 9305060016
土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ１２．５ｍ） 構台高１３．０ｍ　根入れ１０ｍ　架面積２５２ｍ２ 支持ぐい　Ｈ
－３００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引　Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ６カ月
施工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共

乗入構台（材工） 根切り深さ１２．５ｍ　６カ月 ｍ２ 148 9305 直接仮設工事
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土工事（乗入構台） 9305060018
土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ１２．５ｍ） 構台高１３．０ｍ　根入れ１０ｍ　架面積２５２ｍ２ 支持ぐい　Ｈ
－３００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引　Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ９カ月
施工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共

乗入構台（材工） 根切り深さ１２．５ｍ　９カ月 ｍ２ 148 9305 直接仮設工事

地業工事 9309013002
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（１本打ち） φ３００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１
００本 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 １本打　径３００ｍｍ×１０ｍ 本 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013004
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（１本打ち） φ３５０ｍｍ×１０ｍ 施工規模１
００本 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 １本打　径３５０ｍｍ×１０ｍ 本 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013006
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（１本打ち） φ４００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１
００本 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 １本打　径４００ｍｍ×１０ｍ 本 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013008
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（１本打ち） φ４５０ｍｍ×１０ｍ 施工規模１
００本 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 １本打　径４５０ｍｍ×１０ｍ 本 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013010
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（１本打ち） φ５００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１
００本 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 １本打　径５００ｍｍ×１０ｍ 本 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013012
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（１本打ち） φ６００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１
００本 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 １本打　径６００ｍｍ×１０ｍ 本 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013014
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（２本継ぎ） φ３００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１
００組 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 ２本継　径３００ｍｍ×２０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013016
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（２本継ぎ） φ３５０ｍｍ×２０ｍ 施工規模１
００組 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 ２本継　径３５０ｍｍ×２０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013018
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（２本継ぎ） φ４００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１
００組 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 ２本継　径４００ｍｍ×２０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013020
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（２本継ぎ） φ４５０ｍｍ×２０ｍ 施工規模１
００組 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 ２本継　径４５０ｍｍ×２０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013022
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（２本継ぎ） φ５００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１
００組 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 ２本継　径５００ｍｍ×２０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013024
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（２本継ぎ） φ６００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１
００組 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 ２本継　径６００ｍｍ×２０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013026
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（３本継ぎ） φ３５０ｍｍ×３０ｍ 施工規模１
００組 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 ３本継　径３５０ｍｍ×３０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013028
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（３本継ぎ） φ４００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１
００組 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 ３本継　径４００ｍｍ×３０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013030
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（３本継ぎ） φ４５０ｍｍ×３０ｍ 施工規模１
００組 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 ３本継　径４５０ｍｍ×３０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013032
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（３本継ぎ） φ５００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１
００組 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 ３本継　径５００ｍｍ×３０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309013034
地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（３本継ぎ） φ６００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１
００組 機械・手間のみ

プレボーリングセメントミルク工 ３本継　径６００ｍｍ×３０ｍ 組 153 9309 くい地業工事
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地業工事 9309014502
地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（１本打ち） φ４５０ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手
間のみ

中掘り工法　根固め（工） １本打　径４５０ｍｍ×１０ｍ 本 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309014504
地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（１本打ち） φ５００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手
間のみ

中掘り工法　根固め（工） １本打　径５００ｍｍ×１０ｍ 本 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309014506
地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（１本打ち） φ６００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手
間のみ

中掘り工法　根固め（工） １本打　径６００ｍｍ×１０ｍ 本 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309014508
地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（２本継ぎ） φ４５０ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手
間のみ

中掘り工法　根固め（工） ２本継　径４５０ｍｍ×２０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309014510
地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（２本継ぎ） φ５００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手
間のみ

中掘り工法　根固め（工） ２本継　径５００ｍｍ×２０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309014512
地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（２本継ぎ） φ６００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手
間のみ

中掘り工法　根固め（工） ２本継　径６００ｍｍ×２０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309014514
地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（３本継ぎ） φ５００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００組 機械・手
間のみ

中掘り工法　根固め（工） ３本継　径５００ｍｍ×３０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309014516
地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（３本継ぎ） φ６００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００組 機械・手
間のみ

中掘り工法　根固め（工） ３本継　径６００ｍｍ×３０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309014518
地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（４本継ぎ） φ５００ｍｍ×４０ｍ 施工規模１００組 機械・手
間のみ

中掘り工法　根固め（工） ４本継　径５００ｍｍ×４０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309014520
地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（４本継ぎ） φ６００ｍｍ×４０ｍ 施工規模１００組 機械・手
間のみ

中掘り工法　根固め（工） ４本継　径６００ｍｍ×４０ｍ 組 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309030034
地業工事 既製コンクリートぐい くい頭処理 φ３００ｍｍ　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模１００本 機械・手
間のみ

くい頭処理（工） 径３００ｍｍ 本 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309030036
地業工事 既製コンクリートぐい くい頭処理 φ３５０ｍｍ　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模１００本 機械・手
間のみ

くい頭処理（工） 径３５０ｍｍ 本 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309030038
地業工事 既製コンクリートぐい くい頭処理 φ４００ｍｍ　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模１００本 機械・手
間のみ

くい頭処理（工） 径４００ｍｍ 本 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309030040
地業工事 既製コンクリートぐい くい頭処理 φ４５０ｍｍ　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模１００本 機械・手
間のみ

くい頭処理（工） 径４５０ｍｍ 本 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309030042
地業工事 既製コンクリートぐい くい頭処理 φ５００ｍｍ　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模１００本 機械・手
間のみ

くい頭処理（工） 径５００ｍｍ 本 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309030044
地業工事 既製コンクリートぐい くい頭処理 φ６００ｍｍ　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模１００本 機械・手
間のみ

くい頭処理（工） 径６００ｍｍ 本 153 9309 くい地業工事

地業工事 9309020010
地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，０００ｍｍ×３０ｍ 施工規模５００ｍ 機
械・手間のみ

オールケーシングベノト工（工） 径１０００ｍｍ　規模５００ ｍ 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309020012
地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，２００ｍｍ×３０ｍ 施工規模５００ｍ 機
械・手間のみ

オールケーシングベノト工（工） 径１２００ｍｍ　規模５００ ｍ 154 9309 くい地業工事
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地業工事 9309020014
地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，５００ｍｍ×３０ｍ 施工規模５００ｍ 機
械・手間のみ

オールケーシングベノト工（工） 径１５００ｍｍ　規模５００ ｍ 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309020016
地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，８００ｍｍ×３０ｍ 施工規模５００ｍ 機
械・手間のみ

オールケーシングベノト工（工） 径１８００ｍｍ　規模５００ ｍ 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309020018
地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ２，０００ｍｍ×３０ｍ 施工規模５００ｍ 機
械・手間のみ

オールケーシングベノト工（工） 径２０００ｍｍ　規模５００ ｍ 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309020020
地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，０００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１，０００ｍ
機械・手間のみ

オールケーシングベノト工（工） 径１０００ｍｍ　規模１０００ ｍ 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309020022
地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，２００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１，０００ｍ
機械・手間のみ

オールケーシングベノト工（工） 径１２００ｍｍ　規模１０００ ｍ 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309020024
地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，５００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１，０００ｍ
機械・手間のみ

オールケーシングベノト工（工） 径１５００ｍｍ　規模１０００ ｍ 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309020026
地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，８００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１，０００ｍ
機械・手間のみ

オールケーシングベノト工（工） 径１８００ｍｍ　規模１０００ ｍ 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309020028
地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ２，０００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１，０００ｍ
機械・手間のみ

オールケーシングベノト工（工） 径２０００ｍｍ　規模１０００ ｍ 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309020040 地業工事 場所打ちコンクリートぐい アースドリル工法 φ８００ｍｍ×２５ｍ 施工規模５００ｍ 機械・手間のみ アースドリル工法（工） 径８００ｍｍ　規模５００ ｍ 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309020042 地業工事 場所打ちコンクリートぐい アースドリル工法 φ１，０００ｍｍ×２５ｍ 施工規模５００ｍ 機械・手間のみ アースドリル工法（工） 径１０００ｍｍ　規模５００ ｍ 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309020044 地業工事 場所打ちコンクリートぐい アースドリル工法 φ１，２００ｍｍ×２５ｍ 施工規模５００ｍ 機械・手間のみ アースドリル工法（工） 径１２００ｍｍ　規模５００ ｍ 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309020046 地業工事 場所打ちコンクリートぐい アースドリル工法 φ１，５００ｍｍ×２５ｍ 施工規模５００ｍ 機械・手間のみ アースドリル工法（工） 径１５００ｍｍ　規模５００ ｍ 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309020048 地業工事 場所打ちコンクリートぐい アースドリル工法 φ１，８００ｍｍ×２５ｍ 施工規模５００ｍ 機械・手間のみ アースドリル工法（工） 径１８００ｍｍ　規模５００ ｍ 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309030014
地業工事 場所打ちコンクリートぐい くい頭処理 φ８００ｍｍ　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模－ 機械・手間
のみ

くい頭処理（工） 径８００ｍｍ 本 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309030016
地業工事 場所打ちコンクリートぐい くい頭処理 φ１，０００ｍｍ　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模－ 機械・
手間のみ

くい頭処理（工） 径１０００ｍｍ 本 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309030018
地業工事 場所打ちコンクリートぐい くい頭処理 φ１，５００ｍｍ　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模－ 機械・
手間のみ

くい頭処理（工） 径１５００ｍｍ 本 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309030020
地業工事 場所打ちコンクリートぐい くい頭処理 φ１，８００ｍｍ　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模－ 機械・
手間のみ

くい頭処理（工） 径１８００ｍｍ 本 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309030022
地業工事 場所打ちコンクリートぐい くい頭処理 φ２，０００ｍｍ　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模－ 機械・
手間のみ

くい頭処理（工） 径２０００ｍｍ 本 154 9309 くい地業工事
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地業工事 9309030024
地業工事 場所打ちコンクリートぐい くい頭処理 φ２，５００ｍｍ　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模－ 機械・
手間のみ

くい頭処理（工） 径２５００ｍｍ 本 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309030026
地業工事 場所打ちコンクリートぐい くい頭処理 φ３，０００ｍｍ　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模－ 機械・
手間のみ

くい頭処理（工） 径３０００ｍｍ 本 154 9309 くい地業工事

地業工事 9309016002
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ３００ｍｍ×１０ｍ 施工規
模１００本 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 １本打　径３００ｍｍ×１０ｍ 本 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016004
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ３５０ｍｍ×１０ｍ 施工規
模１００本 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 １本打　径３５０ｍｍ×１０ｍ 本 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016006
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ４００ｍｍ×１０ｍ 施工規
模１００本 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 １本打　径４００ｍｍ×１０ｍ 本 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016008
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ４５０ｍｍ×１０ｍ 施工規
模１００本 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 １本打　径４５０ｍｍ×１０ｍ 本 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016010
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ５００ｍｍ×１０ｍ 施工規
模１００本 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 １本打　径５００ｍｍ×１０ｍ 本 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016012
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ６００ｍｍ×１０ｍ 施工規
模１００本 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 １本打　径６００ｍｍ×１０ｍ 本 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016014
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ７００ｍｍ×１０ｍ 施工規
模１００本 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 １本打　径７００ｍｍ×１０ｍ 本 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016016
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ８００ｍｍ×１０ｍ 施工規
模１００本 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 １本打　径８００ｍｍ×１０ｍ 本 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016018
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ３００ｍｍ×２０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ２本継　径３００ｍｍ×２０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016020
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ３５０ｍｍ×２０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ２本継　径３５０ｍｍ×２０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016022
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ４００ｍｍ×２０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ２本継　径４００ｍｍ×２０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016024
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ４５０ｍｍ×２０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ２本継　径４５０ｍｍ×２０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016026
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ５００ｍｍ×２０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ２本継　径５００ｍｍ×２０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016028
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ６００ｍｍ×２０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ２本継　径６００ｍｍ×２０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016030
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ７００ｍｍ×２０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ２本継　径７００ｍｍ×２０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016032
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ８００ｍｍ×２０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ２本継　径８００ｍｍ×２０ｍ 組 155 9309 くい地業工事
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地業工事 9309016034
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ３００ｍｍ×３０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ３本継　径３００ｍｍ×３０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016036
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ３５０ｍｍ×３０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ３本継　径３５０ｍｍ×３０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016038
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ４００ｍｍ×３０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ３本継　径４００ｍｍ×３０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016040
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ４５０ｍｍ×３０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ３本継　径４５０ｍｍ×３０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016042
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ５００ｍｍ×３０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ３本継　径５００ｍｍ×３０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016044
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ６００ｍｍ×３０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ３本継　径６００ｍｍ×３０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016046
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ７００ｍｍ×３０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ３本継　径７００ｍｍ×３０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309016048
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ８００ｍｍ×３０ｍ 施工規
模１００組 機械・手間のみ

プレボーリング拡大根固工法・工 ３本継　径８００ｍｍ×３０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018002
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（１本打ち） φ４００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００
本 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） １本打　径４００ｍｍ×１０ｍ 本 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018004
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（１本打ち） φ４５０ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００
本 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） １本打　径４５０ｍｍ×１０ｍ 本 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018006
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（１本打ち） φ５００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００
本 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） １本打　径５００ｍｍ×１０ｍ 本 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018008
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（１本打ち） φ６００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００
本 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） １本打　径６００ｍｍ×１０ｍ 本 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018010
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（１本打ち） φ７００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００
本 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） １本打　径７００ｍｍ×１０ｍ 本 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018012
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（１本打ち） φ８００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００
本 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） １本打　径８００ｍｍ×１０ｍ 本 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018014
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（２本継ぎ） φ４００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ２本継　径４００ｍｍ×２０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018016
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（２本継ぎ） φ４５０ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ２本継　径４５０ｍｍ×２０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018018
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（２本継ぎ） φ５００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ２本継　径５００ｍｍ×２０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018020
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（２本継ぎ） φ６００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ２本継　径６００ｍｍ×２０ｍ 組 155 9309 くい地業工事
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地業工事 9309018022
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（２本継ぎ） φ７００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ２本継　径７００ｍｍ×２０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018024
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（２本継ぎ） φ８００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ２本継　径８００ｍｍ×２０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018026
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（３本継ぎ） φ４００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ３本継　径４００ｍｍ×３０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018028
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（３本継ぎ） φ４５０ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ３本継　径４５０ｍｍ×３０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018030
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（３本継ぎ） φ５００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ３本継　径５００ｍｍ×３０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018032
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（３本継ぎ） φ６００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ３本継　径６００ｍｍ×３０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018034
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（３本継ぎ） φ７００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ３本継　径７００ｍｍ×３０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018036
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（３本継ぎ） φ８００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ３本継　径８００ｍｍ×３０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018038
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（４本継ぎ） φ４００ｍｍ×４０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ４本継　径４００ｍｍ×４０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018040
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（４本継ぎ） φ４５０ｍｍ×４０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ４本継　径４５０ｍｍ×４０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018042
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（４本継ぎ） φ５００ｍｍ×４０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ４本継　径５００ｍｍ×４０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018044
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（４本継ぎ） φ６００ｍｍ×４０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ４本継　径６００ｍｍ×４０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018046
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（４本継ぎ） φ７００ｍｍ×４０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ４本継　径７００ｍｍ×４０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事 9309018048
地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（４本継ぎ） φ８００ｍｍ×４０ｍ 施工規模１００
組 機械・手間のみ

中堀り拡大根固め工法（工） ４本継　径８００ｍｍ×４０ｍ 組 155 9309 くい地業工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307090002 地業工事 割石地業 基礎下　厚１００ｍｍ～１５０ｍｍ 施工規模３０ｍ３ 目つぶし突固め共 材工共 割石敷き（材工）　基礎下 Ｔ１００～１５０　規模３０ ｍ３ 156 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307090004 地業工事 割石地業 土間下　厚１００ｍｍ～１５０ｍｍ 施工規模１００ｍ３ 目つぶし突固め共 材工共 割石敷き（材工）　土間下 Ｔ１００～１５０　規模１００ ｍ３ 156 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307100002 地業工事 砕石地業（新材） 基礎下　厚６０ｍｍ～１００ｍｍ 施工規模３０ｍ３ 突固め共 材工共 砕石敷き（材工）　新材　基礎下 Ｔ６０～１００　規模３０ ｍ３ 156 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307100004 地業工事 砕石地業（新材） 土間下　厚６０ｍｍ～１００ｍｍ 施工規模１００ｍ３ 突固め共 材工共 砕石敷き（材工）　新材　土間下 Ｔ６０～１００　規模１００ ｍ３ 156 9307 土工事
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地業工事（割石地業・砕石地業） 9307100012 地業工事 砕石地業（再生材） 基礎下　厚６０ｍｍ～１００ｍｍ 施工規模３０ｍ３ 突固め共 材工共 砕石敷き（材工）再生材　基礎下 Ｔ６０～１００　規模３０ ｍ３ 156 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307100014 地業工事 砕石地業（再生材） 土間下　厚６０ｍｍ～１００ｍｍ 施工規模１００ｍ３ 突固め共 材工共 砕石敷き（材工）再生材　土間下 Ｔ６０～１００　規模１００ ｍ３ 156 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307120002 地業工事 防湿断熱 ポリエチレンフィルム敷き　厚０．１ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ポリエチレンフィルム敷（材工） 防湿断熱　Ｔ０．１ｍｍ ｍ２ 156 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307120004 地業工事 防湿断熱 ポリエチレンフィルム敷き　厚０．１５ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ポリエチレンフィルム敷（材工） 防湿断熱　Ｔ０．１５ｍｍ ｍ２ 156 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307130002 地業工事 防湿断熱 ポリスチレンフォーム　厚２０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ポリスチレンフォーム敷（材工） 防湿断熱　Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 156 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307130004 地業工事 防湿断熱 ポリスチレンフォーム　厚２５ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ポリスチレンフォーム敷（材工） 防湿断熱　Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 156 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307130006 地業工事 防湿断熱 ポリスチレンフォーム　厚５０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ポリスチレンフォーム敷（材工） 防湿断熱　Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 156 9307 土工事

地業工事【公表価格】 9309040612
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク工法 長５．４（５．５）ｍ×４節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工共
ジオテックサンワ

セメントミルク工法（材工） Ｌ５．４（５．５）ｍ×４節 本 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309040614
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク工法 長６ｍ×４節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工共 ジオテックサン
ワ

セメントミルク工法（材工） Ｌ６ｍ×４節 本 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309040616
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク工法 長７ｍ×５節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工共 ジオテックサン
ワ

セメントミルク工法（材工） Ｌ７ｍ×５節 本 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309040618
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク工法 長８ｍ×６節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工共 ジオテックサン
ワ

セメントミルク工法（材工） Ｌ８ｍ×６節 本 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309040228
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク低排土工法（ＣＥＳ工法） 長５．５ｍ×４節 施工規模１００本 日信三角ぐ
い 材工共 ジオテックサンワ

セメントミルク低排土工法・材工 Ｌ５．５ｍ×４節施工規模１００ 本 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309040230
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク低排土工法（ＣＥＳ工法） 長６ｍ×４節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材
工共 ジオテックサンワ

セメントミルク低排土工法・材工 Ｌ６ｍ×４節　施工規模１００ 本 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309040232
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク低排土工法（ＣＥＳ工法） 長７ｍ×５節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材
工共 ジオテックサンワ

セメントミルク低排土工法・材工 Ｌ７ｍ×５節　施工規模１００ 本 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309040234
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク低排土工法（ＣＥＳ工法） 長８ｍ×６節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材
工共 ジオテックサンワ

セメントミルク低排土工法・材工 Ｌ８ｍ×６節　施工規模１００ 本 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309060010
地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） 松ぐい　φ３００ｍｍ　長さ８ｍ 施工規模１００ｍ
仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック

無公害型既存杭引抜き工法・材工 松ぐい　径３００ｍｍ　Ｌ８ｍ ｍ 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309060020
地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） 摩擦ぐい（節ぐい）　φ３００ｍｍ～５００ｍｍ　長
さ８ｍ 施工規模１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途
材工共 アースピック

無公害型既存杭引抜き工法・材工 摩擦ぐい　径３００～５００ｍｍ ｍ 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309060030
地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＰＣぐい　φ３００ｍｍ　長さ１５ｍ 施工規模１００
ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック

無公害型既存杭引抜き工法・材工 ＰＣぐい径３００ｍｍ　Ｌ１５ｍ ｍ 158 9309 くい地業工事

89/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

地業工事【公表価格】 9309060040
地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＰＣぐい　φ６００ｍｍ　長さ３５ｍ 施工規模１００
ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック

無公害型既存杭引抜き工法・材工 ＰＣぐい径６００ｍｍ　Ｌ３５ｍ ｍ 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309060050
地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＰＣぐい　φ６００ｍｍ　長さ５０ｍ 施工規模１００
ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック

無公害型既存杭引抜き工法・材工 ＰＣぐい径６００ｍｍ　Ｌ５０ｍ ｍ 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309060060
地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい　φ９００ｍｍ　長さ２０ｍ 施工規模１
００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アース
ピック

無公害型既存杭引抜き工法・材工 ＲＣ造成ぐい　径９００ｍｍ ｍ 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309060070
地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい　φ１０００ｍｍ　長さ２０ｍ 施工規模
１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アース
ピック

無公害型既存杭引抜き工法・材工 ＲＣ造成ぐい　径１０００ｍｍ ｍ 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309060080
地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい　φ１１００ｍｍ　長さ２０ｍ 施工規模
１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アース
ピック

無公害型既存杭引抜き工法・材工 ＲＣ造成ぐい　径１１００ｍｍ ｍ 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309060090
地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい　φ１２００ｍｍ　長さ２０ｍ 施工規模
１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アース
ピック

無公害型既存杭引抜き工法・材工 ＲＣ造成ぐい　径１２００ｍｍ ｍ 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309060100
地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい　φ１３００ｍｍ　長さ２０ｍ 施工規模
１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アース
ピック

無公害型既存杭引抜き工法・材工 ＲＣ造成ぐい　径１３００ｍｍ ｍ 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309060110
地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい　φ１４００ｍｍ　長さ２０ｍ 施工規模
１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アース
ピック

無公害型既存杭引抜き工法・材工 ＲＣ造成ぐい　径１４００ｍｍ ｍ 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309060120
地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい　φ１５００ｍｍ　長さ２０ｍ 施工規模
１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アース
ピック

無公害型既存杭引抜き工法・材工 ＲＣ造成ぐい　径１５００ｍｍ ｍ 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309060130
地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい　φ１６００ｍｍ　長さ２０ｍ 施工規模
１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アース
ピック

無公害型既存杭引抜き工法・材工 ＲＣ造成ぐい　径１６００ｍｍ ｍ 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309050020
地業工事 くい工事 パイルスタッド工法 パイルスタッド鉄筋　ＫＳＷ４９０　Ｄ１３×５２０ｍｍ 施工規模２５０本 材
工共 日本スタッドウェルディング

パイルスタッド工法（材工） ＫＳＷ４９０　Ｄ１３×５２０ 本 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309050030
地業工事 くい工事 パイルスタッド工法 パイルスタッド鉄筋　ＫＳＷ４９０　Ｄ１６×６４０ｍｍ 施工規模２５０本 材
工共 日本スタッドウェルディング

パイルスタッド工法（材工） ＫＳＷ４９０　Ｄ１６×６４０ 本 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309050040
地業工事 くい工事 パイルスタッド工法 パイルスタッド鉄筋　ＫＳＷ４９０　Ｄ１９×７６０ｍｍ 施工規模２５０本 材
工共 日本スタッドウェルディング

パイルスタッド工法（材工） ＫＳＷ４９０　Ｄ１９×７６０ 本 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309050050
地業工事 くい工事 パイルスタッド工法 パイルスタッド鉄筋　ＫＳＷ４９０　Ｄ２２×８８０ｍｍ 施工規模２００本 材
工共 日本スタッドウェルディング

パイルスタッド工法（材工） ＫＳＷ４９０　Ｄ２２×８８０ 本 158 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309050060
地業工事 くい工事 パイルスタッド工法 パイルスタッド鉄筋　ＫＳＷ４９０　Ｄ２５×１０００ｍｍ 施工規模２００本
材工共 日本スタッドウェルディング

パイルスタッド工法（材工） ＫＳＷ４９０　Ｄ２５×１０００ 本 158 9309 くい地業工事

鉄筋工事 9315010006
鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＲＣ） 建物形状が単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） 施工規模１０
０ 機械・手間のみ

鉄筋加工組立費（工）ラーメン ＲＣ　形状が単純　規模１００ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315010008
鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＲＣ） 建物形状が単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） 施工規模５０
機械・手間のみ

鉄筋加工組立費（工）ラーメン ＲＣ　形状が単純　規模５０ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315010010
鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＲＣ） 建物形状が単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） 施工規模５
機械・手間のみ

鉄筋加工組立費（工）ラーメン ＲＣ　形状が単純　規模５ ｔ 162 9315 鉄筋工事
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鉄筋工事 9315010014
鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＲＣ） 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの）
施工規模２００ 機械・手間のみ

鉄筋加工組立費（工）ラーメン ＲＣ　形状が複雑　規模２００ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315010016
鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＲＣ） 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの）
施工規模１００ 機械・手間のみ

鉄筋加工組立費（工）ラーメン ＲＣ　形状が複雑　規模１００ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315010018
鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＲＣ） 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの）
施工規模５０ 機械・手間のみ

鉄筋加工組立費（工）ラーメン ＲＣ　形状が複雑　規模５０ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315010020
鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＲＣ） 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの）
施工規模５ 機械・手間のみ

鉄筋加工組立費（工）ラーメン ＲＣ　形状が複雑　規模５ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315010026
鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＳＲＣ） 建物形状が単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） 施工規模１
００ 機械・手間のみ

鉄筋加工組立費（工）ラーメン ＳＲＣ　形状が単純　規模１００ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315010028
鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＳＲＣ） 建物形状が単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） 施工規模５
０ 機械・手間のみ

鉄筋加工組立費（工）ラーメン ＳＲＣ　形状が単純　規模５０ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315010032
鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＳＲＣ） 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないも
の） 施工規模２００ 機械・手間のみ

鉄筋加工組立費（工）ラーメン ＳＲＣ　形状が複雑　規模２００ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315010034
鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＳＲＣ） 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないも
の） 施工規模１００ 機械・手間のみ

鉄筋加工組立費（工）ラーメン ＳＲＣ　形状が複雑　規模１００ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315010036
鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＳＲＣ） 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないも
の） 施工規模５０ 機械・手間のみ

鉄筋加工組立費（工）ラーメン ＳＲＣ　形状が複雑　規模５０ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315010042
鉄筋工事 加工組立費 壁式構造 建物形状が単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） 施工規模５０ 機械・手間
のみ

鉄筋加工組立費（工）壁式 形状が単純　規模５０ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315010044
鉄筋工事 加工組立費 壁式構造 建物形状が単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） 施工規模２０ 機械・手間
のみ

鉄筋加工組立費（工）壁式 形状が単純　規模２０ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315010048
鉄筋工事 加工組立費 壁式構造 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの） 施工規模１０
０ 機械・手間のみ

鉄筋加工組立費（工）壁式 形状が複雑　規模１００ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315010050
鉄筋工事 加工組立費 壁式構造 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの） 施工規模５０
機械・手間のみ

鉄筋加工組立費（工）壁式 形状が複雑　規模５０ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315010052
鉄筋工事 加工組立費 壁式構造 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの） 施工規模２０
機械・手間のみ

鉄筋加工組立費（工）壁式 形状が複雑　規模２０ ｔ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315020002
鉄筋工事 加工組立費 スリーブ補強・開口部補強 １００角又はφ１００（鉄筋又はワイヤメッシュ） 施工規模－ 機械・
手間のみ

スリーブ補強・開口部補強（工） １００角・径１００ 箇所 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315020004
鉄筋工事 加工組立費 スリーブ補強・開口部補強 ２００角又はφ２００（鉄筋又はワイヤメッシュ） 施工規模－ 機械・
手間のみ

スリーブ補強・開口部補強（工） ２００角・径２００ 箇所 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315020006
鉄筋工事 加工組立費 スリーブ補強・開口部補強 ３００角又はφ３００（鉄筋又はワイヤメッシュ） 施工規模－ 機械・
手間のみ

スリーブ補強・開口部補強（工） ３００角・径３００ 箇所 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315020008
鉄筋工事 加工組立費 スリーブ補強・開口部補強 ４５０角又はφ４５０（鉄筋又はワイヤメッシュ） 施工規模－ 機械・
手間のみ

スリーブ補強・開口部補強（工） ４５０角・径４５０ 箇所 162 9315 鉄筋工事
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鉄筋工事 9315020010
鉄筋工事 加工組立費 スリーブ補強・開口部補強 ６００角又はφ６００（鉄筋又はワイヤメッシュ） 施工規模－ 機械・
手間のみ

スリーブ補強・開口部補強（工） ６００角・径６００ 箇所 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315030002 鉄筋工事 加工組立費 溶接費（フープ等） Ｄ１０　重ね溶接　Ｌ＝５Ｄ以上 施工規模－ 機械・手間のみ 鉄筋溶接（工） Ｄ１０　重ね溶接　Ｌ＝５Ｄ以上 箇所 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315030004 鉄筋工事 加工組立費 溶接費（フープ等） Ｄ１３　重ね溶接　Ｌ＝５Ｄ以上 施工規模－ 機械・手間のみ 鉄筋溶接（工） Ｄ１３　重ね溶接　Ｌ＝５Ｄ以上 箇所 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315030006 鉄筋工事 加工組立費 溶接費（フープ等） Ｄ１６　重ね溶接　Ｌ＝５Ｄ以上 施工規模－ 機械・手間のみ 鉄筋溶接（工） Ｄ１６　重ね溶接　Ｌ＝５Ｄ以上 箇所 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315030008 鉄筋工事 加工組立費 溶接費（フープ等） Ｄ１９　重ね溶接　Ｌ＝５Ｄ以上 施工規模－ 機械・手間のみ 鉄筋溶接（工） Ｄ１９　重ね溶接　Ｌ＝５Ｄ以上 箇所 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315110002 鉄筋工事 加工組立費 溶接金網敷き ６×１００×１００ 施工規模－ 機械・手間のみ 溶接金網敷き（工） ６×１００×１００ｍｍ ｍ２ 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315070004 鉄筋工事 鉄筋切断 鉄筋切断 Ｄ１９ 施工規模－ 材工共 鉄筋切断費（材工） Ｄ１９ 箇所 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315070006 鉄筋工事 鉄筋切断 鉄筋切断 Ｄ２２ 施工規模－ 材工共 鉄筋切断費（材工） Ｄ２２ 箇所 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315070008 鉄筋工事 鉄筋切断 鉄筋切断 Ｄ２５ 施工規模－ 材工共 鉄筋切断費（材工） Ｄ２５ 箇所 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315070010 鉄筋工事 鉄筋切断 鉄筋切断 Ｄ２９ 施工規模－ 材工共 鉄筋切断費（材工） Ｄ２９ 箇所 162 9315 鉄筋工事

鉄筋工事 9315070012 鉄筋工事 鉄筋切断 鉄筋切断 Ｄ３２ 施工規模－ 材工共 鉄筋切断費（材工） Ｄ３２ 箇所 162 9315 鉄筋工事

型枠工事 9313010014 型枠工事 ラーメン構造 地上一般型枠 普通合板型枠　厚１２ｍｍ　階高４．５ｍ程度 水平つなぎ２段 材工共 普通型枠（材工）地上　ラーメン Ｔ１２　Ｈ４５００　水平２段 ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313020006 型枠工事 ラーメン構造 地上一般型枠 打放し合板型枠　厚１２ｍｍ　階高４．５ｍ程度 水平つなぎ２段 材工共 打放型枠（材工）地上　ラーメン Ｔ１２　Ｈ４５００　水平２段 ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313010016
型枠工事 ラーメン構造 地上一般型枠 普通合板型枠　厚１２ｍｍ　階高５．０ｍ程度 型枠用構台（枠組）（構台は別途）
材工共

普通型枠（材工）地上　ラーメン Ｔ１２　Ｈ５０００　枠組 ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313020008
型枠工事 ラーメン構造 地上一般型枠 打放し合板型枠　厚１２ｍｍ　階高５．０ｍ程度 型枠用構台（枠組）（構台は別
途） 材工共

打放型枠（材工）地上　ラーメン Ｔ１２　Ｈ５０００　枠組 ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313010020
型枠工事 ラーメン構造 地上一般型枠 普通合板型枠　厚１２ｍｍ　階高５．０ｍ程度 鋼製支保ばり（軽量ビーム・支保ば
りは別途） 材工共

普通型枠（材工）地上　ラーメン Ｔ１２　Ｈ５０００　鋼製支保 ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313020012
型枠工事 ラーメン構造 地上一般型枠 打放し合板型枠　厚１２ｍｍ　階高５．０ｍ程度 鋼製支保ばり（軽量ビーム・支保
ばりは別途） 材工共

打放型枠（材工）地上　ラーメン Ｔ１２　Ｈ５０００　鋼製支保 ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313020015 型枠工事 ラーメン構造 地下一般型枠 打放し合板型枠　厚１２ｍｍ　階高５．０ｍ程度 材工共 打放型枠（材工）地下　ラーメン Ｔ１２　Ｈ５０００ ｍ２ 170 9313 型枠工事
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型枠工事 9313010025 型枠工事 ラーメン構造 地下片面型枠 普通合板型枠　厚１２ｍｍ　階高５．０ｍ程度 材工共 普通型枠（材工）地下　ラーメン 片面　Ｔ１２　Ｈ５０００ ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313010026 型枠工事 ラーメン構造 地下片面型枠 普通合板型枠　厚１２ｍｍ　階高５．５ｍ程度 材工共 普通型枠（材工）地下　ラーメン 片面　Ｔ１２　Ｈ５５００ ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313010028 型枠工事 ラーメン構造 埋殺し型枠 普通合板型枠　厚１２ｍｍ　階高５．５ｍ程度 材工共 普通型枠（材工）埋殺　ラーメン Ｔ１２　Ｈ５５００ ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313030008 型枠工事 特殊型枠 曲面型枠 普通合板型枠　厚１２ｍｍ　１回使用　半径５．０ｍ程度 材工共 曲面普通合板型枠（材工） Ｔ１２　１回使用　半径５ｍ程度 ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313030010 型枠工事 特殊型枠 曲面型枠 打放し合板型枠　厚１２ｍｍ　１回使用　半径５．０ｍ程度 材工共 曲面打放合板型枠（材工） Ｔ１２　１回使用　半径５ｍ程度 ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313030012 型枠工事 特殊型枠 円柱型枠 成形ベニヤ型枠　独立柱　径８００内外　１回使用 材工共 円柱成形ベニヤ型枠（材工） 独立柱　径８００内外　１回使用 ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313030014 型枠工事 特殊型枠 円柱型枠 成形ベニヤ型枠　壁付柱　径８００内外　１回使用 材工共 円柱成形ベニヤ型枠（材工） 壁付柱　径８００内外　１回使用 ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313030016 型枠工事 特殊型枠 円柱型枠 ボイド型枠　径８００内外　１回使用 材工共 円柱ボイド型枠（材工） 径８００内外　１回使用 ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313060002 型枠工事 型枠関連費用 打継目地 標準　２０×２０～３０×３０ｍｍ程度　目地充填材は別途 材工共 型枠関連費（材工） 打継目地　標準 ｍ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313060004 型枠工事 型枠関連費用 誘発目地 標準　２０×２０～３０×３０ｍｍ程度　目地充填材は別途 材工共 型枠関連費（材工） 誘発目地　標準 ｍ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313060006 型枠工事 型枠関連費用 化粧目地 標準　２０×２０～３０×３０ｍｍ程度　目地充填材は別途 材工共 型枠関連費（材工） 化粧目地　標準 ｍ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313060008 型枠工事 型枠関連費用 面木 標準　柱型　１５～２０ｍｍ程度 材工共 型枠関連費（材工） 面木　標準　柱型１５～２０ｍｍ ｍ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313070006 型枠工事 型枠関連費用 サッシアンカー　取付け （金属工事に計上） 手間のみ 型枠関連費（工） サッシアンカー取付 箇所 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313070008 型枠工事 型枠関連費用 天井インサート　取付け （金属工事に計上） 手間のみ 型枠関連費（工） 天井インサート取付 箇所 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313070024 型枠工事 型枠関連費用 スリーブ　取付け φ１００～１５０ｍｍ 手間のみ 型枠関連費（工） スリーブ取付　径１００～１５０ 箇所 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313070026 型枠工事 型枠関連費用 人通孔穴あけ φ６５０ｍｍ 手間のみ 型枠関連費（工） 人通孔穴あけ　径６５０ 箇所 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313070028 型枠工事 型枠関連費用 発泡樹脂板　取付け 床　厚２５ｍｍ　（内装工事に計上） 手間のみ 型枠関連費（工） 発泡樹脂板取付　床Ｔ２５ ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313070030 型枠工事 型枠関連費用 発泡樹脂板　取付け 壁　厚２５ｍｍ　（内装工事に計上） 手間のみ 型枠関連費（工） 発泡樹脂板取付　壁Ｔ２５ ｍ２ 170 9313 型枠工事
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型枠工事 9313070032 型枠工事 型枠関連費用 木毛板　取付け 床　厚２５ｍｍ　（内装工事に計上） 手間のみ 型枠関連費（工） 木毛板取付　床　Ｔ２５ ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313070034 型枠工事 型枠関連費用 木毛板　取付け 壁　厚２５ｍｍ　（内装工事に計上） 手間のみ 型枠関連費（工） 木毛板取付　壁　Ｔ２５ ｍ２ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313090002 型枠工事 耐震スリット 垂直方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚１５０ｍｍ　耐火　防水 材工共 垂直方向全貫通型 Ｔ２５×壁厚１５０　防水 ｍ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313090004 型枠工事 耐震スリット 垂直方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２００ｍｍ　耐火　防水 材工共 垂直方向全貫通型 Ｔ２５×壁厚２００　防水 ｍ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313090006 型枠工事 耐震スリット 垂直方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２５０ｍｍ　耐火　防水 材工共 垂直方向全貫通型 Ｔ２５×壁厚２５０　防水 ｍ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313090008 型枠工事 耐震スリット 垂直方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚１５０ｍｍ　耐火　非防水 材工共 垂直方向全貫通型 Ｔ２５×壁厚１５０　非防水 ｍ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313090010 型枠工事 耐震スリット 垂直方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２００ｍｍ　耐火　非防水 材工共 垂直方向全貫通型 Ｔ２５×壁厚２００　非防水 ｍ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313090012 型枠工事 耐震スリット 垂直方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２５０ｍｍ　耐火　非防水 材工共 垂直方向全貫通型 Ｔ２５×壁厚２５０　非防水 ｍ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313090014 型枠工事 耐震スリット 水平方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚１５０ｍｍ　耐火　防水 材工共 水平方向全貫通型 Ｔ２５×壁厚１５０　防水 ｍ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313090016 型枠工事 耐震スリット 水平方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２００ｍｍ　耐火　防水 材工共 水平方向全貫通型 Ｔ２５×壁厚２００　防水 ｍ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313090018 型枠工事 耐震スリット 水平方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２５０ｍｍ　耐火　防水 材工共 水平方向全貫通型 Ｔ２５×壁厚２５０　防水 ｍ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313090020 型枠工事 耐震スリット 水平方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚１５０ｍｍ　耐火　非防水 材工共 水平方向全貫通型 Ｔ２５×壁厚１５０　非防水 ｍ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313090022 型枠工事 耐震スリット 水平方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２００ｍｍ　耐火　非防水 材工共 水平方向全貫通型 Ｔ２５×壁厚２００　非防水 ｍ 170 9313 型枠工事

型枠工事 9313090024 型枠工事 耐震スリット 水平方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２５０ｍｍ　耐火　非防水 材工共 水平方向全貫通型 Ｔ２５×壁厚２５０　非防水 ｍ 170 9313 型枠工事

鉄骨工事 9317011005
鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 施工
規模１００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） Ｓ造　溶接８０　規模１００ ｔ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317011015
鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 施工
規模５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） Ｓ造　溶接８０　規模５００ ｔ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317011020
鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１２０ｍ／ｔ 施
工規模５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） Ｓ造　溶接１２０　規模５００ ｔ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317011025
鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 施工
規模１，０００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） Ｓ造　溶接８０　規模１０００ ｔ 180 9317 鉄骨工事

94/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

鉄骨工事 9317011030
鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１２０ｍ／ｔ 施
工規模１，０００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） Ｓ造　溶接１２０　規模１０００ ｔ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317011035
鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２５～３０ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１００ｍ／ｔ 施
工規模３，０００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） Ｓ造　溶接１００　規模３０００ ｔ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317011040
鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２５～３０ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１３０ｍ／ｔ 施
工規模３，０００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） Ｓ造　溶接１３０　規模３０００ ｔ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317011045
鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造工場 平均板厚　柱：１６～２０ｍｍ 平均板厚　梁：１３～１５ｍｍ 溶接長３０ｍ／ｔ 施工規
模３００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） Ｓ造　溶接３０　規模３００ ｔ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317011050
鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造工場 平均板厚　柱：１６～２０ｍｍ 平均板厚　梁：１３～１５ｍｍ 溶接長６０ｍ／ｔ 施工規
模３００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） Ｓ造　溶接６０　規模３００ ｔ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317012005
鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ
施工規模５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） ＳＲＣ造　溶接８０　規模５００ ｔ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317012010
鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０ｍ／
ｔ 施工規模５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） ＳＲＣ造　溶接１３０規模５００ ｔ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317012015
鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ
施工規模１，０００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） ＳＲＣ造　溶接８０規模１０００ ｔ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317012020
鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０ｍ／
ｔ 施工規模１，０００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） ＳＲＣ造溶接１３０規模１０００ ｔ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317012025
鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造集合住宅 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ／
ｔ 施工規模５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） ＳＲＣ集合　溶接８０規模５００ ｔ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317012030
鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造集合住宅 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０ｍ
／ｔ 施工規模５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） ＳＲＣ集合溶接１３０規模５００ ｔ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317110005
鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 鉄骨
質量１００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） Ｓ造　溶接８０　鉄骨１００ｔ ｍ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317110015
鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 鉄骨
質量５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） Ｓ造　溶接８０　鉄骨５００ｔ ｍ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317110020
鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１２０ｍ／ｔ 鉄
骨質量５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） Ｓ造　溶接１２０　鉄骨５００ｔ ｍ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317110025
鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 鉄骨
質量１，０００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） Ｓ造　溶接８０　鉄骨１０００ｔ ｍ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317110030
鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１２０ｍ／ｔ 鉄
骨質量１，０００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） Ｓ造　溶接１２０鉄骨１０００ｔ ｍ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317110035
鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２５～３０ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１００ｍ／ｔ 鉄
骨質量３，０００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） Ｓ造　溶接１００鉄骨３０００ｔ ｍ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317110040
鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２５～３０ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１３０ｍ／ｔ 鉄
骨質量３，０００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） Ｓ造　溶接１３０鉄骨３０００ｔ ｍ 180 9317 鉄骨工事
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鉄骨工事 9317110045
鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造工場 平均板厚　柱：１６～２０ｍｍ 平均板厚　梁：１３～１５ｍｍ 溶接長３０ｍ／ｔ 鉄骨質
量３００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） Ｓ造　溶接３０　鉄骨３００ｔ ｍ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317110050
鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造工場 平均板厚　柱：１６～２０ｍｍ 平均板厚　梁：１３～１５ｍｍ 溶接長６０ｍ／ｔ 鉄骨質
量３００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） Ｓ造　溶接６０　鉄骨３００ｔ ｍ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317111005
鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ
鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） ＳＲＣ造　溶接８０鉄骨５００ｔ ｍ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317111010
鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０ｍ／
ｔ 鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） ＳＲＣ造溶接１３０鉄骨５００ｔ ｍ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317111015
鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ
鉄骨質量１，０００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） ＳＲＣ造溶接８０鉄骨１０００ｔ ｍ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317111020
鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０ｍ／
ｔ 鉄骨質量１，０００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） ＳＲＣ造溶接１３０鉄骨１０００ ｍ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317111025
鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造集合住宅 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ／
ｔ 鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） ＳＲＣ集合溶接８０鉄骨５００ｔ ｍ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317111030
鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造集合住宅 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０ｍ
／ｔ 鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） ＳＲＣ集合溶接１３０鉄骨５００ ｍ 180 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317120010 鉄骨工事 溶接部検査費 超音波探傷試験　自社検査 施工規模－箇所 手間のみ 鉄骨工事検査費　溶接部 超音波探傷試験　自社検査 箇所 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317120020 鉄骨工事 溶接部検査費 パス間温度管理費 施工規模－箇所 手間のみ 鉄骨工事検査費　溶接部 パス間温度管理費 箇所 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317120030 鉄骨工事 溶接部検査費 第三者検査立会い費 施工規模－箇所 手間のみ 鉄骨工事検査費　溶接部 第三者検査立会い費 箇所 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317020002 鉄骨工事 工場塗装費 ショットブラスト 製品ブラスト 施工規模－ｍ２ 材工共 鉄骨工事工場塗装費（材工） ショットブラスト　製品ブラスト ｍ２ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317020008 鉄骨工事 工場塗装費 鉛・クロムフリーさび止めペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６７４使用　１回塗り 施工規模－ｍ２ 材工共 鉄骨工事工場塗装費（材工） 鉛・クロムフリーさび止め ｍ２ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317020006 鉄骨工事 工場塗装費 一般さび止めペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６２１使用　１回塗り 施工規模－ｍ２ 材工共 鉄骨工事工場塗装費（材工） 一般さび止めペイント　１回塗り ｍ２ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317130010 鉄骨工事 運搬費 ５０ｋｍ 積載率　７０％ 施工規模－ｔ 鉄骨工事・運搬費 積載率　７０％　５０ｋｍ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317130020 鉄骨工事 運搬費 ５０ｋｍ 積載率　５０％ 施工規模－ｔ 鉄骨工事・運搬費 積載率　５０％　５０ｋｍ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317130030 鉄骨工事 運搬費 １００ｋｍ 積載率　７０％ 施工規模－ｔ 鉄骨工事・運搬費 積載率　７０％　１００ｋｍ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317130040 鉄骨工事 運搬費 １００ｋｍ 積載率　５０％ 施工規模－ｔ 鉄骨工事・運搬費 積載率　５０％　１００ｋｍ ｔ 182 9317 鉄骨工事
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鉄骨工事 9317130050 鉄骨工事 運搬費 １５０ｋｍ 積載率　７０％ 施工規模－ｔ 鉄骨工事・運搬費 積載率　７０％　１５０ｋｍ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317130060 鉄骨工事 運搬費 １５０ｋｍ 積載率　５０％ 施工規模－ｔ 鉄骨工事・運搬費 積載率　５０％　１５０ｋｍ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317030006 鉄骨工事 現場工事費 現場溶接費 隅肉６ｍｍ換算 施工規模－ｍ 材工共 鉄骨現場溶接費（材工） 隅肉６ｍｍ換算 ｍ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317050010 鉄骨工事 現場工事費 特殊高力ボルト本締め ４０本／ｔ　トルシアボルト 施工規模５００ｔ 手間のみ 特殊高力ボルト本締め（工） トルシアボルト　４０本／ｔ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317050012 鉄骨工事 現場工事費 特殊高力ボルト本締め ６０本／ｔ　トルシアボルト 施工規模５００ｔ 手間のみ 特殊高力ボルト本締め（工） トルシアボルト　６０本／ｔ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317050014 鉄骨工事 現場工事費 特殊高力ボルト本締め ８０本／ｔ　トルシアボルト 施工規模５００ｔ 手間のみ 特殊高力ボルト本締め（工） トルシアボルト　８０本／ｔ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317050016 鉄骨工事 現場工事費 特殊高力ボルト本締め １００本／ｔ　トルシアボルト 施工規模５００ｔ 手間のみ 特殊高力ボルト本締め（工） トルシアボルト　１００本／ｔ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317080002 鉄骨工事 現場工事費 アンカーボルト埋込み 径１３－１６ｍｍ　長さ５００ｍｍ以下 施工規模－本 手間のみ アンカーボルト埋込み（工） 径１３～１６ｍｍ 本 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317080004 鉄骨工事 現場工事費 アンカーボルト埋込み 径１６－１９ｍｍ　長さ８００～１，０００ｍｍ 施工規模－本 手間のみ アンカーボルト埋込み（工） 径１６～１９ｍｍ 本 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317080006 鉄骨工事 現場工事費 アンカーボルト埋込み 径２２－２５ｍｍ　長さ８００～１，０００ｍｍ 施工規模－本 手間のみ アンカーボルト埋込み（工） 径２２～２５ｍｍ 本 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317080008 鉄骨工事 現場工事費 アンカーボルト埋込み 径２８ｍｍ以上　長さ８００～１，０００ｍｍ 施工規模－本 手間のみ アンカーボルト埋込み（工） 径２８ｍｍ以上 本 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317060002 鉄骨工事 現場工事費 デッキプレート敷込み アークスポット溶接 施工規模１，０００ｍ２ 手間のみ デッキプレート敷込み（工） アークスポット溶接 ｍ２ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317060004 鉄骨工事 現場工事費 デッキプレート敷込み アーク手動溶接 施工規模１，０００ｍ２ 手間のみ デッキプレート敷込み（工） アーク手動溶接 ｍ２ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317120040 鉄骨工事 現場工事費 現場検収立会費 施工規模－ｔ 鉄骨工事検査費 現場検収立会費 ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317070002 鉄骨工事 現場建方費 事務所ビル 仮締めまで 施工規模１００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）事務所ビル 仮締めまで　規模１００ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317070004 鉄骨工事 現場建方費 事務所ビル 仮締めまで 施工規模２００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）事務所ビル 仮締めまで　規模２００ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317070006 鉄骨工事 現場建方費 事務所ビル 仮締めまで 施工規模５００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）事務所ビル 仮締めまで　規模５００ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317070008 鉄骨工事 現場建方費 事務所ビル 仮締めまで 施工規模１，０００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）事務所ビル 仮締めまで　規模１０００ ｔ 182 9317 鉄骨工事
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鉄骨工事 9317070010 鉄骨工事 現場建方費 マンション 仮締めまで 施工規模１００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）マンション 仮締めまで　規模１００ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317070012 鉄骨工事 現場建方費 マンション 仮締めまで 施工規模２００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）マンション 仮締めまで　規模２００ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317070014 鉄骨工事 現場建方費 マンション 仮締めまで 施工規模５００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）マンション 仮締めまで　規模５００ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317070016 鉄骨工事 現場建方費 マンション 仮締めまで 施工規模１，０００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）マンション 仮締めまで　規模１０００ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317070018 鉄骨工事 現場建方費 工場・倉庫 仮締めまで 施工規模１００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）工場・倉庫 仮締めまで　規模１００ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317070020 鉄骨工事 現場建方費 工場・倉庫 仮締めまで 施工規模２００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）工場・倉庫 仮締めまで　規模２００ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317070022 鉄骨工事 現場建方費 工場・倉庫 仮締めまで 施工規模５００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）工場・倉庫 仮締めまで　規模５００ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317070024 鉄骨工事 現場建方費 工場・倉庫 仮締めまで 施工規模１，０００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）工場・倉庫 仮締めまで　規模１０００ ｔ 182 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100005 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 穴あけ φ１００～２５０未満 施工規模－ 材工共 スリーブ加工（材工） 穴あけ　径１００～２５０未満 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100010 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 穴あけ φ２５０～４００未満 施工規模－ 材工共 スリーブ加工（材工） 穴あけ　径２５０～４００未満 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100015 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 穴あけ φ４００～５００未満 施工規模－ 材工共 スリーブ加工（材工） 穴あけ　径４００～５００未満 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100020 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ　Ｌ＝１００ φ１００～１５０未満 φ１１４×３．６ 施工規模－ 材工共 スリーブ加工（材工） パイプスリーブＬ１００径１５０ 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100025 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ　Ｌ＝１００ φ１５０～２００未満 φ１６５．２×５．０ 施工規模－ 材工共 スリーブ加工（材工） パイプスリーブＬ１００径２００ 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100030 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ　Ｌ＝１００ φ２００～２５０未満 φ２１６．３×５．８ 施工規模－ 材工共 スリーブ加工（材工） パイプスリーブＬ１００径２５０ 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100035 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ　Ｌ＝５５０ φ１００～１５０未満 φ１１４×３．６ 施工規模－ 材工共 スリーブ加工（材工） パイプスリーブＬ５５０径１５０ 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100040 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ　Ｌ＝５５０ φ１５０～２００未満 φ１６５．２×５．０ 施工規模－ 材工共 スリーブ加工（材工） パイプスリーブＬ５５０径２００ 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100045 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ　Ｌ＝５５０ φ２００～２５０未満 φ２１６．３×５．８ 施工規模－ 材工共 スリーブ加工（材工） パイプスリーブＬ５５０径２５０ 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100050 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 片面ＰＬ補強 φ１５０～２００未満 １ＰＬ　４５０×４５０×９ 施工規模－ 材工共 スリーブ加工（材工） 片面ＰＬ補強　径２００未満 箇所 184 9317 鉄骨工事

98/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

鉄骨付帯工事 9317100055 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 片面ＰＬ補強 φ２００～２５０未満 １ＰＬ　６００×６００×９ 施工規模－ 材工共 スリーブ加工（材工） 片面ＰＬ補強　径２５０未満 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100060 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 両面ＰＬ補強 φ２００～２５０未満 ２ＰＬ　６００×６００×９ 施工規模－ 材工共 スリーブ加工（材工） 両面ＰＬ補強　径２５０未満 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100065 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 両面ＰＬ補強 φ２５０～３００未満 ２ＰＬ　７５０×７５０×９ 施工規模－ 材工共 スリーブ加工（材工） 両面ＰＬ補強　径３００未満 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100070
鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ＋片面ＰＬ補強 φ１５０～２００未満 Ｐ＋１ＰＬ　４５０×４５０×９ 施工規
模－ 材工共

スリーブ加工（材工） パイプスリーブ＋片面ＰＬ２００ 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100075
鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ＋片面ＰＬ補強 φ２００～２５０未満 Ｐ＋１ＰＬ　６００×６００×９ 施工規
模－ 材工共

スリーブ加工（材工） パイプスリーブ＋片面ＰＬ２５０ 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100080
鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ＋両面ＰＬ補強 φ２００～２５０未満 Ｐ＋２ＰＬ　６００×６００×９ 施工規
模－ 材工共

スリーブ加工（材工） パイプスリーブ＋両面ＰＬ２５０ 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317100085
鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ＋両面ＰＬ補強 φ２５０～３００未満 Ｐ＋２ＰＬ　７５０×７５０×９ 施工規
模－ 材工共

スリーブ加工（材工） パイプスリーブ＋両面ＰＬ３００ 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317105005 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 固定式タラップ 十字柱 施工規模－ 材工共 その他付帯工事（材工） 固定式タラップ　十字柱 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317105010 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 固定式タラップ Ｈ柱（幅５００以下） 施工規模－ 材工共 その他付帯工事（材工） 固定式タラップ　Ｈ柱 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317105015 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 移動式タラップ 梯子受けピース 施工規模－ 材工共 その他付帯工事（材工） 移動式タラップ　梯子受けピース 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317105020 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 親綱掛け ネット受け金物 施工規模－ 材工共 その他付帯工事（材工） 親綱掛け　ネット受け金物 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317105025 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 ハイステージ受け ＦＢ６５×６×１３０ 施工規模－ 材工共 その他付帯工事（材工） ハイステージ受け 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317105030 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 吊ピース 梁・柱最上節 重量３ｔ未満 施工規模－ 材工共 その他付帯工事（材工） 吊ピース　重量３ｔ未満 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317105035 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 吊ピース 梁・柱最上節 重量６ｔ未満 施工規模－ 材工共 その他付帯工事（材工） 吊ピース　重量６ｔ未満 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317105040 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 吊ピース 梁・柱最上節 重量１０ｔ未満 施工規模－ 材工共 その他付帯工事（材工） 吊ピース　重量１０ｔ未満 箇所 184 9317 鉄骨工事

鉄骨付帯工事 9317105045 鉄骨工事 鉄骨付帯工事 かんざし 施工規模－ 材工共 その他付帯工事（材工） かんざし 箇所 184 9317 鉄骨工事

溶融亜鉛めっき費 9399010002 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ＨＤＺＴ４９　単体　２００ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010004 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ４９　溶接体　２００ ｔ 186 9399 その他建築工事
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溶融亜鉛めっき費 9399010006 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ４９　立方溶接２００ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010008 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ＨＤＺＴ５６　単体　２００ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010010 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ５６　溶接体　２００ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010012 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ５６　立方溶接２００ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010014 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ＨＤＺＴ６３　単体　２００ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010016 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ６３　溶接体　２００ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010018 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ６３　立方溶接２００ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010020 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ＨＤＺＴ７０　単体　２００ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010022 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ７０　溶接体　２００ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010024 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ７０　立方溶接２００ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010026 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ＨＤＺＴ７７　単体　２００ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010028 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ７７　溶接体　２００ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010030 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ７７　立方溶接２００ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010032 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ＨＤＺＴ４９　単体　５０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010034 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ４９　溶接体　５０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010036 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ４９　立方溶接　５０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010038 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ＨＤＺＴ５６　単体　５０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010040 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ５６　溶接体　５０ ｔ 186 9399 その他建築工事
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溶融亜鉛めっき費 9399010042 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ５６　立方溶接　５０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010044 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ＨＤＺＴ６３　単体　５０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010046 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ６３　溶接体　５０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010048 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ６３　立方溶接　５０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010050 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ＨＤＺＴ７０　単体　５０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010052 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ７０　溶接体　５０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010054 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ７０　立方溶接　５０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010056 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ＨＤＺＴ７７　単体　５０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010058 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ７７　溶接体　５０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010060 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ７７　立方溶接　５０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010062 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ＨＤＺＴ４９　単体　１０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010064 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ４９　溶接体　１０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010066 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ４９　立方溶接　１０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010068 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ＨＤＺＴ５６　単体　１０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010070 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ５６　溶接体　１０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010072 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ５６　立方溶接　１０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010074 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ＨＤＺＴ６３　単体　１０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010076 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ６３　溶接体　１０ ｔ 186 9399 その他建築工事
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溶融亜鉛めっき費 9399010078 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ６３　立方溶接　１０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010080 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ＨＤＺＴ７０　単体　１０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010082 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ７０　溶接体　１０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010084 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ７０　立方溶接　１０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010086 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ＨＤＺＴ７７　単体　１０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010088 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ７７　溶接体　１０ ｔ 186 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010090 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ＨＤＺＴ７７　立方溶接　１０ ｔ 186 9399 その他建築工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094502
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＥＢ２００－４－２４ □２００×２００×６～１２ 施工規模
７柱以上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 角形鋼管柱ＥＢ２００－４－２４ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094504
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＥＢ２５０－４－２４ □２５０×２５０×６～１６ 施工規模
７柱以上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 角形鋼管柱ＥＢ２５０－４－２４ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094506
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＥＢ３００－４－３０ □３００×３００×６～１９ 施工規模
７柱以上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 角形鋼管柱ＥＢ３００－４－３０ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094508
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＥＢ３５０－４－３０ □３５０×３５０×９～２２ 施工規模
７柱以上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 角形鋼管柱ＥＢ３５０－４－３０ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094510
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＥＢ４００－８－３０ □４００×４００×９～２５ 施工規模
７柱以上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 角形鋼管柱ＥＢ４００－８－３０ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094512
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＥＢ４５０－８－３６ □４５０×４５０×９～２５ 施工規模
７柱以上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 角形鋼管柱ＥＢ４５０－８－３６ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094514
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＧＢ５００－８－３６ □５００×５００×９～４０ 施工規模
７柱以上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 角形鋼管柱ＧＢ５００－８－３６ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094516
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＧＢ５５０－８－３６ □５５０×５５０×９～４０ 施工規模
７柱以上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 角形鋼管柱ＧＢ５５０－８－３６ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094518
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＧＢ６００－８－４２ □６００×６００×９～４０ 施工規模
７柱以上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 角形鋼管柱ＧＢ６００－８－４２ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094520
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＧＢ６５０－８－４２ □６５０×６５０×１２～４０ 施工規
模７柱以上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 角形鋼管柱ＧＢ６５０－８－４２ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094522
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＧＢ７００－８－４２ □７００×７００×１２～４０ 施工規
模７柱以上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 角形鋼管柱ＧＢ７００－８－４２ 柱 188 9317 鉄骨工事
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鉄骨工事【公表価格】 9317094524
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＧＢ７５０－１２－５６ □７５０×７５０×１６～４０ 施工
規模７柱以上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 角形鋼柱ＧＢ７５０－１２－５６ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317091048
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 Ｈ形鋼柱用 ＥＨ２５０×２５０－４－２４ Ｈ２５０×１７５シリーズ 施工
規模７柱以上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） ＥＨ２５０×２５０－４－２４ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317091050
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 Ｈ形鋼柱用 ＥＨ４００×４００－４－４２ Ｈ４００×３００／４００シ
リーズ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） ＥＨ４００×４００－４－４２ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317091052
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 Ｈ形鋼柱用 ＥＨ５００×３００－４－３０ Ｈ５００×２００／２５０／３
００シリーズ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） ＥＨ５００×３００－４－３０ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317091054
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 円形鋼管柱用 ＥＭ２１６－４－２４ φ２１６．３ 施工規模７柱以上 材工
共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 円形鋼管　ＥＭ２１６－４－２４ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317091056
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 円形鋼管柱用 ＥＭ４００－８－３０ φ４００／４０６．４ 施工規模７柱以
上 材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 円形鋼管　ＥＭ４００－８－３０ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317091058
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 円形鋼管柱用 ＥＭ５００－８－３６ φ５００／５０８ 施工規模７柱以上
材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 円形鋼管　ＥＭ５００－８－３６ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317091060
鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 円形鋼管柱用 ＧＭ７５０－８－４８ φ７５０／７６２ 施工規模７柱以上
材工共 センクシア

ハイベースＮＥＯ工法（材工） 円形鋼管　ＧＭ７５０－８－４８ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317091518
鉄骨工事 露出型柱脚 スーパーハイベース工法 偏心角形鋼管柱用 ＢＳ２５０－Ｓ１－３０ □２５０×２５０×６～１６
施工規模８柱以上 材工共 センクシア

スーパーハイベース工法（材工） 偏心角形ＢＳ２５０－Ｓ１－３０ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317091520
鉄骨工事 露出型柱脚 スーパーハイベース工法 偏心角形鋼管柱用 ＢＳ４００－Ｓ１－４８ □４００×４００×９～２８
施工規模８柱以上 材工共 センクシア

スーパーハイベース工法（材工） 偏心角形ＢＳ４００－Ｓ１－４８ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317091522
鉄骨工事 露出型柱脚 スーパーハイベース工法 偏心角形鋼管柱用 ＢＳ７００－Ｓ１－５６ □７００×７００×１２～３
２ 施工規模８柱以上 材工共 センクシア

スーパーハイベース工法（材工） 偏心角形ＢＳ７００－Ｓ１－５６ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092636
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □１５０×１５０×１２　１５－１２Ｖ Ｈ＝６００ 施工規模６柱以上
材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 １５－１２Ｖ　Ｈ＝６００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092638
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □１７５×１７５×１２　１７－１２Ｖ Ｈ＝６５０ 施工規模６柱以上
材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 １７－１２Ｖ　Ｈ＝６５０ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092640
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □２００×２００×９　２０－０９Ｖ Ｈ＝６５０ 施工規模６柱以上
材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ２０－０９Ｖ　Ｈ＝６５０ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092642
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □２００×２００×１２　２０－１２Ｖ Ｈ＝６５０ 施工規模６柱以上
材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ２０－１２Ｖ　Ｈ＝６５０ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092644
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □２５０×２５０×９　２５－０９Ｖ Ｈ＝７００ 施工規模６柱以上
材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ２５－０９Ｖ　Ｈ＝７００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092646
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □２５０×２５０×１２　２５－１２Ｖ Ｈ＝７００ 施工規模６柱以上
材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ２５－１２Ｖ　Ｈ＝７００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092648
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □２５０×２５０×１６　２５－１６Ｖ Ｈ＝９００ 施工規模６柱以上
材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ２５－１６Ｖ　Ｈ＝９００ 柱 188 9317 鉄骨工事
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鉄骨工事【公表価格】 9317092650
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □３００×３００×９　３０－０９Ｖ Ｈ＝７００ 施工規模６柱以上
材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ３０－０９Ｖ　Ｈ＝７００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092652
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □３００×３００×１２　３０－１２Ｖ Ｈ＝９００ 施工規模６柱以上
材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ３０－１２Ｖ　Ｈ＝９００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092654
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □３００×３００×１６　３０－１６Ｖ Ｈ＝９５０ 施工規模６柱以上
材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ３０－１６Ｖ　Ｈ＝９５０ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092656
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □３００×３００×１９　３０－１９Ｖ Ｈ＝９５０ 施工規模６柱以上
材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ３０－１９Ｖ　Ｈ＝９５０ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092586
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □３５０×３５０×１６　３５－１６Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱
以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ３５－１６Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092588
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □３５０×３５０×１９　３５－１９Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱
以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ３５－１９Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092590
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □３５０×３５０×２２　３５－２２Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱
以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ３５－２２Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092592
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □４００×４００×１６　４０－１６Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱
以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ４０－１６Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092594
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □４００×４００×１９　４０－１９Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱
以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ４０－１９Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092596
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □４００×４００×２２　４０－２２Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱
以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ４０－２２Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092598
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □４５０×４５０×１９　４５－１９Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱
以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ４５－１９Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092600
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □４５０×４５０×２２　４５－２２Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱
以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ４５－２２Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092602
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □５００×５００×１９　５０－１９Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱
以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ５０－１９Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092604
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □５００×５００×２２　５０－２２Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱
以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ５０－２２Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092606
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □５５０×５５０×１９　５５－１９Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱
以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ５５－１９Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092608
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □５５０×５５０×２２　５５－２２Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱
以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ５５－２２Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092610
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □６００×６００×２５　６０－２５Ｓ３ Ｈ＝１，３００ 施工規模６
柱以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ６０－２５Ｓ３　Ｈ＝１３００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092612
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □６５０×６５０×２５　６５－２５Ｓ３ Ｈ＝１，３００ 施工規模６
柱以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ６５－２５Ｓ３　Ｈ＝１３００ 柱 188 9317 鉄骨工事
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鉄骨工事【公表価格】 9317092613
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □７００×７００×２５　７０－２５Ｓ３ Ｈ＝１，２５０ 施工規模６
柱以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ７０－２５Ｓ３　Ｈ＝１２５０ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092614
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □７５０×７５０×２５　７５－２５Ｓ３ Ｈ＝１，２５０ 施工規模６
柱以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ７５－２５Ｓ３　Ｈ＝１２５０ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092628
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 円形鋼管柱用 φ２１６．３　１２．７　２１６－１３Ｖ２ Ｈ＝７００ 施工規模６柱
以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）円形鋼管柱 径２１６－１３Ｖ２　Ｈ＝７００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092630
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 円形鋼管柱用 φ３１８．５　１２．７　３１８－１３Ｖ２ Ｈ＝１，１００ 施工規模
６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）円形鋼管柱 径３１８－１３Ｖ２　Ｈ１１００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092632
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 円形鋼管柱用 φ３５５．６　１２．７　３５５－１３Ｖ２ Ｈ＝８００ 施工規模６柱
以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）円形鋼管柱 径３５５－１３Ｖ２　Ｈ＝８００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092634
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 円形鋼管柱用 φ５０８．０　２２　５０８－２２Ｖ２ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱
以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）円形鋼管柱 径５０８－２２Ｖ２　Ｈ１１００ 柱 188 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093538 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＳ－３５０－４Ｓ－３６ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＳ－３５０－４Ｓ－３６ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093540 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＳ－４００－４Ｓ－３６ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＳ－４００－４Ｓ－３６ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093542 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－３５０－８Ｓ－３０ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＫ－３５０－８Ｓ－３０ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093544 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－４００－８Ｓ－３０ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＫ－４００－８Ｓ－３０ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093546 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－４５０－８Ｓ－３６ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＫ－４５０－８Ｓ－３６ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093548 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－５００－８Ｓ－４２ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＫ－５００－８Ｓ－４２ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093550 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－５５０－８Ｓ－４２ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＫ－５５０－８Ｓ－４２ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093552 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－６００－８Ｓ－４２ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＫ－６００－８Ｓ－４２ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093554 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－６５０－８Ｓ－４２ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＫ－６５０－８Ｓ－４２ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093556 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－７００－８Ｓ－４２ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＫ－７００－８Ｓ－４２ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093558 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－７５０－８Ｓ－４８ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＫ－７５０－８Ｓ－４８ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093560 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－８００－８Ｓ－４８ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＫ－８００－８Ｓ－４８ 柱 190 9317 鉄骨工事
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鉄骨工事【公表価格】 9317093562 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－８５０－８Ｃ－４８ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＫ－８５０－８Ｃ－４８ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093564 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－９００－８Ｃ－４８ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＫ－９００－８Ｃ－４８ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093566 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－９５０－１２Ｓ－４８ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＫ－９５０－１２Ｓ－４８ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093568 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－１０００－１２Ｓ－４８ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱 ＰＫ－１０００－１２Ｓ－４８ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093570 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 円形鋼管柱用 ＰＭ－４５０－８Ｃ－３６ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）円形鋼管柱 ＰＭ－４５０－８Ｃ－３６ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093572 鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 円形鋼管柱用 ＰＭ－５００－８Ｃ－３６ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造 ＮＣベースＰ（材工）円形鋼管柱 ＰＭ－５００－８Ｃ－３６ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094022
鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 角形鋼管柱用 ＳＰ２５２　□２５０×２５０×９　４－Ｍ３６ 施工規模６柱以上 材工
共 アイエスケー

ＩＳベース（材工）角形鋼管柱 ＳＰ２５２　□２５０×２５０ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094024
鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 角形鋼管柱用 ＳＰ３０２　□３００×３００×１２　８－Ｍ３６ 施工規模６柱以上 材
工共 アイエスケー

ＩＳベース（材工）角形鋼管柱 ＳＰ３０２　□３００×３００ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094026
鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 角形鋼管柱用 ＳＰ３５３　□３５０×３５０×１９　８－Ｍ４８ 施工規模６柱以上 材
工共 アイエスケー

ＩＳベース（材工）角形鋼管柱 ＳＰ３５３　□３５０×３５０ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094028
鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 角形鋼管柱用 ＳＰ４０３　□４００×４００×１９　８－Ｍ４８ 施工規模６柱以上 材
工共 アイエスケー

ＩＳベース（材工）角形鋼管柱 ＳＰ４０３　□４００×４００ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094030
鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 角形鋼管柱用 ＳＰ４５３　□４５０×４５０×１９　８－Ｍ４８ 施工規模６柱以上 材
工共 アイエスケー

ＩＳベース（材工）角形鋼管柱 ＳＰ４５３　□４５０×４５０ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094032
鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 角形鋼管柱用 ＳＰ５０２　□５００×５００×１６　１２－Ｍ４８ 施工規模６柱以上
材工共 アイエスケー

ＩＳベース（材工）角形鋼管柱 ＳＰ５０２　□５００×５００ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094034
鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 角形鋼管柱用 ＳＰ５５２　□５５０×５５０×１６　１２－Ｍ４８ 施工規模６柱以上
材工共 アイエスケー

ＩＳベース（材工）角形鋼管柱 ＳＰ５５２　□５５０×５５０ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094036
鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 円形鋼管柱用 ＣＰ２１１　φ２１６．３×１２．７　４－Ｍ３６ 施工規模６柱以上 材
工共 アイエスケー

ＩＳベース（材工）円形鋼管柱 ＣＰ２１１　径２１６．３ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094038
鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 円形鋼管柱用 ＣＰ２６１　φ２６７．４×１２．７　４－Ｍ３６ 施工規模６柱以上 材
工共 アイエスケー

ＩＳベース（材工）円形鋼管柱 ＣＰ２６１　径２６７．４ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317094040
鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 円形鋼管柱用 ＣＰ３１１　φ３１８．５×１２．７　４－Ｍ４２ 施工規模６柱以上 材
工共 アイエスケー

ＩＳベース（材工）円形鋼管柱 ＣＰ３１１　径３１８．５ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093010
鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ１５０－１２Ｋ　□１５０×１５０ Ｈ＝５５０～９
００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業

ジャストベースＪＥ２型（材工） 角形鋼管柱　Ｊ１５０－１２Ｋ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093012
鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ１７５－１２Ｋ　□１７５×１７５ Ｈ＝５５０～９
００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業

ジャストベースＪＥ２型（材工） 角形鋼管柱　Ｊ１７５－１２Ｋ 柱 190 9317 鉄骨工事
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鉄骨工事【公表価格】 9317093014
鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ２００－０９Ｋ　□２００×２００ Ｈ＝６００～９
００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業

ジャストベースＪＥ２型（材工） 角形鋼管柱　Ｊ２００－０９Ｋ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093002
鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ２５０－１２Ｋ　□２５０×２５０ Ｈ＝６００～９
００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業

ジャストベースＪＥ２型（材工） 角形鋼管柱　Ｊ２５０－１２Ｋ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093016
鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ３００－１６Ｋ　□３００×３００ Ｈ＝６００～９
００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業

ジャストベースＪＥ２型（材工） 角形鋼管柱　Ｊ３００－１６Ｋ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093004
鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ３５０－１２Ｋ　□３５０×３５０ Ｈ＝７００～
１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業

ジャストベースＪＥ２型（材工） 角形鋼管柱　Ｊ３５０－１２Ｋ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093006
鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ４００－１６Ｋ　□４００×４００ Ｈ＝８００～
１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業

ジャストベースＪＥ２型（材工） 角形鋼管柱　Ｊ４００－１６Ｋ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093018
鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ４５０－１９Ｋ　□４５０×４５０ Ｈ＝８００～
１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業

ジャストベースＪＥ２型（材工） 角形鋼管柱　Ｊ４５０－１９Ｋ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093020
鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ５００－２２Ｋ　□５００×５００ Ｈ＝８５０～
１，２００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業

ジャストベースＪＥ２型（材工） 角形鋼管柱　Ｊ５００－２２Ｋ 柱 190 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093008
鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ５５０－２２Ｋ　□５５０×５５０ Ｈ＝８５０～
１，２００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業

ジャストベースＪＥ２型（材工） 角形鋼管柱　Ｊ５５０－２２Ｋ 柱 190 9317 鉄骨工事

耐火被覆工事 9319010046 耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 柱・はり １時間耐火 厚２５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 半乾式吹付ロックウール（材工） 柱・はり　１時間耐火　Ｔ２５ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010048 耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 柱・はり ２時間耐火 厚４５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 半乾式吹付ロックウール（材工） 柱・はり　２時間耐火　Ｔ４５ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010050 耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 柱 ３時間耐火 厚６５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 半乾式吹付ロックウール（材工） 柱　３時間耐火　Ｔ６５ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010052 耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） はり ３時間耐火 厚６０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 半乾式吹付ロックウール（材工） はり　３時間耐火　Ｔ６０ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010058 耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 外壁（非耐力壁） ３０分耐火 厚２０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 半乾式吹付ロックウール（材工） 非耐力壁　３０分耐火　Ｔ２０ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010060 耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 外壁（非耐力壁） １時間耐火 厚３０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 半乾式吹付ロックウール（材工） 非耐力壁　１時間耐火　Ｔ３０ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010066 耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 床・床－天井 １時間耐火 厚１５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 半乾式吹付ロックウール（材工） 床・天井　１時間耐火　Ｔ１５ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010068 耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 床・床－天井 ２時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 半乾式吹付ロックウール（材工） 床・天井　２時間耐火　Ｔ２０ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010070 耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 屋根 ３０分耐火 厚１０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 半乾式吹付ロックウール（材工） 屋根　３０分耐火　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020007 耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） 柱 １時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） 仕上用　柱　１時間　Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事
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耐火被覆工事 9319020030 耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） 柱 ２時間耐火 厚３５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） 仕上用　柱　２時間　Ｔ３５ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020006 耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） 柱 ３時間耐火 厚５５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） 仕上用　柱　３時間　Ｔ５５ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020013 耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） はり １時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） 仕上用はり　１時間　Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020010 耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） はり ２時間耐火 厚３５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） 仕上用はり　２時間　Ｔ３５ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020012 耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） はり ３時間耐火 厚５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） 仕上用はり　３時間　Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020014 耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板一般用（２号品） 柱 １時間耐火 厚２５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） 一般用　柱　１時間　Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020016 耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板一般用（２号品） 柱 ２時間耐火 厚４５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） 一般用　柱　２時間　Ｔ４５ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020018 耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板一般用（２号品） 柱 ３時間耐火 厚６０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） 一般用　柱　３時間　Ｔ６０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020020 耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板一般用（２号品） はり １時間耐火 厚２５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） 一般用はり　１時間　Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020022 耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板一般用（２号品） はり ２時間耐火 厚４０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） 一般用はり　２時間　Ｔ４０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020024 耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板一般用（２号品） はり ３時間耐火 厚５５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） 一般用はり　３時間　Ｔ５５ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319030002 耐火被覆工事 セラミック系耐火被覆材 柱 １時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 セラミック系耐火被覆材　柱 １時間耐火　Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319030004 耐火被覆工事 セラミック系耐火被覆材 柱 ２時間耐火 厚３０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 セラミック系耐火被覆材　柱 ２時間耐火　Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319030006 耐火被覆工事 セラミック系耐火被覆材 柱 ３時間耐火 厚４０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 セラミック系耐火被覆材　柱 ３時間耐火　Ｔ４０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319030020 耐火被覆工事 セラミック系耐火被覆材 はり １時間耐火 厚１０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 セラミック系耐火被覆材　はり １時間耐火　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319030022 耐火被覆工事 セラミック系耐火被覆材 はり ２時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 セラミック系耐火被覆材　はり ２時間耐火　Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319030024 耐火被覆工事 セラミック系耐火被覆材 はり ３時間耐火 厚３０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 セラミック系耐火被覆材　はり ３時間耐火　Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010072 耐火被覆工事 巻付け耐火被覆 柱 １時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 巻付け耐火被覆（材工） 柱　１時間耐火　Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事
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耐火被覆工事 9319010074 耐火被覆工事 巻付け耐火被覆 柱 ２時間耐火 厚４０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 巻付け耐火被覆（材工） 柱　２時間耐火　Ｔ４０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010076 耐火被覆工事 巻付け耐火被覆 柱 ３時間耐火 厚６５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 巻付け耐火被覆（材工） 柱　３時間耐火　Ｔ６５ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010078 耐火被覆工事 巻付け耐火被覆 はり １時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 巻付け耐火被覆（材工） はり　１時間耐火　Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010080 耐火被覆工事 巻付け耐火被覆 はり ２時間耐火 厚４０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 巻付け耐火被覆（材工） はり　２時間耐火　Ｔ４０ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010082 耐火被覆工事 巻付け耐火被覆 はり ３時間耐火 厚６５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 巻付け耐火被覆（材工） はり　３時間耐火　Ｔ６５ｍｍ ｍ２ 196 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010030 耐火被覆工事 層間取合い 外壁～スラブ ロックウール充填　６０×１５０ 施工規模－ｍ 材工共 吹付ロックウール（材工） 層間取合い　６０×１５０ ｍ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010032 耐火被覆工事 ブレース Ｌ－６５×６５×６ ロックウール吹付け 施工規模－ｍ 材工共 吹付ロックウール（材工） ブレース　Ｌ－６５×６５×６ ｍ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010036 耐火被覆工事 デッキプレートコマ詰め ロックウール吹付け １時間耐火 施工規模－ｍ 材工共 吹付ロックウール（材工） デッキプレートコマ詰１時間耐火 ｍ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010038 耐火被覆工事 デッキプレートコマ詰め ロックウール吹付け ２時間耐火 施工規模－ｍ 材工共 吹付ロックウール（材工） デッキプレートコマ詰２時間耐火 ｍ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020026 耐火被覆工事 デッキプレートコマ詰め けい酸カルシウム板 １時間耐火 施工規模－ｍ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） デッキプレートコマ詰１時間耐火 ｍ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020028 耐火被覆工事 デッキプレートコマ詰め けい酸カルシウム板 ２時間耐火 施工規模－ｍ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） デッキプレートコマ詰２時間耐火 ｍ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319060020 耐火被覆工事 デッキプレートコマ詰め 巻付け耐火被覆 １時間耐火 施工規模－ｍ 材工共 巻付け耐火被覆（材工） デッキプレートコマ詰１時間耐火 ｍ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319060030 耐火被覆工事 デッキプレートコマ詰め 巻付け耐火被覆 ２時間耐火 施工規模－ｍ 材工共 巻付け耐火被覆（材工） デッキプレートコマ詰２時間耐火 ｍ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319020062
耐火被覆工事 ニュータイカライトＲ　１号 柱 １・２時間耐火 厚２５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ けい酸カルシウム板
仕上　１・２時間耐火併用 材工共 日本インシュレーション

けい酸カルシウム板　仕上　柱 ニュータイカライトＲ１・２時間 ｍ２ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319020064
耐火被覆工事 ニュータイカライトＲ　１号 はり １時間耐火 厚１５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ けい酸カルシウム板
仕上 材工共 日本インシュレーション

けい酸カルシウム板　仕上　はり ニュータイカライトＲ　１時間 ｍ２ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319020066
耐火被覆工事 ニュータイカライトＲ　１号 はり ２時間耐火 厚３０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ けい酸カルシウム板
仕上 材工共 日本インシュレーション

けい酸カルシウム板　仕上　はり ニュータイカライトＲ　２時間 ｍ２ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319020068
耐火被覆工事 ニュータイカライトＲ　２号 柱 １・２時間耐火 厚２５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ けい酸カルシウム板
隠蔽　１・２時間耐火併用 材工共 日本インシュレーション

けい酸カルシウム板　隠蔽　柱 ニュータイカライトＲ１・２時間 ｍ２ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319020070
耐火被覆工事 ニュータイカライトＲ　２号 はり １時間耐火 厚１５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ けい酸カルシウム板
隠蔽 材工共 日本インシュレーション

けい酸カルシウム板　隠蔽　はり ニュータイカライトＲ　１時間 ｍ２ 198 9319 耐火被覆工事

109/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

耐火被覆工事【公表価格】 9319020072
耐火被覆工事 ニュータイカライトＲ　２号 はり ２時間耐火 厚３０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ けい酸カルシウム板
隠蔽 材工共 日本インシュレーション

けい酸カルシウム板　隠蔽　はり ニュータイカライトＲ　２時間 ｍ２ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319060160 耐火被覆工事 マキベエ 柱・はり １時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 巻き付け耐火被覆材 材工共 ニチアス 巻付耐火被覆（材工）柱・はり マキベエ　１時間耐火Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319060170 耐火被覆工事 マキベエ 柱・はり ２時間耐火 厚４０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 巻き付け耐火被覆材 材工共 ニチアス 巻付耐火被覆（材工）柱・はり マキベエ　２時間耐火Ｔ４０ｍｍ ｍ２ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319060180 耐火被覆工事 マキベエ 柱・はり ３時間耐火 厚６５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 巻き付け耐火被覆材 材工共 ニチアス 巻付耐火被覆（材工）柱・はり マキベエ　３時間耐火Ｔ６５ｍｍ ｍ２ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319051002
耐火被覆工事 耐火塗料　ＳＫタイカコート 発泡性耐火塗料 準屋外１時間 厚１ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エス
ケー化研

耐火塗料・材工ＳＫタイカコート 発泡性耐火塗料　準屋外１時間 ｍ２ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319051004
耐火被覆工事 耐火塗料　ＳＫタイカコート 発泡性耐火塗料 準屋外３０分 厚０．５ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エ
スケー化研

耐火塗料・材工ＳＫタイカコート 発泡性耐火塗料　準屋外３０分 ｍ２ 198 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319051006
耐火被覆工事 耐火塗料　ＳＫタイカコート 発泡性耐火塗料 準屋外２時間 厚３ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エス
ケー化研

耐火塗料・材工ＳＫタイカコート 発泡性耐火塗料　準屋外２時間 ｍ２ 198 9319 耐火被覆工事

ＡＬＣ板工事 9321010002 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 屋根パネル 厚７５（８０）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ屋根パネル（材工） Ｔ７５（８０）ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010004 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 屋根パネル 厚１００ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ屋根パネル（材工） Ｔ１００ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010006 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 屋根パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ屋根パネル（材工） Ｔ１２０（１２５）ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010008 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 屋根パネル 厚１５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ屋根パネル（材工） Ｔ１５０ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010010 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 床パネル 厚１００ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ床パネル（材工） Ｔ１００ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010012 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 床パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ床パネル（材工） Ｔ１２０（１２５）ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010014 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 床パネル 厚１５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ床パネル（材工） Ｔ１５０ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010016 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１００ｍｍ　低層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ外壁パネル（材工） Ｔ１００低層縦壁ロッキング構法 ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010018
ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ　低層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材
工共

ＡＬＣ外壁パネル（材工） Ｔ１２０低層縦壁ロッキング構法 ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010020 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１５０ｍｍ　低層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ外壁パネル（材工） Ｔ１５０低層縦壁ロッキング構法 ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010248 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１００ｍｍ　高層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ外壁パネル（材工） Ｔ１００高層縦壁ロッキング構法 ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事
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ＡＬＣ板工事 9321010250
ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ　高層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材
工共

ＡＬＣ外壁パネル（材工） Ｔ１２０高層縦壁ロッキング構法 ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010252 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１５０ｍｍ　高層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ外壁パネル（材工） Ｔ１５０高層縦壁ロッキング構法 ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010034 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 間仕切パネル 厚７５（８０）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ間仕切パネル（材工） Ｔ７５（８０）ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010036 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 間仕切パネル 厚１００ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ間仕切パネル（材工） Ｔ１００ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010038 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 間仕切パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ間仕切パネル（材工） Ｔ１２０（１２５）ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010040 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 間仕切パネル 厚１５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ間仕切パネル（材工） Ｔ１５０ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010042
ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 高層間仕切パネル 厚７５（８０）ｍｍ　１０階以上又は層間変位を伴う建物に使用する間
仕切 施工規模５００ｍ２ 材工共

ＡＬＣ高層間仕切パネル（材工） Ｔ７５（８０）ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010044
ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 高層間仕切パネル 厚１００ｍｍ　１０階以上又は層間変位を伴う建物に使用する間仕切 施
工規模５００ｍ２ 材工共

ＡＬＣ高層間仕切パネル（材工） Ｔ１００ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010046
ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 高層間仕切パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ　１０階以上又は層間変位を伴う建物に使用す
る間仕切 施工規模５００ｍ２ 材工共

ＡＬＣ高層間仕切パネル（材工） Ｔ１２０（１２５）ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010048
ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 高層間仕切パネル 厚１５０ｍｍ　１０階以上又は層間変位を伴う建物に使用する間仕切 施
工規模５００ｍ２ 材工共

ＡＬＣ高層間仕切パネル（材工） Ｔ１５０ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010052 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 防水立上りパネル 厚１００ｍｍ　外壁と非連続の立上り部分 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ防水立上りパネル（材工） Ｔ１００ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010054 ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 一方向加工品 ストライプ模様　厚１２０（１２５）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ一方向加工品（材工） ストライプ　Ｔ１２０（１２５） ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010056 ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 一方向加工品 ストライプ模様　厚１５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ一方向加工品（材工） ストライプ　Ｔ１５０ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010058 ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 二方向加工品 クロス模様　厚１２０（１２５）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ二方向加工品（材工） クロス模様　Ｔ１２０（１２５） ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010060 ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 二方向加工品 クロス模様　厚１５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ二方向加工品（材工） クロス模様　Ｔ１５０ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010062
ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 二方向特殊加工品 れんが（ブリック）模様　厚１２０（１２５）ｍｍ 施工規模５００ｍ２
材工共

ＡＬＣ二方向特殊加工品（材工） れんが模様　Ｔ１２０（１２５） ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010064 ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 二方向特殊加工品 れんが（ブリック）模様　厚１５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ二方向特殊加工品（材工） れんが模様　Ｔ１５０ｍｍ ｍ２ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010074 ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 コーナーパネル Ｌ３００×３００ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共 ＡＬＣコーナーパネル（材工） Ｌ３００×３００ｍｍ　意匠 ｍ 204 9321 既製コンクリート工事
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ＡＬＣ板工事 9321010076 ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 コーナーパネル Ｒ３００×３００ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共 ＡＬＣコーナーパネル（材工） Ｒ３００×３００ｍｍ　意匠 ｍ 204 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事【公表価格】 9321010078
ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 ＨＤＲ構法外壁パネル 厚１００×幅６００ｍｍ 風荷重２００ｋｇ／ｍ２まで 施工
規模５００ｍ２ 材工共 旭化成建材

ＡＬＣ外壁パネル（材工） ＨＤＲ構法　Ｔ１００×Ｗ６００ ｍ２ 208 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事【公表価格】 9321010080
ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 ＨＤＲ構法外壁パネル 厚１２５×幅６００ｍｍ 風荷重２００ｋｇ／ｍ２まで 施工
規模５００ｍ２ 材工共 旭化成建材

ＡＬＣ外壁パネル（材工） ＨＤＲ構法　Ｔ１２５×Ｗ６００ ｍ２ 208 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事【公表価格】 9321010254
ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 アートミュール 厚１００×幅６００ｍｍ 正の風圧力１，８２７Ｎ／ｍ２　負の風圧
力１，２１７Ｎ／ｍ２まで 施工規模１５０ｍ２ 材工共 旭化成建材

ＡＬＣ外壁パネル（材工） アートミュールＴ１００Ｗ６００ ｍ２ 208 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事【公表価格】 9321010256
ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 アートミュール 厚１２５×幅６００ｍｍ 正の風圧力１，８２７Ｎ／ｍ２　負の風圧
力１，２１７Ｎ／ｍ２まで 施工規模１５０ｍ２ 材工共 旭化成建材

ＡＬＣ外壁パネル（材工） アートミュールＴ１２５Ｗ６００ ｍ２ 208 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事【公表価格】 9321010258
ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 アートミュールジーファス 厚１００×幅６００ｍｍ 正の風圧力１，８２７Ｎ／ｍ２
負の風圧力１，２１７Ｎ／ｍ２まで 施工規模１５０ｍ２ 材工共 旭化成建材

ＡＬＣ外壁パネル材工　Ｔ１００ アートミュールジーファス ｍ２ 208 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事【公表価格】 9321010260
ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 アートミュールジーファス 厚１２５×幅６００ｍｍ 正の風圧力１，８２７Ｎ／ｍ２
負の風圧力１，２１７Ｎ／ｍ２まで 施工規模１５０ｍ２ 材工共 旭化成建材

ＡＬＣ外壁パネル材工　Ｔ１２５ アートミュールジーファス ｍ２ 208 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事【公表価格】 9321010262
ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 アートミュールシセラ 厚１００×幅６００ｍｍ 正の風圧力１，８２７Ｎ／ｍ２　負
の風圧力１，２１７Ｎ／ｍ２まで 施工規模１５０ｍ２ 材工共 旭化成建材

ＡＬＣ外壁パネル（材工） アートミュールシセラ　Ｔ１００ ｍ２ 208 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事【公表価格】 9321010264
ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 アートミュールシセラ 厚１２５×幅６００ｍｍ 正の風圧力１，８２７Ｎ／ｍ２　負
の風圧力１，２１７Ｎ／ｍ２まで 施工規模１５０ｍ２ 材工共 旭化成建材

ＡＬＣ外壁パネル（材工） アートミュールシセラ　Ｔ１２５ ｍ２ 208 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事【公表価格】 9321010082
ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 ＳＤＲ構法外壁パネル 厚１００×幅６００ｍｍ 低・中層用（３１ｍ以下） 施工規
模５００ｍ２ 材工共 住友金属鉱山シポレックス

ＡＬＣ外壁パネル（材工） ＳＤＲ構法　Ｔ１００×Ｗ６００ ｍ２ 208 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事【公表価格】 9321010084
ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 ＳＤＲ構法外壁パネル 厚１２５×幅６００ｍｍ 低・中層用（３１ｍ以下） 施工規
模５００ｍ２ 材工共 住友金属鉱山シポレックス

ＡＬＣ外壁パネル（材工） ＳＤＲ構法　Ｔ１２５×Ｗ６００ ｍ２ 208 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事【公表価格】 9321010238
ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 ＣＤＲ構法外壁パネル 厚１００×幅６００ｍｍ 正の風圧力２，４００Ｎ／ｍ２　負
の風圧力１，６００Ｎ／ｍ２まで 施工規模５００ｍ２ 材工共 クリオン

ＡＬＣ外壁パネル（材工） ＣＤＲ構法　Ｔ１００×Ｗ６００ ｍ２ 208 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事【公表価格】 9321010240
ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 ＣＤＲ構法外壁パネル 厚１２０×幅６００ｍｍ 正の風圧力６，０００Ｎ／ｍ２　負
の風圧力６，０００Ｎ／ｍ２まで 施工規模５００ｍ２ 材工共 クリオン

ＡＬＣ外壁パネル（材工） ＣＤＲ構法　Ｔ１２０×Ｗ６００ ｍ２ 208 9321 既製コンクリート工事

押出成形セメント板工事【公表価格】 9321030032
押出成形セメント板工事 メース 厚６０ｍｍ　フラットパネル　縦・横張り工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカテッ
ク建材

押出成形（材工）メース　Ｔ６０ フラット　縦・横張り工法 ｍ２ 211 9321 既製コンクリート工事

押出成形セメント板工事【公表価格】 9321030040
押出成形セメント板工事 メース 厚７５ｍｍ　フラットパネル　縦・横張り工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカテッ
ク建材

押出成形（材工）メース　Ｔ７５ フラット　縦・横張り工法 ｍ２ 211 9321 既製コンクリート工事

押出成形セメント板工事【公表価格】 9321030036
押出成形セメント板工事 メース 厚６０ｍｍ　フラットパネル　ワイド　縦・横張り工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 ア
イカテック建材

押出成形（材工）メース　Ｔ６０ フラット　ワイド　縦横張り工法 ｍ２ 211 9321 既製コンクリート工事

押出成形セメント板工事【公表価格】 9321030048
押出成形セメント板工事 メース 厚６０＋１０ｍｍ　デザインパネル　縦・横張り工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイ
カテック建材

押出成形　メース　Ｔ６０＋１０ デザイン　縦・横張り工法 ｍ２ 211 9321 既製コンクリート工事

押出成形セメント板工事【公表価格】 9321030066
押出成形セメント板工事 メースアートパネル 厚６０ｍｍ　フラットパネル　フッ素樹脂系塗装仕上　縦・横張り工法 施
工規模３００ｍ２ 材工共 アイカテック建材

押出成形　メースアートパネル Ｔ６０　フラット縦・横張り工法 ｍ２ 211 9321 既製コンクリート工事
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押出成形セメント板工事【公表価格】 9321030068
押出成形セメント板工事 メースアートパネル 厚７５ｍｍ　フラットパネル　フッ素樹脂系塗装仕上　縦・横張り工法 施
工規模３００ｍ２ 材工共 アイカテック建材

押出成形　メースアートパネル Ｔ７５　フラット縦・横張り工法 ｍ２ 211 9321 既製コンクリート工事

押出成形セメント板工事【公表価格】 9321030070
押出成形セメント板工事 メースアートパネル 厚６０＋１０ｍｍ　デザインパネル　フッ素樹脂系塗装仕上　縦・横張り工
法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカテック建材

押出成形　メースアートパネル Ｔ６０＋１０　デザイン縦横張り ｍ２ 211 9321 既製コンクリート工事

穴あきＰＣ板工事【公表価格】 9321020002
穴あきＰＣ板工事 床板（３０種） 厚１００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパン
クリートコーポレーション

穴あきＰＣ床板（材工）３０種 一般工法　１００×１０００ ｍ２ 214 9321 既製コンクリート工事

穴あきＰＣ板工事【公表価格】 9321020004
穴あきＰＣ板工事 床板（３０種） 厚１２０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパン
クリートコーポレーション

穴あきＰＣ床板（材工）３０種 一般工法　１２０×１０００ ｍ２ 214 9321 既製コンクリート工事

穴あきＰＣ板工事【公表価格】 9321020006
穴あきＰＣ板工事 床板（３０種） 厚１５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパン
クリートコーポレーション

穴あきＰＣ床板（材工）３０種 一般工法　１５０×１０００ ｍ２ 214 9321 既製コンクリート工事

穴あきＰＣ板工事【公表価格】 9321020008
穴あきＰＣ板工事 床板（３０種） 厚２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパン
クリートコーポレーション

穴あきＰＣ床板（材工）３０種 一般工法　２００×１０００ ｍ２ 214 9321 既製コンクリート工事

穴あきＰＣ板工事【公表価格】 9321020018
穴あきＰＣ板工事 縦壁（３０種） 厚７０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパンク
リートコーポレーション

穴あきＰＣ板縦壁（材工）３０種 一般工法　７０×１０００ ｍ２ 214 9321 既製コンクリート工事

穴あきＰＣ板工事【公表価格】 9321020020
穴あきＰＣ板工事 縦壁（３０種） 厚１００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパン
クリートコーポレーション

穴あきＰＣ板縦壁（材工）３０種 一般工法　１００×１０００ ｍ２ 214 9321 既製コンクリート工事

穴あきＰＣ板工事【公表価格】 9321020022
穴あきＰＣ板工事 縦壁（３０種） 厚１２０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパン
クリートコーポレーション

穴あきＰＣ板縦壁（材工）３０種 一般工法　１２０×１０００ ｍ２ 214 9321 既製コンクリート工事

穴あきＰＣ板工事【公表価格】 9321020024
穴あきＰＣ板工事 縦壁（３０種） 厚１５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパン
クリートコーポレーション

穴あきＰＣ板縦壁（材工）３０種 一般工法　１５０×１０００ ｍ２ 214 9321 既製コンクリート工事

防水工事 9323010646
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 Ａ－１　密着工法　平面　工程８ 施工規模３００ｍ２
材工共

アス防水（材工）屋根保護防水 Ａ－１　密着　平面　公共建築 ｍ２ 218 9323 防水工事

防水工事 9323010002
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 Ａ－１　密着工法　立上り　工程７ 施工規模－ｍ２
材工共

アス防水（材工）屋根保護防水 Ａ－１　密着　立上　公共建築 ｍ２ 218 9323 防水工事

防水工事 9323010648
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 ＡＩ－１　密着断熱工法　平面　工程９ 施工規模３０
０ｍ２ 材工共

アス防水（材工）屋根保護防水 ＡＩ－１密着断熱　平面公共建築 ｍ２ 218 9323 防水工事

防水工事 9323010650
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 Ｂ－２　絶縁工法　平面　工程８ 施工規模３００ｍ２
材工共 砂付あなあきルーフィングを用いる場合

アス防水（材工）屋根保護防水 Ｂ－２　絶縁　平面　砂付 ｍ２ 218 9323 防水工事

防水工事 9323010010
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 Ｂ－２　絶縁工法　立上り　工程６ 施工規模－ｍ２
材工共 砂付あなあきルーフィングを用いる場合の立上り部

アス防水（材工）屋根保護防水 Ｂ－２　絶縁　立上　砂付 ｍ２ 218 9323 防水工事

防水工事 9323010740
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 Ｂ－２　絶縁工法　平面　工程６ 施工規模３００ｍ２
材工共 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートを用いる場合

アス防水（材工）屋根保護防水 Ｂ－２絶縁　平面　部分粘着層付 ｍ２ 218 9323 防水工事

防水工事 9323010742
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 Ｂ－２　絶縁工法　立上り　工程６ 施工規模－ｍ２
材工共 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートを用いる場合の立上り部

アス防水（材工）屋根保護防水 Ｂ－２絶縁　立上　部分粘着層付 ｍ２ 218 9323 防水工事

防水工事 9323010652
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根露出防水 Ｄ－２　絶縁工法　平面　工程５ 施工規模３００ｍ２
材工共 砂付あなあきルーフィングを用いる場合

アス防水（材工）屋根露出防水 Ｄ－２　絶縁　平面　砂付 ｍ２ 220 9323 防水工事
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防水工事 9323010022
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根露出防水 Ｄ－２　絶縁工法　立上り　工程４ 施工規模－ｍ２
材工共 砂付あなあきルーフィングを用いる場合の立上り部

アス防水（材工）屋根露出防水 Ｄ－２　絶縁　立上　砂付 ｍ２ 220 9323 防水工事

防水工事 9323010744
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根露出防水 Ｄ－２　絶縁工法　平面　工程３ 施工規模３００ｍ２
材工共 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートを用いる場合

アス防水（材工）屋根露出防水 Ｄ－２絶縁　平面　部分粘着層付 ｍ２ 220 9323 防水工事

防水工事 9323010746
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根露出防水 Ｄ－２　絶縁工法　立上り　工程３ 施工規模－ｍ２
材工共 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートを用いる場合の立上り部

アス防水（材工）屋根露出防水 Ｄ－２絶縁　立上　部分粘着層付 ｍ２ 220 9323 防水工事

防水工事 9323010251
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋内防水 Ｅ－２　密着工法　立上り　工程５ 施工規模－ｍ２ 材工
共

アス防水（材工）屋内防水 Ｅ－２　密着　立上　公共建築 ｍ２ 220 9323 防水工事

防水工事 9323010028 防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋内防水 Ｅ－２　密着工法　床　工程５ 施工規模５０ｍ２ 材工共 アス防水（材工）屋内防水 Ｅ－２　密着　床　公共建築 ｍ２ 220 9323 防水工事

防水工事 9323020278
防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｆ１　厚１．２ｍｍ　加硫ゴム系　接着工法　表面塗装
シルバー（０．２５ｋｇ／ｍ２）　ＲＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共

シート防水（材工）ＲＣ下地 合成高分子系　ＳＦ１　１．２ ｍ２ 222 9323 防水工事

防水工事 9323020280
防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｆ１　厚１．２ｍｍ　加硫ゴム系　接着工法　表面塗装
シルバー（０．２５ｋｇ／ｍ２）　ＡＬＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共

シート防水（材工）ＡＬＣ下地 合成高分子系　ＳＦ１　１．２ ｍ２ 222 9323 防水工事

防水工事 9323020281
防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｆ２　厚１．５ｍｍ　塩化ビニル樹脂系　接着工法　表
面塗装無し　ＲＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共

シート防水（材工）ＲＣ下地 合成高分子系　ＳＦ２　１．５ ｍ２ 222 9323 防水工事

防水工事 9323020283
防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｆ２　厚１．５ｍｍ　塩化ビニル樹脂系　接着工法　表
面塗装無し　ＡＬＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共

シート防水（材工）ＡＬＣ下地 合成高分子系　ＳＦ２　１．５ ｍ２ 222 9323 防水工事

防水工事 9323020282
防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｆ２　厚２．０ｍｍ　塩化ビニル樹脂系　接着工法　表
面塗装無し　ＲＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共

シート防水（材工）ＲＣ下地 合成高分子系　ＳＦ２　２ｍｍ ｍ２ 222 9323 防水工事

防水工事 9323020284
防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｆ２　厚２．０ｍｍ　塩化ビニル樹脂系　接着工法　表
面塗装無し　ＡＬＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共

シート防水（材工）ＡＬＣ下地 合成高分子系　ＳＦ２　２ｍｍ ｍ２ 222 9323 防水工事

防水工事 9323020286
防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｍ１　厚１．５ｍｍ　加硫ゴム系　機械固定工法　表面
塗装シルバー（０．２５ｋｇ／ｍ２）　ＲＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共

シート防水（材工）ＲＣ下地 合成高分子系　ＳＭ１　１．５ ｍ２ 222 9323 防水工事

防水工事 9323020288
防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｍ２　厚１．５ｍｍ　塩化ビニル樹脂系　機械固定工法
表面塗装無し　ＲＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共

シート防水（材工）ＲＣ下地 合成高分子系　ＳＭ２　１．５ ｍ２ 222 9323 防水工事

防水工事 9323041194
防水工事 塗膜防水 ウレタンゴム系塗膜防水 Ｘ－１　緩衝工法　平面　表面塗装メーカー標準色（０．２ｋｇ／ｍ２） 施
工規模３００ｍ２ 材工共

ウレタンゴム系塗膜防水（材工） Ｘ－１　緩衝　平面メーカ標準色 ｍ２ 222 9323 防水工事

防水工事 9323041196
防水工事 塗膜防水 ウレタンゴム系塗膜防水 Ｘ－１　緩衝工法　立上り　表面塗装メーカー標準色（０．２ｋｇ／ｍ２）
施工規模３００ｍ２ 材工共

ウレタンゴム系塗膜防水（材工） Ｘ－１　緩衝　立上メーカ標準色 ｍ２ 222 9323 防水工事

防水工事 9323041198
防水工事 塗膜防水 ウレタンゴム系塗膜防水 Ｘ－２　密着工法　平面　表面塗装メーカー標準色（０．２ｋｇ／ｍ２） 施
工規模３００ｍ２ 材工共

ウレタンゴム系塗膜防水（材工） Ｘ－２　密着　平面メーカ標準色 ｍ２ 222 9323 防水工事

防水工事 9323041200
防水工事 塗膜防水 ウレタンゴム系塗膜防水 Ｘ－２　密着工法　立上り　表面塗装メーカー標準色（０．２ｋｇ／ｍ２）
施工規模３００ｍ２ 材工共

ウレタンゴム系塗膜防水（材工） Ｘ－２　密着　立上メーカ標準色 ｍ２ 222 9323 防水工事

防水工事 9323041202 防水工事 塗膜防水 ゴムアスファルト系塗膜防水 Ｙ－１　緩衝工法　平面　表面塗装無し 施工規模３００ｍ２ 材工共 ゴムアス系塗膜防水（材工） Ｙ－１　緩衝　平面　塗装無し ｍ２ 222 9323 防水工事
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防水工事 9323041204 防水工事 塗膜防水 ゴムアスファルト系塗膜防水 Ｙ－１　緩衝工法　立上り　表面塗装無し 施工規模３００ｍ２ 材工共 ゴムアス系塗膜防水（材工） Ｙ－１　緩衝　立上　塗装無し ｍ２ 222 9323 防水工事

防水工事 9323041206 防水工事 塗膜防水 ゴムアスファルト系塗膜防水 Ｙ－２　密着工法　平面　表面塗装無し 施工規模３００ｍ２ 材工共 ゴムアス系塗膜防水（材工） Ｙ－２　密着　平面　塗装無し ｍ２ 222 9323 防水工事

防水工事 9323041208 防水工事 塗膜防水 ゴムアスファルト系塗膜防水 Ｙ－２　密着工法　立上り　表面塗装無し 施工規模３００ｍ２ 材工共 ゴムアス系塗膜防水（材工） Ｙ－２　密着　立上　塗装無し ｍ２ 222 9323 防水工事

防水工事 9323080002 防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－８×２０×２，０００ｍｍ　厚１．５ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共 防水押えアングル（材工） Ｌ－８×２０　Ｔ１．５ｍｍ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323080004 防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１０×２５×２，０００ｍｍ　厚１．２ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共 防水押えアングル（材工） Ｌ－１０×２５　Ｔ１．２ｍｍ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323080006 防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１０×３０×２，０００ｍｍ　厚１．２ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共 防水押えアングル（材工） Ｌ－１０×３０　Ｔ１．２ｍｍ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323080008 防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１０×３０×２，０００ｍｍ　厚１．５ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共 防水押えアングル（材工） Ｌ－１０×３０　Ｔ１．５ｍｍ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323080010 防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１０×３０×２，０００ｍｍ　厚２．０ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共 防水押えアングル（材工） Ｌ－１０×３０　Ｔ２ｍｍ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323080012 防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１０×４０×２，０００ｍｍ　厚１．２ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共 防水押えアングル（材工） Ｌ－１０×４０　Ｔ１．２ｍｍ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323080014 防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１０×４０×２，０００ｍｍ　厚１．５ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共 防水押えアングル（材工） Ｌ－１０×４０　Ｔ１．５ｍｍ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323080016 防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１０×４０×２，０００ｍｍ　厚２．０ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共 防水押えアングル（材工） Ｌ－１０×４０　Ｔ２ｍｍ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323080018 防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１５×３０×２，０００ｍｍ　厚２．０ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共 防水押えアングル（材工） Ｌ－１５×３０　Ｔ２ｍｍ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323080020 防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－２０×２０×２，０００ｍｍ　厚１．５ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共 防水押えアングル（材工） Ｌ－２０×２０　Ｔ１．５ｍｍ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323080022 防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－２０×４０×２，０００ｍｍ　厚１．５ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共 防水押えアングル（材工） Ｌ－２０×４０　Ｔ１．５ｍｍ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323080024 防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－２０×４０×２，０００ｍｍ　厚２．０ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共 防水押えアングル（材工） Ｌ－２０×４０　Ｔ２ｍｍ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323080026 防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－３０×３０×２，０００ｍｍ　厚１．５ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共 防水押えアングル（材工） Ｌ－３０×３０　Ｔ１．５ｍｍ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323070002 防水工事 伸縮目地 ２０×６０ｍｍ　既製品程度 施工規模５０ｍ 材工共 伸縮目地（材工） ２０×６０ｍｍ　既製品程度 ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323070004 防水工事 伸縮目地 ２０×８０ｍｍ　既製品程度 施工規模５０ｍ 材工共 伸縮目地（材工） ２０×８０ｍｍ　既製品程度 ｍ 222 9323 防水工事
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防水工事 9323070006 防水工事 伸縮目地 ２５×６０ｍｍ　既製品程度 施工規模５０ｍ 材工共 伸縮目地（材工） ２５×６０ｍｍ　既製品程度 ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323070008 防水工事 伸縮目地 ２５×８０ｍｍ　既製品程度 施工規模５０ｍ 材工共 伸縮目地（材工） ２５×８０ｍｍ　既製品程度 ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323050088 防水工事 シーリング アクリル（１液）　ＡＣ－１　１０×７ｍｍ 施工規模３００ｍ 材工共 シーリング防水（材工） アクリル１液ＡＣ－１　１０×７ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323050090 防水工事 シーリング アクリル（１液）　ＡＣ－１　１０×１０ｍｍ 施工規模３００ｍ 材工共 シーリング防水（材工） アクリル１液ＡＣ１　１０×１０ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事 9323050092 防水工事 シーリング アクリル（１液）　ＡＣ－１　１０×１５ｍｍ 施工規模３００ｍ 材工共 シーリング防水（材工） アクリル１液ＡＣ１　１０×１５ ｍ 222 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010536
防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・保護タイプ） ＦＰ－１Ｂ ピロブロック仕上げ 施工規模
３００ｍ２ 材工共 日新工業

アス防水（材工） 日本アス協組　ＦＰ－１Ｂ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010548
防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・保護タイプ） ＦＰ－１ＰＦ　ＤＰＨ４ ＰＦシステム仕上
げ（ＰＦパネル） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業

アス防水（材工）　日本アス協組 ＦＰ－１ＰＦＤＰＨ４ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010552
防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・保護タイプ） ＦＰＩ－１ＰＦ　ＤＰＨ４ ＰＦシステム仕
上げ（ＰＦパネル） 施工規模３００ｍ２ 断熱材３５ｍｍ 材工共 日新工業

アス防水（材工）　日本アス協組 ＦＰＩ－１ＰＦＤＰＨ４ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010568
防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・露出タイプ） ＳＰ－１ＮＺ プレノカラー遮熱仕上げ 施
工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業

アス防水（材工） 日本アス協組　ＳＰ－１ＮＺ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010572
防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・露出タイプ） ＳＰＩ－１ＮＺ プレノカラー遮熱仕上げ
施工規模３００ｍ２ 断熱材３０ｍｍ 材工共 日新工業

アス防水（材工） 日本アス協組　ＳＰＩ－１ＮＺ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010574
防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・露出タイプ） ＳＰ－１Ｒ ロッコート仕上げ（０．８ｋｇ
／ｍ２） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業

アス防水（材工） 日本アス協組　ＳＰ－１Ｒ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010668
防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（室内防水） ＲＡ－１００ アスファルト防水 施工規模３００ｍ２ 材
工共 日新工業

アス防水（材工） 日本アス協組　ＲＡ－１００ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010654
防水工事 アスファルト防水 メルタン２１トーチ工法 ＭＦＣ－１１０ 改質アスファルト・トーチ工法（保護タイプ） 施
工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業

アス防水（材工） メルタン２１　ＭＦＣ－１１０ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010586
防水工事 アスファルト防水 メルタン２１トーチ工法 ＭＦＣ－１２０ 改質アスファルト・トーチ工法（保護タイプ） 施
工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業

アス防水（材工） メルタン２１　ＭＦＣ－１２０ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010588
防水工事 アスファルト防水 メルタン２１トーチ工法 ＭＳＣ－１１０ 改質アスファルト・トーチ工法（露出タイプ） 施
工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業

アス防水（材工） メルタン２１　ＭＳＣ－１１０ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010730
防水工事 アスファルト防水 ゴムアス防水協組仕様 Ｆ１１０Ａ 押え標準仕様 施工規模３００ｍ２ Ａ－１仕様相当 材工
共 昭石化工

アス防水（材工） ゴムアス防水協組　Ｆ１１０Ａ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010732
防水工事 アスファルト防水 ゴムアス防水協組仕様 Ｆ３１０ＳＡ 押え断熱仕様 施工規模３００ｍ２ ＡＩ－１仕様相当
材工共 昭石化工

アス防水（材工） ゴムアス防水協組　Ｆ３１０ＳＡ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010734 防水工事 アスファルト防水 ゴムアス防水協組仕様 Ｓ１１０Ｂ 露出標準仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 昭石化工 アス防水（材工） ゴムアス防水協組　Ｓ１１０Ｂ ｍ２ 224 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323010736 防水工事 アスファルト防水 ゴムアス防水協組仕様 Ｓ３２０ＵＡ 露出断熱仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 昭石化工 アス防水（材工） ゴムアス防水協組　Ｓ３２０ＵＡ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010738
防水工事 アスファルト防水 タフネスファイン防水 ＳＲ－１０ 露出防水（密着工法） 施工規模３００ｍ２ 着色仕上げ
材工共 昭石化工

アス防水（材工） タフネスファイン防水ＳＲ－１０ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010289 防水工事 アスファルト防水 奥山式総合防水 Ｋ－１ カッパー防水　一般床 施工規模５００ｍ２ 材工共 奥山化工業 アス防水（材工） カッパー防水　Ｋ－１ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010318 防水工事 アスファルト防水 奥山式総合防水 Ｋ－２ カッパー防水　一般床 施工規模５００ｍ２ 材工共 奥山化工業 アス防水（材工） カッパー防水　Ｋ－２ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010294 防水工事 アスファルト防水 奥山式総合防水 Ｔ－１ テトカッパー防水　一般床 施工規模５００ｍ２ 材工共 奥山化工業 アス防水（材工） テトカッパー防水　Ｔ－１ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010295 防水工事 アスファルト防水 奥山式総合防水 Ｔ－５ テトカッパー防水　一般床 施工規模５００ｍ２ 材工共 奥山化工業 アス防水（材工） テトカッパー防水　Ｔ－５ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010692
防水工事 アスファルト防水 メルトーチ ＴＡ－３２１ 露出非歩行（平場部） 施工規模３００ｍ２ ＡＳ－２仕様相当 材
工共 宇部興産建材

アス防水（材工） メルトーチ　ＴＡ－３２１ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010695 防水工事 アスファルト防水 メルトーチ ＴＳ－４０１Ｗ 断熱防水 施工規模３００ｍ２ 材工共 宇部興産建材 アス防水（材工） メルトーチ　ＴＳ－４０１Ｗ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010660
防水工事 アスファルト防水 ケミアスルーフ防水 ＮＣＡ－５０１ 屋根保護防水密着工法　Ａ－１対応 施工規模３００ｍ
２ 改質アスファルト防水常温積層工法 材工共 エイ・アール・センター

アス防水（材工） ケミアスルーフ　ＮＣＡ－５０１ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010672
防水工事 アスファルト防水 ケミアスルーフ防水 ＮＣＡ－６０１ 屋上保護防水密着工法　Ａ－２対応 施工規模３００ｍ
２ 改質アスファルト防水常温積層工法 材工共 エイ・アール・センター

アス防水（材工） ケミアスルーフ　ＮＣＡ－６０１ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010674
防水工事 アスファルト防水 ケミアスルーフ防水 ＮＣＡ－５０３ＳＰ 屋根露出防水密着工法　Ｃ－１対応 施工規模３０
０ｍ２ 改質アスファルト防水常温積層工法 材工共 エイ・アール・センター

アス防水（材工） ケミアスルーフＮＣＡ５０３ＳＰ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010676
防水工事 アスファルト防水 ケミアスルーフ防水 ＮＣＡ－６０３ＳＰ 屋根露出防水密着工法　Ｃ－２対応 施工規模３０
０ｍ２ 改質アスファルト防水常温積層工法 材工共 エイ・アール・センター

アス防水（材工） ケミアスルーフＮＣＡ６０３ＳＰ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010632
防水工事 アスファルト防水 スーパーフレックス１００Ｓ ＳＦ－４ 厚３．２ｍｍ　地下外壁防水 施工規模３００ｍ２ 改
質アスファルト防水常温工法 材工共 茶谷産業

アス防水（材工）　ＳＦ－４ スーパーフレックス１００Ｓ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010634
防水工事 アスファルト防水 スーパーフレックス１００Ｓ ＳＦＦ－４ 厚３．２ｍｍ　先付け地下外壁防水 施工規模３０
０ｍ２ 改質アスファルト防水常温工法 材工共 茶谷産業

アス防水（材工）　ＳＦＦ－４ スーパーフレックス１００Ｓ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010635
防水工事 アスファルト防水 スーパーフレックス１００Ｓ ＳＦ－４ 保護マット設置 施工規模３００ｍ２ 改質アスファル
ト防水常温工法 材工共 茶谷産業

アス防水（材工）　保護マット スーパーフレックス１００Ｓ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010445
防水工事 アスファルト防水 ハルエースコート（改質アスファルト冷工法） Ｔ－６１ Ｙ－１ 施工規模３００ｍ２ 保護緩
衝材別途 材工共 イーテック

アス防水（材工） ハルエースコート　Ｔ－６１ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010443
防水工事 アスファルト防水 ハルエースコート（改質アスファルト冷工法） Ｔ－４０ Ｙ－２ 施工規模３００ｍ２ 保護
シート　モルタル別途 材工共 イーテック

アス防水（材工） ハルエースコート　Ｔ－４０ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010636
防水工事 アスファルト防水 ハルｅコート Ｅ－３０ アスファルト防水（Ａ－２・ＡⅠ－２・Ｅ－２）同等仕様 施工規模
３００ｍ２ 下地処理，保護モルタル別途 材工共 イーテック

アス防水（材工） ハルｅコート　Ｅ－３０ ｍ２ 224 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323010638
防水工事 アスファルト防水 ハルｅコート ＥＺ－３０ 屋上用　複合塗膜絶縁工法 施工規模３００ｍ２ 下地処理，保護層
別途 材工共 イーテック

アス防水（材工） ハルｅコート　ＥＺ－３０ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010255
防水工事 アスファルト防水 ポリベスト（トーチ工法） Ｓ－ＰＢ－１ 露出防水 施工規模３００ｍ２ ＡＳ－Ｔ２仕様相当
材工共 七王工業

アス防水（材工） ポリベスト　Ｓ－ＰＢ－１ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010656
防水工事 アスファルト防水 全日アス防水協組仕様 Ｓ－１５０Ｔ 露出断熱防水　スポットタック工法 施工規模３００ｍ
２ 断熱材３５ｍｍ厚 材工共 七王工業

アス防水（材工） 全日アス防水協組　Ｓ－１５０Ｔ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010658
防水工事 アスファルト防水 全日アス防水協組仕様 ＰＳ－３５０Ｓ 押え断熱防水　スポットタック工法 施工規模３００
ｍ２ 断熱材３５ｍｍ厚 材工共 七王工業

アス防水（材工） 全日アス防水協組ＰＳ－３５０Ｓ ｍ２ 224 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010696
防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ストライプ工法）（押え防水） ＰＸ－０３０ 施工規模３００ｍ２ 材工
共 田島ルーフィング

アス防水（材工） 東西アス協組　ＰＸ－０３０ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010698
防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ＢＡＮＫＳ工法）（押え防水） ＪＰＸ－０３５ 施工規模３００ｍ２ 材
工共 田島ルーフィング

アス防水（材工） 東西アス協組　ＪＰＸ－０３５ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010700
防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（レイヤオール工法）（押え防水） ＰＬ－２ 施工規模３００ｍ２ 材工共
田島ルーフィング

アス防水（材工） 東西アス協組　ＰＬ－２ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010702
防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ストライプ工法）（押え防水） ＰＸ－０３０Ｒ 断熱仕様 施工規模３０
０ｍ２ 断熱材３５ｍｍ厚 材工共 田島ルーフィング

アス防水（材工） 東西アス協組　ＰＸ－０３０Ｒ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010704
防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ＢＡＮＫＳ工法）（押え防水） ＪＰＸ－０３５Ｒ 断熱仕様 施工規模３
００ｍ２ 断熱材３５ｍｍ厚 材工共 田島ルーフィング

アス防水（材工） 東西アス協組　ＪＰＸ－０３５Ｒ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010706
防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（レイヤオール工法）（押え防水） ＰＬ－２Ｒ 断熱仕様 施工規模３００
ｍ２ 断熱材３５ｍｍ厚 材工共 田島ルーフィング

アス防水（材工） 東西アス協組　ＰＬ－２Ｒ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010708
防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ストライプ工法）（押え防水） ＡＰＸ－０６０ （高耐久性） 施工規模
３００ｍ２ 材工共 田島ルーフィング

アス防水（材工） 東西アス協組　ＡＰＸ－０６０ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010710
防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ストライプ工法）（押え防水） ＡＰＸ－０６０Ｒ （高耐久性）　断熱仕
様 施工規模３００ｍ２ 断熱材５０ｍｍ厚 材工共 田島ルーフィング

アス防水（材工） 東西アス協組　ＡＰＸ－０６０Ｒ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010713
防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ストライプ工法）（押え防水） ＰＸ－０３５ＲＤ 耐根仕様（屋上緑化シ
ステム含まず）　断熱仕様 施工規模３００ｍ２ 断熱材３５ｍｍ厚 材工共 田島ルーフィング

アス防水（材工） 東西アス協組　ＰＸ－０３５ＲＤ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010715
防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ストライプ工法）（押え防水） ＰＸ－０３５Ｄ 耐根仕様（屋上緑化シス
テム含まず） 施工規模３００ｍ２ 材工共 田島ルーフィング

アス防水（材工） 東西アス協組　ＰＸ－０３５Ｄ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010243
防水工事 アスファルト防水 三星産業防水仕様　（アコシート２号防水） 厚３．５ｍｍ　仕上げ無し 施工規模３，０００
ｍ２ 出張　宿泊費　補強張りは別途 材工共 三星産業

アス防水（材工） 三星産業　アコシート２号 ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010628
防水工事 アスファルト防水 ガスファルト（ゴムアスファルト） ＧＡＭ－３Ｌ 地下先やり吹付工法 施工規模３００ｍ２
材工共 ウォータイト

アス防水（材工） ガスファルト　ＧＡＭ－３Ｌ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010100
防水工事 アスファルト防水 ガスファルト（ゴムアスファルト） ＧＡ－２０ モルタル押え　屋内 施工規模３００ｍ２ モ
ルタル含まず 材工共 ウォータイト

アス防水（材工） ガスファルト　ＧＡ－２０ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010101
防水工事 アスファルト防水 ガスファルト（ゴムアスファルト） ＧＡ－３０ モルタル押え　屋内 施工規模３００ｍ２ モ
ルタル含まず 材工共 ウォータイト

アス防水（材工） ガスファルト　ＧＡ－３０ ｍ２ 225 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323010722
防水工事 アスファルト防水 クルタルシート防水 ＴＫ－３１０ 非歩行用露出工法 施工規模５００ｍ２ 改質アスファルト
常温工法 材工共 東和工業

アス防水（材工） クルタルシート　ＴＫ－３１０ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010724
防水工事 アスファルト防水 ＴＢＳ工法 ＴＳ－Ａ－１ 非歩行用露出工法 施工規模５００ｍ２ 改質アスファルト常温工法
材工共 東和工業

アス防水（材工） ＴＢＳ工法　ＴＳ－Ａ－１ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010726
防水工事 アスファルト防水 パラフォル ＧＳ－４０ＳＦＶ 厚４．０ｍｍ　密着工法　単層　平場 施工規模３００ｍ２ Ａ
Ｓ－Ｔ２相当 材工共 シバタ工業

アス防水（材工）パラフォル ＧＳ－４０ＳＦＶ　Ｔ４．０ｍｍ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010728
防水工事 アスファルト防水 パラフォル ＧＳ－６０ＷＳＶ 厚４．０ｍｍ＋２．０ｍｍ　絶縁工法　複層　平場 施工規模
３００ｍ２ ＡＳ－Ｔ３相当 材工共 シバタ工業

アス防水（材工）パラフォル ＧＳ－６０ＷＳＶ　Ｔ４．０ｍｍ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020302
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 アサヒ・ルーフィング防水 Ｓ－１ 厚１．５ｍｍ　ＥＰＴ系 施工規模５００
ｍ２ シルバー仕上げ共 材工共 パーカーアサヒ

シート防水（材工） アサヒ・ルーフィング防水Ｓ－１ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020004
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 アサヒ・ルーフィング防水 Ｓ－３－Ｋ 厚２．０ｍｍ　ＥＰＴ系 施工規模５
００ｍ２ カラーシート（歩行用） 材工共 パーカーアサヒ

シート防水（材工） アサヒ・ルーフィングＳ－３－Ｋ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020178
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ネオ・ルーフィングＥ ＲＶ－２０１ 厚１．２ｍｍ　軽舗装（ＥＰＤＭ） 施
工規模３００ｍ２ ネオトップルーフＡ（１．５ｋｇ／ｍ２）仕上げ 材工共 三ツ星ベルト

シート防水（材工） ネオルーフィングＥ　ＲＶ２０１ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020058
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ネオ・ルーフィング ＳＰＥ 厚５．２ｍｍ　脱気工法 施工規模３００ｍ２
１．２ｍｍのシート＋４．０ｍｍの脱気材 材工共 三ツ星ベルト

シート防水（材工） ネオ・ルーフィングＳＰＥ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020226
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ニューブレン ＮＢ－４０１ＨＦ　ｏｒ　４０１ＭＪ 厚１．５ｍｍ　機械的固
定工法　断熱露出 施工規模３００ｍ２ シルバー仕上げ　断熱材（ポリウレタン）２５ｍｍ 材工共 三ツ星ベルト

シート防水（材工）ニューブレン ＮＢ－４０１ＨＦｏｒ４０１ＭＪ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020306
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ＮＰシート２号－Ｓ 厚１．５ｍｍ　シルバー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材
工共 日新工業

シート防水（材工） ＮＰシート２号－Ｓ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020396
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 エスシート ＥＰ－Ｒ１０１ 厚１．２ｍｍ　露出非歩行　シルバー仕上げ 施
工規模３００ｍ２ Ｓ－Ｆ１相当 材工共 シバタ工業

シート防水（材工）エスシート ＥＰ－Ｒ１０１　Ｔ１．２ｍｍ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020298
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 エスシート ＥＰ－Ｒ１０１ 厚１．５ｍｍ　露出非歩行　シルバー仕上げ 施
工規模３００ｍ２ Ｓ－Ｆ１相当 材工共 シバタ工業

シート防水（材工）エスシート ＥＰ－Ｒ１０１　Ｔ１．５ｍｍ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020398
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 エスシート ＥＰ－Ｒ４０１ 厚１．２ｍｍ　露出断熱非歩行　シルバー仕上げ
施工規模３００ｍ２ Ｓ－Ｆ１相当　断熱材（ポリエチレン３０ｍｍ） 材工共 シバタ工業

シート防水（材工）エスシート ＥＰ－Ｒ４０１　Ｔ１．２ｍｍ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020041
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ３１０ 厚２．０ｍｍ　露出軽歩行　シルバー仕上げ 施
工規模３００ｍ２ 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工）　シルバー キンセイシート　ＫＮ３１０ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020040
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ３１０ 厚２．０ｍｍ　露出軽歩行　カラー仕上げ 施工
規模３００ｍ２ 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工）　カラー キンセイシート　ＫＮ３１０ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020042
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ４１０ 厚２．０ｍｍ　露出非歩行　シルバー仕上げ 施
工規模３００ｍ２ 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工） キンセイシート　ＫＮ４１０ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020043
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ４２０ 厚２．０ｍｍ　露出非歩行　シルバー仕上げ 施
工規模３００ｍ２ 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工） キンセイシート　ＫＮ４２０ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020326
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ４３０ 厚１．５ｍｍ　露出非歩行　シルバー仕上げ 施
工規模３００ｍ２ 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工） キンセイシート　ＫＮ４３０ ｍ２ 225 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323020328
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ４１０Ｗ 厚３．０ｍｍ　露出防水非歩行・積層　シル
バー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工） キンセイシート　ＫＮ４１０Ｗ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020330
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ４２０Ｗ 厚３．０ｍｍ　露出防水非歩行・積層　シル
バー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工） キンセイシート　ＫＮ４２０Ｗ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020332
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ５１０ 厚２．０ｍｍ　断熱防水非歩行・露出　シルバー
仕上げ 施工規模３００ｍ２ 断熱材は別途 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工） キンセイシート　ＫＮ５１０ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020334
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ５２０ 厚２．０ｍｍ　断熱防水非歩行・露出　シルバー
仕上げ 施工規模３００ｍ２ 断熱材は別途 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工） キンセイシート　ＫＮ５２０ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020336
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ５１０Ｗ 厚３．０ｍｍ　断熱防水非歩行・積層露出　シ
ルバー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 断熱材は別途 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工） キンセイシート　ＫＮ５１０Ｗ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020338
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ５２０Ｗ 厚３．０ｍｍ　断熱防水非歩行・積層露出　シ
ルバー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 断熱材は別途 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工） キンセイシート　ＫＮ５２０Ｗ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020340
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ５３０ 厚３．５ｍｍ　断熱防水歩行　コンクリート仕上
げ 施工規模３００ｍ２ 断熱材は別途 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工） キンセイシート　ＫＮ５３０ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020342
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ６１０ 厚３．５ｍｍ　押え防水屋根　コンクリート仕上
げ 施工規模３００ｍ２ 二重貼り 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工） キンセイシート　ＫＮ６１０ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020344
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ６２０ 厚２．０ｍｍ　押え防水屋根　コンクリート仕上
げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工） キンセイシート　ＫＮ６２０屋根 ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020346
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ６２０ 厚２．０ｍｍ　押え防水室内　コンクリート仕上
げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工） キンセイシート　ＫＮ６２０室内 ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020384
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ニッタシートエキストラ ５０１Ｓ 厚１．２ｍｍ　露出非歩行　シルバー仕上
げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品

シート防水　５０１Ｓ ニッタシートエキストラ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020386
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ニッタシートエキストラ ５０１ＳＮ 厚１．２ｍｍ　露出非歩行　シルバー仕
上げ 施工規模３００ｍ２ のり付シート 材工共 ニッタ化工品

シート防水　５０１ＳＮ ニッタシートエキストラ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020388
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ニッタシートエキストラ ６０１Ｓ 厚１．２ｍｍ　露出軽歩行　カラー仕上げ
施工規模３００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品

シート防水　６０１Ｓ ニッタシートエキストラ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020390
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ニッタシートエキストラ ８０１Ｓ 厚１．２ｍｍ　断熱露出非歩行　シルバー
仕上げ 施工規模３００ｍ２ ポリエチレン２５ｍｍ 材工共 ニッタ化工品

シート防水　８０１Ｓ ニッタシートエキストラ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020392
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ニッタメカシート ＭＦ５０１ＭＳ－ＳＡ 厚１．５ｍｍ　機械的固定工法　シ
ルバー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品

シート防水　ニッタメカシート ＭＦ５０１ＭＳ－ＳＡ　Ｔ１．５ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020394
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 プロフォートシート ＳＦ１ 厚１．２ｍｍ　露出非歩行　シルバー仕上げ 施
工規模３００ｍ２ ニッタ防水工業会 材工共 ニッタ化工品

シート防水　プロフォートシート ＳＦ１　Ｔ１．２ｍｍ ｍ２ 225 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020061
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ニューベストプルーフ ＮＢＰ－１１０ 厚１．５ｍｍ　非歩行用露出接着工法
平部 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水（材工）ＮＢＰ１１０ ニューベストプルーフ　平部 ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020348
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ニューベストプルーフ ＮＢＰ－２１０ 厚１．５ｍｍ　非歩行用露出機械的固
定工法　平部 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水（材工）ＮＢＰ２１０ ニューベストプルーフ　平部 ｍ２ 226 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323020350
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ニューベストプルーフ ＮＢＰ－２１０ 厚１．５ｍｍ　非歩行用露出機械的固
定工法　立上り 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水（材工）ＮＢＰ２１０ ニューベストプルーフ　立上り ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020352
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ニューベストプルーフ ＮＢＰ－２２５ 厚１．５ｍｍ　露出断熱機械的固定工
法　ポリスチレンフォーム（ｔ＝３５ｍｍ） 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水（材工）ＮＢＰ２２５ ニューベストプルーフ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020354
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフエース ＬＡ－２１０ 厚２．０ｍｍ　歩行用露出機械的固定工法
平部 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水（材工）ＬＡ－２１０ ロンプルーフエース　平部 ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020356
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフエース ＬＡ－２１０ 厚２．０ｍｍ　歩行用露出機械的固定工法
立上り 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水（材工）ＬＡ－２１０ ロンプルーフエース　立上り ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020358
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフエース ＬＡ－２２５ 厚２．０ｍｍ　露出断熱機械的固定工法
ポリスチレンフォーム（ｔ＝３５ｍｍ） 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水（材工）ＬＡ－２２５ ロンプルーフエース ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020360
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ベストプルーフシャネツ ＢＳＮ－２１０ 厚１．５ｍｍ　非歩行用露出機械的
固定工法　平部　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水（材工）ＢＳＮ２１０ ベストプルーフシャネツ　平部 ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020362
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ベストプルーフシャネツ ＢＳＮ－２１０ 厚１．５ｍｍ　非歩行用露出機械的
固定工法　立上り　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水（材工）ＢＳＮ２１０ ベストプルーフシャネツ　立上り ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020364
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ベストプルーフシャネツ ＢＳＮ－２２５ 厚１．５ｍｍ　露出断熱機械的固定
工法　ポリスチレンフォーム（ｔ＝３５ｍｍ）　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水（材工）ＢＳＮ２２５ ベストプルーフシャネツ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020366
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフシャネツ ＬＳＮ－２１０ 厚２．０ｍｍ　歩行用露出機械的固定
工法　平部　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水（材工）ＬＳＮ２１０ ロンプルーフシャネツ　平部 ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020368
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフシャネツ ＬＳＮ－２１０ 厚２．０ｍｍ　歩行用露出機械的固定
工法　立上り　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水（材工）ＬＳＮ２１０ ロンプルーフシャネツ　立上り ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020370
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフシャネツ ＬＳＮ－２２５ 厚２．０ｍｍ　露出断熱機械的固定工
法　ポリスチレンフォーム（ｔ＝３５ｍｍ）　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水（材工）ＬＳＮ２２５ ロンプルーフシャネツ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020372
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフＳＰ ＬＳＰ－２１０ＵＳ 厚２．０ｍｍ　非歩行用露出機械的固
定工法　平部　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水　ＬＳＰ２１０ＵＳ ロンプルーフＳＰ　平部 ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020374
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフＳＰ ＬＳＰ－２１０ＵＳ 厚２．０ｍｍ　非歩行用露出機械的固
定工法　立上り　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水　ＬＳＰ２１０ＵＳ ロンプルーフＳＰ　立上り ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020376
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフＳＰ ＬＳＰ－２２５ＵＳ 厚２．０ｍｍ　露出断熱機械的固定工
法　ポリスチレンフォーム（ｔ＝３５ｍｍ） 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水　ＬＳＰ２２５ＵＳ ロンプルーフＳＰ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020308
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 リベットルーフナイン Ｆ－Ｎ１５ 厚１．５ｍｍ　接着工法・非歩行用 施工
規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 アーキヤマデ

シート防水（材工）ＲＣ下地 リベットルーフナインＦ－Ｎ１５ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020310
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 リベットルーフ ＭＩＨ－ＳＧＭ２０ 厚２．０ｍｍ　アンカー（機械）固定工
法・非歩行用 施工規模３００ｍ２ 材工共 アーキヤマデ

シート防水（材工） ＭＩＨ－ＳＧＭ２０ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020204
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 リベットルーフ ＭＩＨ－ＳＧＭ１５Ｓ 厚１．５ｍｍ　アンカー（機械）固定
断熱工法・非歩行用 施工規模３００ｍ２ 断熱材２５ｍｍ厚標準 材工共 アーキヤマデ

シート防水リベットルーフ ＭＩＨ－ＳＧＭ１５Ｓ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020312
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 リベットルーフ ＭＩＨＦＤ－ＳＷ１５ＮＵ 厚１．５ｍｍ　ＬＣＳ工法（非耐
火構法）・非歩行用（ＭＤ－１） 施工規模３００ｍ２ 断熱材３０ｍｍ厚標準 材工共 アーキヤマデ

シート防水（材工） ＭＩＨＦＤ－ＳＷ１５ＮＵ ｍ２ 226 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323020036
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 サンロイドＤＮ防水システム ＷＢ－１５ プール用絶縁工法 施工規模５００
ｍ２ 材工共 住ベシート防水

シート防水（材工） サンロイド　ＷＢ－１５ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020378
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 サンロイドＤＮ防水システム ＳＬ－１５－Ｄ 機械固定工法　平場 施工規模
５００ｍ２ 材工共 住ベシート防水

シート防水（材工） サンロイド　ＳＬ－１５－Ｄ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020294
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 メカファイン ＭＦ－１５Ｆ 厚１．５ｍｍ　非歩行用　露出接着工法 施工規
模３００ｍ２ 材工共 日新工業

シート防水（材工） メカファイン　ＭＦ－１５Ｆ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020141
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ボルテックス 厚６．４ｍｍ　地下外壁面先付工法 施工規模３００ｍ２ ナト
リウム系ベントナイト防水 材工共 ボルクレイ・ジャパン

シート防水（材工） ボルテックス　Ｔ６．４ｍｍ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020127
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 クニシート 先付工法 施工規模３００ｍ２ アスファルト・ベントナイト系防
水 材工共 クニミネ工業

シート防水（材工） クニシート　先付工法 ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020322
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 クニシート 後付工法（頂部） 施工規模３００ｍ２ アスファルト・ベントナ
イト系防水 材工共 クニミネ工業

シート防水（材工） クニシート　後付工法　頂部 ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020324
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 クニシート 後付工法（壁部） 施工規模３００ｍ２ アスファルト・ベントナ
イト系防水 材工共 クニミネ工業

シート防水（材工） クニシート　後付工法　壁部 ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020252
防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 エバブレン防水システム 厚１．１ｍｍ×幅１ｍ×長２５ｍ 施工規模３
００ｍ２ 材工共 アーキヤマデ

シート防水（材工） エバブレン防水システム ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020254
防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 サンエーシート 厚１．１ｍｍ　ＳＡ－１１１　屋外防水仕様，平場 施
工規模３００ｍ２ 材工共 長谷川化学工業

シート防水（材工） サンエーシート　ＳＡ－１１１ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020400
防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 サンエーシート 厚１．１ｍｍ　ＳＡ－２１１　屋内防水仕様，平場 施
工規模３００ｍ２ 材工共 長谷川化学工業

シート防水（材工） サンエーシート　ＳＡ－２１１ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020402
防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 サンエーシート 厚１．１ｍｍ　ＳＡ－３２１　地下先やり防水仕様 施
工規模３００ｍ２ 材工共 長谷川化学工業

シート防水（材工） サンエーシート　ＳＡ－３２１ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020404
防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 サンエーシート 厚１．１ｍｍ　ＳＡ－４１１　地下後やり防水仕様 施
工規模３００ｍ２ 材工共 長谷川化学工業

シート防水（材工） サンエーシート　ＳＡ－４１１ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020256
防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 ウェドリーシート 押さえ　ＷＤ－３０１　平場 施工規模３００ｍ２
材工共 三ツ星ベルト

シート防水（材工） ウェドリーシート　ＷＤ－３０１ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020272 防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 Ｖシート Ａ－１ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ケイエス防水工業 シート防水（材工） Ｖシート　Ａ－１ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020274 防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 Ｖシート ＡＲ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ケイエス防水工業 シート防水（材工） Ｖシート　ＡＲ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020276
防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 Ｖシート Ｂ－１（セパあり） 施工規模５００ｍ２ 材工共 ケイエス防
水工業

シート防水（材工） Ｖシート　Ｂ－１ ｍ２ 226 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323030039
防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） マノール防水剤（脂肪酸系） 厚３０ｍｍ　床面 施工規模３
００ｍ２ 材工共 マノール

モルタル防水（材工） マノール防水剤　Ｔ３０ｍｍ床面 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323030058
防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） マノール防水剤（脂肪酸系） 厚２０ｍｍ　壁面 施工規模３
００ｍ２ 材工共 マノール

モルタル防水（材工） マノール防水剤　Ｔ２０ｍｍ壁面 ｍ２ 227 9323 防水工事

122/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

防水工事【公表価格】 9323030028
防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） ボース（脂肪酸系） 床３０ｍｍ　地下室 施工規模３００ｍ
２ 材工共 ボース

モルタル防水（材工） ボース　床３０ｍｍ　地下室 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323030030
防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） ボース（脂肪酸系） 壁２０ｍｍ　地下室 施工規模３００ｍ
２ 材工共 ボース

モルタル防水（材工） ボース　壁２０ｍｍ　地下室 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323030002
防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） ウォータイトＢ－１ 屋内 施工規模３００ｍ２ 材工共
ウォータイト

モルタル防水（材工） ウォータイト　Ｂ－１　屋内 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323030056
防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） ナルファルトＣ 厚３０ｍｍ　アスファルト系　水性エマル
ション 施工規模３００ｍ２ 材工共 成瀬化学

モルタル防水（材工） ナルファルトＣ　アスファルト系 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040732 防水工事 外壁塗膜防水 アトロンエラストマー ＤＭ工法　凹凸小模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料 塗膜防水（材工） アトロンエラストマー　ＤＭ工法 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040734 防水工事 外壁塗膜防水 アトロンエラストマー ＤＲ工法　スチップル模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料 塗膜防水（材工） アトロンエラストマー　ＤＲ工法 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040736
防水工事 外壁塗膜防水 アロンウォール ＳＴ工法　スター状仕上げ（低汚染仕上水性Ｓｉ仕様） 施工規模１，０００ｍ２
材工共 東亞合成

塗膜防水（材工） アロンウォール　ＳＴ工法 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040738 防水工事 外壁塗膜防水 アロンウォール ＳＴＭ工法　リップル状仕上げ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 東亞合成 塗膜防水（材工） アロンウォール　ＳＴＭ工法 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040740
防水工事 外壁塗膜防水 ハイプルーフ 標準工法　玉吹き小模様　トップコート水性シリコン仕上げ 施工規模３００ｍ２
材工共 日本特殊塗料

塗膜防水（材工） ハイプルーフ　水性シリコン ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9337150158
防水工事 外壁塗膜防水 ハイプルーフ 標準工法　玉吹き大模様　弱溶剤シリコン仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本
特殊塗料

塗膜防水（材工） ハイプルーフ　弱溶剤シリコン ｍ２ 227 9337 吹付工事

防水工事【公表価格】 9323040634 防水工事 外壁塗膜防水 セブンウォール Ｆ工法 平吹き（吹き付け） 施工規模３００ｍ２ 材工共 セブンケミカル 塗膜防水（材工） セブンウォール　Ｆ工法 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040636 防水工事 外壁塗膜防水 セブンウォール Ｓ工法 なみがた（ローラー） 施工規模３００ｍ２ 材工共 セブンケミカル 塗膜防水（材工） セブンウォール　Ｓ工法 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040638 防水工事 外壁塗膜防水 セブンウォール Ｔ工法 吹き放し（吹き付け） 施工規模３００ｍ２ 材工共 セブンケミカル 塗膜防水（材工） セブンウォール　Ｔ工法吹き放し ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040640 防水工事 外壁塗膜防水 セブンウォール Ｋ工法 キャスト（吹き付け） 施工規模３００ｍ２ 材工共 セブンケミカル 塗膜防水（材工） セブンウォール　Ｋ工法キャスト ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040742
防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｒ工法 スチップル仕上げ　スーパーカラーＷ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジ
ワラ化学

塗膜防水（材工） ハーゲンＺ　Ｈ－Ｒ工法　Ｗ ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040743
防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｒ工法 スチップル仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジ
ワラ化学

塗膜防水（材工） ハーゲンＺ　Ｈ－Ｒ工法　Ｆ ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040756 防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－ＲＭ工法 スチップル仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学 塗膜防水（材工） ハーゲンＺ　Ｈ－ＲＭ工法 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040750 防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｓ工法 弾性リシン仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学 塗膜防水（材工） ハーゲンＺ　Ｈ－Ｓ工法 ｍ２ 227 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323040744
防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｆ工法 平吹き仕上げ　スーパーカラーＷ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ
化学

塗膜防水（材工） ハーゲンＺ　Ｈ－Ｆ工法　Ｗ ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040745
防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｆ工法 平吹き仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ
化学

塗膜防水（材工） ハーゲンＺ　Ｈ－Ｆ工法　Ｆ ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9337040060
防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｆ工法 平吹き仕上げ　カラートップＷ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化
学

複層仕上塗材（材工） ハーゲンＺ　Ｈ－Ｆ工法 ｍ２ 227 9337 吹付工事

防水工事【公表価格】 9323040748
防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｃ工法 キャスト仕上げ　スーパーカラーＷ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワ
ラ化学

塗膜防水（材工） ハーゲンＺ　Ｈ－Ｃ工法　Ｗ ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040749
防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｃ工法 キャスト仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワ
ラ化学

塗膜防水（材工） ハーゲンＺ　Ｈ－Ｃ工法　Ｆ ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041216 防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－ＪＡ工法 ゆず肌仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学 塗膜防水（材工） ハーゲンＺ　Ｈ－ＪＡ工法 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040746
防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｔ工法 玉吹き仕上げ　スーパーカラーＷ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ
化学

塗膜防水（材工） ハーゲンＺ　Ｈ－Ｔ工法　Ｗ ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040747
防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｔ工法 玉吹き仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ
化学

塗膜防水（材工） ハーゲンＺ　Ｈ－Ｔ工法　Ｆ ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040764
防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｒ工法 スチップル仕上げ　スーパーカラーＷ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジ
ワラ化学

塗膜防水（材工） ハーパス　ＨＰ－Ｒ工法　Ｗ ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040765
防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｒ工法 スチップル仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジ
ワラ化学

塗膜防水（材工） ハーパス　ＨＰ－Ｒ工法　Ｆ ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040776 防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－ＲＭ工法 スチップル仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学 塗膜防水（材工） ハーパス　ＨＰ－ＲＭ工法 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040772 防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｓ工法 弾性リシン仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学 塗膜防水（材工） ハーパス　ＨＰ－Ｓ工法 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040766
防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｆ工法 ゆず肌仕上げ　スーパーカラーＷ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ
化学

塗膜防水（材工） ハーパス　ＨＰ－Ｆ工法　Ｗ ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040767
防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｆ工法 ゆず肌仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ
化学

塗膜防水（材工） ハーパス　ＨＰ－Ｆ工法　Ｆ ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040770
防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｃ工法 キャスト仕上げ　スーパーカラーＷ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワ
ラ化学

塗膜防水（材工） ハーパス　ＨＰ－Ｃ工法　Ｗ ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040771
防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｃ工法 キャスト仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワ
ラ化学

塗膜防水（材工） ハーパス　ＨＰ－Ｃ工法　Ｆ ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041218 防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－ＪＡ工法 ゆず肌仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学 塗膜防水（材工） ハーパス　ＨＰ－ＪＡ工法 ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040768
防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｔ工法 玉吹き仕上げ　スーパーカラーＷ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ
化学

塗膜防水（材工） ハーパス　ＨＰ－Ｔ工法　Ｗ ｍ２ 227 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323040769
防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｔ工法 玉吹き仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ
化学

塗膜防水（材工） ハーパス　ＨＰ－Ｔ工法　Ｆ ｍ２ 227 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9337150160 防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｔ工法 玉吹き仕上げ　パストップ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学 防水形複層仕上塗材（材工） ハーパス　ＨＰ－Ｔ工法 ｍ２ 227 9337 吹付工事

防水工事【公表価格】 9323040319
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ポリルーフ ＰＰ－８Ｖ 厚２．７ｍｍ　屋上・バルコニー　露出 施工規模３００ｍ２ ウ
レタン・ＦＲＰ複合防水システム 材工共 双和化学産業

塗膜防水（材工） ポリルーフ　ＰＰ－８Ｖ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040314
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ポリルーフ ＰＳ－１Ｄ 厚２．１ｍｍ　屋上・バルコニー（小面積）　露出 施工規模３
００ｍ２ 弾性ＦＲＰ防水システム 材工共 双和化学産業

塗膜防水（材工） ポリルーフ　ＰＳ－１Ｄ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040436
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ポリルーフ ＰＰ－１Ｖ 厚２．９ｍｍ　屋上駐車場　露出 施工規模３００ｍ２ ウレタ
ン・ＦＲＰ複合防水システム 材工共 双和化学産業

塗膜防水（材工） ポリルーフ　ＰＰ－１Ｖ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040315
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ポリルーフ ＰＰ－１０Ｇ 厚３．６ｍｍ　屋上緑化　露出 施工規模１００ｍ２ ウレタ
ン・ＦＲＰ複合防水システム 材工共 双和化学産業

塗膜防水（材工） ポリルーフ　ＰＰ－１０Ｇ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040672
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ニッポー ＮＲ－１工法 厚２．２ｍｍ　屋上用露出工法　歩行用 施工規模３００ｍ２ 軟
質ＦＲＰ防水工法 材工共 日豊化学産業

塗膜防水（材工） ニッポー　ＮＲ－１工法 ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040708
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ニッポー ＮＵＲ－２工法 厚３．０ｍｍ　屋上用露出工法　歩行用 施工規模３００ｍ２
軟質ＦＲＰ防水工法 材工共 日豊化学産業

塗膜防水（材工） ニッポー　ＮＵＲ－２工法 ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040710
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ニッポー ラスト－Ａ工法 厚３．２ｍｍ　屋上用露出工法　歩行用 施工規模３００ｍ２
軟質ＦＲＰ複合通気型工法 材工共 日豊化学産業

塗膜防水（材工） ニッポー　ラスト－Ａ工法 ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040712
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ニッポー ラスト－Ｂ工法 厚４．２ｍｍ　屋上用露出工法　歩行用 施工規模３００ｍ２
軟質ＦＲＰ複合通気型工法 材工共 日豊化学産業

塗膜防水（材工） ニッポー　ラスト－Ｂ工法 ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041210
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ポリネクス ＮＳ－１工法 厚２．２ｍｍ　屋上・ベランダ用露出工法　歩行用 施工規模
３００ｍ２ ＦＢＫ環境認定工法 材工共 日豊化学産業

塗膜防水（材工） ポリネクス　ＮＳ－１工法 ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041212
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ポリネクス ＮＳ－１Ｓ工法 厚２．５ｍｍ　浴室用露出工法　歩行用 施工規模３００ｍ
２ ＦＢＫ環境認定工法 材工共 日豊化学産業

塗膜防水（材工） ポリネクス　ＮＳ－１Ｓ工法 ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041214
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ポリネクス ＮＳＪ－２工法 厚３．０ｍｍ　木造ベランダ用露出工法　歩行用 施工規模
３００ｍ２ ＦＢＫ環境認定工法 材工共 日豊化学産業

塗膜防水（材工） ポリネクス　ＮＳＪ－２工法 ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040177
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パンレタンエコプルーフ ＳＥ３０－Ｔ 通気緩衝工法　歩行 施工規模３００ｍ２ Ｘ－１
仕様相当 材工共 保土谷建材

塗膜防水（材工）　ＳＥ３０－Ｔ パンレタンエコプルーフ　歩行 ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040179
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パンレタンエコプルーフ ＣＥ３０－Ｔ 密着工法　歩行 施工規模３００ｍ２ 塗装仕上げ
Ｘ－２仕様相当 材工共 保土谷建材

塗膜防水（材工）　ＣＥ３０－Ｔ パンレタンエコプルーフ　歩行 ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040181
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パンレタンエコプルーフ ＳＥ２０－Ｔ 通気緩衝工法　軽歩行 施工規模３００ｍ２ 塗装
仕上げ　Ｘ－２仕様相当 材工共 保土谷建材

塗膜防水（材工）　ＳＥ２０－Ｔ パンレタンエコプルーフ　軽歩行 ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040784
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００　ＲＮ－２００ 厚２．０ｍｍ　非歩行用シルバー仕上げ 施工規模
３００ｍ２ 材工共 ボース

塗膜防水（材工）ＲＮ－２００ ウレボンＲ－２００　Ｔ２ｍｍ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040786
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００　ＲＣ－２００ 厚２．０ｍｍ　軽歩行用トップコートカラー仕上げ
施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース

塗膜防水（材工）ＲＣ－２００ ウレボンＲ－２００　Ｔ２ｍｍ ｍ２ 228 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323040788
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００　ＲＣ－３００ 厚３．０ｍｍ　歩行用トップコートカラー仕上げ
施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース

塗膜防水（材工）ＲＣ－３００ ウレボンＲ－２００　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040398
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００　ＲＮＣ－３００ 厚３．０ｍｍ　歩行用トップコートカラー仕上げ
施工規模３００ｍ２ Ｘ－２仕様相当 材工共 ボース

塗膜防水（材工） ウレボンＲ－２００　Ｔ３ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040790
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００　ＲＮＢ－３００ 厚３．０ｍｍ　保護モルタル（別途）仕上げ 施
工規模３００ｍ２ 材工共 ボース

塗膜防水（材工）ＲＮＢ－３００ ウレボンＲ－２００　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040792
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００　ＮＲ－２ 厚２．０ｍｍ　露出軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 材工
共 ボース

塗膜防水（材工）ＮＲ－２ ウレボンＲ－２００　Ｔ２ｍｍ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040794
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００　ＮＲ－３ 厚３．０ｍｍ　露出歩行用 施工規模３００ｍ２ Ｘ－１
仕様相当 材工共 ボース

塗膜防水（材工）ＮＲ－３ ウレボンＲ－２００　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040796
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００立上り　Ｒ－１ 厚１．７ｍｍ　トップコートＧ仕上げ 施工規模３
００ｍ２ 材工共 ボース

塗膜防水（材工）Ｒ－１ ウレボンＲ２００立上りＴ１．７ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040798
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００立上り　Ｒ－２ 厚２．０ｍｍ　トップコートＧ仕上げ 施工規模３
００ｍ２ Ｘ－２仕様相当 材工共 ボース

塗膜防水（材工）Ｒ－２ ウレボンＲ２００立上り　Ｔ２ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040800
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ユニボン Ｕ－２００ 厚２．０ｍｍ　保護モルタル（別途）仕上げ 施工規模３００ｍ２
材工共 ボース

塗膜防水（材工） ユニボンＵ－２００　Ｔ２ｍｍ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040802
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ユニボンＲ ＲＴ 厚２．０ｍｍ　トップコートＧ仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共
ボース

塗膜防水（材工） ユニボンＲ　ＲＴ　Ｔ２ｍｍ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040804
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ユニボンＲ ＲＭ 厚３．０ｍｍ　トップコートＧ仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共
ボース

塗膜防水（材工） ユニボンＲ　ＲＭ　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041186
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＡＲウレタン　防水Ｘ工法 Ｘ－１（ＧＳシート）　屋上用露出　通気緩衝工法 施工規模
３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 エイ・アール・センター

塗膜防水（材工） ＡＲウレタン　防水Ｘ工法Ｘ－１ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040578
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＡＲウレタン　防水Ｘ工法 Ｘ－２　屋上用露出　密着工法 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下
地 材工共 エイ・アール・センター

塗膜防水（材工） ＡＲウレタン　防水Ｘ工法Ｘ－２ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041256
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ ＦＵ－４０－ＮＥ 厚３．０ｍｍ　屋上　通気緩衝工法 施工規模３００ｍ２
Ｘ－１仕様相当 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） Ｕ－ＨＩＴ　ＦＵ－４０－ＮＥ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041258
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ ＦＵ－２６－ＮＥ 厚２．０ｍｍ　屋上　通気緩衝工法 施工規模３００ｍ２
材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） Ｕ－ＨＩＴ　ＦＵ－２６－ＮＥ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041260
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ ＪＵ－３９－ＮＥ 厚３．０ｍｍ　屋上　通気緩衝複合工法 施工規模３００
ｍ２ Ｘ－１仕様相当 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） Ｕ－ＨＩＴ　ＪＵ－３９－ＮＥ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041262
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ ＭＵ－３９－ＮＥ 厚３．０ｍｍ　屋上　クロス入り密着工法 施工規模３０
０ｍ２ Ｘ－２仕様相当 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） Ｕ－ＨＩＴ　ＭＵ－３９－ＮＥ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041264
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ ＭＵ－２６－ＮＥ 厚２．０ｍｍ　屋上　クロス入り密着工法 施工規模３０
０ｍ２ 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） Ｕ－ＨＩＴ　ＭＵ－２６－ＮＥ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041266
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ Ｕ－３９－ＮＥ 厚３．０ｍｍ　バルコニー・庇　密着工法 施工規模３００
ｍ２ 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） Ｕ－ＨＩＴ　Ｕ－３９－ＮＥ ｍ２ 228 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323041268
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ Ｕ－２６－ＮＥ 厚２．０ｍｍ　バルコニー・庇　密着工法 施工規模３００
ｍ２ 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） Ｕ－ＨＩＴ　Ｕ－２６－ＮＥ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041270
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ Ｕ－２０－ＮＥ 厚１．５ｍｍ　バルコニー・庇　密着工法 施工規模３００
ｍ２ 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） Ｕ－ＨＩＴ　Ｕ－２０－ＮＥ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041272
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ ＭＴ－２６－ＮＥ 厚２．０ｍｍ　立上り　クロス入り 施工規模３００ｍ２
Ｘ－１，Ｘ－２立上り仕様相当 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） Ｕ－ＨＩＴ　ＭＴ－２６－ＮＥ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041274
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ Ｔ－２６－ＮＥ 厚２．０ｍｍ　立上り 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化
学工業

塗膜防水（材工） Ｕ－ＨＩＴ　Ｔ－２６－ＮＥ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041276
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ Ｔ－２０－ＮＥ 厚１．５ｍｍ　立上り 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化
学工業

塗膜防水（材工） Ｕ－ＨＩＴ　Ｔ－２０－ＮＥ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040360
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ロバストコート Ｆ－３０ 厚３．０ｍｍ　非歩行用防水　カラー仕上げ 施工規模３００
ｍ２ 材工共 ヨツヤウレタン

塗膜防水（材工） ロバストコート　Ｆ－３０ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040362
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ロバストコート Ｗ－２５ 厚２．５ｍｍ　立面用防水　カラー仕上げ 施工規模３００ｍ
２ 材工共 ヨツヤウレタン

塗膜防水（材工） ロバストコート　Ｗ－２５ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041190
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＤＰツーガード・ゼロ ＴＺ－３Ｃ 厚３．０ｍｍ　軽歩行用露出仕上げ　モルタル下地
施工規模３００ｍ２ 材工共 ディックプルーフィング

塗膜防水（材工） ＤＰツーガード・ゼロＴＺ－３Ｃ ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040510
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 アルボン Ｐ－８００床 Ｐ－８００－１０工法　エポキシ塗床　浴室床５割高 施工規模
３００ｍ２ 材工共 三石

塗膜防水（材工） アルボン　Ｐ－８００床 ｍ２ 228 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040622
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 バリューズ　ＶＳ工法 ＶＳ－ＨＧ 厚２ｍｍ　屋上用防水　保険付き１５年保証仕様　無
機質仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） バリューズＶＳ工法　ＶＳ－ＨＧ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040824
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 バリューズ　ＶＳ工法 ＶＳ－Ｒ 厚２ｍｍ　屋上用防水　保険付き１５年保証仕様　無機
質仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） バリューズＶＳ工法　ＶＳ－Ｒ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040858
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＴ工法 ＳＰＴ－２００ 厚２．０ｍｍ　軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイ
フレックス

塗膜防水（材工） ＳＰＴ工法　ＳＰＴ－２００ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040860
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＴ工法 ＳＰＴ－３００ 厚３．０ｍｍ　歩行用 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフ
レックス

塗膜防水（材工） ＳＰＴ工法　ＳＰＴ－３００ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040874
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＴ工法 ＳＰＸ－２ 厚３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ Ｘ－２相当品 材工共 ダイフ
レックス

塗膜防水（材工） ＳＰＴ工法　ＳＰＸ－２ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040878 防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＲ工法 ＳＰＲ－２００ 厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス 塗膜防水（材工） ＳＰＲ工法　ＳＰＲ－２００ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040880 防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＲ工法 ＳＰＲ－３００ 厚３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス 塗膜防水（材工） ＳＰＲ工法　ＳＰＲ－３００ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040882
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＲ工法 ＳＰＲＦ－２００ 厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレック
ス

塗膜防水（材工） ＳＰＲ工法　ＳＰＲＦ－２００ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041318
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＴエコ工法 ＳＰＴ－２００エコ 厚２．０ｍｍ　軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 材工
共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） ＳＰＴエコ　ＳＰＴ－２００エコ ｍ２ 229 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323041320
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＴエコ工法 ＳＰＴ－３００エコ 厚３．０ｍｍ　歩行用 施工規模３００ｍ２ 材工共
ダイフレックス

塗膜防水（材工） ＳＰＴエコ　ＳＰＴ－３００エコ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041322
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＴエコ工法 ＳＰＸ－１エコ 厚３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ Ｘ－１相当品 材工
共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） ＳＰＴエコ　ＳＰＸ－１エコ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041324
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＲエコ工法 ＳＰＲＦ－２００エコ 厚２．０ｍｍ　非歩行用　外断熱仕様 施工規模
３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） ＳＰＲエコＳＰＲＦ－２００エコ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041326
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＲエコ工法 ＳＰＭ－２００ＬＦエコ 厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダ
イフレックス

塗膜防水（材工） ＳＰＲエコＳＰＭ２００ＬＦエコ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041328
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＭエコ工法 ＳＰＭ－２００エコ 厚２．０ｍｍ　狭小屋根・庇 施工規模３００ｍ２
材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） ＳＰＭエコ　ＳＰＭ－２００エコ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041330
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＭエコ工法 ＳＰＭ－３００エコ 厚３．０ｍｍ　狭小屋根・庇 施工規模３００ｍ２
材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） ＳＰＭエコ　ＳＰＭ－３００エコ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041332
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＭエコ工法 ＳＰＸ－２エコ 厚３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ Ｘ－２相当品 材工
共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） ＳＰＭエコ　ＳＰＸ－２エコ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040912
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＭ工法 ＶＭ－Ｓ 厚２．０ｍｍ　保険付き１０年保証仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共
ダイフレックス

塗膜防水（材工） ＶＭ工法　ＶＭ－Ｓ　保険付き ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040914
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＭ工法 ＶＭ－Ｒ 厚１．８ｍｍ　保険付き１０年保証仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共
ダイフレックス

塗膜防水（材工） ＶＭ工法　ＶＭ－Ｒ　保険付き ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040916
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＭ工法 ＶＭ－ＲＦ 厚２．０ｍｍ　保険付き１０年保証仕様 施工規模３００ｍ２ 材工
共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） ＶＭ工法　ＶＭ－ＲＦ　保険付き ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040918
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＭ工法 ＶＭ－ＳＬ 厚２．０ｍｍ　保険付き１０年保証仕様 施工規模３００ｍ２ 立上
り仕様 材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） ＶＭ工法　ＶＭ－ＳＬ　保険付き ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040920 防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＤ工法 ＶＤ－Ｓ 厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス 塗膜防水（材工） ＶＤ工法　ＶＤ－Ｓ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040922 防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＤ工法 ＶＤ－ＨＧ 厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス 塗膜防水（材工） ＶＤ工法　ＶＤ－ＨＧ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040924 防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＤ工法 ＶＤ－Ｒ 厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス 塗膜防水（材工） ＶＤ工法　ＶＤ－Ｒ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040926 防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＤ工法 ＶＤ－ＲＦ 厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス 塗膜防水（材工） ＶＤ工法　ＶＤ－ＲＦ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040928
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＳＰＭ－１６０ＩＹ 厚１．６ｍｍ　一般床用 施工規模３０
０ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水・材工ＳＰＭ１６０ＩＹ クイックスプレー密着工法 ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040930
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＳＰＭ－１６０ＳＫ 厚１．６ｍｍ　折板・瓦棒屋根用 施工
規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水・材工ＳＰＭ１６０ＳＫ クイックスプレー密着工法 ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040932
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＳＰＭ－１６０ＫＹ 厚１．６ｍｍ　勾配屋根用 施工規模３
００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水・材工ＳＰＭ１６０ＫＹ クイックスプレー密着工法 ｍ２ 229 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323040934
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＳＰＭ－１６０ＫＲ 厚１．６ｍｍ　開放廊下用 施工規模３
００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水・材工ＳＰＭ１６０ＫＲ クイックスプレー密着工法 ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040936
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＳＰＭ－２００ＫＫ 厚２．０ｍｍ　競技場観客用　スタン
ダードタイプ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水・材工ＳＰＭ２００ＫＫ クイックスプレー　スタンダード ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040938
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＳＰＭ－２００ＫＫ 厚２．０ｍｍ　競技場観客用　ハイグ
レードタイプ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水・材工ＳＰＭ２００ＫＫ クイックスプレー　ハイグレード ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040940
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＵＰＭ－１０ 厚３．０ｍｍ　屋上・勾配屋根（歩行用） 施
工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水・材工　ＵＰＭ－１０ クイックスプレー密着工法 ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040942
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＵＰＭ－１０Ｃ 厚３．０ｍｍ　屋上・重歩行用（コンクリー
ト保護仕様） 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水・材工　ＵＰＭ－１０Ｃ クイックスプレー密着工法 ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040944
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＵＰＭ－１０ＣＦ 厚３．０ｍｍ　屋上・重歩行用（コンク
リート保護断熱仕様） 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水・材工ＵＰＭ－１０ＣＦ クイックスプレー密着工法 ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040946
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 グリーンプレイス工法 Ｕ－ＶＦ ウレタン＋ＦＲＰ複合仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共
ダイフレックス

塗膜防水（材工） グリーンプレイス工法　Ｕ－ＶＦ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040948
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 グリーンプレイス工法 Ｇ－ＵＦ 低発泡ウレタン＋ポリウレア複合仕様 施工規模３００
ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） グリーンプレイス工法　Ｇ－ＵＦ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040950
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 グリーンプレイス工法 Ｖ－ＵＦ 一液ウレタン＋ポリウレア複合仕様 施工規模３００ｍ
２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） グリーンプレイス工法　Ｖ－ＵＦ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040952
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワルーフ工法 ＵＰＶ－１０ 重歩行用仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレック
ス

塗膜防水（材工） パワルーフ工法　ＵＰＶ－１０ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040954
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワルーフ工法 ＵＰＶ－２０ 重歩行用仕様　無機質調仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工
共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） パワルーフ工法　ＵＰＶ－２０ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040956
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワドリーム工法 ＰＤ－７６Ａ１ 防火（飛び火）認定取得工法　防火用トップコート仕
上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工）　トップコート パワドリーム工法ＰＤ－７６Ａ１ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040960
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワドリーム工法 ＰＤー７６Ｂ３ 浴室防水改修用 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフ
レックス

塗膜防水（材工） パワドリーム工法ＰＤー７６Ｂ３ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040962
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワドリーム工法 ＰＤー７６ＢＴ 浴室防水改修用　タイル仕上げ 施工規模３００ｍ２
材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） パワドリーム工法ＰＤー７６ＢＴ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040964
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワドリーム工法 ＰＤ－７６Ａ３ 防火水槽・厨房床他防水用 施工規模３００ｍ２ 材工
共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） パワドリーム工法ＰＤ－７６Ａ３ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040966
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワドリーム工法 ＰＤ－４５Ａ３ 防火水槽・厨房床他防水用 施工規模３００ｍ２ 材工
共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） パワドリーム工法ＰＤ－４５Ａ３ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040968
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワドリーム工法 ＰＤ－７６Ａ３Ｋ 防火水槽・厨房床他防水用 施工規模３００ｍ２ 材
工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） パワドリーム工法ＰＤ７６Ａ３Ｋ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040514
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コスミックＰＲＯ ＰＸ－２ 厚３．０ｍｍ　歩行用密着工法 施工規模３００ｍ２ Ｘ－２
材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） コスミックＰＲＯ　ＰＸ－２ ｍ２ 229 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323040516
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コスミックＳＰＲＡＹ ＳＳＥ－２０ 厚２．０ｍｍ　超速硬化密着工法 施工規模３００
ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） コスミックＳＰＲＡＹＳＳＥ２０ ｍ２ 229 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040324
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ソフランシール ＵＮ－２６ ２．６ｋｇ工法　ウレタン塗膜防水　密着工法　クロスなし
施工規模３００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品

塗膜防水（材工）ソフランシール ＵＮ－２６ ｍ２ 230 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041308
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ソフランシール ＵＮＣ－２６ ２．６ｋｇ工法　ウレタン塗膜防水　密着工法　クロスあ
り 施工規模３００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品

塗膜防水（材工）ソフランシール ＵＮＣ－２６ ｍ２ 230 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041310
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ソフランシール ＳＳＡ－ＵＮ－３９ ３．９ｋｇ工法　ウレタン塗膜防水　通気暖衝工法
施工規模３００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品

塗膜防水（材工）ソフランシール ＳＳＡ－ＵＮ－３９ ｍ２ 230 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041312
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 プロフォートコート Ｍ２０ ２．６ｋｇ工法　ウレタン塗膜防水　密着工法　クロスなし
施工規模３００ｍ２ ニッタ防水工業会 材工共 ニッタ化工品

塗膜防水　プロフォートコート Ｍ２０ ｍ２ 230 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041314
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 プロフォートコート ＭＣ２０ ２．６ｋｇ工法　ウレタン塗膜防水　密着工法　クロスあ
り 施工規模３００ｍ２ ニッタ防水工業会 材工共 ニッタ化工品

塗膜防水　プロフォートコート ＭＣ２０ ｍ２ 230 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041316
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 プロフォートコート Ｘ１ ３．９ｋｇ工法　ウレタン塗膜防水　通気暖衝工法 施工規模
３００ｍ２ ニッタ防水工業会 材工共 ニッタ化工品

塗膜防水　プロフォートコート Ｘ１ ｍ２ 230 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040278
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　Ｒ－１ 厚２．０ｍｍ　屋上歩行　軟質ＦＲＰ防水 施工規模３００ｍ２ 寒
冷地仕様は別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＲ－１　屋上歩行 ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040970
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　Ｒ－１ 厚１．８ｍｍ　立上り部　軟質ＦＲＰ防水 施工規模３００ｍ２ 寒
冷地仕様は別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＲ－１　立上り部 ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040280
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　Ｔ－２ 厚３．０ｍｍ　受水槽　軟質ＦＲＰ防水 施工規模３００ｍ２ 寒冷
地仕様は別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＴ－２　受水槽 ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040972
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　Ｔ－２ 厚２．７ｍｍ　立上り部　軟質ＦＲＰ防水 施工規模３００ｍ２ 寒
冷地仕様は別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＴ－２　立上り部 ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040660
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　Ｒ－３ 厚３．０ｍｍ　駐車場・木造べランダ・バルコニー　防火認定　Ｄ
Ｒ－００８２（木造） 施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＲ－３　駐車場他 ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040974
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　Ｒ－３ 厚２．６ｍｍ　立上り部　防火認定　ＤＲ－００８２（木造） 施工
規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＲ－３　立上り部 ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040662
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　ＳＰ絶縁工法 厚５．０ｍｍ　屋上・バルコニー・通気絶縁 施工規模３００
ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＳＰ絶縁工法 ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040976
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　ＳＰ絶縁工法 厚１．８ｍｍ　立上り部 施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は
別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＳＰ絶縁工法立上り部 ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040664
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　ＳＰ植栽工法 厚５．２ｍｍ　屋上緑化・植栽　通気絶縁仕様 施工規模３０
０ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＳＰ植栽工法 ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040978
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　ＳＰ植栽工法 厚２．６ｍｍ　立上り部 施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は
別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＳＰ植栽工法立上り部 ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040666
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　ＳＰ断熱工法 厚３０．０ｍｍ　屋上・外断熱 施工規模３００ｍ２ 寒冷地
仕様は別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＳＰ断熱工法 ｍ２ 231 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323040980
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　ＳＰ断熱工法 厚１．８ｍｍ　立上り部 施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は
別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＳＰ断熱工法立上り部 ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040287
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ボースイテックス 厚１．５ｍｍ　＃１０００　ウレタン系無溶剤型２液 施工規模３００
ｍ２ 材工共 大同塗料

塗膜防水（材工） ボースイテックス　＃１０００ ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041368
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サラセーヌ ＡＶ－Ｘ－１ＥＺ（３１） 歩行用　通気緩衝工法　環境対応型 施工規模３
００ｍ２ ＴＪサーモ仕上げ 材工共 ＡＧＣポリマー建材

塗膜防水（材工）サラセーヌ ＡＶ－Ｘ－１ＥＺ（３１） ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041370
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サラセーヌ ＡＶ－Ｘ－１Ｋ（３１） 歩行用　通気緩衝工法 施工規模３００ｍ２ Ｔサー
モ仕上げ 材工共 ＡＧＣポリマー建材

塗膜防水（材工）サラセーヌ ＡＶ－Ｘ－１Ｋ（３１） ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041372
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サラセーヌ Ｘ－２ＥＺ（３１） 歩行用　密着工法　環境対応型 施工規模３００ｍ２ Ｔ
Ｊサーモ仕上げ 材工共 ＡＧＣポリマー建材

塗膜防水（材工）サラセーヌ Ｘ－２ＥＺ（３１） ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041374
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サラセーヌ Ｘ－２Ｋ（３１） 歩行用　密着工法 施工規模３００ｍ２ Ｔサーモ仕上げ
材工共 ＡＧＣポリマー建材

塗膜防水（材工）サラセーヌ Ｘ－２Ｋ（３１） ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041376
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サラセーヌ Ｘ－２立上りＥＺ（３１） 歩行用　密着工法　環境対応型 施工規模３００
ｍ２ ＴＪサーモ仕上げ 材工共 ＡＧＣポリマー建材

塗膜防水（材工）サラセーヌ Ｘ－２立上りＥＺ（３１） ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041378
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サラセーヌ Ｘ－２立上り（３１） 歩行用　密着工法 施工規模３００ｍ２ Ｔサーモ仕上
げ 材工共 ＡＧＣポリマー建材

塗膜防水（材工）サラセーヌ Ｘ－２立上り（３１） ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040408
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 スミラック Ｒ－１ 厚４．２ｍｍ　屋上防水脱気工法・軟質ＦＲＰ防水工法 施工規模３
００ｍ２ 材工共 住商産業

塗膜防水（材工） スミラック　Ｒ－１　Ｔ４．２ ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040409
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 スミラック Ｒ－２ 厚３．０ｍｍ　受水槽・駐車場・バルコニー・軟質ＦＲＰ防水工法
施工規模３００ｍ２ 材工共 住商産業

塗膜防水（材工） スミラック　Ｒ－２　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040411
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 スミラック Ｒ－３ 厚２．０ｍｍ　屋上防水歩行工法・軟質ＦＲＰ防水工法 施工規模３
００ｍ２ 材工共 住商産業

塗膜防水（材工） スミラック　Ｒ－３　Ｔ２ｍｍ ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040352
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 アロンコート ＳＱ－Ｓ ＲＣ下地・標準仕上げ　アロン水性ＲＵ仕上 施工規模３００ｍ
２ 材工共 東亞合成

塗膜防水（材工） アロンコート　ＳＱ－Ｓ ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040552
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サンコート ＳＲ－１工法 厚２．０ｍｍ　屋上歩行用　軟質ＦＲＰ防水 施工規模１００
ｍ２ 北海道仕様 材工共 三幸ケミカル

塗膜防水（材工）　北海道仕様 サンコートＳＲ－１　Ｔ２ ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040554
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サンコート ＳＲ－２工法 厚３．０ｍｍ　駐車場　軟質ＦＲＰ防水 施工規模１００ｍ２
北海道仕様 材工共 三幸ケミカル

塗膜防水（材工）　北海道仕様 サンコートＳＲ－２　Ｔ３ ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040694
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サンコート ＳＴ－１工法 厚２．０ｍｍ　貯水槽用　軟質ＦＲＰ防水 施工規模１００ｍ
２ 北海道仕様 材工共 三幸ケミカル

塗膜防水（材工）　北海道仕様 サンコート　ＳＴ－１ ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040696
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サンコート ＳＰＲ工法 厚３．０ｍｍ　屋上絶縁歩行用　軟質ＦＲＰ防水 施工規模１０
０ｍ２ 北海道仕様 材工共 三幸ケミカル

塗膜防水（材工）　北海道仕様 サンコート　ＳＰＲ ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041278
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 セピロン ＵＦ－２０ＱＣＷ 厚２．０ｍｍ　非歩行用　密着工法 施工規模３００ｍ２ 材
工共 日新工業

塗膜防水（材工） セピロン　ＵＦ－２０ＱＣＷ ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041280
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 セピロン ＵＦ－３０ＱＣＷ 厚３．０ｍｍ　歩行用　密着工法 施工規模３００ｍ２ Ｘ－
２仕様相当 材工共 日新工業

塗膜防水（材工） セピロン　ＵＦ－３０ＱＣＷ ｍ２ 231 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323041282
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 セピロン ＵＢ－１５ＱＣＷ 厚１．５ｍｍ　ベランダ・開放廊下用　密着工法 施工規模
３００ｍ２ 材工共 日新工業

塗膜防水（材工） セピロン　ＵＢ－１５ＱＣＷ ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041284
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 セピロン ＵＤ－２０ＱＡＣＷ 厚２．０ｍｍ　非歩行　通気緩衝工法 施工規模３００ｍ
２ 材工共 日新工業

塗膜防水（材工） セピロン　ＵＤ－２０ＱＡＣＷ ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041286
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 セピロン ＵＤ－３０ＱＡＣＷ 厚３．０ｍｍ　非歩行　通気緩衝工法 施工規模３００ｍ
２ Ｘ－１仕様相当 材工共 日新工業

塗膜防水（材工） セピロン　ＵＤ－３０ＱＡＣＷ ｍ２ 231 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041008
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＪＥＴスプレー工法 ＪＥＴルーフ／フロア 厚２．０ｍｍ　一般防水仕様　露出仕様 施
工規模３００ｍ２ 材工共 カワタコーポレーション

塗膜防水　ＪＥＴスプレー工法 ＪＥＴルーフ／フロア ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041010
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＪＥＴスプレー工法 ＪＥＴスーパールーフ／フロア 厚３．０ｍｍ　一般防水仕様　露出
仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 カワタコーポレーション

塗膜防水　ＪＥＴスプレー工法 ＪＥＴスーパールーフ／フロア ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041012
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＪＥＴスプレー工法 ＪＥＴプールサイド 厚２．０ｍｍ　歩行用ノンスリップ仕上げ　露
出仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 カワタコーポレーション

塗膜防水　ＪＥＴスプレー工法 ＪＥＴプールサイド　Ｔ２ｍｍ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041014
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＪＥＴスプレー工法 ＪＥＴプールサイド 厚３．０ｍｍ　歩行用ノンスリップ仕上げ　露
出仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 カワタコーポレーション

塗膜防水　ＪＥＴスプレー工法 ＪＥＴプールサイド　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041024
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 マノール　１液ウレタン　Ｘ－１工法 厚３．０ｍｍ　屋上（通気工法） 施工規模３００
ｍ２ 材工共 マノール

塗膜防水（材工）　Ｘ－１工法 マノール　１液ウレタン ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041026
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 マノール　１液ウレタン　Ｘ－２工法 厚３．０ｍｍ　屋上（一般） 施工規模３００ｍ２
材工共 マノール

塗膜防水（材工）　Ｘ－２工法 マノール　１液ウレタン ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041028
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 マノール　１液ウレタン（マノール仕様） 厚２．０ｍｍ　庇等　補強クロス併用 施工規
模３００ｍ２ 材工共 マノール

塗膜防水（材工）　マノール仕様 マノール　１液ウレタン　補強 ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041030
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 マノール　１液ウレタン（マノール仕様） 厚２．０ｍｍ　バルコニー等 施工規模３００
ｍ２ 材工共 マノール

塗膜防水（材工）　マノール仕様 マノール　１液ウレタン ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040040
防水工事 塗膜防水　溶剤溶液型 ＮＳ防水工法 ＮＳ－１０２ コンクリート・モルタル下地 施工規模３００ｍ２ 材工共
日新工業

塗膜防水（材工） ＮＳ防水工法　ＮＳ－１０２ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040388
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ビッグサン ＲＣ－５ ３．０ｋｇ／ｍ２　歩行用　モルタル押え　絶縁クロ
ス仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日化成

塗膜防水（材工） ビッグサン　ＲＣ－５　歩行用 ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040390
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ビッグサン ＲＢ－６ ３．５ｋｇ／ｍ２　軽歩行用　露出工法 施工規模３
００ｍ２ 材工共 大日化成

塗膜防水（材工） ビッグサン　ＲＢ－６　軽歩行用 ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040392
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ビッグサン ＲＡ－４ ２．８ｋｇ／ｍ２　軽歩行用　露出工法 施工規模３
００ｍ２ 材工共 大日化成

塗膜防水（材工） ビッグサン　ＲＡ－４　軽歩行用 ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041032
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ビッグサン ＲＸ ３．２ｋｇ／ｍ２　軽歩行用　露出工法　通気緩衝工法
施工規模３００ｍ２ 材工共 大日化成

塗膜防水（材工） ビッグサン　ＲＸ　軽歩行用 ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040648
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＨＧ／ｎｔ ＤＫ－１工法　脱気工法・軽歩行仕様 施工規
模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）ＤＫ－１工法 ＭＹルーファー　ＨＧ／ｎｔ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040650
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＨＧ／ｎｔ ＭＭ工法　折版・瓦棒・波鉄板屋根　吹付 施
工規模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）ＭＭ工法 ＭＹルーファー　ＨＧ／ｎｔ ｍ２ 232 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323041034
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＨＧ ＭＳ工法（吹付け）　スレート 施工規模３００ｍ２
材工共 三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）ＭＳ工法吹付け ＭＹルーファー　ＨＧ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041036
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＨＧ ＭＨ－１工法　密着非歩行仕上げ 施工規模３００ｍ
２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）　ＭＨ－１工法 ＭＹルーファー　ＨＧ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041038
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＨＧ ＤＨ－１工法　脱気非歩行仕上げ 施工規模３００ｍ
２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）　ＤＨ－１工法 ＭＹルーファー　ＨＧ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041040
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＨＧ ＭＫ－１工法　密着非歩行仕上げ 施工規模３００ｍ
２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）　ＭＫ－１工法 ＭＹルーファー　ＨＧ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041042
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＷＧ Ｌ－１工法　スチップル状 施工規模５００ｍ２ 材工
共 三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）　Ｌ－１工法 ＭＹルーファー　ＷＧ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041044
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＷＧ Ｌ－２工法　スチップル状 施工規模５００ｍ２ 材工
共 三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）　Ｌ－２工法 ＭＹルーファー　ＷＧ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041046
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＷＧ Ｌ－３工法　スチップル状 施工規模５００ｍ２ 材工
共 三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）　Ｌ－３工法 ＭＹルーファー　ＷＧ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041048
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＷＧ Ｆ－１工法　平吹き状 施工規模５００ｍ２ 材工共
三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）　Ｆ－１工法 ＭＹルーファー　ＷＧ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041050
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＷＧ Ｆ－２工法　平吹き状 施工規模５００ｍ２ 材工共
三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）　Ｆ－２工法 ＭＹルーファー　ＷＧ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041052
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＷＧ Ｆ－３工法　平吹き状 施工規模５００ｍ２ 材工共
三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）　Ｆ－３工法 ＭＹルーファー　ＷＧ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041054
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＷＧ Ｂ－１工法　玉吹き状 施工規模５００ｍ２ 材工共
三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）　Ｂ－１工法 ＭＹルーファー　ＷＧ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041056
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＷＧ Ｂ－２工法　玉吹き状 施工規模５００ｍ２ 材工共
三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）　Ｂ－２工法 ＭＹルーファー　ＷＧ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041058
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＷＧ Ｂ－３工法　玉吹き状 施工規模５００ｍ２ 材工共
三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）　Ｂ－３工法 ＭＹルーファー　ＷＧ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040704
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＡＥコート（アクリルエマルション系） ＡＥ－Ｐ２０ ベランダ等　トップ
コート別途 施工規模３００ｍ２ 材工共 イーテック

塗膜防水（材工） ＡＥコート　ＡＥ－Ｐ２０ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040706
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＡＥコート（アクリルエマルション系） ＡＥ－Ｐ２２ 水槽・地下外壁等
施工規模３００ｍ２ 材工共 イーテック

塗膜防水（材工） ＡＥコート　ＡＥ－Ｐ２２ ｍ２ 232 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041382
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 アトムレイズＪＳ エコフィックス工法　サーモ仕様（ジョイント補強布含
む） 施工規模３００ｍ２ Ｘ－１同等防水性能　立上り，下地処理別途 材工共 アトミクス

塗膜防水（材工） アトムレイズＪＳ　エコＦｉｘ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041384
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 アトムレイズＪＳ ＶＡ工法　サーモ仕様 施工規模３００ｍ２ Ｘ－１同等
防水性能　立上り，下地処理別途 材工共 アトミクス

塗膜防水（材工） アトムレイズＪＳ　ＶＡ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041386
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 アトムレイズＪＳ Ｄ工法　サーモ仕様 施工規模３００ｍ２ Ｘ－２同等防
水性能　立上り，下地処理別途 材工共 アトミクス

塗膜防水（材工） アトムレイズＪＳ　Ｄ ｍ２ 233 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323041388
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 アトムレイズＪＳ Ａ工法　サーモ仕様 施工規模３００ｍ２ 立上り，下地
処理別途 材工共 アトミクス

塗膜防水（材工） アトムレイズＪＳ　Ａ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041390
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 アトムレイズＪＳ Ｓ工法　サーモ仕様（ジョイント補強布含む） 施工規模
３００ｍ２ ゴムシート下地　立上り，下地処理別途 材工共 アトミクス

塗膜防水（材工） アトムレイズＪＳ　Ｓ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041392
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 アトムレイズＪＳ Ｍ工法　サーモ仕様 施工規模３００ｍ２ 立上り，下地
処理別途 材工共 アトミクス

塗膜防水（材工） アトムレイズＪＳ　Ｍ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040342
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ａ－１ 一般室内外用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げは別途
材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡ－１ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040343
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ａ－２ 一般室内外用　軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 保護仕
上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡ－２ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041060
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ａ－３ 一般室内外用　歩行用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上
げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡ－３ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041062
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ａ－４ 一般室内外用　軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 保護仕
上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡ－４ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041232
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ａ－５ 一般室内外用　軽歩行用　光沢滑らか仕上げ 施工規
模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡ－５ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041234
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ａ－６ 一般室内外用　遮熱軽歩行用　光沢滑らか仕上げ 施
工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡ－６ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040344
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｂ－１ 耐水圧用防水 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げは別途
材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＢ－１ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041064
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｂ－２ 耐水圧用防水　一般用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上
げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＢ－２ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041066
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｂ－３ 耐水圧用防水　軽防食用 施工規模３００ｍ２ 保護仕
上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＢ－３ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041068
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｂ－４Ａ 耐水圧用防水　防食用 施工規模３００ｍ２ 保護仕
上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＢ－４Ａ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041394
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｂ－５Ａ 飲料用　水槽用　トップコート（ビスフェノールＡ
型） 施工規模３００ｍ２ 厚生労働省令水道施設基準適合　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＢ－５Ａ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041072
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｂ－６Ｄ ビルピット・汚水槽用 施工規模３００ｍ２ 保護仕
上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＢ－６Ｄ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040348
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－１ 屋上・ルーフバルコニー用 施工規模３００ｍ２ 保護
仕上げは別途 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＣ－１ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041074
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－２ 屋上・ルーフバルコニー用　軽歩行用 施工規模３０
０ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＣ－２ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041076
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－３ 屋上・ルーフバルコニー用　歩行用 施工規模３００
ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＣ－３ ｍ２ 233 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323041078
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－４ 屋上・ルーフバルコニー用　軽歩行用 施工規模３０
０ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＣ－４ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041236
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－５ 屋上・ルーフバルコニー用　軽歩行用　光沢滑らか仕
上げ 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＣ－５ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041238
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－６ 屋上・ルーフバルコニー用　遮熱軽歩行用　光沢滑ら
か仕上げ 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＣ－６ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041080
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－ＢＲ（Ｄ，Ｑ）－１ 保護層別途　モルタル，石材，長尺
シート等 施工規模３００ｍ２ 下地処理別途（保護層別途） 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＣ－ＢＲＤ・Ｑ－１ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041082
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－ＢＲ（Ｄ，Ｑ）－２ カラーコート仕上げ　軽歩行用 施
工規模３００ｍ２ 下地処理別途　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＣ－ＢＲＤ・Ｑ－２ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041084
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－ＢＲ（Ｄ，Ｑ）－３ カラーコートＳ仕上げ　歩行用 施
工規模３００ｍ２ 下地処理別途　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＣ－ＢＲＤ・Ｑ－３ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041086
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－ＢＲ（Ｄ，Ｑ）－４ カラーコート＋トップコートＡＵ仕
上げ　軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 下地処理別途　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＣ－ＢＲＤ・Ｑ－４ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041240
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－ＢＲ（Ｄ，Ｑ）－５ トップコートＶ仕上げ　軽歩行用
光沢滑らか仕上げ 施工規模３００ｍ２ 下地処理別途　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＣ－ＢＲＤ・Ｑ－５ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041242
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－ＢＲ（Ｄ，Ｑ）－６ ヒートバリアトップ仕上げ　遮熱軽
歩行用　光沢滑らか仕上げ 施工規模３００ｍ２ 下地処理別途　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＣ－ＢＲＤ・Ｑ－６ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041092
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＤＷ－Ａ ＥＶＡ樹脂防水＋トップコート（アクリル系） 施
工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＤＷ－Ａ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041094
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＤＷ－Ｕ ＥＶＡ樹脂防水＋トップコート（ウレタン系） 施
工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＤＷ－Ｕ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041096
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＤＷ－Ｓｉ ＥＶＡ樹脂防水＋トップコート（シリコン系）
施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＤＷ－Ｓｉ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041097
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＤＷ－Ｆ ＥＶＡ樹脂防水＋トップコート（フッ素系） 施工
規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＤＷ－Ｆ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040254
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｑ フリーアクセスベースフロアー用（防水・防塵） 施工規
模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＱ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041348
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－２ 通気緩衝工法　軽歩行用　平場 施工規模３００ｍ
２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡＰ－２　平場 ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041350
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－２ 通気緩衝工法　軽歩行用　立上り・天端 施工規模
３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡＰ－２立上・天端 ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041352
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－４ 通気緩衝工法　軽歩行用　平場 施工規模３００ｍ
２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡＰ－４　平場 ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041354
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－４ 通気緩衝工法　軽歩行用　立上り・天端 施工規模
３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡＰ－４立上・天端 ｍ２ 233 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323041356
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－５ 通気緩衝工法　軽歩行用　平場 施工規模３００ｍ
２ 光沢滑らか仕上　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡＰ－５　平場 ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041358
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－５ 通気緩衝工法　軽歩行用　立上り・天端 施工規模
３００ｍ２ 光沢滑らか仕上　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡＰ－５立上・天端 ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041360
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－６ 通気緩衝工法　軽歩行用　平場 施工規模３００ｍ
２ 遮熱光沢滑らか仕上　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡＰ－６　平場 ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041362
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－６ 通気緩衝工法　軽歩行用　立上り・天端 施工規模
３００ｍ２ 遮熱光沢滑らか仕上　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡＰ－６立上・天端 ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041363
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 仮防水材ＯＺ ポリマーセメント系仮防水材　０．５ｋｇ／ｍ２ 施工規模３
００ｍ２ 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工）　０．５ｋｇ 仮防水材ＯＺ　ポリマーセメント ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041364
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 仮防水材ＯＺ ポリマーセメント系仮防水材　１．０ｋｇ／ｍ２ 施工規模３
００ｍ２ 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工）　１ｋｇ 仮防水材ＯＺ　ポリマーセメント ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041365
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 仮防水材ＯＺ ポリマーセメント系仮防水材　１．５ｋｇ／ｍ２ 施工規模３
００ｍ２ 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工）　１．５ｋｇ 仮防水材ＯＺ　ポリマーセメント ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041220
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パライージー 仕上一体型塗膜防水 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工
業

塗膜防水（材工） パライージー ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041222
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 クリアコートｅｃｏ 水性外壁透明防水 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化
学工業

塗膜防水（材工） クリアコートｅｃｏ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041244
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラベースＮＥＯ 厚１．０ｍｍ　カチオン系下地調整材 施工規模３００ｍ
２ 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラベースＮＥＯ　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041250
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＨＹＤＲＡ（ローラー・吹付け施工） 金属屋根防水・防錆・遮熱工法 施工
規模３００ｍ２ 下地処理別途 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） ＨＹＤＲＡ（ローラー・吹付け） ｍ２ 233 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040035
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス １００ 押え・屋上　廊下　浴室（保護層は別途） 施工
規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工） エクセルテックス１００ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041102
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス １０１ 屋上　ＯＡフロア　トップコート仕上げ 施工規
模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工） エクセルテックス１０１ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040033
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス １０４ 押え・ベランダ　トイレ（保護層は別途） 施工
規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工） エクセルテックス１０４ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041104
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス １０５ ベランダ　ＯＡフロア　トップコート仕上げ 施
工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工） エクセルテックス１０５ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041106
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス ３００ 押え・水槽　地下内外壁（保護層は別途） 施工
規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工） エクセルテックス３００ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041108
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス ３０１ 水槽　地下内外壁 施工規模３００ｍ２ 材工共
ユニオン建材工業

塗膜防水（材工） エクセルテックス３０１ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041114
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス ５００ 水槽　地下内外壁（保護層は不要） 施工規模３
００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工） エクセルテックス５００ ｍ２ 234 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323041116
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス ５０１ 水槽　地下外壁 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユ
ニオン建材工業

塗膜防水（材工） エクセルテックス５０１ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041118
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス ＴＫ－１ 屋上　通気緩衝工法　トップコート仕上げ 施
工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工） エクセルテックスＴＫ－１ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041334
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＡＳ 仕上塗料　水性アクリルウレタン樹脂
施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工）ＡＳ　アクリル エクセルテックスＢＢシステム ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041336
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＡＳ 仕上塗料　弱溶剤系２液反応硬化形
ウレタン樹脂塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工）ＡＳ　ウレタン エクセルテックスＢＢシステム ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041338
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＡＳ 仕上塗料　弱溶剤系２液反応硬化形
シリコン変性樹脂塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工）ＡＳ　シリコン エクセルテックスＢＢシステム ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041126
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＡＲ 仕上塗料　水性アクリルウレタン樹脂
施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工）ＡＲ　アクリル エクセルテックスＢＢシステム ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041340
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＡＲ 仕上塗料　弱溶剤系２液反応硬化形
ウレタン樹脂塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工）ＡＲ　ウレタン エクセルテックスＢＢシステム ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041342
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＡＲ 仕上塗料　弱溶剤系２液反応硬化形
シリコン変性樹脂塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工）ＡＲ　シリコン エクセルテックスＢＢシステム ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041344
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＢＳ 仕上塗料　太陽熱反射塗料（水系アク
リルウレタン樹脂） 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工）ＢＳ　太陽熱 エクセルテックスＢＢシステム ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041346
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＢＲ 仕上塗料　太陽熱反射塗料（水系アク
リルウレタン樹脂） 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工）ＢＲ　太陽熱 エクセルテックスＢＢシステム ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040302
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ネオドライ ＮＤ－４ 屋上等軽歩行，露出工法 施工規模５００ｍ２ 材工共
菊水化学工業

塗膜防水（材工） ネオドライＮＤ－４ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040546
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ネオ・コート ＰＸＡ－１６Ｔ工法 厚１．６ｍｍ　ベランダ・庇（軽歩行
用） 施工規模３００ｍ２ 材工共 三ツ星ベルト

塗膜防水（材工） ネオ・コートＰＸＡ－１６Ｔ工法 ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040720
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ネオ・コート ＰＸＡ－１６Ｈ工法 厚１．６ｍｍ　ベランダ・庇（歩行用）
施工規模３００ｍ２ 材工共 三ツ星ベルト

塗膜防水（材工） ネオ・コートＰＸＡ－１６Ｈ工法 ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040684
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 バンデックス ＢＥ－２ 便所　浴室等（低水圧向け） 施工規模５００ｍ２
止水・はつり工事別途 材工共 日本バンデックス

塗膜防水（材工） バンデックスＢＥ－２ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040686
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 バンデックス ＢＥ－４ 水槽　地下外壁（高水圧向け） 施工規模５００ｍ
２ 止水・はつり工事別途 材工共 日本バンデックス

塗膜防水（材工） バンデックスＢＥ－４ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040688
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 バンデックス ＢＥ－６ 水槽　地下外壁（高水圧向け） 施工規模５００ｍ
２ 止水・はつり工事別途 材工共 日本バンデックス

塗膜防水（材工） バンデックスＢＥ－６ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040716
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 スーパーフレックス Ｄ２－Ｂ１工法 地下内外壁　水槽用 施工規模３００
ｍ２ 材工共 茶谷産業

塗膜防水（材工） スーパーフレックスＤ２Ｂ１工法 ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041136
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ５０１ 厚２．２ｍｍ　屋上・ベランダ　６層６工程　露
出仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業

塗膜防水（材工） オリジンテックス５０１ ｍ２ 234 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323041138
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ５０２ 厚２．０ｍｍ　屋上・ベランダ　５層５工程　露
出仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業

塗膜防水（材工） オリジンテックス５０２ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041140
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ５０３ 厚１．８ｍｍ　屋上・ベランダ・浴室　４層４工
程　保護コンクリート押え（別途） 施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業

塗膜防水（材工） オリジンテックス５０３ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041142
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ５０４ 厚１．０ｍｍ　ベランダ　３層３工程　保護コン
クリート押え（別途） 施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業

塗膜防水（材工） オリジンテックス５０４ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041144
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ５０５ 厚１．４ｍｍ　ベランダ　５層５工程　露出仕様
施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業

塗膜防水（材工） オリジンテックス５０５ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041146
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ５０６ 厚１．２ｍｍ　ベランダ　４層４工程　露出仕様
施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業

塗膜防水（材工） オリジンテックス５０６ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041148
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ７０２ 厚２．０ｍｍ　水槽・浴室　３層３工程　保護コ
ンクリート押え（別途） 施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業

塗膜防水（材工） オリジンテックス７０２ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041150
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ７０６ 厚３．５ｍｍ　飲料水用水槽　６層６工程　露出
仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業

塗膜防水（材工） オリジンテックス７０６ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041152
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ８０２ 厚３．５ｍｍ　通気緩衝工法　５層５工程　露出
仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業

塗膜防水（材工） オリジンテックス８０２ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041162
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ Ｐ－Ｅ－２０Ｔ 厚約２．０ｍｍ　一般密着工法 施工
規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ Ｐ－Ｅ－２０Ｔ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041164
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ ＰＳ－Ｅ－３０Ｔ 厚約３．０ｍｍ　一般密着工法 施
工規模３００ｍ２ ＪＡＳＳ（Ｌ－ＵＦ）相当品 材工共 エービーシー商会

塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ ＰＳ－Ｅ－３０Ｔ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041168
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ ＰＤ－Ｅ－３０Ｔ 厚約３．０ｍｍ　絶縁通気複合ＰＤ
工法 施工規模３００ｍ２ ＪＡＳＳ（Ｌ－ＵＳ）相当品 材工共 エービーシー商会

塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ ＰＤ－Ｅ－３０Ｔ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041170
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ ＰＧ－Ｅ－５０Ｔ 厚約５．０ｍｍ　スポーツ床兼用Ｐ
Ｇ工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ ＰＧ－Ｅ－５０Ｔ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041172
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ ＰＧ－Ｅ－６０Ｔ 厚約６．０ｍｍ　スポーツ床兼用Ｐ
Ｇ工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ ＰＧ－Ｅ－６０Ｔ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041174
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ ＰＧ－Ｅ－７０Ｔ 厚約７．０ｍｍ　スポーツ床兼用Ｐ
Ｇ工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ ＰＧ－Ｅ－７０Ｔ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041176
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ Ｐ立上りＥ－２０Ｔ 厚約２．０ｍｍ　立上り部　Ｈ３
００ｍｍ 施工規模－ 材工共 エービーシー商会

塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ Ｐ立上りＥ－２０Ｔ ｍ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041178
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ ＰＳ立上りＥ－２０Ｔ 厚約２．０ｍｍ　立上り部　Ｈ
３００ｍｍ 施工規模－ 材工共 エービーシー商会

塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ ＰＳ立上りＥ－２０Ｔ ｍ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041180
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ Ｐ－Ｅ－Ｘ１ 厚約３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ Ｘ
－１種相当品 材工共 エービーシー商会

塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ Ｐ－Ｅ－Ｘ１　Ｔ約３ｍｍ ｍ２ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041182
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ Ｐ－Ｅ－Ｘ２ 厚約３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ Ｘ
－２種相当品 材工共 エービーシー商会

塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ Ｐ－Ｅ－Ｘ２　Ｔ約３ｍｍ ｍ２ 234 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323041184
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ Ｐ－Ｅ－Ｘ２ 厚約２．０ｍｍ　立上り部　Ｈ３００ｍ
ｍ 施工規模－ Ｘ－２種相当品 材工共 エービーシー商会

塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ Ｐ－Ｅ－Ｘ２　Ｔ約２ｍｍ ｍ 234 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040424 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 セリノール防水 ＤＳ－ＵＩ （ＪＡＳＳ適合） 施工規模３００ｍ２ 材工共 茶谷産業 塗膜防水（材工） セリノール防水　ＤＳ－ＵＩ ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040426 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 セリノール防水 ＤＳ－ＵＰ （ＪＡＳＳ適合） 施工規模３００ｍ２ 材工共 茶谷産業 塗膜防水（材工） セリノール防水　ＤＳ－ＵＰ ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040098
防水工事 ケイ酸質系塗布防水 セレガードＤＳ－Ｉ １．４ｋｇ／ｍ２　粉末強化剤入　（ＪＡＳＳ適合） 施工規模３００
ｍ２ 材工共 昭和電工建材

塗膜防水（材工） セレガードＤＳ－Ｉ粉末強化剤入 ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040152
防水工事 ケイ酸質系塗布防水 パウダックス防水 ２回塗り１．４ｋｇ／ｍ２　（ＪＡＳＳ適合） 施工規模５００ｍ２ 材
工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） パウダックス防水 ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040238 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 バンデックス Ｓ＋Ｐ （ＪＡＳＳ適合） 施工規模５００ｍ２ 材工共 日本バンデックス 塗膜防水（材工） バンデックス　Ｓ＋Ｐ ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040690 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 バンデックス Ｓ＋Ｓ （ＪＡＳＳ適合） 施工規模５００ｍ２ 材工共 日本バンデックス 塗膜防水（材工） バンデックス　Ｓ＋Ｓ ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040236 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 バンデックス Ｓ 施工規模５００ｍ２ 材工共 日本バンデックス 塗膜防水（材工） バンデックス　Ｓ ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041254
防水工事 ケイ酸質系塗布防水 ＯＳＭＯＴＩＧＨＴ（Ｐ）（オスモタイト（Ｐ）） （ＪＡＳＳ適合） 施工規模３００ｍ２
材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） ＯＳＭＯＴＩＧＨＴ（Ｐ） ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041366
防水工事 ケイ酸質系塗布防水 ＯＳＭＯＴＩＧＨＴ（Ｉ）（オスモタイト（Ｉ）） （ＪＡＳＳ適合） 施工規模３００ｍ２
材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） ＯＳＭＯＴＩＧＨＴ（Ｉ） ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323030008
防水工事 ケイ酸質系塗布防水 エレホン ＃１００ コテ塗り１回２ｋｇ／ｍ２　ハケ塗り２回１．５ｋｇ／ｍ２ 施工規模
３００ｍ２ 材工共 エレホン・化成工業

モルタル防水（材工） エレホン＃１００ ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040378 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 セルコート 粉体　２回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 東和産業 塗膜防水（材工） セルコート ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040652 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 リアルガード Ａ・Ｂ 所要量　０．２ｋｇ／ｍ２ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＴＳＣ 塗膜防水（材工） リアルガードＡ・Ｂ ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040730 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 リアルガード Ｓ 所要量　０．２５ｋｇ／ｍ２ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＴＳＣ 塗膜防水（材工） リアルガードＳ ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040598 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 ＲＣガード ＰＫ 液体　２回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会 塗膜防水（材工） ＲＣガードＰＫ　液体　２回塗り ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040668
防水工事 ケイ酸質系塗布防水 ウォータードリーム 粉体　１．０ｋｇ／ｍ２　中性化抑止・塩害抑止 施工規模３００ｍ２
材工共 富士化学

塗膜防水（材工） ウォータードリーム　粉体 ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041288
防水工事 ケイ酸塩系塗布防水 ＣＳ－２１工法 ＣＳⅠ 無機質コンクリート改質剤１回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共
アストン

塗膜防水（材工） ＣＳ－２１工法　ＣＳ１ ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041290
防水工事 ケイ酸塩系塗布防水 ＣＳ－２１工法 ＣＳⅡ 無機質コンクリート改質剤２回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共
アストン

塗膜防水（材工） ＣＳ－２１工法　ＣＳ２ ｍ２ 235 9323 防水工事

139/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

防水工事【公表価格】 9323040671
防水工事 ケイ酸塩系塗布防水 ポルトグラス 液体　０．３ｌ／ｍ２　２回塗り　中性化抑止・塩害抑止 施工規模３００ｍ
２ 材工共 富士化学

塗膜防水（材工） ポルトグラス　液体　２回塗り ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323041380
防水工事 ケイ酸塩系塗布防水 ポルトグラスⅡ 液体　０．３ｌ／ｍ２　１回塗り　中性化抑止・塩害抑止 施工規模３００
ｍ２ 材工共 富士化学

塗膜防水（材工） ポルトグラス２　液体　１回塗り ｍ２ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323050086
防水工事 シーリング防水 ハマタイトＳＣ－ＰＵ２ＮＢ ポリウレタン　１０ｍｍ×１０ｍｍ　２液 施工規模５００ｍ 材
工共 シーカ・ハマタイト

シーリング防水（材工） ハマタイトＳＣ－ＰＵ２ＮＢ ｍ 235 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323050082
防水工事 シーリング防水 ハマタイトＳＣ－ＭＳ２ＮＢ／ＳＵＰＥＲⅡ 変成シリコーン　１０ｍｍ×１０ｍｍ　２液 施工
規模５００ｍ 材工共 シーカ・ハマタイト

シーリング防水（材工） ハマタイトＳＣＭＳ２ＮＢスパ２ ｍ 235 9323 防水工事

石工事 9325010178 石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×２５　本磨き（並級Ｃ） 施工規模１００ｍ２ 材工共 花こう岩（材工）乾式　壁 ９００×２５　本磨き　並級Ｃ ｍ２ 238 9325 石工事

石工事 9325010180 石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×２５　本磨き（並級Ｂ） 施工規模１００ｍ２ 材工共 花こう岩（材工）乾式　壁 ９００×２５　本磨き　並級Ｂ ｍ２ 238 9325 石工事

石工事 9325010182 石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×３０　本磨き（並級Ｃ） 施工規模１００ｍ２ 材工共 花こう岩（材工）乾式　壁 ９００×３０　本磨き　並級Ｃ ｍ２ 238 9325 石工事

石工事 9325010184 石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×３０　本磨き（並級Ｂ） 施工規模１００ｍ２ 材工共 花こう岩（材工）乾式　壁 ９００×３０　本磨き　並級Ｂ ｍ２ 238 9325 石工事

石工事 9325010186
石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×２５　ジェットバーナー（並級Ｃ） 施工規模１００
ｍ２ 材工共

花こう岩（材工）乾式　壁 ９００×２５　バーナー　並級Ｃ ｍ２ 238 9325 石工事

石工事 9325010188
石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×２５　ジェットバーナー（並級Ｂ） 施工規模１００
ｍ２ 材工共

花こう岩（材工）乾式　壁 ９００×２５　バーナー　並級Ｂ ｍ２ 238 9325 石工事

石工事 9325010190
石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×３０　ジェットバーナー（並級Ｃ） 施工規模１００
ｍ２ 材工共

花こう岩（材工）乾式　壁 ９００×３０　バーナー　並級Ｃ ｍ２ 238 9325 石工事

石工事 9325010192
石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×３０　ジェットバーナー（並級Ｂ） 施工規模１００
ｍ２ 材工共

花こう岩（材工）乾式　壁 ９００×３０　バーナー　並級Ｂ ｍ２ 238 9325 石工事

石工事 9325010194
石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×２５　機械たたき（並級Ｃ） 施工規模１００ｍ２ 材
工共

花こう岩（材工）乾式　壁 ９００×２５　機械たたき並級Ｃ ｍ２ 238 9325 石工事

石工事 9325010196
石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×２５　機械たたき（並級Ｂ） 施工規模１００ｍ２ 材
工共

花こう岩（材工）乾式　壁 ９００×２５　機械たたき並級Ｂ ｍ２ 238 9325 石工事

石工事 9325010198
石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×３０　機械たたき（並級Ｃ） 施工規模１００ｍ２ 材
工共

花こう岩（材工）乾式　壁 ９００×３０　機械たたき並級Ｃ ｍ２ 238 9325 石工事

石工事 9325010200
石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×３０　機械たたき（並級Ｂ） 施工規模１００ｍ２ 材
工共

花こう岩（材工）乾式　壁 ９００×３０　機械たたき並級Ｂ ｍ２ 238 9325 石工事

石工事 9325010202 石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁　曲面外Ｒ 厚６０　本磨き（並級Ｃ） 施工規模１００ｍ２ 材工共 花こう岩（材工）乾式　壁 曲面外Ｒ　Ｔ６０　本磨き並級Ｃ ｍ２ 238 9325 石工事

石工事 9325010204 石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁　曲面外Ｒ 厚６０　本磨き（並級Ｂ） 施工規模１００ｍ２ 材工共 花こう岩（材工）乾式　壁 曲面外Ｒ　Ｔ６０　本磨き並級Ｂ ｍ２ 238 9325 石工事
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石工事 9325010170 石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２０　本磨き（並級Ｃ） 施工規模５０ｍ２ 材工共 花こう岩（材工）湿式　床 本磨き　並級Ｃ ｍ２ 240 9325 石工事

石工事 9325010206 石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２０　本磨き（並級Ｂ） 施工規模５０ｍ２ 材工共 花こう岩（材工）湿式　床 本磨き　並級Ｂ ｍ２ 240 9325 石工事

石工事 9325010208 石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２０　水磨き（並級Ｃ） 施工規模５０ｍ２ 材工共 花こう岩（材工）湿式　床 水磨き　並級Ｃ ｍ２ 240 9325 石工事

石工事 9325010210 石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２０　水磨き（並級Ｂ） 施工規模５０ｍ２ 材工共 花こう岩（材工）湿式　床 水磨き　並級Ｂ ｍ２ 240 9325 石工事

石工事 9325010172
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２５　ジェットバーナー（並級Ｃ） 施工規模５０ｍ２ 材
工共

花こう岩（材工）湿式　床 ジェットバーナー　並級Ｃ ｍ２ 240 9325 石工事

石工事 9325010212
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２５　ジェットバーナー（並級Ｂ） 施工規模５０ｍ２ 材
工共

花こう岩（材工）湿式　床 ジェットバーナー　並級Ｂ ｍ２ 240 9325 石工事

石工事 9325010214 石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２５　機械たたき（並級Ｃ） 施工規模５０ｍ２ 材工共 花こう岩（材工）湿式　床 機械たたき　並級Ｃ ｍ２ 240 9325 石工事

石工事 9325010216 石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２５　機械たたき（並級Ｂ） 施工規模５０ｍ２ 材工共 花こう岩（材工）湿式　床 機械たたき　並級Ｂ ｍ２ 240 9325 石工事

石工事 9325010218
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 段石（板材） ３４０×６００×２０　水磨き（並級Ｃ） 施工規模５０延ｍ 材
工共

花こう岩（材工）湿式　段石板材 水磨き　並級Ｃ 延ｍ 240 9325 石工事

石工事 9325010220
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 段石（板材） ３４０×６００×２０　水磨き（並級Ｂ） 施工規模５０延ｍ 材
工共

花こう岩（材工）湿式　段石板材 水磨き　並級Ｂ 延ｍ 240 9325 石工事

石工事 9325010222
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 段石（板材） ３４０×６００×２５　ジェットバーナー（並級Ｃ） 施工規模
５０延ｍ 材工共

花こう岩（材工）湿式　段石板材 ジェットバーナー　並級Ｃ 延ｍ 240 9325 石工事

石工事 9325010224
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 段石（板材） ３４０×６００×２５　ジェットバーナー（並級Ｂ） 施工規模
５０延ｍ 材工共

花こう岩（材工）湿式　段石板材 ジェットバーナー並級Ｂ 延ｍ 240 9325 石工事

石工事 9325010226 石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 縁石 １２０×１５０×６００　水磨き（並級Ｃ） 施工規模５０延ｍ 材工共 花こう岩（材工）湿式　縁石 水磨き　並級Ｃ 延ｍ 240 9325 石工事

石工事 9325010228 石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 縁石 １２０×１５０×６００　水磨き（並級Ｂ） 施工規模５０延ｍ 材工共 花こう岩（材工）湿式　縁石 水磨き　並級Ｂ 延ｍ 240 9325 石工事

石工事 9325010230
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 縁石 １２０×１５０×６００　ジェットバーナー（並級Ｃ） 施工規模５０延
ｍ 材工共

花こう岩（材工）湿式　縁石 ジェットバーナー並級Ｃ 延ｍ 240 9325 石工事

石工事 9325010232
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 縁石 １２０×１５０×６００　ジェットバーナー（並級Ｂ） 施工規模５０延
ｍ 材工共

花こう岩（材工）湿式　縁石 ジェットバーナー並級Ｂ 延ｍ 240 9325 石工事

石工事 9325010234
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 縁石 １２０×１５０×６００　機械たたき（並級Ｃ） 施工規模５０延ｍ 材工
共

花こう岩（材工）湿式　縁石 機械たたき　並級Ｃ 延ｍ 240 9325 石工事

石工事 9325010236
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 縁石 １２０×１５０×６００　機械たたき（並級Ｂ） 施工規模５０延ｍ 材工
共

花こう岩（材工）湿式　縁石 機械たたき　並級Ｂ 延ｍ 240 9325 石工事
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石工事 9325010238 石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 幅木 幅１２０×厚２０　本磨き（並級Ｃ） 施工規模５０延ｍ 材工共 花こう岩（材工）湿式　幅木 本磨き　並級Ｃ 延ｍ 240 9325 石工事

石工事 9325010240 石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 幅木 幅１２０×厚２０　本磨き（並級Ｂ） 施工規模５０延ｍ 材工共 花こう岩（材工）湿式　幅木 本磨き　並級Ｂ 延ｍ 240 9325 石工事

石工事 9325020086 石工事 大理石　乾式金物工法 大理石張り 壁 ９００×６００×２０　本磨き（並級） 施工規模５０ｍ２ 材工共 大理石（材工）乾式　壁 ９００×６００×２０本磨き並級 ｍ２ 242 9325 石工事

石工事 9325020088 石工事 大理石　乾式金物工法 大理石張り 壁 ９００×６００×２５　本磨き（並級） 施工規模５０ｍ２ 材工共 大理石（材工）乾式　壁 ９００×６００×２５本磨き並級 ｍ２ 242 9325 石工事

石工事 9325020090 石工事 大理石　乾式金物工法 大理石張り 壁 ９００×６００×３０　本磨き（並級） 施工規模５０ｍ２ 材工共 大理石（材工）乾式　壁 ９００×６００×３０本磨き並級 ｍ２ 242 9325 石工事

石工事 9325020092 石工事 大理石　湿式工法 大理石張り 床 ６００×６００×２０　本磨き（並級） 施工規模５０ｍ２ 材工共 大理石（材工）湿式　床 ６００×６００×２０本磨き並級 ｍ２ 242 9325 石工事

石工事 9325020020 石工事 大理石　湿式工法 大理石張り 床 ６００×６００×２５　本磨き（並級） 施工規模５０ｍ２ 材工共 大理石（材工）湿式　床 ６００×６００×２５本磨き並級 ｍ２ 242 9325 石工事

石工事 9325020094 石工事 大理石　湿式工法 大理石張り 床 ６００×６００×３０　本磨き（並級） 施工規模５０ｍ２ 材工共 大理石（材工）湿式　床 ６００×６００×３０本磨き並級 ｍ２ 242 9325 石工事

石工事 9325020096 石工事 大理石　湿式工法 大理石張り 段石（板材） ３４０×６００×２０　本磨き（並級） 施工規模５０延ｍ 材工共 大理石（材工）湿式　段石　板材 ３４０×６００×２０本磨き並級 延ｍ 242 9325 石工事

石工事 9325020026 石工事 大理石　湿式工法 大理石張り 幅木 幅１２０×厚２０　本磨き（並級） 施工規模５０延ｍ 材工共 大理石（材工）湿式　幅木 １２０×２０　本磨き　並級 延ｍ 242 9325 石工事

石工事【公表価格】 9325130002 石工事 木曽石張り 径６０～３００ｍｍ　乱形（床）　グレー 施工規模１００ｍ２ 材工共 ニットー 木曽石張り（材工） 径６０～３００　乱形（床） ｍ２ 242 9325 石工事

石工事【公表価格】 9325130078 石工事 ネオパリエ（平板） 一般サイズ　９００×９００ｍｍ程度　ホワイト 施工規模５０ｍ２ 材工共 日本電気硝子 ネオパリエ（材工）平板　一般 ９００×９００ｍｍ　ホワイト ｍ２ 242 9325 石工事

石工事【公表価格】 9325130080
石工事 ネオパリエ（平板） 一般サイズ　９００×９００ｍｍ程度　ベージュ・シルバーグレー 施工規模５０ｍ２ 材工共
日本電気硝子

ネオパリエ（材工）平板　一般 ９００×９００ｍｍ　ベージュ他 ｍ２ 242 9325 石工事

石工事【公表価格】 9325130082
石工事 ネオパリエ（平板） 一般サイズ　９００×９００ｍｍ程度　ブラック・グレアホワイト 施工規模５０ｍ２ 材工共
日本電気硝子

ネオパリエ（材工）平板　一般 ９００×９００ｍｍ　ブラック他 ｍ２ 242 9325 石工事

タイル工事 9327020015
タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １００角　平　１００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共
サイズ） 接着剤張り 施工規模１００ｍ２ 材工共

内装壁タイル３（材工）陶器質 接着剤張　施釉　１００角　平 ｍ２ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327020016
タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １００角　片面取 接着剤張り 施工規模－ｍ 材工
共

内装壁タイル３（材工）陶器質 接着剤張　施釉　１００角片面取 ｍ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327020018
タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １００角　内幅木 接着剤張り 施工規模－ｍ 材工
共

内装壁タイル３（材工）陶器質 接着剤張　施釉　１００角内幅木 ｍ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327020093
タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １５０角　平　１５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共
サイズ） 接着剤張り 施工規模１００ｍ２ 材工共

内装壁タイル３（材工）陶器質 接着剤張　施釉　１５０角　平 ｍ２ 246 9327 タイル工事
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タイル工事 9327020094
タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １５０角　片面取 接着剤張り 施工規模－ｍ 材工
共

内装壁タイル３（材工）陶器質 接着剤張　施釉　１５０角片面取 ｍ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327020095
タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） ２００角　平　２００ｍｍ×２００ｍｍ（目地共
サイズ） 接着剤張り 施工規模１００ｍ２ 材工共

内装壁タイル３（材工）陶器質 接着剤張　施釉　２００角　平 ｍ２ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327020098
タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） ２００角　片面取 接着剤張り 施工規模－ｍ 材工
共

内装壁タイル３（材工）陶器質 接着剤張　施釉　２００角片面取 ｍ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010002
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １００角　平　１００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共
サイズ） 圧着張り　塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 塗り目地　無釉　１００角　平 ｍ２ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010003
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １００角　シート　３００ｍｍ×３００ｍｍ（目
地共サイズ） 圧着張り　塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 塗り目地　無釉　１００角シート ｍ２ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010005
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １００角　垂れ付き段鼻　１００ｍｍ×１００ｍ
ｍ（目地共サイズ） 圧着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 塗り目地　無釉　１００角　垂付 ｍ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010016
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １５０角　平　１５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共
サイズ） 圧着張り　塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 塗り目地　無釉　１５０角　平 ｍ２ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010022
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １５０角　垂れ付き段鼻　１５０ｍｍ×１５０ｍ
ｍ（目地共サイズ） 圧着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 塗り目地　無釉　１５０角　垂付 ｍ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010010
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ２００×１００角　平　２００ｍｍ×１００ｍｍ
（目地共サイズ） 圧着張り　塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 塗り目地　無釉２００×１００平 ｍ２ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010014
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ２００×１００角　垂れ付き段鼻　２００ｍｍ×
１００ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 塗り目地無釉２００×１００垂付 ｍ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010024
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ２００角　平　２００ｍｍ×２００ｍｍ（目地共
サイズ） 圧着張り　塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 塗り目地　無釉　２００角　平 ｍ２ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010110
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ３００角　平　３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共
サイズ） 圧着張り　塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 塗り目地　無釉　３００角　平 ｍ２ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010112
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ３００×１５０角　垂れ付き段鼻　３００ｍｍ×
１５０ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 塗り目地無釉３００×１５０垂付 ｍ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010114
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １００角　平　１００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共
サイズ） 圧着張り　一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 一本目地　無釉　１００角　平 ｍ２ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010116
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １００角　シート　３００ｍｍ×３００ｍｍ（目
地共サイズ） 圧着張り　一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 一本目地　無釉　１００角シート ｍ２ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010118
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １００角　垂れ付き段鼻　１００ｍｍ×１００ｍ
ｍ（目地共サイズ） 圧着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 一本目地　無釉　１００角　垂付 ｍ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010120
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １５０角　平　１５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共
サイズ） 圧着張り　一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 一本目地　無釉　１５０角　平 ｍ２ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010122
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １５０角　垂れ付き段鼻　１５０ｍｍ×１５０ｍ
ｍ（目地共サイズ） 圧着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 一本目地　無釉　１５０角　垂付 ｍ 246 9327 タイル工事
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タイル工事 9327010124
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ２００×１００角　平　２００ｍｍ×１００ｍｍ
（目地共サイズ） 圧着張り　一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 一本目地　無釉２００×１００平 ｍ２ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010126
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ２００×１００角　垂れ付き段鼻　２００ｍｍ×
１００ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 一本目地無釉２００×１００垂付 ｍ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010128
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ２００角　平　２００ｍｍ×２００ｍｍ（目地共
サイズ） 圧着張り　一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 一本目地　無釉　２００角　平 ｍ２ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010130
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ３００角　平　３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共
サイズ） 圧着張り　一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 一本目地　無釉　３００角　平 ｍ２ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327010132
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ３００×１５０角　垂れ付き段鼻　３００ｍｍ×
１５０ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 一本目地無釉３００×１５０垂付 ｍ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327012002
タイル工事 外装床タイル張り 視覚障害者用床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ３００角　平　３００ｍｍ×３００ｍｍ
（目地共サイズ） 圧着張り 施工規模１０ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 視覚障害者用　無釉３００角　平 ｍ２ 246 9327 タイル工事

タイル工事 9327035002
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口　平　１０８ｍｍ×６０ｍｍ 密着張り　塗り
目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 密着張　塗り目地　小口　平 ｍ２ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327035004
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口　曲　（１０８＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 密着
張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 密着張　塗り目地　小口　曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327035006
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口　屏風曲　（６０＋５０）ｍｍ×１０８ｍｍ
密着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 密着張　塗り目地　小口　屏風曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327035008
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　平　２２７ｍｍ×６０ｍｍ 密着張り　塗
り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 密着張　塗り目地　二丁掛　平 ｍ２ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327035010
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　標準曲　（１６８＋５０）ｍｍ×６０ｍ
ｍ 密着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 密着張　塗り目地　二丁掛標準曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327035012
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　曲　（２２７＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 密
着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 密着張　塗り目地　二丁掛　曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327035014
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　屏風曲（６０＋５０）ｍｍ×２２７ｍｍ
密着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 密着張　塗り目地　二丁掛屏風曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327038002
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口　平　１０８ｍｍ×６０ｍｍ 密着張り　一本
目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 密着張　一本目地　小口　平 ｍ２ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327038004
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口　曲　（１０８＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 密着
張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 密着張　一本目地　小口　曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327038006
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口　屏風曲　（６０＋５０）ｍｍ×１０８ｍｍ
密着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 密着張　一本目地　小口　屏風曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327038008
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　平　２２７ｍｍ×６０ｍｍ 密着張り　一
本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 密着張　一本目地　二丁掛　平 ｍ２ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327038010
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　標準曲　（１６８＋５０）ｍｍ×６０ｍ
ｍ 密着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 密着張　一本目地　二丁掛標準曲 ｍ 248 9327 タイル工事
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タイル工事 9327038012
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　曲　（２２７＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 密
着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 密着張　一本目地　二丁掛　曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327038014
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　屏風曲（６０＋５０）ｍｍ×２２７ｍｍ
密着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 密着張　一本目地　二丁掛屏風曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327037002
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口　平　１０８ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張り
塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 改圧着　塗り目地　小口　平 ｍ２ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327037004
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口　曲　（１０８＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 改良
圧着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 改圧着　塗り目地　小口　曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327037006
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口　屏風曲　（６０＋５０）ｍｍ×１０８ｍｍ
改良圧着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 改圧着　塗り目地　小口　屏風曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327037008
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　平　２２７ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張り
塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 改圧着　塗り目地　二丁掛　平 ｍ２ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327037010
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　標準曲　（１６８＋５０）ｍｍ×６０ｍ
ｍ 改良圧着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 改圧着　塗り目地　二丁掛標準曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327037012
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　曲　（２２７＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 改
良圧着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 改圧着　塗り目地　二丁掛　曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327037014
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　屏風曲（６０＋５０）ｍｍ×２２７ｍｍ
改良圧着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 改圧着　塗り目地　二丁掛屏風曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327037502
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口　平　１０８ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張り
一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 改圧着　一本目地　小口　平 ｍ２ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327037504
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口　曲　（１０８＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 改良
圧着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 改圧着　一本目地　小口　曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327037506
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口　屏風曲　（６０＋５０）ｍｍ×１０８ｍｍ
改良圧着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 改圧着　一本目地　小口　屏風曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327037508
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　平　２２７ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張り
一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 改圧着　一本目地　二丁掛　平 ｍ２ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327037510
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　標準曲　（１６８＋５０）ｍｍ×６０ｍ
ｍ 改良圧着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 改圧着　一本目地　二丁掛標準曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327037512
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　曲　（２２７＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 改
良圧着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 改圧着　一本目地　二丁掛　曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327037514
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　屏風曲（６０＋５０）ｍｍ×２２７ｍｍ
改良圧着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 改圧着　一本目地　二丁掛屏風曲 ｍ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327030138
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　平　２２７ｍｍ×６０ｍｍ 接着剤張り
施工規模１００ｍ２ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 接着剤張り　二丁掛　平 ｍ２ 248 9327 タイル工事

タイル工事 9327030140
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　標準曲　（１６８＋５０）ｍｍ×６０ｍ
ｍ 接着剤張り 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル１（材工）磁器質 接着剤張り　二丁掛　標準曲 ｍ 248 9327 タイル工事
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タイル工事 9327030004
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　平　２２７ｍｍ×６０ｍｍ 密着張り
塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 密着張　塗り目地　二丁掛　平 ｍ２ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327030005
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　標準曲　（１６８＋５０）ｍｍ×６０
ｍｍ 密着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 密着張　塗り目地　二丁掛標準曲 ｍ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327032002
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　曲　（２２７＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ
密着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 密着張　塗り目地　二丁掛　曲 ｍ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327030006
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　屏風曲　（６０＋５０）ｍｍ×２２７
ｍｍ 密着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 密着張　塗り目地　二丁掛屏風曲 ｍ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327034702
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　平　２２７ｍｍ×６０ｍｍ 密着張り
一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 密着張　一本目地　二丁掛　平 ｍ２ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327034704
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　標準曲　（１６８＋５０）ｍｍ×６０
ｍｍ 密着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 密着張　一本目地　二丁掛標準曲 ｍ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327034706
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　曲　（２２７＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ
密着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 密着張　一本目地　二丁掛　曲 ｍ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327034708
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　屏風曲　（６０＋５０）ｍｍ×２２７
ｍｍ 密着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 密着張　一本目地　二丁掛屏風曲 ｍ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327030016
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　平　２２７ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張
り　塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 改圧着　塗り目地　二丁掛　平 ｍ２ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327030017
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　標準曲　（１６８＋５０）ｍｍ×６０
ｍｍ 改良圧着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 改圧着　塗り目地　二丁掛標準曲 ｍ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327034002
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　曲　（２２７＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ
改良圧着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 改圧着　塗り目地　二丁掛　曲 ｍ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327030018
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　屏風曲　（６０＋５０）ｍｍ×２２７
ｍｍ 改良圧着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 改圧着　塗り目地　二丁掛屏風曲 ｍ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327030078
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　平　２２７ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張
り　一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 改圧着　一本目地　二丁掛　平 ｍ２ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327030079
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　標準曲　（１６８＋５０）ｍｍ×６０
ｍｍ 改良圧着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 改圧着　一本目地　二丁掛標準曲 ｍ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327034502
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　曲　（２２７＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ
改良圧着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 改圧着　一本目地　二丁掛　曲 ｍ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327030080
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　屏風曲　（６０＋５０）ｍｍ×２２７
ｍｍ 改良圧着張り　一本目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 改圧着　一本目地　二丁掛屏風曲 ｍ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327030142
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　平　２２７ｍｍ×６０ｍｍ 接着剤張り
施工規模１００ｍ２ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 接着剤張り　二丁掛　平 ｍ２ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327030144
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　標準曲　（１６８＋５０）ｍｍ×６０
ｍｍ 接着剤張り 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 接着剤張り　二丁掛　標準曲 ｍ 250 9327 タイル工事
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タイル工事 9327030067
タイル工事 外装壁モザイクタイル張り 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角　平　３００ｍｍ×３０
０ｍｍ（目地共サイズ） モザイクタイル張り 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁モザイク１（材工）磁器質 モザイク　施釉　５０角　平 ｍ２ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327030132
タイル工事 外装壁モザイクタイル張り 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角　曲　３００ｍｍ×５０
ｍｍ（目地共サイズ） モザイクタイル張り 施工規模－ｍ 材工共

外装壁モザイク１（材工）磁器質 モザイク　施釉　５０角　曲 ｍ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327030068
タイル工事 外装壁モザイクタイル張り 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角　二丁　３００ｍｍ×３
００ｍｍ（目地共サイズ） モザイクタイル張り 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁モザイク１（材工）磁器質 モザイク　施釉　５０角　二丁 ｍ２ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327030134
タイル工事 外装壁モザイクタイル張り 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角　二丁曲　３００ｍｍ×
１００ｍｍ（目地共サイズ） モザイクタイル張り 施工規模－ｍ 材工共

外装壁モザイク１（材工）磁器質 モザイク　施釉　５０角　二丁曲 ｍ 250 9327 タイル工事

タイル工事 9327030136
タイル工事 外装壁モザイクタイル張り 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角　二丁屏風曲　３００ｍ
ｍ×５０ｍｍ（目地共サイズ） モザイクタイル張り 施工規模－ｍ 材工共

外装壁モザイク１（材工）磁器質 モザイク施釉　５０角二丁屏風曲 ｍ 250 9327 タイル工事

木工事 9329020002 木工事 床 ころばし床組 米つが１等　Ｈ＝１５０　大引き　根太 根太間隔３６０ 材工共 ころばし床組（材工）米つが１等 Ｈ＝１５０　根太間隔３６０ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329020006 木工事 床 ころばし床組 杉１等　Ｈ＝１５０ｍｍ　大引き　根太 根太間隔３６０ 材工共 ころばし床組（材工）杉１等 Ｈ＝１５０　根太間隔３６０ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329700002 木工事 床 際根太 米つが１等　４０×４５ｍｍ 材工共 際根太（材工） 米つが１等　４０×４５ｍｍ ｍ 254 9329 木工事

木工事 9329700004 木工事 床 際根太 杉１等　４０×４５ｍｍ 材工共 際根太（材工） 杉１等　４０×４５ｍｍ ｍ 254 9329 木工事

木工事 9329030036 木工事 床 床下地板張り ラワン合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚１２ｍｍ 材工共 床下地板張り（材工）Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　１類　Ｔ１２ｍｍ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329030038 木工事 床 床下地板張り ラワン合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚９ｍｍ 材工共 床下地板張り（材工）Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　１類　Ｔ９ｍｍ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329030040 木工事 床 床下地板張り ラワン合板（２類）　Ｆ☆☆☆☆　厚９ｍｍ 材工共 床下地板張り（材工）Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　２類　Ｔ９ｍｍ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329040016 木工事 床 床板張り 縁甲板　ひのき無節　厚１５ｍｍ 材工共 床板張り（材工） 縁甲板　ひのき無節　Ｔ１５ｍｍ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329050002
木工事 壁 間仕切軸組 米つが１等　Ｈ＝３，０００程度 大壁（土台，頭つなぎ９０×４５　柱　６０×６０　＠１，８０
０　間柱６０×３６　＠４５０） 材工共

間仕切軸組（材工）米つが１等 Ｈ＝３０００程度大壁９０×４５ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329050004
木工事 壁 間仕切軸組 杉１等　Ｈ＝３，０００程度 大壁（土台，頭つなぎ９０×４５　柱　６０×６０　＠１，８００
間柱６０×３６　＠４５０） 材工共

間仕切軸組（材工）杉１等 Ｈ＝３０００程度大壁９０×４５ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329050014
木工事 壁 間仕切軸組 米つが１等　Ｈ＝３，０００程度 真壁（土台，頭つなぎ９０×４５　間柱４５×４０　＠４５０）
材工共

間仕切軸組（材工）米つが１等 Ｈ３０００程度　真壁９０×４５ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329050016
木工事 壁 間仕切軸組 杉１等　Ｈ＝３，０００程度 真壁（土台，頭つなぎ９０×４５　間柱４５×４０　＠４５０） 材
工共

間仕切軸組（材工）杉１等 Ｈ３０００程度　真壁９０×４５ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329060002 木工事 壁 胴縁組 米つが１等　木製軸組面（欠込み） 横４５×１８　＠４５０ 材工共 胴縁組（材工）米つが１等 木製軸組面　横４５×１８ ｍ２ 254 9329 木工事
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木工事 9329060008 木工事 壁 胴縁組 杉１等　木製軸組面（欠込み） 横４５×１８ｍｍ　＠４５０ 材工共 胴縁組（材工）杉１等 木製軸組面　横４５×１８ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329060010 木工事 壁 胴縁組 米つが１等　木製軸組面（添付け） 横４５×１８ｍｍ　かい木４０×１８ｍｍ　＠４５０ 材工共 胴縁組（材工）米つが１等 木製軸組面　かい木４０×１８ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329060004 木工事 壁 胴縁組 米つが１等　コンクリート面 横４５×２４　縦４５×４０　＠４５０　木れんが共 材工共 胴縁組（材工）米つが１等 コンクリート面　縦４５×４０ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329070026 木工事 壁 壁合板下地張り ラワン合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ 材工共 壁合板下地張り・材工Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　１類　Ｔ５．５ｍｍ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329070028 木工事 壁 壁合板下地張り ラワン合板（２類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ 材工共 壁合板下地張り・材工Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　２類　Ｔ５．５ｍｍ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329070030 木工事 壁 壁合板下地張り しな合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ 材工共 壁合板下地張り・材工Ｆ☆☆☆☆ しな合板　１類　Ｔ５．５ｍｍ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329070032 木工事 壁 壁合板下地張り しな合板（２類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ 材工共 壁合板下地張り・材工Ｆ☆☆☆☆ しな合板　２類　Ｔ５．５ｍｍ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329080026 木工事 壁 壁合板張り しな合板（２類）　Ｆ☆☆☆☆　厚４ｍｍ　目透し張り 材工共 壁合板張り（材工）Ｆ☆☆☆☆ しな合板２類　Ｔ４　目透し張り ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329080028 木工事 壁 壁合板張り 天然化粧合板　厚５ｍｍ 材工共 壁合板張り（材工） 天然化粧合板　Ｔ５ｍｍ ｍ２ 254 9329 木工事

木工事 9329110018 木工事 壁 建具・出入口枠 スプルース　Ｗ１１０×Ｄ２５ 材工共 建具（出入口）枠（材工） スプルースＷ１１０×Ｄ２５ｍｍ ｍ 254 9329 木工事

木工事 9329110020 木工事 壁 建具・出入口枠 スプルース　Ｗ８５×Ｄ２５ 材工共 建具（出入口）枠（材工） スプルース　Ｗ８５×Ｄ２５ｍｍ ｍ 254 9329 木工事

木工事 9329110022 木工事 壁 建具・出入口枠 ＭＤＦ　Ｗ１１０×Ｄ２５ 材工共 建具（出入口）枠（材工） ＭＤＦ　Ｗ１１０×Ｄ２５ｍｍ ｍ 254 9329 木工事

木工事 9329120020 木工事 壁 額縁 スプルース　Ｗ６５×Ｄ２５ 材工共 額縁（材工） スプルース　Ｗ６５×Ｄ２５ｍｍ ｍ 254 9329 木工事

木工事 9329120022 木工事 壁 額縁 米つが　Ｗ６５×Ｄ２５ 材工共 額縁（材工） 米つが　Ｗ６５×Ｄ２５ｍｍ ｍ 254 9329 木工事

木工事 9329710004 木工事 壁 化粧柱 米つが　Ｗ８５×Ｄ８５ 材工共 化粧柱（材工） 米つが　Ｗ８５×Ｄ８５ｍｍ ｍ 254 9329 木工事

木工事 9329130012 木工事 壁 敷居 米つが　Ｗ８５×Ｄ３７ 材工共 敷居（材工） 米つが　Ｗ８５×Ｄ３７ｍｍ ｍ 254 9329 木工事

木工事 9329130014 木工事 壁 敷居 スプルース　Ｗ８５×Ｄ３７ 材工共 敷居（材工） スプルース　Ｗ８５×Ｄ３７ｍｍ ｍ 254 9329 木工事

木工事 9329140012 木工事 壁 鴨居 米つが　Ｗ８５×Ｄ３５ 材工共 鴨居（材工） 米つが　８５×３５ｍｍ ｍ 256 9329 木工事
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木工事 9329140014 木工事 壁 鴨居 スプルース　Ｗ８５×Ｄ３５ 材工共 鴨居（材工） スプルース　８５×３５ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329140018 木工事 壁 鴨居 集成材　Ｗ８５×Ｄ３５ 材工共 鴨居（材工） 集成材　８５×３５ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329720002 木工事 壁 幅広付鴨居 米つが　Ｗ７０×Ｄ２０ 材工共 幅広付鴨居（材工） 米つが　７０×２０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329720004 木工事 壁 幅広付鴨居 スプルース　Ｗ７０×Ｄ２０ 材工共 幅広付鴨居（材工） スプルース　７０×２０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329720008 木工事 壁 幅広付鴨居 集成材　Ｗ７０×Ｄ２０ 材工共 幅広付鴨居（材工） 集成材　７０×２０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329160012 木工事 壁 付鴨居 米つが　Ｗ３５×Ｄ２０ 材工共 付鴨居（材工） 米つが　３５×２０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329160014 木工事 壁 付鴨居 スプルース　Ｗ３５×Ｄ２０ 材工共 付鴨居（材工） スプルース　３５×２０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329160018 木工事 壁 付鴨居 集成材　Ｗ３５×Ｄ２０ 材工共 付鴨居（材工） 集成材　３５×２０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329150002 木工事 壁 長押し 米つが　Ｈ＝９０ 材工共 長押し（材工） 米つが　Ｈ＝９０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329150004 木工事 壁 長押し スプルース　Ｈ＝９０ 材工共 長押し（材工） スプルース　Ｈ＝９０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329150014 木工事 壁 長押し 集成材　Ｈ＝９０ 材工共 長押し（材工） 集成材　Ｈ＝９０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329170014 木工事 壁 上がりかまち たも　１００×５０ 材工共 上がりかまち（材工） たも　１００×５０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329170018 木工事 壁 上がりかまち たも（積層材）　１００×５０ 材工共 上がりかまち（材工） たも（積層材）１００×５０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329170006 木工事 壁 上がりかまち しおじ　１００×５０ 材工共 上がりかまち（材工） しおじ　１００×５０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329170016 木工事 壁 上がりかまち 米ひば　１００×５０ 材工共 上がりかまち（材工） 米ひば　１００×５０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329170012 木工事 壁 上がりかまち 米ひば　１００×１００ 材工共 上がりかまち（材工） 米ひば　１００×１００ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329180008 木工事 壁 畳寄せ 米つが　Ｗ４０×Ｄ２０ 材工共 畳寄せ（材工） 米つが　４０×２０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329190002 木工事 壁 ぞうきんずり 米つが　Ｗ１５×Ｄ１０ 材工共 ぞうきんずり（材工） 米つが　１５×１０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事
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木工事 9329200002 木工事 壁 幅木 ラワン　Ｈ＝６０ 材工共 幅木（材工） ラワン　Ｈ＝６０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329200008 木工事 壁 幅木 米つが　Ｈ＝６０ 材工共 幅木（材工） 米つが　Ｈ＝６０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329200014 木工事 壁 幅木 スプルース　Ｈ＝６０ 材工共 幅木（材工） スプルース　Ｈ＝６０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329200032 木工事 壁 幅木 ＭＤＦ　Ｈ＝６０ 材工共 幅木（材工） ＭＤＦ　Ｈ＝６０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329220010 木工事 天井 天井下地 米つが１等 釣木，野縁受け＠９００，野縁＠４５５ 材工共 天井下地（材工）米つが１等 釣木・野縁受け＠９００ ｍ２ 256 9329 木工事

木工事 9329220012 木工事 天井 天井下地 杉１等 釣木，野縁受け＠９００，野縁＠４５５ 材工共 天井下地（材工）杉１等 釣木・野縁受け＠９００ ｍ２ 256 9329 木工事

木工事 9329220014 木工事 天井 天井下地 米つが１等　軟質繊維板類下地 釣木，野縁受け＠９００，野縁板１８×４０ 材工共 天井下地（材工）米つが１等 軟質繊維板類下地 ｍ２ 256 9329 木工事

木工事 9329230022 木工事 天井 天井合板張り ラワン合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ 材工共 天井合板張り（材工）Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　１類　Ｔ５．５ｍｍ ｍ２ 256 9329 木工事

木工事 9329230024 木工事 天井 天井合板張り しな合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ 材工共 天井合板張り（材工）Ｆ☆☆☆☆ しな合板　１類　Ｔ５．５ｍｍ ｍ２ 256 9329 木工事

木工事 9329230026 木工事 天井 天井合板張り しな合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ　目透し張り 材工共 天井合板張り（材工）Ｆ☆☆☆☆ しな合板１類Ｔ５．５目透し張り ｍ２ 256 9329 木工事

木工事 9329270002 木工事 天井 回り縁 ラワン　Ｗ３０×Ｄ３０ 材工共 回り縁（材工） ラワン　３０×３０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329270006 木工事 天井 回り縁 米つが　Ｗ３０×Ｄ３０ 材工共 回り縁（材工） 米つが　３０×３０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329270018 木工事 天井 回り縁 ＭＤＦ　Ｗ３０×Ｄ３０ 材工共 回り縁（材工） ＭＤＦ　３０×３０ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329210018 木工事 カーテンボックス ラワン　１５０×１００×２５ 材工共 カーテンボックス（材工） ラワン　１５０×１００ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329210020 木工事 カーテンボックス スプルース　１５０×１００×２５ 材工共 カーテンボックス（材工） スプルース　１５０×１００ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329210022 木工事 カーテンボックス ＭＤＦ　１５０×１００×２５ 材工共 カーテンボックス（材工） ＭＤＦ１５０×１００×２５ｍｍ ｍ 256 9329 木工事

木工事 9329300002 木工事 クローゼット 米つが　Ｗ１，８００×Ｈ２，３００×Ｄ９００　天袋付き 折戸・レール別途 材工共 クローゼット（材工） 米つが　Ｗ１８００×Ｈ２３００ 箇所 256 9329 木工事

木工事 9329280010 木工事 押入 米つが　Ｗ１，８００×Ｈ２，３００×Ｄ９００　天袋付き 敷居・鴨居別途 材工共 押入（材工）米つが １８００×２３００×９００ｍｍ 箇所 256 9329 木工事
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木工事 9329280012 木工事 押入 杉　Ｗ１，８００×Ｈ２，３００×Ｄ９００　天袋付き 敷居・鴨居別途 材工共 押入（材工）杉 １８００×２３００×９００ｍｍ 箇所 256 9329 木工事

木工事 9329280014 木工事 押入 米つが　Ｗ１，８００×Ｈ１，８００×Ｄ９００　天袋なし 敷居・鴨居別途 材工共 押入（材工）米つが １８００×１８００×９００ｍｍ 箇所 256 9329 木工事

木工事 9329280016 木工事 押入 米つが　Ｗ９００×Ｈ２，３００×Ｄ９００　天袋付き 敷居・鴨居別途 材工共 押入（材工）米つが ９００×２３００×９００ｍｍ 箇所 256 9329 木工事

屋根及びとい工事 9331030002 屋根及びとい工事 下ぶき アスファルトルーフィング ９４０（旧２２ｋｇ品） 施工規模１００ｍ２ 材工共 下ぶき　アスルーフィング・材工 ９４０　旧２２ｋｇ品 ｍ２ 260 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080080 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 大波板　下地フック止め 施工規模３００ｍ２ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿　大波板 ｍ２ 260 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080082 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 小波板　外壁張り 施工規模３００ｍ２ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿小波板外壁張 ｍ２ 260 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080084 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 大波曲棟 施工規模－ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿　大波曲棟 ｍ 260 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080086 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 大波巴 施工規模－ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿　大波巴 箇所 260 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080088 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） けらば　大波 施工規模－ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿　けらば大波 ｍ 260 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080090 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 角（隅）当 施工規模－ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿　角（隅）当 ｍ 260 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080092 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 面戸　大波 施工規模－ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿　面戸　大波 ｍ 260 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080094 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 軒先曲加工 施工規模－ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿　軒先曲加工 ｍ 260 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331100010
屋根及びとい工事 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ）ぶき スレート小波用 （６３波）　厚０．８ｍｍ　Ｇタイプ
施工規模１００ｍ２ 材工共

ガラス繊維強化プラ板ぶき・材工 スレート小波　６３波　Ｔ０．８ ｍ２ 260 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331100012
屋根及びとい工事 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ）ぶき スレート小波用 （６３波）　厚１．０ｍｍ　Ｇタイプ
施工規模１００ｍ２ 材工共

ガラス繊維強化プラ板ぶき・材工 スレート小波　６３波　Ｔ１ ｍ２ 260 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331100014
屋根及びとい工事 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ）ぶき スレート大波用 （１３０波）　厚１．０ｍｍ　Ｇタイ
プ 施工規模１００ｍ２ 材工共

ガラス繊維強化プラ板ぶき・材工 スレート大波　１３０波　Ｔ１ ｍ２ 260 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331100016
屋根及びとい工事 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ）ぶき スレート大波用 （１３０波）　厚１．２ｍｍ　Ｇタイ
プ 施工規模１００ｍ２ 材工共

ガラス繊維強化プラ板ぶき・材工 スレート大波１３０波　Ｔ１．２ ｍ２ 260 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331130376
屋根及びとい工事 金属屋根工事 心木無しかわら棒ぶき ガルバリウム塗装鋼板　厚０．３５ｍｍ　通しつり子 施工規模
１，０００ｍ２ 材工共

金属板かわら棒ぶき（材工） 心木無　ガルバリウムＴ０．３５ ｍ２ 260 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331130378
屋根及びとい工事 金属屋根工事 心木無しかわら棒ぶき ガルバリウム塗装鋼板　厚０．４ｍｍ　通しつり子 施工規模１，
０００ｍ２ 材工共

金属板かわら棒ぶき（材工） 心木無　ガルバリウム　Ｔ０．４ ｍ２ 260 9331 屋根工事
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屋根及びとい工事 9333060034 屋根及びとい工事 金属屋根工事 棟包み ガルバリウム塗装鋼板　厚０．４ｍｍ　糸幅３００ｍｍ 施工規模－ 材工共 棟包み（材工） ガルバリウム塗装鋼板　Ｔ０．４ ｍ 260 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333060036 屋根及びとい工事 金属屋根工事 棟包み ガルバリウム塗装鋼板　厚０．６ｍｍ　糸幅４５０ｍｍ 施工規模－ 材工共 棟包み（材工） ガルバリウム塗装鋼板　Ｔ０．６ ｍ 260 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333070022
屋根及びとい工事 金属屋根工事 水切り・雨押え ガルバリウム塗装鋼板　厚０．３５ｍｍ　糸幅１８０ｍｍ 施工規模－
材工共

水切り・雨押え（材工）Ｗ１８０ ガルバリウム塗装鋼板Ｔ０．３５ ｍ 260 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333070020
屋根及びとい工事 金属屋根工事 水切り・雨押え ガルバリウム塗装鋼板　厚０．３５ｍｍ　糸幅２２０ｍｍ 施工規模－
材工共

水切り・雨押え（材工）Ｗ２２０ ガルバリウム塗装鋼板Ｔ０．３５ ｍ 260 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333070026
屋根及びとい工事 金属屋根工事 水切り・雨押え ガルバリウム塗装鋼板　厚０．４ｍｍ　糸幅１８０ｍｍ 施工規模－ 材
工共

水切り・雨押え（材工）Ｗ１８０ ガルバリウム塗装鋼板　Ｔ０．４ ｍ 260 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333070024
屋根及びとい工事 金属屋根工事 水切り・雨押え ガルバリウム塗装鋼板　厚０．４ｍｍ　糸幅２２０ｍｍ 施工規模－ 材
工共

水切り・雨押え（材工）Ｗ２２０ ガルバリウム塗装鋼板　Ｔ０．４ ｍ 260 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333080024
屋根及びとい工事 金属屋根工事 下り谷どい ガルバリウム塗装鋼板　厚０．３５ｍｍ　糸幅４５０ｍｍ 施工規模－ 材工
共

下り谷どい（材工） ガルバリウム塗装鋼板Ｔ０．３５ ｍ 260 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333080026 屋根及びとい工事 金属屋根工事 下り谷どい ガルバリウム塗装鋼板　厚０．４ｍｍ　糸幅４５０ｍｍ 施工規模－ 材工共 下り谷どい（材工） ガルバリウム塗装鋼板　Ｔ０．４ ｍ 260 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333080020
屋根及びとい工事 金属屋根工事 谷どい 耐酸被覆鋼板　厚０．６ｍｍ（タニコイル）　糸幅９００ｍｍ 施工規模－ 材工
共

谷どい（材工） 耐酸被覆鋼板Ｔ０．６　Ｗ９００ ｍ 260 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333080028 屋根及びとい工事 金属屋根工事 谷どい ガルバリウム塗装鋼板　厚０．６ｍｍ　糸幅９００ｍｍ 施工規模－ 材工共 谷どい（材工） ガルバリウム塗装鋼板　Ｔ０．６ ｍ 260 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9331130340
屋根及びとい工事 金属屋根工事 折板 山高８５タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚０．６ｍｍ　断熱材別途 施工規模１，
０００ｍ２ 材工共

金属板ぶき（材工）折板 山高８５タイプ　Ｔ０．６ｍｍ ｍ２ 262 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331130342
屋根及びとい工事 金属屋根工事 折板 山高８５タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚０．８ｍｍ　断熱材別途 施工規模１，
０００ｍ２ 材工共

金属板ぶき（材工）折板 山高８５タイプ　Ｔ０．８ｍｍ ｍ２ 262 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331130348
屋根及びとい工事 金属屋根工事 折板 山高１５０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚０．８ｍｍ　断熱材別途 施工規模
１，０００ｍ２ 材工共

金属板ぶき（材工）折板 山高１５０タイプ　Ｔ０．８ｍｍ ｍ２ 262 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331130350
屋根及びとい工事 金属屋根工事 折板 山高１５０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚１．０ｍｍ　断熱材別途 施工規模
１，０００ｍ２ 材工共

金属板ぶき（材工）折板 山高１５０タイプ　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 262 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331130356
屋根及びとい工事 金属屋根工事 折板 山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚０．８ｍｍ　断熱材別途 施工規模
１，０００ｍ２ 材工共

金属板ぶき（材工）折板 山高１７０タイプ　Ｔ０．８ｍｍ ｍ２ 262 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331130358
屋根及びとい工事 金属屋根工事 折板 山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚１．０ｍｍ　断熱材別途 施工規模
１，０００ｍ２ 材工共

金属板ぶき（材工）折板 山高１７０タイプ　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 262 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331130364
屋根及びとい工事 金属屋根工事 はぜ式折板 山高１６０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚０．８ｍｍ　断熱材別途 施工
規模１，０００ｍ２ 材工共

金属板ぶき（材工）はぜ式折板 山高１６０タイプ　Ｔ０．８ｍｍ ｍ２ 262 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331130366
屋根及びとい工事 金属屋根工事 はぜ式折板 山高１６０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚１．０ｍｍ　断熱材別途 施工
規模１，０００ｍ２ 材工共

金属板ぶき（材工）はぜ式折板 山高１６０タイプ　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 262 9331 屋根工事
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屋根及びとい工事 9331130372
屋根及びとい工事 金属屋根工事 はぜ式折板 山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚０．８ｍｍ　断熱材別途 施工
規模１，０００ｍ２ 材工共

金属板ぶき（材工）はぜ式折板 山高１７０タイプ　Ｔ０．８ｍｍ ｍ２ 262 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331130374
屋根及びとい工事 金属屋根工事 はぜ式折板 山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚１．０ｍｍ　断熱材別途 施工
規模１，０００ｍ２ 材工共

金属板ぶき（材工）はぜ式折板 山高１７０タイプ　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 262 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9333310002 屋根及びとい工事 金属屋根工事 タイトフレーム 折板　山高８５タイプ 施工規模－ 材工共 タイトフレーム（材工）折板 山高８５タイプ ｍ 262 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333310004 屋根及びとい工事 金属屋根工事 タイトフレーム 折板　山高１５０タイプ 施工規模－ 材工共 タイトフレーム（材工）折板 山高１５０タイプ ｍ 262 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333310006 屋根及びとい工事 金属屋根工事 タイトフレーム 折板　山高１７０タイプ 施工規模－ 材工共 タイトフレーム（材工）折板 山高１７０タイプ ｍ 262 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333310008 屋根及びとい工事 金属屋根工事 タイトフレーム はぜ式折板　山高１６０タイプ 施工規模－ 材工共 タイトフレーム材工　はぜ式折板 山高１６０タイプ ｍ 262 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333310010 屋根及びとい工事 金属屋根工事 タイトフレーム はぜ式折板　山高１７０タイプ 施工規模－ 材工共 タイトフレーム材工　はぜ式折板 山高１７０タイプ ｍ 262 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333320012 屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先面戸 折板　山高８５タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共 軒先面戸（材工）折板 山高８５タイプ ｍ 262 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333320014 屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先面戸 折板　山高１５０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共 軒先面戸（材工）折板 山高１５０タイプ ｍ 262 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333320016 屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先面戸 折板　山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共 軒先面戸（材工）折板 山高１７０タイプ ｍ 262 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333320018 屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先面戸 はぜ式折板　山高１６０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共 軒先面戸（材工）はぜ式折板 山高１６０タイプ ｍ 262 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333320020 屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先面戸 はぜ式折板　山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共 軒先面戸（材工）はぜ式折板 山高１７０タイプ ｍ 262 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333330012
屋根及びとい工事 金属屋根工事 止面戸 折板　山高８５タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　コーキング共 施工規模－ 材
工共

止面戸（材工）折板 山高８５タイプ ｍ 262 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333330014
屋根及びとい工事 金属屋根工事 止面戸 折板　山高１５０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　コーキング共 施工規模－
材工共

止面戸（材工）折板 山高１５０タイプ ｍ 262 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333330016
屋根及びとい工事 金属屋根工事 止面戸 折板　山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　コーキング共 施工規模－
材工共

止面戸（材工）折板 山高１７０タイプ ｍ 262 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333330018
屋根及びとい工事 金属屋根工事 止面戸 はぜ式折板　山高１６０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　コーキング共 施工規
模－ 材工共

止面戸（材工）はぜ式折板 山高１６０タイプ ｍ 262 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333330020
屋根及びとい工事 金属屋根工事 止面戸 はぜ式折板　山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　コーキング共 施工規
模－ 材工共

止面戸（材工）はぜ式折板 山高１７０タイプ ｍ 262 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333340012 屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先フレーム 折板　山高８５タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共 軒先フレーム（材工）折板 山高８５タイプ ｍ 264 9333 金属工事
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屋根及びとい工事 9333340014 屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先フレーム 折板　山高１５０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共 軒先フレーム（材工）折板 山高１５０タイプ ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333340016 屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先フレーム 折板　山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共 軒先フレーム（材工）折板 山高１７０タイプ ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333340018
屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先フレーム はぜ式折板　山高１６０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材
工共

軒先フレーム（材工）はぜ式折板 山高１６０タイプ ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333340020
屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先フレーム はぜ式折板　山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材
工共

軒先フレーム（材工）はぜ式折板 山高１７０タイプ ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333060028
屋根及びとい工事 金属屋根工事 棟包み 折板　山高８５タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　エプロンなし 施工規模－ 材
工共

棟包み（材工）折板 山高８５タイプ ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333060030
屋根及びとい工事 金属屋根工事 棟包み 折板　山高１５０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　エプロンなし 施工規模－
材工共

棟包み（材工）折板 山高１５０タイプ ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333060032
屋根及びとい工事 金属屋根工事 棟包み 折板　山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　エプロンなし 施工規模－
材工共

棟包み（材工）折板 山高１７０タイプ ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9331170002
屋根及びとい工事 かわらぶき 和がわら いぶしがわら　銀色　切妻屋根　勾配４０／１００程度 施工規模１００ｍ２ 桟
木含む 材工共

和がわら（材工） いぶしがわら　銀色 ｍ２ 264 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331170004
屋根及びとい工事 かわらぶき 和がわら 釉薬がわら　標準色（シルバー）　切妻屋根　勾配４０／１００程度 施工規模１
００ｍ２ 桟木含む 材工共

和がわら（材工） 釉薬がわら　標準色（シルバー） ｍ２ 264 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9333100012 屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型（前高型）　幅１２０ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 軒どい（材工） 塩ビ　角型　前高型Ｗ１２０ｍｍ ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333100014 屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型（前高型）　幅１５０ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 軒どい（材工） 塩ビ　角型　前高型Ｗ１５０ｍｍ ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333100017 屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型（前高型）　幅２００ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 軒どい（材工） 塩ビ　角型　前高型Ｗ２００ｍｍ ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333100018 屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型　幅１２０ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 軒どい（材工） 塩ビ　角型　Ｗ１２０ｍｍ ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333100020 屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型　幅１５０ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 軒どい（材工） 塩ビ　角型　Ｗ１５０ｍｍ ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333100022 屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型　幅２００ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 軒どい（材工） 塩ビ　角型　Ｗ２００ｍｍ ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333110014 屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＵ管　径７５ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共 たてどい（材工） ＶＵ管　径７５　継手含む ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333110016 屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＵ管　径１００ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共 たてどい（材工） ＶＵ管　径１００　継手含む ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333110018 屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＵ管　径１２５ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共 たてどい（材工） ＶＵ管　径１２５　継手含む ｍ 264 9333 金属工事
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屋根及びとい工事 9333110020 屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＰ管　径７５ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共 たてどい（材工） ＶＰ管　径７５　継手含む ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333110022 屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＰ管　径１００ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共 たてどい（材工） ＶＰ管　径１００　継手含む ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333110024 屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＰ管　径１２５ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共 たてどい（材工） ＶＰ管　径１２５　継手含む ｍ 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333390002 屋根及びとい工事 とい工事 エルボ φ７５用　８０°エルボ　同径 施工規模－ 材工共 エルボ（材工） 径７５用　８０度エルボ　同径 箇所 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333390004 屋根及びとい工事 とい工事 エルボ φ１００用　８０°エルボ　同径 施工規模－ 材工共 エルボ（材工） 径１００用　８０度エルボ　同径 箇所 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333390006 屋根及びとい工事 とい工事 エルボ φ１２５用　８０°エルボ　同径 施工規模－ 材工共 エルボ（材工） 径１２５用　８０度エルボ　同径 箇所 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333120008 屋根及びとい工事 とい工事 集水器 塩ビ　角型　１２０用 施工規模－ 材工共 集水器（材工） 塩ビ　角型　１２０用 箇所 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333120010 屋根及びとい工事 とい工事 集水器 塩ビ　角型　１５０用 施工規模－ 材工共 集水器（材工） 塩ビ　角型　１５０用 箇所 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333120012 屋根及びとい工事 とい工事 集水器 塩ビ　角型　２００用 施工規模－ 材工共 集水器（材工） 塩ビ　角型　２００用 箇所 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333130008 屋根及びとい工事 とい工事 下部養生管 白ガス管　８０Ａ×１，８００ｍｍ 施工規模－ 材工共 とい下部養生管（材工） 白ガス管　８０Ａ×１８００ 箇所 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333130004 屋根及びとい工事 とい工事 下部養生管 白ガス管　１００Ａ×１，８００ｍｍ 施工規模－ 材工共 とい下部養生管（材工） 白ガス管　１００Ａ×１８００ 箇所 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333130006 屋根及びとい工事 とい工事 下部養生管 白ガス管　１２５Ａ×１，８００ｍｍ 施工規模－ 材工共 とい下部養生管（材工） 白ガス管　１２５Ａ×１８００ 箇所 264 9333 金属工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130292 屋根及びとい工事 折版Ｆ２００Ⅱ型 ガルバリウム鋼板　厚０．８ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業 折版Ｆ２００－２型（材工） ガルバリウム鋼板　Ｔ０．８ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130294 屋根及びとい工事 折版Ｆ８０ ガルバリウム鋼板　厚０．８ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業 折版Ｆ８０（材工） ガルバリウム鋼板　Ｔ０．８ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130296 屋根及びとい工事 丸馳折版Ⅱ型 ガルバリウム鋼板　厚０．８ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業 丸馳折版２型（材工） ガルバリウム鋼板　Ｔ０．８ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130416
屋根及びとい工事 瓦棒Ｆ－４０Ｋ ガルバリウム鋼板　厚０．４ｍｍ　働き幅４００ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三
晃金属工業

金属板ぶき（材工） 瓦棒Ｆ－４０Ｋ　Ｔ０．４ｍｍ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130300
屋根及びとい工事 Ａ号瓦棒葺 ガルバリウム鋼板　厚０．４ｍｍ　働き幅４１８ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金
属工業

Ａ号瓦棒葺（材工） ガルバリウム鋼板　Ｔ０．４ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130418 屋根及びとい工事 段ルーフ２７５ ガルバリウム鋼板　厚０．６ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業 金属板ぶき（材工） 段ルーフ２７５　Ｔ０．６ｍｍ ｍ２ 266 9331 屋根工事
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屋根及びとい工事【公表価格】 9331130420
屋根及びとい工事 Ｒ－Ｔ工法（ステンレスシーム・溶接工法） ＳＵＳ４４５Ｊ１　厚０．４ｍｍ　露出２Ｄ仕上げ 施工
規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業

金属板ぶき（材工） Ｒ－Ｔ工法　ＳＵＳ４４５Ｊ１ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130422
屋根及びとい工事 Ｒ－Ｔ工法（ステンレスシーム・溶接工法） ＳＵＳ４４５Ｊ２　厚０．４ｍｍ　露出カラーステンレス
施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業

金属板ぶき（材工） Ｒ－Ｔ工法　ＳＵＳ４４５Ｊ２ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130382
屋根及びとい工事 元旦スプリングルーフ８５０ カラーガルバリウム鋼板　厚０．４ｍｍ　裏貼り　継手捨板　継手カバー
吊子　バックアップ材含む 施工規模３００ｍ２ 材工共 元旦ビューティ工業

元旦スプリングルーフ８５０材工 カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130384
屋根及びとい工事 元旦スプリングルーフ８００ カラーガルバリウム鋼板　厚０．４ｍｍ　裏貼り　継手捨板　継手カバー
吊子含む 施工規模３００ｍ２ 材工共 元旦ビューティ工業

元旦スプリングルーフ８００材工 カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130386
屋根及びとい工事 元旦ＴＲＸ カラーガルバリウム鋼板　厚０．４ｍｍ　裏貼り　桟カバー　吊子含む 施工規模３００ｍ
２ 材工共 元旦ビューティ工業

元旦ＴＲＸ　（材工） カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130168 屋根及びとい工事 タイマルーフＭ型 フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　横段葺き 施工規模３００ｍ２ 材工共 カナメ タイマルーフＭ型（材工） フッ素ＧＬ鋼板　Ｔ０．４ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130170 屋根及びとい工事 カナメルーフ フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　金属がわら 施工規模３００ｍ２ 材工共 カナメ カナメルーフ（材工） フッ素ＧＬ鋼板　Ｔ０．４ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130237 屋根及びとい工事 タイマルーフＦ２５ フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　横葺き 施工規模３００ｍ２ 材工共 カナメ タイマルーフＦ２５（材工） フッ素ＧＬ鋼板　Ｔ０．４ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130264
屋根及びとい工事 美段一文字９ 金属横葺屋根キャップレス工法　フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　ＬＮタイプ　長１，９
９２ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本鐵板

金属板ぶき（材工） 美段一文字９　Ｔ０．４ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130266
屋根及びとい工事 美段一文字１５ 金属横葺屋根キャップレス工法　フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　２２５タイプ　長
３，９９０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本鐵板

金属板ぶき（材工） 美段一文字１５　Ｔ０．４ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130263
屋根及びとい工事 美段一文字２１ 金属横葺屋根キャップレス工法　フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　２５０タイプ　長
３，９９０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本鐵板

金属板ぶき（材工） 美段一文字２１　Ｔ０．４ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130267
屋根及びとい工事 美段一文字３５ 金属横葺屋根キャップレス工法　フッ素ＧＬ鋼板　厚０．５ｍｍ　３００タイプ　長
３，９９０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本鐵板

金属板ぶき（材工） 美段一文字３５　Ｔ０．５ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130128
屋根及びとい工事 ケミカラーオーシマメタル Ｃ．Ｏ．Ｍ．　厚０．５ｍｍ　Ｖ１－１１５波 施工規模５００ｍ２ 材工共
大島応用

ケミカラーオーシマメタル・材工 Ｔ０．５　Ｖ１－１１５波 ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130130
屋根及びとい工事 ケミカラーワイドリブ Ｃ．Ｏ．Ｍ．　厚０．８ｍｍ　Ｗ－２００ 施工規模５００ｍ２ 材工共 大島応
用

ケミカラーワイドリブ（材工） Ｔ０．８　Ｗ－２００ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130424
屋根及びとい工事 レオフィットルーフ 一文字葺き　２６５×１，２００×厚０．４ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共 カ
ラーガルバリウム鋼板の場合、専用防水シート・プライマー・役物は別途。 東邦レオ

レオフィットルーフ　一文字葺き ２６５×１２００×Ｔ０．４ｍｍ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130430
屋根及びとい工事 レオフィットルーフ　外断熱 一文字葺き　２６５×１，２００×厚０．４ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材
工共 カラーガルバリウム鋼板の場合、断熱材（専用接着剤共）厚５０ｍｍは含む。専用防水シート・プライマー・役物は
別途。 東邦レオ

レオフィットルーフ　外断熱 一文字葺き　２６５×１２００ ｍ２ 266 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130394
屋根及びとい工事 アイルーフ７５ 溶融亜鉛めっき鋼板　厚１．０ｍｍ 施工規模１０００ｍ２ 材工共 運賃・役物・図面
別途 東邦シートフレーム

アイルーフ７５（材工） 溶融亜鉛めっき鋼板　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130396
屋根及びとい工事 ユニルーフ ＲＣ２（ＦＩＸ）　ガルバリウム鋼板 施工規模１００ｍ 材工共 網入型硝子仕様，下地・
水切別途 日昌グラシス

ユニルーフ（材工） ＲＣ２ＦＩＸ　ガルバリウム鋼板 ｍ 268 9331 屋根工事

156/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

屋根及びとい工事【公表価格】 9331030008
屋根及びとい工事 マルエスシングル ＳＮ－５０１仕様 施工規模１５０ｍ２ 材工共 コンクリート下地，勾配２／１０～
５／１０，下葦材込 日新工業

マルエスシングル（材工） ＳＮ－５０１仕様 ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331030010
屋根及びとい工事 マルエスシングル ＳＮ－５０２仕様 施工規模１５０ｍ２ 材工共 コンクリート下地，勾配１／１０～
３／１０，下葦材込 日新工業

マルエスシングル（材工） ＳＮ－５０２仕様 ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331030012
屋根及びとい工事 マルエスシングル ＳＮ－５０１Ｂ仕様（断熱仕様） 施工規模１５０ｍ２ 材工共 コンクリート下地，
勾配２／１０～５／１０，下葦材込　断熱材３０ｍｍ 日新工業

マルエスシングル（材工） ＳＮ－５０１Ｂ仕様（断熱仕様） ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331030014
屋根及びとい工事 マルエスシングル ＳＮ－５０２Ｂ仕様（断熱仕様） 施工規模１５０ｍ２ 材工共 コンクリート下地，
勾配１／１０～３／１０，下葦材込　断熱材３０ｍｍ 日新工業

マルエスシングル（材工） ＳＮ－５０２Ｂ仕様（断熱仕様） ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331030016
屋根及びとい工事 マルエスシングル ＳＮ－８０３仕様 施工規模１５０ｍ２ 材工共 耐水合板下地，勾配２．５／１０～
５／１０ 日新工業

マルエスシングル（材工） ＳＮ－８０３仕様 ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331030018
屋根及びとい工事 マルエスシングル ＳＮ－８０４仕様 施工規模１５０ｍ２ 材工共 耐水合板下地，勾配５／１０以上 日
新工業

マルエスシングル（材工） ＳＮ－８０４仕様 ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331030020 屋根及びとい工事 マルエスシングル ＳＮ－５０５仕様 施工規模１５０ｍ２ 材工共 耐水合板下地，化粧壁用 日新工業 マルエスシングル（材工） ＳＮ－５０５仕様 ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331060042
屋根及びとい工事 イーグルエクサ　平板陶器瓦 ４１．３ｋｇ／約１２枚／ｍ２ 施工規模切妻屋根１００ｍ２以上 材工共
材料運搬費別途 マルスギ

イーグルロック（材工） 平板陶器瓦　４１．３ｋｇ ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331060044
屋根及びとい工事 防災フィット　平板陶器瓦 ４４．４ｋｇ／約１２枚／ｍ２（標準工法） 施工規模切妻屋根１００ｍ２
以上 材工共 材料運搬費別途 マルスギ

防災フィット（材工） 平板陶器瓦　４４．４ｋｇ ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331060046
屋根及びとい工事 イーグルマキシム　洋風陶器瓦 ３５．１ｋｇ／約１２枚／ｍ２ 施工規模切妻屋根１００ｍ２以上 材工
共 材料運搬費別途 マルスギ

イーグルマキシム（材工） 洋風陶器瓦　３５．１ｋｇ ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331170010
屋根及びとい工事 和形防災瓦　和形陶器瓦 ４１．７ｋｇ／約１６枚／ｍ２ 施工規模切妻屋根１００ｍ２以上 材工共 材
料運搬費別途 マルスギ

和形防災瓦（材工） 和形陶器瓦　４１．７ｋｇ ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331170012
屋根及びとい工事 スーパーＪⅡ（和形緩勾配瓦）　和形陶器瓦 ４１．７ｋｇ／約１６枚／ｍ２ 施工規模切妻屋根１００
ｍ２以上 材工共 材料運搬費別途 マルスギ

スーパーＪ２　緩勾配材工 和形陶器瓦　４１．７ｋｇ ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130398 屋根及びとい工事 一文字はやぶき　銅版 ０．３５×１７５型 施工規模１００ｍ２ 材工共 山内金属 一文字はやぶき　銅版（材工） ０．３５×１７５型 ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130400 屋根及びとい工事 一文字はやぶき　タイマカラー ０．３５×１７５型 施工規模１００ｍ２ 材工共 山内金属 一文字はやぶきタイマカラー材工 ０．３５×１７５型 ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130402 屋根及びとい工事 一文字はやぶき　カラーステンレス ０．３５×１７５型 施工規模１００ｍ２ 材工共 山内金属 一文字はやぶきカラーステンレス ０．３５×１７５型 ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130404 屋根及びとい工事 一文字はやぶき　チタン ０．３×１７５型 施工規模１００ｍ２ 材工共 山内金属 一文字はやぶき　チタン（材工） ０．３×１７５型 ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130406 屋根及びとい工事 シャダンルーフ２０ 遮熱鋼板　厚０．４ｍｍ 施工規模１００ｍ２ 材工共 山内金属 シャダンルーフ２０（材工） 遮熱鋼板　Ｔ０．４ｍｍ ｍ２ 268 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130408 屋根及びとい工事 シャダンルーフ１２ カラーステンレス　厚０．４ｍｍ 施工規模１００ｍ２ 材工共 山内金属 シャダンルーフ１２（材工） カラーステンレス　Ｔ０．４ｍｍ ｍ２ 268 9331 屋根工事
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屋根及びとい工事【公表価格】 9331130410 屋根及びとい工事 シャダンルーフ１２ カラーＧＬ　厚０．４ｍｍ 施工規模１００ｍ２ 材工共 山内金属 シャダンルーフ１２（材工） カラーＧＬ　Ｔ０．４ｍｍ ｍ２ 268 9331 屋根工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010102
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外
径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010104
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外
径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010106
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外
径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010108
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外
径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010110
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外
径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010112
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外
径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010202
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１
０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010204
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ
１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010206
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ
１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010208
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ
２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010210
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ
２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010212
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ
２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010302
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０
スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010304
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３
スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010306
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６
スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010620
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外
径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010622
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外
径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010624
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外
径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010626
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外
径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010628
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外
径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010630
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外
径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010920
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１
０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010922
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ
１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010924
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ
１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010926
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ
２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010928
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ
２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010930
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ
２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010560
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０
スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010562
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３
スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010564
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６
スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011120
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外
径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011122
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外
径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011124
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外
径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011126
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外
径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011128
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外
径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011130
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外
径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011420
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１
０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011422
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ
１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011424
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ
１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011426
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ
２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011428
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ
２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011430
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ
２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011060
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０
スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011062
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３
スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011064
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６
スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012120
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外
径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012122
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外
径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012124
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外
径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012126
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外
径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012128
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外
径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012130
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外
径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012420
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１
０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012422
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ
１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012424
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ
１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012426
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ
２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012428
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ
２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012430
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ
２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012060
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０
スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012062
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３
スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012064
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６
スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012620
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外
径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012622
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外
径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012624
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外
径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012626
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外
径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012628
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外
径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012630
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外
径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012920
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１
０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012922
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ
１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012924
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ
１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012926
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ
２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012928
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ
２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012930
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ
２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012560
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０
スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012562
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３
スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012564
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６
スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013120
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外
径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013122
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外
径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013124
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外
径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013126
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外
径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013128
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外
径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013130
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外
径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013420
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１
０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013422
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ
１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013424
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ
１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013426
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ
２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013428
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ
２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013430
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ
２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013060
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０
スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013062
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３
スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013064
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６
スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014120
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外
径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014122
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外
径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014124
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外
径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014126
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外
径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014128
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外
径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014130
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外
径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014420
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１
０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014422
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ
１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014424
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ
１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014426
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ
２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014428
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ
２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014430
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ
２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014060
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０
スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014062
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３
スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014064
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６
スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014620
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外
径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014622
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外
径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014624
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外
径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014626
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外
径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014628
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外
径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014630
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外
径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014920
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１
０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014922
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ
１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014924
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ
１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014926
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ
２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014928
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ
２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014930
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ
２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014560
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０
スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014562
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３
スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014564
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６
スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015120
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外
径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015122
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外
径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015124
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外
径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015126
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外
径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015128
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外
径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015130
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外
径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015420
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１
０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015422
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ
１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015424
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ
１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015426
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ
２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015428
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ
２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015430
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ
２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015060
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０
スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015062
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３
スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015064
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６
スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ 本 272 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010120
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６
（Ｗ１／４） 外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 本体　ストロング　Ｍ６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010122
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８
（Ｗ５／１６） 外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 本体　ストロング　Ｍ８　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010124
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ
１０（Ｗ３／８） 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 本体　ストロング　Ｍ１０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010126
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ
１２（Ｗ１／２） 外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 本体　ストロング　Ｍ１２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010128
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ
１６（Ｗ５／８） 外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 本体　ストロング　Ｍ１６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010130
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ
２０（Ｗ３／４） 外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 本体　ストロング　Ｍ２０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010132
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ
２２（Ｗ７／８） 外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 本体　ストロング　Ｍ２２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010310
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×
４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010312
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×
６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010314
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×
７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010640
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６
（Ｗ１／４） 外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 本体　ストロング　Ｍ６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010642
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８
（Ｗ５／１６） 外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 本体　ストロング　Ｍ８　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010644
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ
１０（Ｗ３／８） 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 本体　ストロング　Ｍ１０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010646
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ
１２（Ｗ１／２） 外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 本体　ストロング　Ｍ１２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010648
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ
１６（Ｗ５／８） 外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 本体　ストロング　Ｍ１６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010650
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ
２０（Ｗ３／４） 外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 本体　ストロング　Ｍ２０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010652
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ
２２（Ｗ７／８） 外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 本体　ストロング　Ｍ２２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010570
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×
４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010572
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×
６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010574
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×
７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011140
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６
（Ｗ１／４） 外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 本体　ストロング　Ｍ６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011142
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８
（Ｗ５／１６） 外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 本体　ストロング　Ｍ８　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011144
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ
１０（Ｗ３／８） 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 本体　ストロング　Ｍ１０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011146
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ
１２（Ｗ１／２） 外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 本体　ストロング　Ｍ１２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011148
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ
１６（Ｗ５／８） 外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 本体　ストロング　Ｍ１６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011150
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ
２０（Ｗ３／４） 外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 本体　ストロング　Ｍ２０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011152
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ
２２（Ｗ７／８） 外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 本体　ストロング　Ｍ２２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011070
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×
４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011072
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×
６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011074
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×
７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012140
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６
（Ｗ１／４） 外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 本体　ストロング　Ｍ６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012142
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８
（Ｗ５／１６） 外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 本体　ストロング　Ｍ８　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012144
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ
１０（Ｗ３／８） 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 本体　ストロング　Ｍ１０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012146
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ
１２（Ｗ１／２） 外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 本体　ストロング　Ｍ１２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012148
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ
１６（Ｗ５／８） 外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 本体　ストロング　Ｍ１６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012150
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ
２０（Ｗ３／４） 外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 本体　ストロング　Ｍ２０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012152
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ
２２（Ｗ７／８） 外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 本体　ストロング　Ｍ２２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012070
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×
４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012072
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×
６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012074
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×
７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012640
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６
（Ｗ１／４） 外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 本体　ストロング　Ｍ６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012642
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８
（Ｗ５／１６） 外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 本体　ストロング　Ｍ８　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012644
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ
１０（Ｗ３／８） 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 本体　ストロング　Ｍ１０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012646
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ
１２（Ｗ１／２） 外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 本体　ストロング　Ｍ１２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012648
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ
１６（Ｗ５／８） 外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 本体　ストロング　Ｍ１６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012650
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ
２０（Ｗ３／４） 外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 本体　ストロング　Ｍ２０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012652
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ
２２（Ｗ７／８） 外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 本体　ストロング　Ｍ２２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012570
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×
４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012572
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×
６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012574
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×
７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013140
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６
（Ｗ１／４） 外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 本体　ストロング　Ｍ６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013142
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８
（Ｗ５／１６） 外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 本体　ストロング　Ｍ８　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013144
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ
１０（Ｗ３／８） 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 本体　ストロング　Ｍ１０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013146
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ
１２（Ｗ１／２） 外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 本体　ストロング　Ｍ１２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013148
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ
１６（Ｗ５／８） 外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 本体　ストロング　Ｍ１６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013150
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ
２０（Ｗ３／４） 外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 本体　ストロング　Ｍ２０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013152
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ
２２（Ｗ７／８） 外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 本体　ストロング　Ｍ２２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013070
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×
４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013072
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×
６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013074
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×
７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014140
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６
（Ｗ１／４） 外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 本体　ストロング　Ｍ６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014142
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８
（Ｗ５／１６） 外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 本体　ストロング　Ｍ８　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014144
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ
１０（Ｗ３／８） 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 本体　ストロング　Ｍ１０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014146
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ
１２（Ｗ１／２） 外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 本体　ストロング　Ｍ１２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014148
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ
１６（Ｗ５／８） 外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 本体　ストロング　Ｍ１６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014150
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ
２０（Ｗ３／４） 外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 本体　ストロング　Ｍ２０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014152
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ
２２（Ｗ７／８） 外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 本体　ストロング　Ｍ２２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014070
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×
４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014072
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×
６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014074
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×
７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014640
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６
（Ｗ１／４） 外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 本体　ストロング　Ｍ６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014642
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８
（Ｗ５／１６） 外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 本体　ストロング　Ｍ８　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014644
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ
１０（Ｗ３／８） 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 本体　ストロング　Ｍ１０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014646
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ
１２（Ｗ１／２） 外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 本体　ストロング　Ｍ１２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014648
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ
１６（Ｗ５／８） 外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 本体　ストロング　Ｍ１６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014650
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ
２０（Ｗ３／４） 外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 本体　ストロング　Ｍ２０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014652
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ
２２（Ｗ７／８） 外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 本体　ストロング　Ｍ２２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014570
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×
４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014572
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×
６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014574
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×
７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015140
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６
（Ｗ１／４） 外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 本体　ストロング　Ｍ６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015142
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８
（Ｗ５／１６） 外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 本体　ストロング　Ｍ８　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015144
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ
１０（Ｗ３／８） 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 本体　ストロング　Ｍ１０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015146
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ
１２（Ｗ１／２） 外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 本体　ストロング　Ｍ１２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015148
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ
１６（Ｗ５／８） 外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 本体　ストロング　Ｍ１６　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015150
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ
２０（Ｗ３／４） 外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 本体　ストロング　Ｍ２０　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015152
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ
２２（Ｗ７／８） 外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 本体　ストロング　Ｍ２２　岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015070
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×
４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015072
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×
６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015074
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） 異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×
７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部 本 273 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010425
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施
工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010426
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施
工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010427
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施
工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010428
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施
工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010429
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施
工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010430
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施
工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010431
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０
施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１０５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010432
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０
施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１０６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010433
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０
施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１０８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010434
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１０９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010435
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１０
０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010436
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２
０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１０１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010437
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０
施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１２６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010438
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０
施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１２７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010439
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１２９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010440
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１２１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010441
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１２１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010442
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５
０ 施工基準数１００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１２１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010443
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０
施工基準数１００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１６８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010444
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１６１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010445
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１６１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010446
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５
０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１６１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010447
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９
０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－１６１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010448
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１０
０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－２０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010449
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３
０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－２０１３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010450
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５
０ 施工基準数５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－２０１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010451
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９
０ 施工基準数５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－２０１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010452
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３
０ 施工基準数５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 芯棒オールＣ－２０２３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010453
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５
ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 シーティーＣＴ－６２５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010454
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０
ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 シーティーＣＴ－８３０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010455
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０
ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 シーティーＣＴ１０４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010456
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０
ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 シーティーＣＴ１２５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010457
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０
ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 シーティーＣＴ１６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010458
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６
全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010459
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８
全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010460
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ
１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010461
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ
１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010462
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ
１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010463
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ
２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010464
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ
２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010465
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ
２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010931
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施
工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010932
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施
工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010933
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施
工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

172/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010934
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施
工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010935
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施
工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010936
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施
工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010937
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０
施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１０５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010938
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０
施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１０６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010939
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０
施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１０８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010940
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１０９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010941
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１０
０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010942
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２
０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１０１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010943
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０
施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１２６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010944
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０
施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１２７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010945
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１２９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010946
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１２１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010947
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１２１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010948
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５
０ 施工基準数１００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１２１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010949
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０
施工基準数１００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１６８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010950
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１６１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010951
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１６１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010952
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５
０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１６１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010953
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９
０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－１６１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010954
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１０
０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－２０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010955
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３
０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－２０１３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010956
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５
０ 施工基準数５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－２０１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010957
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９
０ 施工基準数５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－２０１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010958
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３
０ 施工基準数５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 芯棒オールＣ－２０２３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010959
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５
ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 シーティーＣＴ－６２５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010960
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０
ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 シーティーＣＴ－８３０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010961
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０
ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 シーティーＣＴ１０４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010962
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０
ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 シーティーＣＴ１２５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010963
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０
ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 シーティーＣＴ１６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010964
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６
全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010965
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８
全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010966
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ
１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010967
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ
１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010968
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ
１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010969
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ
２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010970
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ
２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010971
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ
２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011431
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施
工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011432
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施
工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011433
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施
工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011434
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施
工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011435
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施
工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011436
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施
工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011437
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０
施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１０５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011438
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０
施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１０６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011439
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０
施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１０８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011440
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１０９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011441
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１０
０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011442
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２
０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１０１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011443
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０
施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１２６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011444
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０
施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１２７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011445
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１２９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011446
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１２１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011447
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１２１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011448
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５
０ 施工基準数１００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１２１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011449
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０
施工基準数１００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１６８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011450
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１６１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011451
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１６１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011452
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５
０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１６１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011453
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９
０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－１６１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011454
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１０
０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－２０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011455
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３
０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－２０１３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011456
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５
０ 施工基準数５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－２０１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011457
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９
０ 施工基準数５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－２０１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011458
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３
０ 施工基準数５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 芯棒オールＣ－２０２３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011459
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５
ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 シーティーＣＴ－６２５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011460
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０
ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 シーティーＣＴ－８３０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011461
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０
ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 シーティーＣＴ１０４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011462
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０
ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 シーティーＣＴ１２５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011463
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０
ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 シーティーＣＴ１６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011464
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６
全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011465
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８
全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011466
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ
１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011467
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ
１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011468
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ
１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011469
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ
２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011470
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ
２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011471
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ
２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012431
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012432
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012433
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012434
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012435
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012436
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012437
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０
施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１０５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012438
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０
施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１０６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012439
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０
施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１０８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012440
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１０９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012441
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１０
０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012442
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２
０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１０１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012443
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０
施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１２６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012444
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０
施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１２７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012445
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１２９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012446
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１２１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012447
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１２１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012448
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５
０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１２１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012449
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０
施工基準数１００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１６８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012450
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１６１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012451
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１６１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012452
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５
０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１６１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012453
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９
０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－１６１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012454
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１０
０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－２０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012455
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３
０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－２０１３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012456
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５
０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－２０１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012457
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９
０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－２０１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012458
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３
０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 芯棒オールＣ－２０２３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012459
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５
ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 シーティーＣＴ－６２５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012460
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０
ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 シーティーＣＴ－８３０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012461
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０
ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 シーティーＣＴ１０４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012462
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０
ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 シーティーＣＴ１２５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012463
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０
ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 シーティーＣＴ１６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012464
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６
全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012465
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８
全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012466
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ
１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012467
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ
１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012468
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ
１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012469
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ
２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012470
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ
２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012471
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ
２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012931
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012932
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012933
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012934
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012935
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012936
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012937
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０
施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１０５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012938
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０
施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１０６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012939
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０
施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１０８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012940
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１０９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012941
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１０
０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012942
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２
０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１０１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012943
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０
施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１２６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012944
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０
施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１２７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012945
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１２９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012946
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１２１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012947
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１２１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012948
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５
０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１２１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012949
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０
施工基準数１００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１６８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012950
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１６１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012951
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１６１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012952
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５
０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１６１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012953
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９
０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－１６１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012954
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１０
０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－２０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012955
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３
０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－２０１３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012956
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５
０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－２０１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012957
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９
０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－２０１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012958
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３
０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 芯棒オールＣ－２０２３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012959
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５
ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 シーティーＣＴ－６２５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012960
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０
ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 シーティーＣＴ－８３０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012961
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０
ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 シーティーＣＴ１０４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012962
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０
ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 シーティーＣＴ１２５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012963
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０
ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 シーティーＣＴ１６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012964
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６
全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012965
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８
全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012966
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ
１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012967
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ
１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012968
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ
１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012969
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ
２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012970
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ
２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012971
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ
２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013431
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013432
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013433
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013434
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013435
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013436
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施
工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013437
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０
施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１０５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013438
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０
施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１０６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013439
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０
施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１０８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013440
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１０９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013441
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１０
０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013442
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２
０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１０１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013443
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０
施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１２６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013444
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０
施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１２７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013445
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１２９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013446
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１２１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013447
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１２１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013448
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５
０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１２１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013449
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０
施工基準数１００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１６８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013450
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１６１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013451
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１６１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013452
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５
０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１６１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013453
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９
０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－１６１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013454
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１０
０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－２０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013455
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３
０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－２０１３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013456
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５
０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－２０１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013457
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９
０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－２０１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013458
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３
０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 芯棒オールＣ－２０２３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013459
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５
ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 シーティーＣＴ－６２５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013460
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０
ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 シーティーＣＴ－８３０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013461
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０
ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 シーティーＣＴ１０４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013462
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０
ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 シーティーＣＴ１２５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013463
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０
ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 シーティーＣＴ１６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013464
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６
全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013465
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８
全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013466
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ
１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013467
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ
１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013468
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ
１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013469
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ
２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013470
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ
２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013471
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ
２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014431
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014432
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014433
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014434
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014435
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014436
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014437
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０
施工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１０５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014438
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０
施工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１０６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014439
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０
施工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１０８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014440
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１０９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014441
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１０
０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014442
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２
０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１０１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014443
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０
施工基準数１５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１２６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014444
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０
施工基準数１５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１２７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014445
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１２９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014446
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１２１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014447
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１２１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014448
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５
０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１２１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014449
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０
施工基準数１００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１６８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014450
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１６１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014451
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１６１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014452
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５
０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１６１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014453
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９
０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－１６１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014454
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１０
０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－２０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014455
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３
０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－２０１３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014456
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５
０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－２０１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014457
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９
０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－２０１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014458
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３
０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 芯棒オールＣ－２０２３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014459
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５
ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 シーティーＣＴ－６２５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014460
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０
ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 シーティーＣＴ－８３０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014461
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０
ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 シーティーＣＴ１０４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014462
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０
ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 シーティーＣＴ１２５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014463
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０
ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 シーティーＣＴ１６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014464
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６
全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014465
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８
全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014466
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ
１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014467
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ
１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014468
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ
１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014469
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ
２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014470
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ
２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014471
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ
２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014931
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014932
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014933
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014934
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014935
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014936
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014937
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０
施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１０５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014938
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０
施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１０６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014939
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０
施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１０８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014940
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１０９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014941
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１０
０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014942
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２
０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１０１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014943
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０
施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１２６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014944
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０
施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１２７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014945
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１２９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014946
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１２１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014947
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１２１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014948
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５
０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１２１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014949
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０
施工基準数１００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１６８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014950
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１６１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014951
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１６１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014952
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５
０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１６１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014953
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９
０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－１６１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014954
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１０
０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－２０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014955
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３
０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－２０１３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014956
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５
０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－２０１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014957
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９
０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－２０１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014958
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３
０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 芯棒オールＣ－２０２３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014959
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５
ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 シーティーＣＴ－６２５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014960
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０
ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 シーティーＣＴ－８３０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014961
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０
ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 シーティーＣＴ１０４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014962
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０
ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 シーティーＣＴ１２５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014963
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０
ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 シーティーＣＴ１６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014964
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６
全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014965
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８
全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014966
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ
１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014967
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ
１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014968
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ
１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014969
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ
２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014970
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ
２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014971
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ
２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015431
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015432
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015433
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015434
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015435
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015436
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施
工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015437
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０
施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１０５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015438
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０
施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１０６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015439
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０
施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１０８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015440
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１０９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015441
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１０
０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015442
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２
０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１０１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015443
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０
施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１２６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015444
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０
施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１２７０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015445
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０
施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１２９０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015446
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１２１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015447
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１２１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015448
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５
０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１２１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015449
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０
施工基準数１００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１６８０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015450
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１０
０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１６１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015451
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２
０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１６１２サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015452
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５
０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１６１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015453
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９
０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－１６１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015454
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１０
０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－２０１０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015455
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３
０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－２０１３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015456
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５
０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－２０１５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015457
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９
０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－２０１９サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015458
金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー） オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３
０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 芯棒オールＣ－２０２３サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015459
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５
ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 シーティーＣＴ－６２５サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015460
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０
ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 シーティーＣＴ－８３０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015461
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０
ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 シーティーＣＴ１０４０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015462
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０
ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 シーティーＣＴ１２５０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015463
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０
ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 シーティーＣＴ１６６０サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015464
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６
全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015465
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８
全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015466
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ
１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015467
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ
１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015468
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ
１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015469
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ
２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015470
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ
２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

190/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015471
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ
２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー 本 274 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010466
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径
Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010467
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径
Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010468
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径
Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010469
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径
Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010470
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径
Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010471
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ
径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010472
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ
径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010473
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ
径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010474
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ
径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010475
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径
Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 テーパーナット　ＴＮ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010476
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径
Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 テーパーナット　ＴＮ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010477
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０
施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 本体　ナット　Ｎ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010478
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０
施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 本体　ナット　Ｎ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010479
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長
８０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 スリーブ　セット　ＳＡ１０８０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010480
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全
長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下 スリーブ　セットＳＡ１２１００ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040002
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ａ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040004
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ａ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040006
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ａ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040008
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ａ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040010
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ａ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040012
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ａ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040014
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１
０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ａ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040016
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１
２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ａ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040018
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１
６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ａ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040020
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２
０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ａ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040022
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２
２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ａ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040024
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２
４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ａ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010972
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径
Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010973
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径
Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010974
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径
Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010975
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径
Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010976
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径
Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010977
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ
径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010978
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ
径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010979
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ
径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010980
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ
径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010981
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径
Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 テーパーナット　ＴＮ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010982
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径
Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 テーパーナット　ＴＮ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010983
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０
施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 本体　ナット　Ｎ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010984
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０
施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 本体　ナット　Ｎ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010985
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長
８０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 スリーブ　セット　ＳＡ１０８０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355010986
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全
長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横 スリーブ　セットＳＡ１２１００ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040502
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ａ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040504
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ａ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040506
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ａ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040508
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ａ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040510
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ａ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040512
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ａ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040514
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１
０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ａ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040516
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１
２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ａ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040518
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１
６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ａ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040520
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２
０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ａ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040522
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２
２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ａ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355040524
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２
４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ａ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011472
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径
Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011473
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径
Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011474
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径
Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011475
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径
Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011476
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径
Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011477
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ
径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011478
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ
径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011479
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ
径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011480
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ
径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011481
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径
Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 テーパーナット　ＴＮ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011482
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径
Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 テーパーナット　ＴＮ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011483
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０
施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 本体　ナット　Ｎ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011484
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０
施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 本体　ナット　Ｎ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011485
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長
８０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 スリーブ　セット　ＳＡ１０８０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355011486
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全
長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上 スリーブ　セットＳＡ１２１００ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355041002
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ａ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355041004
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ａ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355041006
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ａ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355041008
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ａ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355041010
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ａ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355041012
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ａ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355041014
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１
０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ａ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355041016
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１
２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ａ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355041018
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１
６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ａ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355041020
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２
０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ａ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355041022
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２
２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ａ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355041024
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２
４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ａ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012472
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径
Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012473
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径
Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012474
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径
Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012475
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径
Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012476
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径
Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012477
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ
径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012478
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ
径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012479
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ
径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012480
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ
径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012481
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径
Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 テーパーナット　ＴＮ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012482
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径
Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 テーパーナット　ＴＮ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012483
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０
施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 本体　ナット　Ｎ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012484
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０
施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 本体　ナット　Ｎ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012485
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長
８０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 スリーブ　セット　ＳＡ１０８０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012486
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全
長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下 スリーブ　セットＳＡ１２１００ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042002
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ｂ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042004
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ｂ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042006
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ｂ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042008
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ｂ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042010
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ｂ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042012
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ｂ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042014
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１
０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ｂ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042016
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１
２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ｂ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042018
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１
６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ｂ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042020
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２
０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ｂ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042022
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２
２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ｂ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042024
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２
４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ｂ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012972
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径
Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012973
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径
Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012974
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径
Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012975
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径
Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012976
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径
Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012977
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ
径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012978
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ
径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012979
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ
径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012980
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ
径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012981
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径
Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 テーパーナット　ＴＮ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012982
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径
Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 テーパーナット　ＴＮ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012983
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０
施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 本体　ナット　Ｎ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012984
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０
施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 本体　ナット　Ｎ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012985
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長
８０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 スリーブ　セット　ＳＡ１０８０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355012986
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全
長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横 スリーブ　セットＳＡ１２１００ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042502
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ｂ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042504
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ｂ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042506
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ｂ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042508
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ｂ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042510
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ｂ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042512
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ｂ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042514
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１
０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ｂ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042516
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１
２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ｂ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042518
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１
６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ｂ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042520
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２
０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ｂ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042522
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２
２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ｂ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355042524
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２
４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ｂ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013472
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径
Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013473
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径
Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013474
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径
Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013475
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径
Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013476
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径
Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013477
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ
径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013478
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ
径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013479
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ
径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013480
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ
径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013481
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径
Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 テーパーナット　ＴＮ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013482
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径
Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 テーパーナット　ＴＮ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013483
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０
施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 本体　ナット　Ｎ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013484
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０
施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 本体　ナット　Ｎ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013485
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長
８０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 スリーブ　セット　ＳＡ１０８０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355013486
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全
長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上 スリーブ　セットＳＡ１２１００ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355043002
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ｂ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355043004
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ｂ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355043006
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ｂ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355043008
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ｂ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355043010
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ｂ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355043012
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ｂ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355043014
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１
０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ｂ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355043016
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１
２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ｂ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355043018
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１
６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ｂ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355043020
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２
０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ｂ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355043022
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２
２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ｂ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355043024
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２
４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ｂ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014472
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径
Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014473
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径
Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014474
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径
Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014475
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径
Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014476
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径
Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014477
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ
径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014478
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ
径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014479
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ
径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014480
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ
径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014481
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径
Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 テーパーナット　ＴＮ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014482
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径
Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 テーパーナット　ＴＮ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014483
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０
施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 本体　ナット　Ｎ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014484
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０
施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 本体　ナット　Ｎ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014485
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長
８０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 スリーブ　セット　ＳＡ１０８０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014486
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全
長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下 スリーブ　セットＳＡ１２１００ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044002
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ｃ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044004
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ｃ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044006
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ｃ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044008
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ｃ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044010
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ｃ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044012
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ｃ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044014
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１
０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ｃ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044016
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１
２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ｃ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044018
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１
６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ｃ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044020
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２
０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ｃ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044022
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２
２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ｃ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044024
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２
４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ｃ下 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014972
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径
Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014973
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径
Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014974
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径
Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014975
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径
Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014976
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径
Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014977
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ
径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014978
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ
径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014979
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ
径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014980
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ
径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014981
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径
Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 テーパーナット　ＴＮ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014982
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径
Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 テーパーナット　ＴＮ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014983
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０
施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 本体　ナット　Ｎ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014984
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０
施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 本体　ナット　Ｎ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014985
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長
８０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 スリーブ　セット　ＳＡ１０８０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355014986
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全
長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横 スリーブ　セットＳＡ１２１００ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044502
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ｃ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044504
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ｃ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044506
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ｃ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044508
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ｃ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044510
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ｃ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044512
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ｃ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044514
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１
０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ｃ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044516
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１
２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ｃ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044518
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１
６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ｃ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044520
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２
０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ｃ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044522
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２
２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ｃ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355044524
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２
４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ｃ横 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015472
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径
Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015473
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径
Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015474
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径
Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015475
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径
Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015476
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径
Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015477
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ
径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015478
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ
径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015479
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ
径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015480
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ
径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015481
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径
Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 テーパーナット　ＴＮ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015482
金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー） テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径
Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 テーパーナット　ＴＮ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015483
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０
施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 本体　ナット　Ｎ１０４０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015484
金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０
施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 本体　ナット　Ｎ１２５０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015485
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長
８０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 スリーブ　セット　ＳＡ１０８０ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355015486
金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー） セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全
長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンライズ産業

金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上 スリーブ　セットＳＡ１２１００ 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355045002
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ｃ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355045004
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ｃ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事
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金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355045006
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ｃ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355045008
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ｃ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355045010
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ｃ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355045012
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径
Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ｃ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355045014
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１
０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ｃ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355045016
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１
２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ｃ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355045018
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１
６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ｃ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355045020
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２
０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ｃ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355045022
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２
２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ｃ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事　あと施工アンカー【公表価格】 9355045024
金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２
４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊

接着アンカエポアクリレート材工 ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ｃ上 本 275 9355 あと施工アンカー工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333010012
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 軽量鉄骨壁下地 スタッド　７５形 ＠３００　スタッド高さ　Ｈ≦４．０ｍ　直張り用 施
工規模５００ｍ２ 材工共

軽量鉄骨壁下地（材工） スタッド　７５形　＠３００ ｍ２ 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333010010
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 軽量鉄骨壁下地 スタッド　７５形 ＠４５０　スタッド高さ　Ｈ≦４．０ｍ　下地張りあり
施工規模５００ｍ２ 材工共

軽量鉄骨壁下地（材工） スタッド　７５形　＠４５０ ｍ２ 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020002
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　５０形 Ｗ９００×Ｈ２，０００ｍｍ程度　扉等三方補強 施工
規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　５０形　Ｗ９００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020004
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　５０形 Ｗ１，２００×Ｈ２，０００ｍｍ程度　扉等三方補強
施工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　５０形　Ｗ１２００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020006
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　５０形 Ｗ１，６００×Ｈ２，０００ｍｍ程度　扉等三方補強
施工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　５０形　Ｗ１６００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020008
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　５０形 Ｗ３００×Ｈ６００ｍｍ程度　ダクト等四方補強 施工
規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　５０形　Ｗ３００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020010
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　５０形 Ｗ４５０×Ｈ９００ｍｍ程度　ダクト等四方補強 施工
規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　５０形　Ｗ４５０ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020012
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　５０形 Ｗ６００×Ｈ１，２００ｍｍ程度　ダクト等四方補強
施工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　５０形　Ｗ６００ 箇所 278 9333 金属工事
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金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020016
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　６５形 Ｗ１，２００×Ｈ２，０００ｍｍ程度　扉等三方補強
施工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　６５形　Ｗ１２００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020024
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　６５形 Ｗ６００×Ｈ１，２００ｍｍ程度　ダクト等四方補強
施工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　６５形　Ｗ６００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020026
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　７５形 Ｗ９００×Ｈ２，０００ｍｍ程度　扉等三方補強 施工
規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　７５形　Ｗ９００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020028
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　７５形 Ｗ１，２００×Ｈ２，０００ｍｍ程度　扉等三方補強
施工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　７５形　Ｗ１２００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020030
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　７５形 Ｗ１，６００×Ｈ２，０００ｍｍ程度　扉等三方補強
施工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　７５形　Ｗ１６００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020032
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　７５形 Ｗ３００×Ｈ６００ｍｍ程度　ダクト等四方補強 施工
規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　７５形　Ｗ３００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020034
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　７５形 Ｗ４５０×Ｈ９００ｍｍ程度　ダクト等四方補強 施工
規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　７５形　Ｗ４５０ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020036
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　７５形 Ｗ６００×Ｈ１，２００ｍｍ程度　ダクト等四方補強
施工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　７５形　Ｗ６００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020040
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　９０形 Ｗ１，２００×Ｈ２，０００ｍｍ程度　扉等三方補強
施工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　９０形　Ｗ１２００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020048
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　９０形 Ｗ６００×Ｈ１，２００ｍｍ程度　ダクト等四方補強
施工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　９０形　Ｗ６００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020050
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　１００形 Ｗ９００×Ｈ２，０００ｍｍ程度　扉等三方補強 施
工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　１００形　Ｗ９００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020052
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　１００形 Ｗ１，２００×Ｈ２，０００ｍｍ程度　扉等三方補強
施工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　１００形　Ｗ１２００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020054
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　１００形 Ｗ１，６００×Ｈ２，０００ｍｍ程度　扉等三方補強
施工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　１００形　Ｗ１６００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020056
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　１００形 Ｗ３００×Ｈ６００ｍｍ程度　ダクト等四方補強 施
工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　１００形　Ｗ３００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020058
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　１００形 Ｗ４５０×Ｈ９００ｍｍ程度　ダクト等四方補強 施
工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　１００形　Ｗ４５０ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020060
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　１００形 Ｗ６００×Ｈ１，２００ｍｍ程度　ダクト等四方補強
施工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　１００形　Ｗ６００ 箇所 278 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・天井） 9333040008
金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋内天井下地開口部補強 野縁　１９形　９００×９００ｍｍ又はφ９００ｍｍ以下
ボード等切込み共 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨屋内天井下地開口部補強 野縁１９形　９００×９００ｍｍ 箇所 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・天井） 9333040010
金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋内天井下地開口部補強 野縁　１９形　１，２００×１，２００ｍｍ又はφ１，２００
ｍｍ以下　ボード等切込み共 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨屋内天井下地開口部補強 野縁１９形　１２００×１２００ 箇所 280 9333 金属工事
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金属工事（軽量鉄骨下地・天井） 9333040014
金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋内天井下地開口部補強 野縁　１９形　３００×２，４００ｍｍ程度　ボード等切込み
共 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨屋内天井下地開口部補強 野縁１９形３００×２４００ｍｍ 箇所 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・天井） 9333040018
金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋内天井下地開口部補強 野縁　１９形　６００×１，２００ｍｍ程度　ボード等切込み
共 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨屋内天井下地開口部補強 野縁１９形６００×１２００ｍｍ 箇所 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・天井） 9333040020
金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋内天井下地開口部補強 野縁　１９形　６００×２，４００ｍｍ程度　ボード等切込み
共 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨屋内天井下地開口部補強 野縁１９形６００×２４００ｍｍ 箇所 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・天井） 9333040022
金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋内天井下地開口部補強 野縁　１９形　６００×３，６００ｍｍ程度　ボード等切込み
共 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨屋内天井下地開口部補強 野縁１９形６００×３６００ｍｍ 箇所 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・天井） 9333040024
金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁　２５形　３００×３００ｍｍ又はφ３００ｍｍ以下
ボード等切込み共 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強 野縁２５形　３００×３００ｍｍ 箇所 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・天井） 9333040030
金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁　２５形　９００×９００ｍｍ又はφ９００ｍｍ以下
ボード等切込み共 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強 野縁２５形　９００×９００ｍｍ 箇所 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・天井） 9333040032
金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁　２５形　１，２００×１，２００ｍｍ又はφ１，２００
ｍｍ以下　ボード等切込み共 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強 野縁２５形　１２００×１２００ 箇所 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・天井） 9333040034
金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁　２５形　３００×１，２００ｍｍ程度　ボード等切込み
共 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強 野縁２５形３００×１２００ｍｍ 箇所 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・天井） 9333040036
金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁　２５形　３００×２，４００ｍｍ程度　ボード等切込み
共 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強 野縁２５形３００×２４００ｍｍ 箇所 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・天井） 9333040038
金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁　２５形　３００×３，６００ｍｍ程度　ボード等切込み
共 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強 野縁２５形３００×３６００ｍｍ 箇所 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・天井） 9333040040
金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁　２５形　６００×１，２００ｍｍ程度　ボード等切込み
共 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強 野縁２５形６００×１２００ｍｍ 箇所 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・天井） 9333040042
金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁　２５形　６００×２，４００ｍｍ程度　ボード等切込み
共 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強 野縁２５形６００×２４００ｍｍ 箇所 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・天井） 9333040044
金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁　２５形　６００×３，６００ｍｍ程度　ボード等切込み
共 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強 野縁２５形６００×３６００ｍｍ 箇所 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050002
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　体育館用 高さ３００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２
材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 体育館　Ｈ３００ｍｍ程度 ｍ２ 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050078
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　体育館用 高さ５００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２
材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 体育館　Ｈ５００ｍｍ程度 ｍ２ 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050082
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　体育館用 高さ７００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２
材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 体育館　Ｈ７００ｍｍ程度 ｍ２ 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050094
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　柔道場用 高さ３００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２
材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 柔道場　Ｈ３００ｍｍ程度 ｍ２ 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050098
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　柔道場用 高さ５００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２
材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 柔道場　Ｈ５００ｍｍ程度 ｍ２ 280 9333 金属工事
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金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050102
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　柔道場用 高さ７００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２
材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 柔道場　Ｈ７００ｍｍ程度 ｍ２ 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050114
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　剣道場用 高さ３００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２
材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 剣道場　Ｈ３００ｍｍ程度 ｍ２ 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050118
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　剣道場用 高さ５００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２
材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 剣道場　Ｈ５００ｍｍ程度 ｍ２ 280 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050122
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　剣道場用 高さ７００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２
材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 剣道場　Ｈ７００ｍｍ程度 ｍ２ 280 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333200002
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 階段すべり止め金具 ステンレス　Ｗ＝３５ｍｍ　ゴム入り　直張りタイプ 施工規
模５０ｍ 材工共

階段すべり止め金具（材工） ステンレス　Ｗ３５ｍｍ　ゴム入 ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333200004
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 階段すべり止め金具 真ちゅう　Ｗ＝３５ｍｍ　ゴム入り　直張りタイプ 施工規模
５０ｍ 材工共

階段すべり止め金具（材工） 真ちゅう　Ｗ３５ｍｍ　ゴム入 ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333200006
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 階段すべり止め金具 アルミ　Ｗ＝３５ｍｍ　ゴム入り　直張りタイプ 施工規模５
０ｍ 材工共

階段すべり止め金具（材工） アルミ　Ｗ３５ｍｍ　ゴム入 ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333210002
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 目地金物 真ちゅう　幅３ｍｍ×高１２ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 施工規模５０ｍ
材工共

目地金物（材工） 真ちゅう　３×１２×１８２０ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333210004
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 目地金物 ステンレス　幅３ｍｍ×高１２ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 施工規模５０ｍ
材工共

目地金物（材工） ステンレス　３×１２×１８２０ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333230002 金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 屋上丸環 亜鉛めっき　φ１９ｍｍ　内径１００ｍｍ 施工規模－ 材工共 屋上丸環（材工） 亜鉛めっき　径１９　内径１００ 箇所 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333230004 金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 屋上丸環 ステンレス　φ１９ｍｍ　内径１００ｍｍ 施工規模－ 材工共 屋上丸環（材工） ステンレス　径１９　内径１００ 箇所 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333230006 金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 屋上丸環 ステンレス　だ円　（国土交通省型） 施工規模－ 材工共 屋上丸環（材工） ステンレス　だ円　国土交通省型 箇所 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333240004 金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 タラップ ステンレス　φ１９ｍｍ　Ｗ＝４００ｍｍ 施工規模－ 材工共 タラップ（材工） ステンレス　径１９×Ｗ４００ 箇所 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333240006 金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 タラップ ステンレス　φ２２ｍｍ　Ｗ＝４００ｍｍ 施工規模－ 材工共 タラップ（材工） ステンレス　径２２×Ｗ４００ 箇所 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333270002
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 ルーフドレン（縦型） 屋上用　差し込み式１００　アスファルト防水用 施工規模
－ 都市再生機構型ＡＥ－６０１ 材工共

ルーフドレン（材工） 縦型　屋上用　差し込み式１００ 箇所 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333280002
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 フロアドレン（縦型） 廊下，踊り場用　差し込み式７５　モルタル防水用 施工規
模－ 都市再生機構型ＡＥ－６０５ 材工共

フロアドレン（材工） 縦型　廊下用　差し込み式７５ 箇所 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333290002
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 バルコニードレン（縦型） バルコニー中継用　１００　モルタル防水用 施工規模
－ 都市再生機構型ＡＥ－６０４ 材工共

バルコニードレン（材工） 縦型　バルコニー中継用　１００ 箇所 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260016 金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 壁付手すり ビニル（プレーン）　φ３４ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 手すり（材工）壁付 ビニル　プレーン　径３４ ｍ 284 9333 金属工事
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金属工事（タラップ，雑工事） 9333260018 金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 壁付手すり ビニル（プレーン）　φ４０ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 手すり（材工）壁付 ビニル　プレーン　径４０ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260020 金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 壁付手すり ビニル（木目調）　φ３４ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 手すり（材工）壁付 ビニル　木目調　径３４ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260022 金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 壁付手すり ビニル（木目調）　φ４０ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 手すり（材工）壁付 ビニル　木目調　径４０ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260024 金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 壁付手すり ステンレス　φ３４ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 手すり（材工）壁付 ステンレス　径３４ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260026 金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 壁付手すり ステンレス　φ４２．７ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 手すり（材工）壁付 ステンレス　径４２．７ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260028 金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 壁付手すり スチール（亜鉛めっき）　φ３４ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 手すり（材工）壁付 スチール　亜鉛めっき　径３４ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260030 金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 壁付手すり スチール（亜鉛めっき）　φ４２．７ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 手すり（材工）壁付 スチール亜鉛めっき　径４２．７ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260032 金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 壁付手すり スチール（錆止め塗装）　φ３４ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 手すり（材工）壁付 スチール　錆止め塗装　径３４ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260034 金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 壁付手すり スチール（錆止め塗装）　φ４２．７ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 手すり（材工）壁付 スチール錆止め塗装　径４２．７ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260036
金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 階段手すり ビニル　Ｈ＝８５０ｍｍ　φ３４ｍｍ　手すり子段２本ＳＵＳφ２２
ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共

手すり（材工）階段 ビニル　Ｈ８５０×径３４ｍｍ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260014
金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 階段手すり ステンレス　Ｈ＝８５０ｍｍ　φ３４ｍｍ　手すり子φ２２ｍｍ　＠
３００ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共

手すり（材工）階段 ステンレス　Ｈ８５０ｍｍ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260008
金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 階段手すり スチール　めっき仕上げ　Ｈ＝８５０ｍｍ　φ４２．７ｍｍ　手すり
子φ２５ｍｍ　＠３００ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共

手すり（材工）階段 スチールメッキ　Ｈ８５０ｍｍ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260038
金属工事（タラップ・雑工事） 手すり バルコニー手すり アルミ（ＢＬ品）　Ｈ＝１，１００ｍｍ　Ｗ＝１，８００ｍｍ
床支持式　格子タイプ　１５０型 施工規模５０ｍ 一段笠木 材工共

手すり（材工）バルコニー アルミ　ＢＬ品　１５０型 ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260040
金属工事（タラップ・雑工事） 手すり バルコニー手すり アルミ（ＢＬ品）　Ｈ＝１，１００ｍｍ　Ｗ＝１，８００ｍｍ
床支持式　格子タイプ　３００型 施工規模５０ｍ 一段笠木 材工共

手すり（材工）バルコニー アルミ　ＢＬ品　３００型 ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260042
金属工事（タラップ・雑工事） 手すり バルコニー手すり アルミ（一般品）　Ｈ＝１，１００ｍｍ　Ｗ＝１，８００ｍｍ
床支持式　格子タイプ 施工規模５０ｍ 一段笠木 材工共

手すり（材工）バルコニー アルミ　一般品 ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260012
金属工事（タラップ・雑工事） 手すり バルコニー手すり ステンレス　Ｈ＝１，１００ｍｍ　φ３４ｍｍ　手すり子φ２
２ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共

手すり（材工）バルコニー ステンレス　Ｈ１１００ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260002
金属工事（タラップ・雑工事） 手すり バルコニー手すり スチール　Ｈ＝１，１００ｍｍ　φ４２．７ｍｍ　手すり子φ
２５ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共

手すり（材工）バルコニー スチール　Ｈ１１００ ｍ 284 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9347610010
金属工事（タラップ・雑工事） カーテンレール カーテンレール シングル　Ｃ型　ＳＵＳ　天井直付 施工規模１００ｍ
材工共

カーテンレール取付け（材工） カーテンレール　シングル　Ｃ型 ｍ 284 9347 内装工事
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金属工事（タラップ，雑工事） 9347610020
金属工事（タラップ・雑工事） カーテンレール カーテンレール ダブル　Ｃ型　ＳＵＳ　天井直付 施工規模１００ｍ 材
工共

カーテンレール取付け（材工） カーテンレール　ダブル　Ｃ型 ｍ 284 9347 内装工事

金属工事（笠木） 9333250202 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　シルバー　Ｗ＝１５０ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　シルバー　Ｗ１５０　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250204 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　シルバー　Ｗ＝１７５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　シルバー　Ｗ１７５　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250206 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　シルバー　Ｗ＝２００ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　シルバー　Ｗ２００　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250208 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　シルバー　Ｗ＝２２５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　シルバー　Ｗ２２５　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250210 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　シルバー　Ｗ＝２５０ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　シルバー　Ｗ２５０　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250212 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　シルバー　Ｗ＝２７５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　シルバー　Ｗ２７５　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250214 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　シルバー　Ｗ＝３００ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　シルバー　Ｗ３００　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250216 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　カラー　Ｗ＝１５０ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　カラー　Ｗ１５０　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250218 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　カラー　Ｗ＝１７５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　カラー　Ｗ１７５　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250220 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　カラー　Ｗ＝２００ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　カラー　Ｗ２００　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250222 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　カラー　Ｗ＝２２５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　カラー　Ｗ２２５　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250224 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　カラー　Ｗ＝２５０ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　カラー　Ｗ２５０　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250226 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　カラー　Ｗ＝２７５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　カラー　Ｗ２７５　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250228 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　カラー　Ｗ＝３００ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　カラー　Ｗ３００　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250258 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　ブラック　Ｗ＝１５０ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　ブラック　Ｗ１５０　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250260 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　ブラック　Ｗ＝１７５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　ブラック　Ｗ１７５　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250262 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　ブラック　Ｗ＝２００ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　ブラック　Ｗ２００　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事
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金属工事（笠木） 9333250264 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　ブラック　Ｗ＝２２５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　ブラック　Ｗ２２５　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250266 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　ブラック　Ｗ＝２５０ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　ブラック　Ｗ２５０　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250268 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　ブラック　Ｗ＝２７５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　ブラック　Ｗ２７５　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250270 金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線　ブラック　Ｗ＝３００ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模５０ｍ 材工共 笠木（材工）アルミ既製品 直線　ブラック　Ｗ３００　薄肉 ｍ 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250230
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　シルバー　Ｗ＝１５０ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材
工共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　シルバーＷ１５０薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250232
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　シルバー　Ｗ＝１７５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材
工共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　シルバーＷ１７５薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250234
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　シルバー　Ｗ＝２００ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材
工共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　シルバーＷ２００薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250236
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　シルバー　Ｗ＝２２５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材
工共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　シルバーＷ２２５薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250238
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　シルバー　Ｗ＝２５０ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材
工共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　シルバーＷ２５０薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250240
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　シルバー　Ｗ＝２７５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材
工共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　シルバーＷ２７５薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250242
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　シルバー　Ｗ＝３００ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材
工共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　シルバーＷ３００薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250244
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　カラー　Ｗ＝１５０ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工
共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　カラー　Ｗ１５０薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250246
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　カラー　Ｗ＝１７５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工
共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　カラー　Ｗ１７５薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250248
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　カラー　Ｗ＝２００ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工
共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　カラー　Ｗ２００薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250250
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　カラー　Ｗ＝２２５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工
共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　カラー　Ｗ２２５薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250252
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　カラー　Ｗ＝２５０ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工
共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　カラー　Ｗ２５０薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250254
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　カラー　Ｗ＝２７５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工
共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　カラー　Ｗ２７５薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250256
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　カラー　Ｗ＝３００ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工
共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　カラー　Ｗ３００薄肉 箇所 286 9333 金属工事
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金属工事（笠木） 9333250272
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　ブラック　Ｗ＝１５０ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材
工共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　ブラックＷ１５０薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250274
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　ブラック　Ｗ＝１７５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材
工共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　ブラックＷ１７５薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250276
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　ブラック　Ｗ＝２００ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材
工共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　ブラックＷ２００薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250278
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　ブラック　Ｗ＝２２５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材
工共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　ブラックＷ２２５薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250280
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　ブラック　Ｗ＝２５０ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材
工共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　ブラックＷ２５０薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250282
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　ブラック　Ｗ＝２７５ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材
工共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　ブラックＷ２７５薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（笠木） 9333250284
金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー　ブラック　Ｗ＝３００ｍｍ　薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材
工共

笠木（材工）アルミ既製品 コーナー　ブラックＷ３００薄肉 箇所 286 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380002
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　床
＋床　クリアランス１００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　床＋床　１００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380004
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　床
コーナー　クリアランス１００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　床コーナー　１００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380018
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　壁
＋壁　クリアランス１００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　壁＋壁　１００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380020
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　壁
コーナー　クリアランス１００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　壁コーナー　１００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380022
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　天
井＋天井　クリアランス１００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　天井＋天井　１００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380024
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　天
井コーナー　クリアランス１００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　天井コーナー１００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380010
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　外部　壁
＋壁　クリアランス１００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ外部　壁＋壁　１００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380012
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　外部　壁
コーナー　クリアランス１００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ外部　壁コーナー　１００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380014
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　外部　屋
根＋屋根　クリアランス１００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ外部　屋根＋屋根　１００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380016
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　外部　屋
根コーナー　クリアランス１００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ外部　屋根コーナー１００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380026
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　床
＋床　クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　床＋床　１５０ ｍ 288 9333 金属工事
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金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380028
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　床
コーナー　クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　床コーナー　１５０ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380030
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　壁
＋壁　クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　壁＋壁　１５０ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380032
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　壁
コーナー　クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　壁コーナー　１５０ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380034
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　天
井＋天井　クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　天井＋天井　１５０ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380036
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　天
井コーナー　クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　天井コーナー１５０ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380038
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　外部　壁
＋壁　クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ外部　壁＋壁　１５０ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380040
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　外部　壁
コーナー　クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ外部　壁コーナー　１５０ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380042
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　外部　屋
根＋屋根　クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ外部　屋根＋屋根　１５０ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380044
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　外部　屋
根コーナー　クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ外部　屋根コーナー１５０ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380046
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　床
＋床　クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　床＋床　２００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380048
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　床
コーナー　クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　床コーナー　２００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380050
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　壁
＋壁　クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　壁＋壁　２００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380052
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　壁
コーナー　クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　壁コーナー　２００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380054
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　天
井＋天井　クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　天井＋天井　２００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380056
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　内部　天
井コーナー　クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ内部　天井コーナー２００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380058
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　外部　壁
＋壁　クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ外部　壁＋壁　２００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380060
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　外部　壁
コーナー　クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ外部　壁コーナー　２００ ｍ 288 9333 金属工事

金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380062
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　外部　屋
根＋屋根　クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ外部　屋根＋屋根　２００ ｍ 288 9333 金属工事
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金属工事（エキスパンションジョイント） 9333380064
金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ　外部　屋
根コーナー　クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共

エキスパンションジョイント材工 アルミ外部　屋根コーナー２００ ｍ 288 9333 金属工事

左官工事 9335530002 左官工事 床 コンクリート面直均し 木ごて　２回 施工規模３００ｍ２ 手間のみ 床コンクリート面直均し（工） 木ごて２回 ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335530004 左官工事 床 コンクリート面直均し 木ごて　１回 施工規模３００ｍ２ 手間のみ 床コンクリート面直均し（工） 木ごて１回 ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335540004 左官工事 床 コンクリート面直均し仕上げ 木ごて 施工規模３００ｍ２ 手間のみ 床コンクリート面直均仕上げ・工 木ごて ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335020002 左官工事 床 コンクリート面直均し仕上げ はけ引き 施工規模３００ｍ２ 手間のみ 床コンクリ面はけ引き仕上げ・工 はけ引き　施工規模３００ ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335040008
左官工事 床 保護モルタル塗り 厚１５ｍｍ　コンクリート下地　防水層保護のみ（ラス張別途） 施工規模３００ｍ２ 材
工共

床モルタル塗り（材工） 保護モルタル塗り　Ｔ１５ｍｍ ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335040010 左官工事 床 防水剤入りモルタル塗り 厚３０ｍｍ　コンクリート下地 施工規模３００ｍ２ 材工共 床モルタル塗り（材工） 防水剤入り　Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335040016 左官工事 床 モルタル塗り はけ引き　厚３０ｍｍ　コンクリート下地 施工規模３００ｍ２ 材工共 床モルタル塗り（材工） はけ引き　Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335630002 左官工事 床 セルフレベリング 厚１０ｍｍ　コンクリート下地　せっこう系 施工規模３００ｍ２ 材工共 セルフレベリング（材工） Ｔ１０ｍｍ　せっこう系 ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335630004 左官工事 床 セルフレベリング 厚１０ｍｍ　コンクリート下地　セメント系 施工規模３００ｍ２ 材工共 セルフレベリング（材工） Ｔ１０ｍｍセメント系規模３００ ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335030004 左官工事 床 硬質材入り直均し仕上げ 金ごて 施工規模３００ｍ２ 材工共 床硬質材入り直均し仕上げ・材工 金ごて ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335090002
左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 部分補修　コンクリート下地　不陸２．０ｍｍ以内　目地廻り別途 施工規模－
材工共

壁コンクリ打放し面補修（材工） 部分補修　不陸２ｍｍ以内 ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335090012 左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 全面補修　コンクリート下地　吹付け下地用　目地廻り別途 施工規模－ 材工共 壁コンクリ打放し面補修（材工） 全面補修　吹付け下地用 ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335090010 左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 全面補修　コンクリート下地　ペンキ下地用　目地廻り別途 施工規模－ 材工共 壁コンクリ打放し面補修（材工） 全面補修　ペンキ下地用 ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335090014 左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 全面補修　コンクリート下地　タイル下地用　目地廻り別途 施工規模－ 材工共 壁コンクリ打放し面補修（材工） 全面補修　タイル下地 ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335090006 左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 化粧目地補修　コンクリート下地　目地幅１５～３０ｍｍ 施工規模－ 材工共 壁コンクリ打放し面補修（材工） 化粧目地補修　幅１５～３０ｍｍ ｍ 292 9335 左官工事

左官工事 9335090008 左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 窓回り補修　コンクリート下地 施工規模－ 材工共 壁コンクリ打放し面補修（材工） 窓回り補修 ｍ 292 9335 左官工事

左官工事 9335100002
左官工事 壁 薄塗りモルタル 金ごて　厚３．０ｍｍ　コンクリート下地　硬質骨材（けい砂）入り 施工規模３００ｍ２
材工共

壁モルタル塗り（材工） 薄塗り　Ｔ３　硬質骨材 ｍ２ 292 9335 左官工事
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左官工事 9335100004
左官工事 壁 薄塗りモルタル 金ごて　厚３．０ｍｍ　コンクリート下地　軽量骨材（パーライト）入り 施工規模３００ｍ
２ 材工共

壁モルタル塗り（材工） 薄塗り　Ｔ３　軽量骨材 ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335100008
左官工事 壁 薄塗りモルタル 金ごて　厚６．０ｍｍ　コンクリート下地　硬質骨材（けい砂）入り 施工規模３００ｍ２
材工共

壁モルタル塗り（材工） 薄塗り　Ｔ６　硬質骨材 ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335100010
左官工事 壁 薄塗りモルタル 金ごて　厚６．０ｍｍ　コンクリート下地　軽量骨材（パーライト）入り 施工規模３００ｍ
２ 材工共

壁モルタル塗り（材工） 薄塗り　Ｔ６　軽量骨材 ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335100024 左官工事 壁 モルタル塗り 金ごて　厚２０ｍｍ　コンクリートブロック・れんが下地 施工規模３００ｍ２ 材工共 壁モルタル塗り（材工） 金ごて　Ｔ２０　れんが下地 ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335100026 左官工事 壁 モルタル塗り 金ごて　厚１５ｍｍ　軽量気泡コンクリート（ＡＬＣ）下地 施工規模３００ｍ２ 材工共 壁モルタル塗り（材工） 金ごて　Ｔ１５　ＡＬＣ下地 ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335100028 左官工事 壁 モルタル塗り はけ引き　厚２０ｍｍ　コンクリート下地 施工規模３００ｍ２ 材工共 壁モルタル塗り（材工） はけ引き　Ｔ２０　コンクリート ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335190006 左官工事 壁 防水下地モルタル塗り コンクリート下地 施工規模３００ｍ２ 材工共 壁下地モルタル塗り（材工） 防水下地　コンクリート下地 ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335190012 左官工事 壁 立上り防水下地モルタル塗り 厚２０ｍｍ　Ｈ＝３００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－ 材工共 壁下地モルタル塗り（材工） 立上り　防水下地　Ｔ２０ｍｍ ｍ 292 9335 左官工事

左官工事 9335190014 左官工事 壁 立上り入隅Ｒ取りモルタル 防水下地 施工規模－ 材工共 壁下地モルタル塗り（材工） 立上り　入隅Ｒ取りモルタル ｍ 292 9335 左官工事

左官工事 9335190016
左官工事 壁 立上り保護モルタル塗り 厚２０ｍｍ　Ｈ＝３００ｍｍ　コンクリート下地（ラス張別途） 施工規模－ 材工
共

壁下地モルタル塗り（材工） 立上り保護　Ｈ３００　ラス張別 ｍ 292 9335 左官工事

左官工事 9335270002 左官工事 天井 モルタル塗り 金ごて　厚１２ｍｍ　コンクリート下地　３回塗 施工規模３００ｍ２ 材工共 天井モルタル塗り（材工） 金ごて　Ｔ１２　３回塗 ｍ２ 292 9335 左官工事

左官工事 9335300002
左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 屋根防水剤入りモルタル塗り 厚３０ｍｍ　コンクリート下地 施工規模３００ｍ２ 材工
共

屋根モルタル塗り（材工） 防水剤入り　Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 294 9335 左官工事

左官工事 9335300004
左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 屋根パーライトモルタル塗り 厚６０ｍｍ（断熱用）　コンクリート下地 施工規模３００
ｍ２ 材工共

屋根モルタル塗り（材工） パーライト塗り　Ｔ６０ｍｍ ｍ２ 294 9335 左官工事

左官工事 9335310004 左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 水切りモルタル塗り 金ごて　糸幅３００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－ 材工共 水切モルタル塗り（材工） 金ごて　糸幅３００ｍｍ ｍ 294 9335 左官工事

左官工事 9335320002
左官工事 屋根・笠木・窓台ほか バルコニー溝防水モルタル塗り 金ごて　糸幅１００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－
材工共

バルコニー溝防水モルタル・材工 金ごて　糸幅１００ｍｍ ｍ 294 9335 左官工事

左官工事 9335320004
左官工事 屋根・笠木・窓台ほか バルコニー溝防水モルタル塗り 金ごて　糸幅２００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－
材工共

バルコニー溝防水モルタル・材工 金ごて　糸幅２００ｍｍ ｍ 294 9335 左官工事

左官工事 9335640002 左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 笠木・天端コンクリート打放し面補修 糸幅１００～２００ｍｍ 施工規模－ 材工共 笠木天端ＣＯ打放し面補修・材工 糸幅１００～２００ｍｍ ｍ 294 9335 左官工事

左官工事 9335330002
左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 笠木モルタル塗り 金ごて　糸幅１５０ｍｍ～２００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－
材工共

笠木モルタル塗り（材工） 金ごて　糸幅１５０～２００ｍｍ ｍ 294 9335 左官工事
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左官工事 9335330010
左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 笠木モルタル塗り 金ごて　糸幅２００ｍｍ～２５０ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－
材工共

笠木モルタル塗り（材工） 金ごて　糸幅２００～２５０ｍｍ ｍ 294 9335 左官工事

左官工事 9335330006
左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 笠木モルタル塗り 金ごて　糸幅２５０ｍｍ～３００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－
材工共

笠木モルタル塗り（材工） 金ごて　糸幅２５０～３００ｍｍ ｍ 294 9335 左官工事

左官工事 9335330012
左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 笠木モルタル塗り 金ごて　糸幅３００ｍｍ～４００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－
材工共

笠木モルタル塗り（材工） 金ごて　糸幅３００～４００ｍｍ ｍ 294 9335 左官工事

左官工事 9335350004 左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 窓台モルタル塗り 金ごて　糸幅２００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－ 材工共 窓台モルタル塗り（材工） 金ごて　糸幅２００ｍｍ ｍ 294 9335 左官工事

左官工事 9335410002 左官工事 階段室 ボーダーモルタル塗り 金ごて　糸幅１００ｍｍ　コンクリート下地　壁付き 施工規模－ 材工共 階段ボーダーモルタル塗り・材工 金ごて　糸幅１００ｍｍ ｍ 294 9335 左官工事

左官工事 9335410004
左官工事 階段室 ボーダーモルタル塗り 金ごて　糸幅１５０ｍｍ　コンクリート下地　ささらげた（小口） 施工規模－
材工共

階段ボーダーモルタル塗り・材工 金ごて　糸幅１５０ｍｍ ｍ 294 9335 左官工事

左官工事 9335400010 左官工事 階段室 手すり壁モルタル塗り 施工規模－ 材工共 階段モルタル塗り（材工） 手すり壁塗り ｍ２ 294 9335 左官工事

左官工事 9335450002 左官工事 目地入れ・その他 コーキング用目地入れ 幅１０ｍｍ 施工規模－ 材工共 コーキング目地入れ（材工） Ｗ１０ｍｍ ｍ 294 9335 左官工事

左官工事 9335460002 左官工事 目地入れ・その他 木製目地入れ 幅１０ｍｍ 施工規模－ 材工共 木製目地入れ（材工） Ｗ１０ｍｍ ｍ 294 9335 左官工事

左官工事 9335480002 左官工事 目地入れ・その他 犬走りモルタル塗り 金ごて　厚３０ｍｍ 施工規模－ 材工共 犬走りモルタル塗り（材工） 金ごて　Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 294 9335 左官工事

左官工事 9335500002 左官工事 目地入れ・その他 コンクリート面サンダー掛け 施工規模－ 材工共 コンクリ面サンダー掛け（材工） １ｍ２当たり ｍ２ 294 9335 左官工事

左官工事 9335570002 左官工事 目地入れ・その他 開口部額縁モルタル 糸幅　５０ｍｍ～１５０ｍｍ 施工規模－ 材工共 開口部額縁モルタル塗り（材工） 糸幅５０～１５０ｍｍ ｍ 294 9335 左官工事

左官工事 9335580002 左官工事 目地入れ・その他 出隅・入隅補修 施工規模－ 材工共 出隅・入隅補修（材工） １ｍ当たり ｍ 294 9335 左官工事

左官工事 9335660002
左官工事 目地入れ・その他 柱底均しモルタル Ａ種（無収縮モルタル）　４００ｍｍ角　厚５０ｍｍ　（鉄骨工事に計
上） 施工規模－ 材工共

柱底均しモルタル（材工） Ａ種　４００ｍｍ角　Ｔ５０ｍｍ 箇所 294 9335 左官工事

左官工事【公表価格】 9335650006 左官工事 東邦スカイモルα 厚４０ｍｍ　コロニアル・シングル下地 施工規模５００ｍ２ 材工共 東邦レオ モルタル塗り（材工） 東邦スカイモルα　コロニアル ｍ２ 294 9335 左官工事

左官工事【公表価格】 9335510002 左官工事 クイックセラミックフロー 厚１０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 宇部興産建材 セルフレベリング仕上げ（材工） クイックセラミックフロー ｍ２ 294 9335 左官工事

吹付工事 9337010030 吹付工事 素地調整 セメント系下地調整塗材：ＣＭ－２　こて塗り 下地　コンクリート 施工規模３００ｍ２ 材工共 吹付け素地調整（材工） セメント系　ＣＭ－２　こて塗り ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337010010 吹付工事 素地調整 合成樹脂エマルションパテ 下地　せっこうボード・その他ボード 施工規模３００ｍ２ 材工共 吹付け素地調整（材工） 合成樹脂エマルションパテ ｍ２ 301 9337 吹付工事
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吹付工事 9337010034 吹付工事 素地調整 エポキシ樹脂ワニス 下地　押出成形セメント板 施工規模３００ｍ２ 材工共 吹付け素地調整（材工） エポキシ樹脂ワニス ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337020044
吹付工事 薄付け仕上塗材仕上げ 外装薄塗材Ｅ（スキン） 着色骨材砂壁状　主材塗２ 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ
６９０９ 材工共

薄付け仕上塗材（材工） 外装　Ｅ　スキン ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337020024
吹付工事 薄付け仕上塗材仕上げ 外装薄塗材Ｓｉ（シリカリシン） 砂壁状　主材塗２ 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ
６９０９ 材工共

薄付け仕上塗材（材工） 外装　Ｓｉ　シリカリシン ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337030050
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２　水
系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー
材工共

厚付け仕上塗材（材工） 外装　Ｃ　吹付け　アクリル ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337030052
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２　水
系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー
材工共

厚付け仕上塗材（材工） 外装　Ｃ　吹付け　ウレタン ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337030054
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 凸部処理　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処
理・上塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

厚付け仕上塗材（材工） 外装　Ｃ　凸部処理　アクリル ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337030056
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 凸部処理　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処
理・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

厚付け仕上塗材（材工） 外装　Ｃ　凸部処理　ウレタン ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337030010
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 内装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１ 施工規模３０
０ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

厚付け仕上塗材（材工） 内装　Ｃ　吹付け　下塗１ ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337030014
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 内装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 凸部処理　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理
施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

厚付け仕上塗材（材工） 内装　Ｃ　凸部処理　下塗１ ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337030062
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２　水系ア
クリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工
共

厚付け仕上塗材（材工） 外装　Ｅ　吹付け　アクリル ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337030064
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２　水系ウ
レタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工
共

厚付け仕上塗材（材工） 外装　Ｅ　吹付け　ウレタン ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337030066
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 凸部処理　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上
塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルション
シーラー 材工共

厚付け仕上塗材（材工） 外装　Ｅ　凸部処理　アクリル ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337030068
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 凸部処理　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上
塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルション
シーラー 材工共

厚付け仕上塗材（材工） 外装　Ｅ　凸部処理　ウレタン ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337030042
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 内装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１ 施工規模３００ｍ
２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

厚付け仕上塗材（材工） 内装　Ｅ　吹付け　下塗１ ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337030046
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 内装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 凸部処理　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理 施工
規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

厚付け仕上塗材（材工） 内装　Ｅ　凸部処理　下塗１ ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337040086
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・主材塗１・上
塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルション
シーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＣＥ　ゆず肌状　アクリル ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337040088
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・主材塗１・上
塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルション
シーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＣＥ　ゆず肌状　ウレタン ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337040202
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・主材塗１・上
塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルション
シーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＣＥ　ゆず肌状　シリコン ｍ２ 301 9337 吹付工事
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吹付工事 9337040204
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・主材塗１・上
塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルション
シーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＣＥ　ゆず肌状　ふっ素 ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337040090
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗
１・上塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＣＥ　凹凸状　アクリル ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337040092
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗
１・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＣＥ　凹凸状　ウレタン ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337040206
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗
１・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＣＥ　凹凸状　シリコン ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337040208
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗
１・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＣＥ　凹凸状　ふっ素 ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337040094
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗
１・凸部処理・上塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成
樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＣＥ　凸部処理　アクリル ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337040096
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗
１・凸部処理・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成
樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＣＥ　凸部処理　ウレタン ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337040210
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗
１・凸部処理・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成
樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＣＥ　凸部処理　シリコン ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337040212
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗
１・凸部処理・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹
脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＣＥ　凸部処理　ふっ素 ｍ２ 301 9337 吹付工事

吹付工事 9337040098
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） ゆず肌状　ローラー塗　下
塗１・主材塗１・上塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合
成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 可とうＣＥ　ゆず肌状　アクリル ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040100
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） ゆず肌状　ローラー塗　下
塗１・主材塗１・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合
成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 可とうＣＥ　ゆず肌状　ウレタン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040214
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） ゆず肌状　ローラー塗　下
塗１・主材塗１・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合
成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 可とうＣＥ　ゆず肌状　シリコン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040216
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） ゆず肌状　ローラー塗　下
塗１・主材塗１・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成
樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 可とうＣＥ　ゆず肌状　ふっ素 ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040102
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凹凸状　吹付け　下塗１・
基層塗１・模様塗１・上塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗り
は，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 可とうＣＥ　凹凸状　アクリル ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040104
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凹凸状　吹付け　下塗１・
基層塗１・模様塗１・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗り
は，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 可とうＣＥ　凹凸状　ウレタン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040218
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凹凸状　吹付け　下塗１・
基層塗１・模様塗１・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗り
は，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 可とうＣＥ　凹凸状　シリコン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040220
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凹凸状　吹付け　下塗１・
基層塗１・模様塗１・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，
合成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 可とうＣＥ　凹凸状　ふっ素 ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040106
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凸部処理　吹付け　下塗
１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕
様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 可とうＣＥ　凸部処理　アクリル ｍ２ 303 9337 吹付工事
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吹付工事 9337040108
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凸部処理　吹付け　下塗
１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕
様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 可とうＣＥ　凸部処理　ウレタン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040222
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凸部処理　吹付け　下塗
１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕
様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 可とうＣＥ　凸部処理　シリコン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040224
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凸部処理　吹付け　下塗
１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様
中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 可とうＣＥ　凸部処理　ふっ素 ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040112
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・主材塗１・上塗２　水系
ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材
工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｓｉ　ゆず肌状　ウレタン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040226
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・主材塗１・上塗２　水系
シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材
工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｓｉ　ゆず肌状　シリコン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040228
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・主材塗１・上塗２　水系
ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工
共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｓｉ　ゆず肌状　ふっ素 ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040116
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２
水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシー
ラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｓｉ　凹凸状　ウレタン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040230
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２
水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシー
ラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｓｉ　凹凸状　シリコン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040232
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２
水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー
材工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｓｉ　凹凸状　ふっ素 ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040120
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処
理・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｓｉ　凸部処理　ウレタン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040234
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処
理・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｓｉ　凸部処理　シリコン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040236
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処
理・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｓｉ　凸部処理　ふっ素 ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040124
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・主材塗１・上塗２　水系
ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材
工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｅ　ゆず肌状　ウレタン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040238
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・主材塗１・上塗２　水系
シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材
工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｅ　ゆず肌状　シリコン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040240
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・主材塗１・上塗２　水系
ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工
共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｅ　ゆず肌状　ふっ素 ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040128
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２
水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシー
ラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｅ　凹凸状　ウレタン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040242
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２
水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシー
ラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｅ　凹凸状　シリコン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040244
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２
水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー
材工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｅ　凹凸状　ふっ素 ｍ２ 303 9337 吹付工事
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吹付工事 9337040132
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処
理・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｅ　凸部処理　ウレタン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040246
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処
理・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｅ　凸部処理　シリコン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040248
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処
理・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層Ｅ　凸部処理　ふっ素 ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040136
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・主材塗１・上塗２
水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシー
ラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＲＥ　ゆず肌状　ウレタン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040250
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・主材塗１・上塗２
水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシー
ラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＲＥ　ゆず肌状　シリコン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040252
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・主材塗１・上塗２
水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー
材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＲＥ　ゆず肌状　ふっ素 ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040140
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・上
塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルション
シーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＲＥ　凹凸状　ウレタン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040254
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・上
塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルション
シーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＲＥ　凹凸状　シリコン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040256
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・上
塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルション
シーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＲＥ　凹凸状　ふっ素 ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040144
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・
凸部処理・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂
エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＲＥ　凸部処理　ウレタン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040258
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・
凸部処理・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂
エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＲＥ　凸部処理　シリコン ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040260
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・
凸部処理・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エ
マルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＲＥ　凸部処理　ふっ素 ｍ２ 303 9337 吹付工事

吹付工事 9337040152
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗
１・上塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水ＣＥ　ゆず肌状　アクリル ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040154
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗
１・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水ＣＥ　ゆず肌状　ウレタン ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040262
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗
１・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水ＣＥ　ゆず肌状　シリコン ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040264
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗
１・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水ＣＥ　ゆず肌状　ふっ素 ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040156
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗
２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルション
シーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水ＣＥ　凹凸状　アクリル ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040158
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗
２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルション
シーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水ＣＥ　凹凸状　ウレタン ｍ２ 305 9337 吹付工事
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吹付工事 9337040266
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗
２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルション
シーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水ＣＥ　凹凸状　シリコン ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040268
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗
２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシー
ラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水ＣＥ　凹凸状　ふっ素 ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040160
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凸部処理　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・凸
部処理・上塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エ
マルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水ＣＥ　凸部処理　アクリル ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040162
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凸部処理　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・凸
部処理・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エ
マルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水ＣＥ　凸部処理　ウレタン ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040270
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凸部処理　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・凸
部処理・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エ
マルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水ＣＥ　凸部処理　シリコン ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040272
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凸部処理　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・凸
部処理・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマ
ルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水ＣＥ　凸部処理　ふっ素 ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040166
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・増塗１・基
層塗２・模様塗１・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，
合成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水Ｅ　ゆず肌状　ウレタン ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040274
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・増塗１・基
層塗２・模様塗１・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，
合成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水Ｅ　ゆず肌状　シリコン ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040276
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル） ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・増塗１・基
層塗２・模様塗１・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合
成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水Ｅ　ゆず肌状　ふっ素 ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040170
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗
２・模様塗１・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成
樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水Ｅ　凹凸状　ウレタン ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040278
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗
２・模様塗１・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成
樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水Ｅ　凹凸状　シリコン ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040280
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗
２・模様塗１・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹
脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水Ｅ　凹凸状　ふっ素 ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040174
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗
２・模様塗１・凸部処理・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗
りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水Ｅ　凸部処理　ウレタン ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040282
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗
２・模様塗１・凸部処理・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗
りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水Ｅ　凸部処理　シリコン ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040284
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル） 凸部処理　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗
２・模様塗１・凸部処理・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗り
は，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水Ｅ　凸部処理　ふっ素 ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040180
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＲＥ 凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗
２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルション
シーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水ＲＥ　凹凸状　アクリル ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040182
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＲＥ 凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗
２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルション
シーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水ＲＥ　凹凸状　ウレタン ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337040286
吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＲＥ 凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗
２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルション
シーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 防水ＲＥ　凹凸状　シリコン ｍ２ 305 9337 吹付工事
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吹付工事 9345310002 吹付工事 マスチック塗材仕上げ ＭＲ－Ａ（内外装用） 凹凸状　ローラー塗　主材 施工規模３００ｍ２ 材工共 マスチック塗材（材工） ＭＲ－Ａ　内外装用　凹凸状 ｍ２ 305 9345 塗装工事

吹付工事 9345310006
吹付工事 マスチック塗材仕上げ ＭＲ－ＡＥ（内外装用） 凹凸状　ローラー塗　主材・仕上１・仕上２ 施工規模３００ｍ
２ 材工共

マスチック塗材（材工） ＭＲ－ＡＥ　内外装用　凹凸状 ｍ２ 305 9345 塗装工事

吹付工事 9345310016
吹付工事 マスチック塗材仕上げ ＭＲ－ＣＥ（内装用） 凹凸状　ローラー塗　主材・仕上１・仕上２ 施工規模３００ｍ２
材工共

マスチック塗材（材工） ＭＲ－ＣＥ　内装用　凹凸状 ｍ２ 305 9345 塗装工事

吹付工事 9337200006
吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ 軽量骨材仕上塗材（パーライト） エマルション系　下塗１・主材塗厚３ｍｍ 施工規模
３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

軽量骨材仕上塗材（材工） エマルション系　下塗１・塗厚３ ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事 9337200008
吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ 軽量骨材仕上塗材（パーライト） エマルション系　下塗１・主材塗厚５ｍｍ 施工規模
３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

軽量骨材仕上塗材（材工） エマルション系　下塗１・塗厚５ ｍ２ 305 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337080004
吹付工事 セメント系厚付け仕上げ（外装厚塗材Ｃ・内装厚塗材Ｃ） キクスイ　タイロック 外装 ビュートップアクリル
施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

セメント系厚付仕上塗材（材工） キクスイタイロック ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337210014
吹付工事 合成樹脂エマルション系厚付け仕上げ（外装厚塗材Ｅ） ソフトスタッコ 内外装 厚付吹放し 施工規模３００ｍ
２ 材工共 エスケー化研

合成樹脂エマルション厚仕上塗材 ソフトスタッコ　厚付吹放し ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337210016
吹付工事 合成樹脂エマルション系厚付け仕上げ（外装厚塗材Ｅ） シポロック 内外装 厚付吹放し 施工規模３００ｍ２ 材
工共 エスケー化研

合成樹脂エマルション厚仕上塗材 シポロック　厚付吹放し ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337210018
吹付工事 合成樹脂エマルション系厚付け仕上げ（外装厚塗材Ｅ） キクスイ　タイロックＲ 内外装 上塗りなし 施工規模
５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

合成樹脂エマルション厚仕上塗材 キクスイタイロックＲ ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337210022
吹付工事 合成樹脂エマルション系厚付け仕上げ（外装厚塗材Ｅ） ラフトンスタッコ 内外装 施工規模３００ｍ２ 材工共
スズカファイン

合成樹脂エマルション厚仕上塗材 ラフトンスタッコ ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100035
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） シポカケンＤＯ 内外装 アクリル系リシ
ン 施工規模５００ｍ２ 材工共 エスケー化研

エマルション薄付け仕上材・材工 シポカケンＤＯ ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100114
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） シポロール 内外装 リシン状スチップル
模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研

エマルション薄付け仕上材・材工 シポロール　リシン状スチップル ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100116
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） シポカケン＃３００ 内装 じゅらく状
施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研

エマルション薄付け仕上材・材工 シポカケン＃３００　じゅらく状 ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100081
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） セラスカケン 内外装 アクリル系スキン
（細目） 施工規模５００ｍ２ 材工共 エスケー化研

エマルション薄付け仕上材・材工 セラスカケン　細目 ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100010
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） キクスイ　コートリシン 外装 下塗含ま
ず 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

エマルション薄付け仕上材・材工 キクスイコートリシン ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100014
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） キクスイ　コートリシン荒目 外装 下塗
含まず 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

エマルション薄付け仕上材・材工 キクスイコートリシン荒目 ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100016
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） キクスイ　じゅらく 内装 施工規模５０
０ｍ２ 材工共 菊水化学工業

エマルション薄付け仕上材・材工 キクスイじゅらく ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100075
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） キクスイ　グラストＳｉ 外装 セラミッ
ク系多彩リシン　下塗含まず 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

エマルション薄付け仕上材・材工 キクスイグラストＳｉ ｍ２ 306 9337 吹付工事
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吹付工事【公表価格】 9337100118
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） キクスイ　マスロールＡ 内外装 ゆず肌
状（ローラー） 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

エマルション薄付け仕上材・材工 キクスイマスロールＡ　ゆず肌状 ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100031
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ダイヤＥＰリシン 内外装 アクリル系リ
シン 施工規模５００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

エマルション薄付け仕上材・材工 ダイヤＥＰリシン ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100079
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ダイヤスキン 内外装 セラミック系多彩
リシン 施工規模５００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

エマルション薄付け仕上材・材工 ダイヤスキン ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100038
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ＧＯリシン 外装 施工規模５００ｍ２
材工共 神東塗料

エマルション薄付け仕上材・材工 ＧＯリシン ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100044
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） スズカリシン 内外装 施工規模３００ｍ
２ 材工共 スズカファイン

エマルション薄付け仕上材・材工 スズカリシン ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100048
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） スズカジュラク 内装 施工規模３００ｍ
２ 材工共 スズカファイン

エマルション薄付け仕上材・材工 スズカジュラク ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100082
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） スズカスキン 内外装 施工規模３００ｍ
２ 材工共 スズカファイン

エマルション薄付け仕上材・材工 スズカスキン ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100112
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ニッペリシン 内外装 砂壁状仕上げ（２
工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

エマルション薄付け仕上材・材工 ニッペリシン　砂壁状仕上げ ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100122
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） エコプラスＦ 内装 吹付け仕上げ 施工
規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学

エマルション薄付け仕上材・材工 エコプラスＦ　吹付け仕上げ ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100124
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） エコプラスＰ 内装 平吹き 施工規模３
００ｍ２ 材工共 フジワラ化学

エマルション薄付け仕上材・材工 エコプラスＰ　平吹き ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100134
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） けいそうどペイント 内装 吹付け仕上げ
施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学

エマルション薄付け仕上材・材工 けいそうどペイント吹付け仕上げ ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100022
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ジュラクペン 外装 有機質砂壁状塗料
Ｊ２工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学

エマルション薄付け仕上材・材工 ジュラクペン　Ｊ２工法 ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100023
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ジュラクペンアート 外装 有機質砂壁状
塗料　砂岩調 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学

エマルション薄付け仕上材・材工 ジュラクペンアート　砂岩調 ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100126
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） シルタッチティエラ 外装 パティング仕
上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学

エマルション薄付け仕上材・材工 シルタッチティエラ　パティング ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100128
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） シルタッチＥＸ 外装 塗り放し仕上げ
施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学

エマルション薄付け仕上材・材工 シルタッチＥＸ　塗り放し仕上げ ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100132
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ナチュラルカラー 外装 多彩塗料　シー
ラレスカラー工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学

エマルション薄付け仕上材・材工 ナチュラルカラー　多彩塗料 ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100130
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） モアダンテ 外装 石材調塗料　Ｆ工法
施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学

エマルション薄付け仕上材・材工 モアダンテ　石材調塗料 ｍ２ 306 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100104
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ジョリパットアルファ 内外装 ゆず肌
施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

エマルション薄付け仕上材・材工 ジョリパットアルファ　ゆず肌 ｍ２ 307 9337 吹付工事
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吹付工事【公表価格】 9337100106
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ジョリパットアルファ 内外装 マイルド
プラスター　コテ仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

エマルション薄付け仕上材・材工 ジョリパットアルファ　マイルド ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100085
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） セラスキン 内外装 砂壁状 施工規模３
００ｍ２ 材工共 山本窯業化工

エマルション薄付け仕上材・材工 セラスキン　砂壁状 ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100094
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） テラックス 内外装 ゆず肌状 施工規模
３００ｍ２ 材工共 山本窯業化工

エマルション薄付け仕上材・材工 テラックス　ゆず肌状 ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100098
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） セラキューブＥＸ 内外装 砂壁状　水系
シリコーン仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 山本窯業化工

エマルション薄付け仕上材・材工 セラキューブＥＸ　砂壁状 ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337100100
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） セラキャストＸ 内外装 キャスト模様
水系シリコーン仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 山本窯業化工

エマルション薄付け仕上材・材工 セラキャストＸ　キャスト模様 ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150108
吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） テラックス２０００Ｓｉ 内外装 砂壁状
施工規模３００ｍ２ 材工共 山本窯業化工

エマルション薄付け仕上材・材工 テラックス２０００Ｓｉ　砂壁状 ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150104
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） セラミクリーン 内外装 ゆず肌状ローラー
仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研

防水形複層仕上塗材（材工） セラミクリーン　ゆず肌ローラー ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150122
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） セラミクリーンタイル 内外装 吹放し仕上
げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研

防水形複層仕上塗材（材工） セラミクリーンタイル　吹放し ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150084
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ニュートップレスクリーン 内外装 多機能
型　ゆず肌状ローラー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研

防水形複層仕上塗材（材工） ニュートップレスクリーン ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150124
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ニュートップレスクリーンタイル 内外装
多機能型　吹放し仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研

防水形複層仕上塗材（材工） ニュートップレスクリーンタイル ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150114
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ソフトリシン 内外装 施工規模３００ｍ２
材工共 エスケー化研

防水形複層仕上塗材（材工） ソフトリシン ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150116
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） セラミソフトリシン 内外装 施工規模３０
０ｍ２ 材工共 エスケー化研

防水形複層仕上塗材（材工） セラミソフトリシン ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150069
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＢｅニューＳｉ 内外装 スチップル 施工
規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

防水形複層仕上塗材（材工） ＢｅニューＳｉ　スチップル ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150070
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＢｅニューＤ 内外装 スチップル 施工規
模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

防水形複層仕上塗材（材工） ＢｅニューＤ　スチップル ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150072
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＢｅニューＳ 内外装 スチップル 施工規
模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

防水形複層仕上塗材（材工） ＢｅニューＳ　スチップル ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150073
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＢｅニューＳＴ 内外装 凹凸状 施工規模
５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

防水形複層仕上塗材（材工） ＢｅニューＳＴ　凹凸状 ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150146
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ダイヤニューデポールＲ 内外装 多機能型
（単層）さざ波模様 施工規模５００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

防水形複層仕上塗材（材工） ダイヤニューデポールＲ ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150148
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ダイヤニューデポールＳ 内外装 多機能型
（単層）凹凸状 施工規模５００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

防水形複層仕上塗材（材工） ダイヤニューデポールＳ ｍ２ 307 9337 吹付工事
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吹付工事【公表価格】 9337150064
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） カイテキウォール 内外装 アクリルシリ
コーン系　Ｒ工法 施工規模５００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

防水形複層仕上塗材（材工） カイテキウォール ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150088
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ビューレ 内外装 多機能性 施工規模３０
０ｍ２ 材工共 スズカファイン

防水形複層仕上塗材（材工） ビューレ　多機能性 ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150090
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ビューレタイル 内外装 多機能性 施工規
模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン

防水形複層仕上塗材（材工） ビューレタイル　多機能性 ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150126
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＤＡＮフレッシュＲ 内外装 なみがた仕上
げ（３工程）Ａ６９０９ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

防水形複層仕上塗材（材工） ＤＡＮフレッシュＲ　なみがた ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150128
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＤＡＮフレッシュＳ 内外装 凹凸状仕上げ
（３工程）Ａ６９０９相当 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

防水形複層仕上塗材（材工） ＤＡＮフレッシュＳ　凹凸状 ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150130
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＤＡＮシリコンセラＲ 内外装 なみがた仕
上げ（３工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

防水形複層仕上塗材（材工） ＤＡＮシリコンセラＲ　なみがた ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150132
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＤＡＮシリコンセラＳ 内外装 凹凸状仕上
げ（３工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

防水形複層仕上塗材（材工） ＤＡＮシリコンセラＳ　凹凸状 ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150024
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ニューソフトワンコート 外装 低汚染型仕
上塗材，ローラータイル工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学

防水形複層仕上塗材（材工） ニューソフトワンコート ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150025
吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） パスコート 外装 透湿型仕上塗材，ＰＦ－
２工法　パストップ仕上 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学

防水形複層仕上塗材（材工） パスコート ｍ２ 307 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337020050
吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） ソフトロール 内外装 リシ
ン状スチップル模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研

薄付け複層仕上塗材（材工） ソフトロール ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337020052
吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） ＳＫ撥水リシン 内外装 標
準リシン状 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研

薄付け複層仕上塗材（材工） ＳＫ撥水リシン　標準リシン状 ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337020054
吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） セラミタイトリシン 内外
装 リシン状 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研

薄付け複層仕上塗材（材工） セラミタイトリシン　リシン状 ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337020056
吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） セラミタイトペイント 内
外装 平滑状 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研

薄付け複層仕上塗材（材工） セラミタイトペイント　平滑状 ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337020058
吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） シリカリシン 内外装 砂壁
状 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

薄付け複層仕上塗材（材工） シリカリシン　砂壁状 ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337020060
吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） シリカペイント 内外装 平
滑状 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

薄付け複層仕上塗材（材工） シリカペイント　平滑状 ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337020062
吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） キクスイ　弾性リシン 内
外装 砂壁状 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

薄付け複層仕上塗材（材工） キクスイ　弾性リシン　砂壁状 ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337020064
吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） ダイヤＳＰリシン 内外装
砂壁状 施工規模５００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

薄付け複層仕上塗材（材工） ダイヤＳＰリシン　砂壁状 ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337020066
吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） ダイヤＳＰコート 内外装
平滑状 施工規模５００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

薄付け複層仕上塗材（材工） ダイヤＳＰコート　平滑状 ｍ２ 308 9337 吹付工事
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吹付工事【公表価格】 9337020068
吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） ダイヤダンセイリシン 内
外装 砂壁状 施工規模５００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

薄付け複層仕上塗材（材工） ダイヤダンセイリシン　砂壁状 ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337020070
吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） ラフトンシリカリシン 内
外装 砂壁状 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン

薄付け複層仕上塗材（材工） ラフトンシリカリシン　砂壁状 ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337020072
吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） ラフトン弾性リシン 内外
装 砂壁状 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン

薄付け複層仕上塗材（材工） ラフトン弾性リシン　砂壁状 ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337110014
吹付工事 セメント系複層仕上げ（複層仕上塗材Ｃ・複層仕上塗材ＣＥ） ミラクマウント 内外装 ポリマーセメント系 施
工規模５００ｍ２ 材工共 エスケー化研

セメント系複層仕上塗材（材工） ミラクマウント ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337110013
吹付工事 セメント系複層仕上げ（複層仕上塗材Ｃ・複層仕上塗材ＣＥ） キクスイ　タイル・ルナ 内外装 ポリマーセメン
ト系凹凸状仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

セメント系複層仕上塗材（材工） キクスイ　タイル・ルナ ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337120027
吹付工事 合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材Ｅ） レナラック 内外装 アクリル系凹凸状吹付タイル 施工規模
５００ｍ２ 材工共 エスケー化研

エマルション複層仕上塗材・材工 レナラック ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337120110
吹付工事 合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材Ｅ） レナコート 内装 上塗り材なし（単色） 施工規模３００ｍ
２ 材工共 エスケー化研

エマルション複層仕上塗材・材工 レナコート　上塗り材なし ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337120014
吹付工事 合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材Ｅ） キクスイ　タイル・エマルナ 内外装 ビュートップアクリル
凹凸仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

エマルション複層仕上塗材・材工 キクスイ　タイル・エマルナ ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337120032
吹付工事 合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材Ｅ） ソフタイル　中塗Ｓ 内外装 水性アクリルウレタン系　凹凸
仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 神東塗料

エマルション複層仕上塗材・材工 ソフタイル　中塗Ｓ ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337120038
吹付工事 合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材Ｅ） ラフトンジャンボ 内外装 アクリル仕上げ　凹凸状 施工規
模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン

エマルション複層仕上塗材・材工 ラフトンジャンボ ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337120102
吹付工事 合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材Ｅ） ニッペタイルラックＥＭＡ 内外装 アクリル仕上げ　凹凸状
（４工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

エマルション複層仕上材アクリル ニッペタイルラックＥＭＡ ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337120104
吹付工事 合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材Ｅ） ニッペタイルラックＥＭＡ 内外装 ウレタン仕上げ　凹凸状
（４工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

エマルション複層仕上材ウレタン ニッペタイルラックＥＭＡ ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180008
吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） ボンフロンＨＢＰ－ＳＲ 外装 複層仕上塗材Ｒ
Ｅ・低汚染型ふっ素仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） ボンフロンＨＢＰ－ＳＲ ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337120075
吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） レナキャスト 内外装 エポキシ系凹凸状吹付タ
イル 施工規模５００ｍ２ 材工共 エスケー化研

エマルション複層仕上塗材・材工 レナキャスト ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337120066
吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） マルチタイルラフＲＥ 内外装 上塗コスモレタ
ン 施工規模３００ｍ２ 材工共 関西ペイント

エマルション複層仕上塗材・材工 マルチタイルラフＲＥ ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337120068
吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） キクスイ　タイル・エポ 内外装 ビュートップ
アクリル　凹凸仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

エマルション複層仕上塗材・材工 キクスイ　タイル・エポ ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337120073
吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） ダイヤエポンＥ（１液型） 内外装 エポキシ水
系凹凸状　パーマルウレタン仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

エマルション複層仕上塗材・材工 ダイヤエポンＥ（１液型） ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337120078
吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） ラフトンジャンボＲＥ 内外装 エポキシ系アク
リル仕上げ　凹凸状 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン

エマルション複層仕上塗材・材工 ラフトンジャンボＲＥ ｍ２ 308 9337 吹付工事
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吹付工事【公表価格】 9337120106
吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） ニッペタイルラックＥＰＯ 内外装 アクリル仕
上げ　凹凸状（４工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

エマルション複層仕上材アクリル ニッペタイルラックＥＰＯ ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337120108
吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） ニッペタイルラックＥＰＯ 内外装 ウレタン仕
上げ　凹凸状（４工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

エマルション複層仕上材ウレタン ニッペタイルラックＥＰＯ ｍ２ 308 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337040188
吹付工事 複層仕上げ（複層塗材Ｓｉ） セラミタイトタイル 内外装 上塗り材（プリーズコート） 施工規模３００ｍ２ 材
工共 エスケー化研

複層仕上塗材（材工） セラミタイトタイル　上塗り材 ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337040190
吹付工事 複層仕上げ（複層塗材Ｓｉ） セラミロール 内外装 上塗り材（プリーズコート） 施工規模３００ｍ２ 材工共
エスケー化研

複層仕上塗材（材工） セラミロール　上塗り材 ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337040192
吹付工事 複層仕上げ（複層塗材Ｓｉ） シリカロール 内外装 ビュートップアクリル　ゆず肌状（ローラー） 施工規模５
００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

複層仕上塗材（材工） シリカロール　ゆず肌状ローラー ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337040194
吹付工事 複層仕上げ（複層塗材Ｓｉ） シリカタイル・ルナ 内外装 ビュートップアクリル　凹凸状 施工規模５００ｍ２
材工共 菊水化学工業

複層仕上塗材（材工） シリカタイル・ルナ　凹凸状 ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337040196
吹付工事 複層仕上げ（複層塗材Ｓｉ） ダイヤＳＰタイルマウント 内外装 ＳＰ仕上 施工規模５００ｍ２ 材工共 ダイフ
レックス

複層仕上塗材（材工） ダイヤＳＰタイルマウント　ＳＰ ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337040198 吹付工事 複層仕上げ（複層塗材Ｓｉ） ダイヤＳＰロール 内外装 ＳＰ仕上 施工規模５００ｍ２ 材工共 ダイフレックス 複層仕上塗材（材工） ダイヤＳＰロール　ＳＰ仕上 ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337040200
吹付工事 複層仕上げ（複層塗材Ｓｉ） ラフトンジャンボＳｉ 内外装 シリカ系アクリル仕上げ　凹凸状 施工規模３００
ｍ２ 材工共 スズカファイン

複層仕上塗材（材工） ラフトンジャンボＳｉ ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150136
吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ボンフロン弾性ＨＢ－ＳＲ 外装 防水形複層仕上塗材Ｅ・低汚染型ふっ素仕上
げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック

防水形複層仕上塗材（材工） ボンフロン弾性ＨＢ－ＳＲ ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150102
吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ダンツークリーン 内外装 吹放し仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エス
ケー化研

防水形複層仕上塗材（材工） ダンツークリーン ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150043
吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） レナフレンド 内外装 吹放し，弾性ウレタン仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工
共 エスケー化研

防水形複層仕上塗材（材工） レナフレンド ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150074
吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） レナエクセレント 内外装 吹放し，弾性ウレタン仕上げ 施工規模５００ｍ２
材工共 エスケー化研

防水形複層仕上塗材（材工） レナエクセレント ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150152
吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ダンツーコート 内外装 吹放し仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー
化研

防水形複層仕上塗材（材工） ダンツーコート　吹放し仕上げ ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150154
吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ダンツーキャスト 内外装 吹放し仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エス
ケー化研

防水形複層仕上塗材（材工） ダンツーキャスト　吹放し仕上げ ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150032
吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） アレスゴムタイルニューラフ 外装 上塗アレス水性弾性ウレタン　さざ波仕上
げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 関西ペイント

防水形複層仕上塗材（材工） アレスゴムタイルニューラフ ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150034
吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） キクスイ　弾性タイル・ルナ 外装 ビュートップアクリル弾性　アクリルゴム
凹凸状 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業

防水形複層仕上塗材（材工） キクスイ弾性タイル・ルナ ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150066
吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ダイヤスーパーダンセイマウント 内外装 高弾性アクリルゴム系Ｍ工法パーマ
ルウレタン仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

防水形複層仕上塗材（材工） ダイヤスーパーダンセイマウント ｍ２ 309 9337 吹付工事
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吹付工事【公表価格】 9337150166
吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ラフトン弾性ジャンボＧ 内外装 弾性アクリル仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材
工共 スズカファイン

防水形複層仕上塗材（材工） ラフトン弾性ジャンボＧ ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150156
吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ＮＴ弾性コート 外装 凹凸工法　水性ウレタン仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材
工共 日本特殊塗料

防水形複層仕上塗材（材工） ＮＴ弾性コート　凹凸工法 ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150138
吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ＤＡＮタイル 内外装 ウレタン仕上げ　凹凸状（５工程） 施工規模３００ｍ
２ 材工共 日本ペイント

防水形複層仕上塗材（材工） ＤＡＮタイル　ウレタン仕上げ ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150140
吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ＤＡＮエクセル 内外装 ウレタン仕上げ（５工程）　Ａ６０２１壁面塗膜防水
施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

防水形複層仕上塗材（材工） ＤＡＮエクセル　ウレタン仕上げ ｍ２ 309 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337090018 吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ セラミタイトソフト 内装 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研 軽量骨材仕上塗材（材工） セラミタイトソフト ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337090020 吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ シポライトＡ 内装 厚５．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研 軽量骨材仕上塗材（材工） シポライトＡ　Ｔ５ｍｍ ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337090022
吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ シポライトＢ 内装 厚３．０ｍｍ　クリヤー 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化
研

軽量骨材仕上塗材（材工） シポライトＢ　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337090002 吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ キクスイ　パールロック 内装 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業 軽量骨材仕上塗材（材工） キクスイパールロック ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337090024
吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ キクスイ　ヒルトン 内装 砂壁状　厚３．０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化
学工業

軽量骨材仕上塗材（材工） キクスイヒルトン　砂壁状 ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337090006 吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ アロック 内装 施工規模３００ｍ２ 材工共 スチライト工業 軽量骨材仕上塗材（材工） アロック ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180038
吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン　水性ＡＣ－ＳＲ　クリヤー工法 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコー
テック

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） ボンフロン水性ＡＣ－ＳＲ ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180040
吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン　ＡＣドライ－ＳＲ　クリヤー工法 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコー
テック

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） ボンフロンＡＣドライ－ＳＲ ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180042
吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン　ＷＲ－１００ＨＢＳＲ　改修工法 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコー
テック

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） ボンフロンＷＲ－１００ＨＢＳＲ ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180044
吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン　ＷＲ－１００ＳＣＳＲ　工期短縮型改修工法 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共
ＡＧＣコーテック

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） ボンフロンＷＲ－１００ＳＣＳＲ ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180046 吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン　ＨＢＣ－ＳＲ 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック ふっ素樹脂仕上塗材（材工） ボンフロンＨＢＣ－ＳＲ ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180048 吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン　水性ＨＢＣ－ＳＲ 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック ふっ素樹脂仕上塗材（材工） ボンフロン水性ＨＢＣ－ＳＲ ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180050
吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン　パレ　薄塗工法　セラミック調 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコー
テック

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） ボンフロンパレ　薄塗工法 ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180052
吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン　ＤＥつち　ふらっと　土壁調 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテッ
ク

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） ボンフロンＤＥつち　ふらっと ｍ２ 310 9337 吹付工事
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吹付工事【公表価格】 9337180034 吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ セラタイトＦ 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研 ふっ素樹脂仕上塗材（材工） セラタイトＦ ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180054 吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ 水性セラタイトＦ 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研 ふっ素樹脂仕上塗材（材工） 水性セラタイトＦ ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180017
吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ワイドエポーレＦ 外装 平滑　下塗ワイドシーラーＥＰＯ 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズ
カファイン

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） ワイドエポーレＦ ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180058
吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ オーデフレッシュＦ１００Ⅲ 内外装 なみがた仕上げ（３工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共
日本ペイント

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） オーデフレッシュＦ１００　３ ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180060
吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ デュフロン４ＦⅡフレッシュ 内外装 平滑（３工程）金属面 施工規模３００ｍ２ 材工共 日
本ペイント

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） デュフロン４Ｆ２フレッシュ ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180064
吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ デュフロン４ＦⅡプーレスーパーフレッシュクリヤー 内外装 平滑（３工程）コンクリート打
放し生地仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） デュフロン４Ｆ２プーレクリヤー ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180066
吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ デュフロン４ＦⅡプーレスーパーフレッシュカラークリヤー 内外装 平滑（３工程）コンク
リート打放し生地仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） デュフロン４Ｆ２カラークリヤー ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180070
吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ 水性４Ｆプーレクリヤー 内外装 平滑（３工程）コンクリート打放し生地仕上げ 施工規模３
００ｍ２ 材工共 日本ペイント

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） 水性４Ｆプーレクリヤー ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180072
吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ 水性４Ｆプーレカラークリヤー 内外装 平滑（３工程）コンクリート打放し生地仕上げ 施工
規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） 水性４Ｆプーレカラークリヤー ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337180068
吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ファイン４Ｆセラミック 内外装 なみがた仕上げ（３工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日
本ペイント

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） ファイン４Ｆセラミック ｍ２ 310 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337240010
吹付工事 ウォールコートＡＧ 外装 アクリルウレタン２液トップ仕様　ローラースチップル模様 施工規模３００ｍ２ 材
工共 エービーシー商会

弾性吹付材　ウォールコートＡＧ アクリルウレタン２液スチップル ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337240020
吹付工事 ウォールコートＡＧ 外装 アクリルウレタン２液トップ仕様　ゆず肌模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービー
シー商会

弾性吹付材　ウォールコートＡＧ アクリルウレタン２液ゆず肌模様 ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337240030
吹付工事 ウォールコートＡＧ 外装 水性アクリルウレタントップ仕様　ローラースチップル模様 施工規模３００ｍ２ 材
工共 エービーシー商会

弾性吹付材　ウォールコートＡＧ 水性アクリルウレタンスチップル ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337240040
吹付工事 ウォールコートＡＧ 外装 水性アクリルウレタントップ仕様　ゆず肌模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービー
シー商会

弾性吹付材　ウォールコートＡＧ 水性アクリルウレタンゆず肌模様 ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337240050
吹付工事 ウォールコートＡＧ 外装 シリコントップ仕様　ローラースチップル模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービー
シー商会

弾性吹付材　ウォールコートＡＧ シリコントップ　スチップル ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337240060 吹付工事 ウォールコートＡＧ 外装 シリコントップ仕様　ゆず肌模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会 弾性吹付材　ウォールコートＡＧ シリコントップ　ゆず肌模様 ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050026 吹付工事 エレガンストーン 内外装 自然石調装飾仕上げ（単色仕上げ） 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研 仕上材塗り（材工） エレガンストーン ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050028 吹付工事 エレガンスタイルＴＳ 内外装 陶磁器調装飾仕上げ（標準タイプ） 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研 仕上材塗り（材工） エレガンスタイルＴＳ ｍ２ 311 9337 吹付工事
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吹付工事【公表価格】 9337050030 吹付工事 セラミライトエコＧ 厚３０ｍｍ　不燃断熱湿式工法 施工規模１０００ｍ２ 材工共 エスケー化研 不燃断熱仕上塗材（材工） セラミライトエコＧ　Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050032 吹付工事 ダンセラボン 厚４．５ｍｍ　防結露屋根３０分耐火 施工規模５００ｍ２ 材工共 エスケー化研 現場吹付不燃仕上塗材（材工） ダンセラボン　Ｔ４．５ｍｍ ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050034 吹付工事 ダンセラボン 厚１５ｍｍ　防結露不燃 施工規模５００ｍ２ 材工共 エスケー化研 現場吹付不燃仕上塗材（材工） ダンセラボン　Ｔ１５ｍｍ ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337160044
吹付工事 パラトーンＳ－Ｓｉ工法 外装 アクリルゴム系防水＋トップコート（シリコン系）　スチップル模様 施工規模３
００ｍ２ 材工共 大関化学工業

複層弾性仕上塗材（材工） パラトーンＳ－Ｓｉ工法 ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337160050
吹付工事 パラトーンＴ－Ｓｉ工法 外装 アクリルゴム系防水＋トップコート（シリコン系）　玉吹き模様 施工規模３００
ｍ２ 材工共 大関化学工業

複層弾性仕上塗材（材工） パラトーンＴ－Ｓｉ工法 ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337160052
吹付工事 パラトーンＫ－Ｓｉ工法 外装 アクリルゴム系防水＋トップコート（シリコン系）　ヘッドカット模様 施工規模
３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

複層弾性仕上塗材（材工） パラトーンＫ－Ｓｉ工法 ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337210008 吹付工事 サンドストーン 外装 砂岩調仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業 合成樹脂エマルション厚仕上塗材 サンドストーン ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050024
吹付工事 ダイヤアールストーン 内外装 目地なしＳ工法　天然石調厚付け多彩模様仕上げ（単色吹き） 施工規模５００ｍ
２ 材工共 ダイフレックス

仕上材塗り（材工） ダイヤアールストーン ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337210010 吹付工事 ダイヤアールストーン 外装 １段目地Ｗ工法 施工規模５００ｍ２ 材工共 ダイフレックス 合成樹脂エマルション厚仕上塗材 ダイヤアールストーン ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337210028
吹付工事 ポルトガード　ＡＦシステム 外装 低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂　クリヤー　下塗り溶剤タイプ 施工規模
１，０００ｍ２ 材工共 セントラルコンクリート

合成樹脂エマルション厚仕上塗材 ポルトガード　ＡＦシステム ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337210032
吹付工事 ポルトガード　ＡＦ－Ｅシステム 外装 低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂　カラークリヤー　下塗り溶剤タイプ
施工規模１，０００ｍ２ 材工共 セントラルコンクリート

合成樹脂エマルション厚仕上塗材 ポルトガード　ＡＦ－Ｅシステム ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337210034
吹付工事 ポルトガード　ＡＦエイジングシステム 外装 低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂　クリヤー部分色合わせ　下塗
り溶剤タイプ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 セントラルコンクリート

合成樹脂エマルション厚仕上塗材 ポルトガドＡＦエイジングＳＹＳ ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337210036
吹付工事 ポルトガード　ＡＦエイジングプラスシステム 外装 低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂　クリヤー全面色合わせ
下塗り溶剤タイプ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 セントラルコンクリート

合成樹脂エマルション厚仕上塗材 ポルトガドＡＦエイジ＋ＳＹＳ ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050008
吹付工事 ランデックスコートＰ－５０００ 水性無機質仕上材　上塗り２回　プライマー込み 施工規模１，０００ｍ２ 材
工共 大日技研工業

仕上材塗り（材工） ランデックスコートＰ－５０００ ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050022
吹付工事 ランデックスコートＰ－５０００ＮＴ 水性無機質仕上材　上塗り２回　プライマー込み 施工規模１，０００ｍ
２ 材工共 大日技研工業

仕上材塗り（材工） ランデックスＰ－５０００ＮＴ ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337170002
吹付工事 ランデックスコートＷＳ疎水剤 内装 透明・半透明カラー　コンクリート打放し保護材　Ａ工法　２回塗り 施工
規模１，０００ｍ２ 材工共 大日技研工業

コンクリート打放し保護材・材工 ランデックスコートＷＳ疎水剤Ａ ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337170004
吹付工事 ランデックスコートＷＳ疎水剤 外装 透明・半透明カラー　コンクリート打放し保護材　Ｂ工法　３回塗りプラ
イマー込み 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 大日技研工業

コンクリート打放し保護材・材工 ランデックスコートＷＳ疎水剤Ｂ ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337230002
吹付工事 ダイステンダー２０００ 内外装 打放しコンクリート仕上げ用　透湿撥水アクリルシリコン系クリヤー 施工規模
６００ｍ２ 材工共 タウンアート

透湿撥水性仕上塗材（材工） ダイステンダー　２０００ ｍ２ 311 9337 吹付工事
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吹付工事【公表価格】 9337230004
吹付工事 ダイステンダー３０００ 内外装 打放しコンクリート仕上げ用　透湿撥水ふっ素系クリヤー 施工規模６００ｍ２
材工共 タウンアート

透湿撥水性仕上塗材（材工） ダイステンダー　３０００ ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050016 吹付工事 アドグラみかげ コテ塗りみかげ石　バーナー仕上げ 施工規模１００ｍ２ 材工共 アイワテック 仕上材塗り（材工） アドグラみかげ　バーナー仕上げ ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050018 吹付工事 アドグラライム コテ塗りライムストーン　平滑仕上げ 施工規模１００ｍ２ 材工共 アイワテック 仕上材塗り（材工） アドグラライム　平滑仕上げ ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050020 吹付工事 アドグラランダム コテ塗りライムストーン　乱貼仕上げ 施工規模１００ｍ２ 材工共 アイワテック 仕上材塗り（材工） アドグラランダム　乱貼仕上げ ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050036 吹付工事 アドグラクリアガード 内外装 アクリルシリコン樹脂仕上げ 施工規模１００ｍ２ 材工共 アイワテック 仕上材塗り（材工） アドグラクリアガード ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337210002 吹付工事 セラグラニーＷＳ３ 内外装 石材調 施工規模３００ｍ２ 材工共 山本窯業化工 合成樹脂エマルション厚仕上塗材 セラグラニーＷＳ３　石材調 ｍ２ 311 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9347590040
吹付工事 外断熱 水性サーモアイウォールＦ 外装 外壁用遮熱塗料　なみがた仕上げ（３工程） 施工規模３００ｍ２ 材工
共 日本ペイント

外断熱（材工） 水性サーモアイウォールＦ ｍ２ 311 9347 内装工事

吹付工事【公表価格】 9347590050
吹付工事 外断熱 水性サーモアイウォールＳｉ 外装 外壁用遮熱塗料　なみがた仕上げ（３工程） 施工規模３００ｍ２ 材
工共 日本ペイント

外断熱（材工） 水性サーモアイウォールＳｉ ｍ２ 311 9347 内装工事

金属製建具工事 9341010002
金属製建具工事 スチール製建具 両面フラッシュドア 片開き　枠見込１００程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２
手間のみ

スチールフラッシュドア（工） 両面　片開き　１．８ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341010004
金属製建具工事 スチール製建具 両面フラッシュドア 親子開き　枠見込１００程度　２．４ｍ２基準 施工規模２００ｍ２
手間のみ

スチールフラッシュドア（工） 両面　親子開　２．４ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341010006
金属製建具工事 スチール製建具 両面フラッシュドア 両開き　枠見込１００程度　３．６ｍ２基準 施工規模２００ｍ２
手間のみ

スチールフラッシュドア（工） 両面　両開き　３．６ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341020002
金属製建具工事 スチール製建具 アングルドア 片開き　枠見込１００程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間の
み

スチールアングルドア（工） 片開き　１．８ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341020004
金属製建具工事 スチール製建具 アングルドア 親子開き　枠見込１００程度　２．４ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間
のみ

スチールアングルドア（工） 親子開　２．４ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341020006
金属製建具工事 スチール製建具 アングルドア 両開き　枠見込１００程度　３．６ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間の
み

スチールアングルドア（工） 両開き　３．６ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341030002
金属製建具工事 スチール製建具 防火扉 片開きフラッシュ　枠見込１００程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手
間のみ

スチール防火扉（工） 片開きフラッシュ１．８ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341030004
金属製建具工事 スチール製建具 防火扉 片開きフラッシュ　枠見込１００程度　戸袋枠付き　２．０ｍ２基準 施工規模２
００ｍ２ 手間のみ

スチール防火戸（工） 片開きフラッシュ２．０ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341030006
金属製建具工事 スチール製建具 防火扉 両開きフラッシュ　枠見込１００程度　３．６ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手
間のみ

スチール防火戸（工） 両開きフラッシュ３．６ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341030008
金属製建具工事 スチール製建具 防火扉 両開きフラッシュ　枠見込１００程度　戸袋枠付き　４．０ｍ２基準 施工規模２
００ｍ２ 手間のみ

スチール防火戸（工） 両開きフラッシュ４．０ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事
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金属製建具工事 9341040002
金属製建具工事 スチール製建具 防音扉 片開き　枠見込１２０程度　グレモンハンドル式　１．８ｍ２基準 施工規模２０
０ｍ２ 手間のみ

スチール防音扉（工） 片開き　１．８ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341040004
金属製建具工事 スチール製建具 防音扉 親子開き　枠見込１２０程度　グレモンハンドル式　２．４ｍ２基準 施工規模２
００ｍ２ 手間のみ

スチール防音戸（工） 親子開　２．４ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341040006
金属製建具工事 スチール製建具 防音扉 両開き　枠見込１２０程度　グレモンハンドル式　３．６ｍ２基準 施工規模２０
０ｍ２ 手間のみ

スチール防音戸（工） 両開き　３．６ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341050002
金属製建具工事 スチール製建具 軽量ドア 片開きフラッシュ　枠見込１００程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２
手間のみ

スチール軽量ドア（工） 片開きフラッシュ１．８ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341050004
金属製建具工事 スチール製建具 軽量ドア 親子開きフラッシュ　枠見込１００程度　２．４ｍ２基準 施工規模２００ｍ２
手間のみ

スチール軽量ドア（工） 親子開フラッシュ２．４ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341050006
金属製建具工事 スチール製建具 軽量ドア 両開きフラッシュ　枠見込１００程度　３．６ｍ２基準 施工規模２００ｍ２
手間のみ

スチール軽量ドア（工） 両開きフラッシュ３．６ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341100002
金属製建具工事 スチール製建具 固定ガラリ 枠見込１００程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間
のみ

固定ガラリ（工） 枠見込１００～３．１５ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341110008 金属製建具工事 スチール製建具 三方枠 枠見込１００　１．８ｍ２基準 施工規模－ 手間のみ 三方枠（工） 枠見込１００　１．８ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341110010 金属製建具工事 スチール製建具 三方枠 枠見込１２０　１．８ｍ２基準 施工規模－ 手間のみ 三方枠（工） 枠見込１２０　１．８ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341110012 金属製建具工事 スチール製建具 三方枠 枠見込１５０　１．８ｍ２基準 施工規模－ 手間のみ 三方枠（工） 枠見込１５０　１．８ｍ２基準 ｍ２ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341120002 金属製建具工事 スチール製建具 カーテンボックス １００～１５０ｍｍ 施工規模－ 手間のみ カーテンボックス（工） １００～１５０ｍｍ ｍ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341130002 金属製建具工事 スチール製建具 アングル スチール製 施工規模－ 手間のみ アングル（工） スチール製 ｍ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341140002 金属製建具工事 スチール製建具 ぜん板 スチール製　１００ｍｍ以下 施工規模－ 手間のみ ぜん板（工） スチール製　１００ｍｍ以下 ｍ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341150002 金属製建具工事 スチール製建具 額縁 スチール製　１００ｍｍ以下 施工規模－ 手間のみ 額縁（工） スチール製　１００ｍｍ以下 ｍ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341160002 金属製建具工事 スチール製建具 二段水切り スチール製　１２０ｍｍ以下 施工規模－ 手間のみ 二段水切り（工） スチール製　１２０ｍｍ以下 ｍ 314 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341060002 金属製建具工事 アルミ製建具 フラッシュドア 片開き　枠見込７０程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ アルミフラッシュドア（工） 片開き　１．８ｍ２基準 ｍ２ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341060004 金属製建具工事 アルミ製建具 フラッシュドア 両開き　枠見込７０程度　３．６ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ アルミフラッシュドア（工） 両開き　３．６ｍ２基準 ｍ２ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341070002 金属製建具工事 アルミ製建具 かまちドア 片開き　枠見込７０程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ アルミかまちドア（工） 片開き　１．８ｍ２基準 ｍ２ 316 9341 金属製建具工事
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金属製建具工事 9341070004 金属製建具工事 アルミ製建具 かまちドア 両開き　枠見込７０程度　３．６ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ アルミかまちドア（工） 両開き　３．６ｍ２基準 ｍ２ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341080002 金属製建具工事 アルミ製建具 パネルドア 片開き　枠見込７０程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ アルミパネルドア（工） 片開き　１．８ｍ２基準 ｍ２ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341080004 金属製建具工事 アルミ製建具 パネルドア 両開き　枠見込７０程度　３．６ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ アルミパネルドア（工） 両開き　３．６ｍ２基準 ｍ２ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341090002
金属製建具工事 アルミ製建具 アルミサッシ 引違い窓　枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００ｍ
２ 手間のみ

アルミサッシ（工） 引違い窓　～３．１５ｍ２基準 ｍ２ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341090004
金属製建具工事 アルミ製建具 アルミサッシ 回転窓　枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００ｍ２
手間のみ

アルミサッシ（工） 回転窓　～３．１５ｍ２基準 ｍ２ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341090008
金属製建具工事 アルミ製建具 アルミサッシ はめ殺し窓　枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００
ｍ２ 手間のみ

アルミサッシ（工） はめ殺し窓　～３．１５ｍ２基準 ｍ２ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341090010
金属製建具工事 アルミ製建具 アルミサッシ 片引き窓　枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００ｍ
２ 手間のみ

アルミサッシ（工） 片引き窓　３．１５ｍ２基準 ｍ２ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341090012
金属製建具工事 アルミ製建具 アルミサッシ 上げ下げ窓　枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００
ｍ２ 手間のみ

アルミサッシ（工） 上げ下げ窓　３．１５ｍ２基準 ｍ２ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341090014
金属製建具工事 アルミ製建具 アルミサッシ すべり出し窓　枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２０
０ｍ２ 手間のみ

アルミサッシ（工） すべり出し窓　３．１５ｍ２基準 ｍ２ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341100004 金属製建具工事 アルミ製建具 固定ガラリ 枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ 固定ガラリ（工） 枠見込７０　～３．１５ｍ２基準 ｍ２ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341170006 金属製建具工事 アルミ製建具 網戸 １．６２ｍ２基準 施工規模２００枚 現場レール付けは別途 手間のみ 網戸（工） １．６２ｍ２基準　規模２００ 枚 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341130004 金属製建具工事 アルミ製建具 アングル アルミ製 施工規模－ 手間のみ アングル（工） アルミ製 ｍ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341140004 金属製建具工事 アルミ製建具 ぜん板 アルミ製　１００ｍｍ以下 施工規模－ 手間のみ ぜん板（工） アルミ製　１００ｍｍ以下 ｍ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341150004 金属製建具工事 アルミ製建具 額縁 アルミ製　１００ｍｍ以下 施工規模－ 手間のみ 額縁（工） アルミ製　１００ｍｍ以下 ｍ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341160004 金属製建具工事 アルミ製建具 二段水切り アルミ製　１２０ｍｍ以下 施工規模－ 手間のみ 二段水切り（工） アルミ製　１２０ｍｍ以下 ｍ 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341180002 金属製建具工事 特殊金物 ドアクローザ 施工規模－ 手間のみ ドアクローザ（工） １箇所当たり 箇所 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341190002 金属製建具工事 特殊金物 フロアヒンジ 施工規模－ 手間のみ フロアヒンジ（工） １箇所当たり 箇所 316 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341200002 金属製建具工事 特殊金物 ピボットヒンジ 施工規模－ 手間のみ ピボットヒンジ（工） １箇所当たり 箇所 316 9341 金属製建具工事
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金属製建具工事 9341210002 金属製建具工事 特殊金物 押板 施工規模－ 手間のみ 押板（工） １箇所当たり 箇所 316 9341 金属製建具工事

木製建具工事 9339010098
木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア ラワン合板　幅９００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工規模
１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　片開き ラワン　Ｗ９００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010100
木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア しな合板　幅９００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工規模１
０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　片開き しな　Ｗ９００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010102
木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア プリント合板　幅９００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工規
模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　片開き プリント　Ｗ９００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010104
木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア ポリエステル合板　幅９００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施
工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　片開き ポリエステルＷ９００Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010106
木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア メラミン化粧合板　幅９００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施
工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　片開き メラミンＷ９００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010108
木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア 練付け合板（ローズウッド）　幅９００ｍｍ×高２，０００ｍｍ
見込３６ 施工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　片開き 練付け　Ｗ９００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010110
木製建具工事 フラッシュドア 親子開きフラッシュドア ラワン合板　幅１，２００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施
工規模５箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　親子開 ラワン　Ｗ１２００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010112
木製建具工事 フラッシュドア 親子開きフラッシュドア しな合板　幅１，２００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工
規模５箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　親子開 しな　Ｗ１２００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010114
木製建具工事 フラッシュドア 親子開きフラッシュドア プリント合板　幅１，２００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６
施工規模５箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　親子開 プリントＷ１２００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010116
木製建具工事 フラッシュドア 親子開きフラッシュドア ポリエステル合板　幅１，２００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込
３６ 施工規模５箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　親子開 ポリ　Ｗ１２００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010118
木製建具工事 フラッシュドア 親子開きフラッシュドア メラミン化粧合板　幅１，２００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込
３６ 施工規模５箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　親子開 メラミンＷ１２００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010120
木製建具工事 フラッシュドア 親子開きフラッシュドア 練付け合板（ローズウッド）　幅１，２００ｍｍ×高２，０００
ｍｍ　見込３６ 施工規模５箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　親子開 練付け　Ｗ１２００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010122
木製建具工事 フラッシュドア 両開きフラッシュドア ラワン合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工
規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　両開き ラワン　Ｗ１８００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010124
木製建具工事 フラッシュドア 両開きフラッシュドア しな合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工規
模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　両開き しな　Ｗ１８００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010126
木製建具工事 フラッシュドア 両開きフラッシュドア プリント合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施
工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　両開き プリントＷ１８００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010128
木製建具工事 フラッシュドア 両開きフラッシュドア ポリエステル合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３
６ 施工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　両開き ポリ　Ｗ１８００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010130
木製建具工事 フラッシュドア 両開きフラッシュドア メラミン化粧合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３
６ 施工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　両開き メラミンＷ１８００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事
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木製建具工事 9339010132
木製建具工事 フラッシュドア 両開きフラッシュドア 練付け合板（ローズウッド）　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍ
ｍ　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　両開き 練付け　Ｗ１８００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010134
木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア ラワン合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工
規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　引違い ラワン　Ｗ１８００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010136
木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア しな合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工規
模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　引違い しな　Ｗ１８００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010138
木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア プリント合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施
工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　引違い プリントＷ１８００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010140
木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア ポリエステル合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３
６ 施工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　引違い ポリ　Ｗ１８００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010142
木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア メラミン化粧合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３
６ 施工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　引違い メラミンＷ１８００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010144
木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア 練付け合板（ローズウッド）　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍ
ｍ　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　引違い 練付け　Ｗ１８００×Ｈ２０００ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339020002 木製建具工事 フラッシュドア 額入り割増し 幅６５０×高７５０程度 施工規模－ ガラス別途 材工共 額入り割増し（材工） Ｗ６５０×Ｈ７５０程度 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339030002 木製建具工事 フラッシュドア ガラリ付き割増し 木製　幅６５０×高３００程度 施工規模－ 材工共 ガラリ付き割増し（材工） Ｗ６５０×Ｈ３００程度　木製 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339030004 木製建具工事 フラッシュドア ガラリ付き割増し アルミ製　幅６５０×高３００程度 施工規模－ 材工共 ガラリ付き割増し（材工） Ｗ６５０×Ｈ３００程度　アルミ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339060002 木製建具工事 特殊金物 ドアクローザ 手間のみ 施工規模３０箇所 手間のみ ドアクローザ（工） 手間のみ　施工規模３０ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339070002 木製建具工事 特殊金物 フロアヒンジ 手間のみ 施工規模１０箇所 手間のみ フロアヒンジ（工） 手間のみ　施工規模１０ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339080002 木製建具工事 特殊金物 ピボットヒンジ 手間のみ 施工規模３０箇所 手間のみ ピボットヒンジ（工） 手間のみ　施工規模３０ 箇所 320 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100014
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　両面新鳥の子　カシュー
又は目はじき 施工規模５０枚 材工共

ふすま（材工）一般集合住宅 両面新鳥の子　カシュー 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100016
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　片面新鳥の子　カシュー
又は目はじき 施工規模５０枚 材工共

ふすま（材工）一般集合住宅 片面新鳥の子　カシュー 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100006
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　両面新鳥の子　米杉素地
施工規模５０枚 材工共

ふすま（材工）一般集合住宅 両面新鳥の子　米杉素地 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100008
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　片面新鳥の子　米杉素地
施工規模５０枚 材工共

ふすま（材工）一般集合住宅 片面新鳥の子　米杉素地 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100010
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　両面新鳥の子　女桑 施工
規模５０枚 材工共

ふすま（材工）一般集合住宅 両面新鳥の子　女桑 枚 321 9339 木製建具工事

234/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

木製建具工事 9339100012
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　片面新鳥の子　女桑 施工
規模５０枚 材工共

ふすま（材工）一般集合住宅 片面新鳥の子　女桑 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100002
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　両面鳥の子　カシュー又
は目はじき 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共

ふすま（材工）一般集合住宅 両面鳥の子　カシュー 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100004
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　片面鳥の子　カシュー又
は目はじき 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共

ふすま（材工）一般集合住宅 片面鳥の子　カシュー 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100018
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　両面鳥の子　米杉素地 施
工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共

ふすま（材工）一般集合住宅 両面鳥の子　米杉素地 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100020
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　片面鳥の子　米杉素地 施
工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共

ふすま（材工）一般集合住宅 片面鳥の子　米杉素地 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100022
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　両面鳥の子　女桑 施工規
模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共

ふすま（材工）一般集合住宅 両面鳥の子　女桑 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100024
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　片面鳥の子　女桑 施工規
模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共

ふすま（材工）一般集合住宅 片面鳥の子　女桑 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100026
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　両面新鳥の子　カシュー又は
目はじき 施工規模５０枚 材工共

ふすま（材工）公共住宅 両面新鳥の子　カシュー 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100028
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　片面新鳥の子　カシュー又は
目はじき 施工規模５０枚 材工共

ふすま（材工）公共住宅 片面新鳥の子　カシュー 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100030
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　両面新鳥の子　米杉素地 施工
規模５０枚 材工共

ふすま（材工）公共住宅 両面新鳥の子　米杉素地 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100032
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　片面新鳥の子　米杉素地 施工
規模５０枚 材工共

ふすま（材工）公共住宅 片面新鳥の子　米杉素地 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100034
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　両面鳥の子　カシュー又は目
はじき 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共

ふすま（材工）公共住宅 両面鳥の子　カシュー 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100036
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　片面鳥の子　カシュー又は目
はじき 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共

ふすま（材工）公共住宅 片面鳥の子　カシュー 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100038
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　両面鳥の子　米杉素地 施工規
模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共

ふすま（材工）公共住宅 両面鳥の子　米杉素地 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100040
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　片面鳥の子　米杉素地 施工規
模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共

ふすま（材工）公共住宅 片面鳥の子　米杉素地 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100048
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公団住宅和洋ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　鳥の子・ビニルクロス
見込２７ 施工規模５０枚 縁米杉　カシュー塗り，目はじき 材工共

ふすま（材工）公団住宅和洋 鳥の子・ビニルクロス 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100060
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公団住宅賃貸ふすま 幅９３０ｍｍ×高１，８５０ｍｍ　両面新鳥の子（押入も同
じ）　標準 施工規模５０枚 縁　塩ビ製うるしつや消し　引手　プラスチック製　芯材　ダンボール 材工共

ふすま（材工）公団住宅賃貸 両面新鳥の子　標準 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100062
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公団住宅賃貸ふすま 幅９３０ｍｍ×高１，８５０ｍｍ　片面新鳥の子　片面ビニ
ル紙　標準 施工規模５０枚 縁　塩ビ製うるしつや消し　引手　プラスチック製　芯材　ダンボール 材工共

ふすま（材工）公団住宅賃貸 片面新鳥の子　標準 枚 321 9339 木製建具工事
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木製建具工事 9339100064
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公団住宅賃貸ふすま 幅１，３００ｍｍ×高１，８５０ｍｍ　両面新鳥の子（押入
も同じ）　幅広 施工規模５０枚 縁　塩ビ製うるしつや消し　引手　プラスチック製　芯材　ダンボール 材工共

ふすま（材工）公団住宅賃貸 両面新鳥の子　幅広 枚 321 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100066
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公団住宅賃貸ふすま 幅９３０ｍｍ×高６００ｍｍ　両面新鳥の子（押入も同じ）
天袋 施工規模５０枚 縁　塩ビ製うるしつや消し　引手　プラスチック製　芯材　ダンボール 材工共

ふすま（材工）公団住宅賃貸 両面新鳥の子　天袋 枚 321 9339 木製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230426 自動扉工事 ＮＡＴＲＵＳ Ｖ－８５ＳＬ 片引 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ナブテスコ 自動扉（材工）上部センサー片引 ＮＡＴＲＵＳ　Ｖ－８５ＳＬ 箇所 322 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230428 自動扉工事 ＮＡＴＲＵＳ Ｖ－１５０ＳＬ 片引 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ナブテスコ 自動扉（材工）上部センサー片引 ＮＡＴＲＵＳ　Ｖ－１５０ＳＬ 箇所 322 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230430 自動扉工事 ＮＡＴＲＵＳ Ｖ－８５ＳＬ 引分 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ナブテスコ 自動扉（材工）上部センサー引分 ＮＡＴＲＵＳ　Ｖ－８５ＳＬ 箇所 322 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230432 自動扉工事 ＮＡＴＲＵＳ Ｖ－１５０ＳＬ 引分 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ナブテスコ 自動扉（材工）上部センサー引分 ＮＡＴＲＵＳ　Ｖ－１５０ＳＬ 箇所 322 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230059 自動扉工事 テラオカ ＳＯＶ－７０Ｋ 片引 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 寺岡オートドア 自動扉（材工）上部センサー片引 テラオカ　ＳＯＶ－７０Ｋ 箇所 322 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230060 自動扉工事 テラオカ ＳＯＶ－１００Ｋ 片引 中量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 寺岡オートドア 自動扉（材工）上部センサー片引 テラオカ　ＳＯＶ－１００Ｋ 箇所 322 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230063 自動扉工事 テラオカ ＳＯＶ－１６０Ｋ 引分 中量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 寺岡オートドア 自動扉（材工）上部センサー引分 テラオカ　ＳＯＶ－１６０Ｋ 箇所 322 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230064 自動扉工事 テラオカ ＳＯＶ－２００Ｋ 引分 中量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 寺岡オートドア 自動扉（材工）上部センサー引分 テラオカ　ＳＯＶ－２００Ｋ 箇所 322 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230410
自動扉工事 Ｓ－ミリオン Ｍ－３３０ 片引 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 三和シヤッター工
業

自動扉（材工）上部センサー片引 Ｓ－ミリオン　Ｍ－３３０ 箇所 322 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230412
自動扉工事 Ｓ－ミリオン Ｈ－５５０ 片引 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 三和シヤッター工
業

自動扉（材工）上部センサー片引 Ｓ－ミリオン　Ｈ－５５０ 箇所 322 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230414
自動扉工事 Ｓ－ミリオン Ｍ－４４０ 引分 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 三和シヤッター工
業

自動扉（材工）上部センサー引分 Ｓ－ミリオン　Ｍ－４４０ 箇所 322 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230416
自動扉工事 Ｓ－ミリオン Ｈ－６６０ 引分 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 三和シヤッター工
業

自動扉（材工）上部センサー引分 Ｓ－ミリオン　Ｈ－６６０ 箇所 322 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230294
自動扉工事 ショウワオート ＥＲＳ－７００Ｓ 片引 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 昭和オー
ト

自動扉（材工）上部センサー片引 ショウワオート　ＥＲＳ７００Ｓ 箇所 322 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230296
自動扉工事 ショウワオート ＥＲＳ－７５０Ｓ 片引 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 昭和オー
ト

自動扉（材工）上部センサー片引 ショウワオート　ＥＲＳ７５０Ｓ 箇所 322 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230298
自動扉工事 ショウワオート ＥＲＳ－７００ＳＷ 引分 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 昭和
オート

自動扉（材工）上部センサー引分 ショウワオートＥＲＳ７００ＳＷ 箇所 322 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230300
自動扉工事 ショウワオート ＥＲＳ－７５０ＳＷ 引分 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 昭和
オート

自動扉（材工）上部センサー引分 ショウワオートＥＲＳ７５０ＳＷ 箇所 322 9341 金属製建具工事
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自動扉工事【公表価格】 9341233502
自動扉工事 ドリーム ＤＣ－５３ＰＳＩ－Ｎ 片引 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 扶桑電機工
業

自動扉（材工）上部センサー片引 ドリーム　ＤＣ－５３ＰＳＩ－Ｎ 箇所 323 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341233504 自動扉工事 ドリーム ＤＣ－４３ＳＩ－Ｎ 片引 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 扶桑電機工業 自動扉（材工）上部センサー片引 ドリーム　ＤＣ－４３ＳＩ－Ｎ 箇所 323 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341233506
自動扉工事 ドリーム ＤＣ－５３ＰＳＳＩ－Ｎ 引分 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 扶桑電機
工業

自動扉（材工）上部センサー引分 ドリームＤＣ－５３ＰＳＳＩ－Ｎ 箇所 323 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341233508
自動扉工事 ドリーム ＤＣ－４３ＳＳＩ－Ｎ 引分 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 扶桑電機工
業

自動扉（材工）上部センサー引分 ドリーム　ＤＣ－４３ＳＳＩ－Ｎ 箇所 323 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341233002
自動扉工事 ＴＨＵハシダ ＥＤＭ１８ＮⅡ－Ｓ 片引 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ハシダ技
研工業

自動扉（材工）上部センサー片引 ＴＨＵハシダＥＤＭ１８Ｎ２－Ｓ 箇所 323 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341233004
自動扉工事 ＴＨＵハシダ ＥＤＭ３０ＮⅡ－Ｓ 片引 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ハシダ技
研工業

自動扉（材工）上部センサー片引 ＴＨＵハシダＥＤＭ３０Ｎ２－Ｓ 箇所 323 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341233006
自動扉工事 ＴＨＵハシダ ＥＤＭ１８ＮⅡ－Ｄ 引分 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ハシダ技
研工業

自動扉（材工）上部センサー引分 ＴＨＵハシダＥＤＭ１８Ｎ２－Ｄ 箇所 323 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341233008
自動扉工事 ＴＨＵハシダ ＥＤＭ３０ＮⅡ－Ｄ 引分 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ハシダ技
研工業

自動扉（材工）上部センサー引分 ＴＨＵハシダＥＤＭ３０Ｎ２－Ｄ 箇所 323 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240104
シャッター工事 重量シャッター 防煙シャッター 幅３，０００×高２，５００ｍｍ　電動式　三方ステンレス 施工規模５
箇所 煙感連動 材工共

シャッター（材工）防煙 ３０００×２５００　電動式 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240106
シャッター工事 重量シャッター 防煙シャッター 幅３，０００×高２，５００ｍｍ　上部手動式　三方ステンレス 施工規
模５箇所 煙感連動 材工共

シャッター（材工）防煙 ３０００×２５００　上部手動 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240108
シャッター工事 重量シャッター 防煙シャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ　電動式　三方ステンレス 施工規模５
箇所 煙感連動 材工共

シャッター（材工）防煙 ４５００×３０００　電動式 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240110
シャッター工事 重量シャッター 防煙シャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ　上部手動式　三方ステンレス 施工規
模５箇所 煙感連動 材工共

シャッター（材工）防煙 ４５００×３０００　上部手動 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240112
シャッター工事 重量シャッター 防火シャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ　電動式　三方ステンレス 施工規模５
箇所 煙感連動 材工共

シャッター（材工）防火 ４５００×３０００　電動式 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240114
シャッター工事 重量シャッター 防火シャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ　上部手動式　三方ステンレス 施工規
模５箇所 煙感連動 材工共

シャッター（材工）防火 ４５００×３０００　上部手動 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240116
シャッター工事 重量シャッター 防火シャッター 幅７，０００×高３，０００ｍｍ　電動式　三方ステンレス 施工規模５
箇所 煙感連動 材工共

シャッター（材工）防火 ７０００×３０００　電動式 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240118
シャッター工事 重量シャッター 防火シャッター 幅７，０００×高３，０００ｍｍ　上部手動式　三方ステンレス 施工規
模５箇所 煙感連動 材工共

シャッター（材工）防火 ７０００×３０００　上部手動 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240120
シャッター工事 重量シャッター スチールシャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ　電動式　三方ステンレス 施工規
模５箇所 材工共

シャッター（材工）スチール ４５００×３０００　電動式 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240122
シャッター工事 重量シャッター スチールシャッター 幅７，０００×高３，０００ｍｍ　電動式　三方ステンレス 施工規
模５箇所 材工共

シャッター（材工）スチール ７０００×３０００　電動式 箇所 326 9341 金属製建具工事
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シャッター工事 9341240124
シャッター工事 重量シャッター 大型スチールシャッター 幅１２，０００×高５，０００ｍｍ　電動式 施工規模５箇所
材工共

シャッター（材工）大型スチール １２０００×５０００　電動式 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240126
シャッター工事 重量シャッター ステンレスシャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ　電動式　三方ステンレス
（ケースはＳＴ） 施工規模５箇所 材工共

シャッター（材工）ステンレス ４５００×３０００　電動式 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240128
シャッター工事 重量シャッター ステンレスシャッター 幅７，０００×高３，０００ｍｍ　電動式　三方ステンレス
（ケースはＳＴ） 施工規模５箇所 材工共

シャッター（材工）ステンレス ７０００×３０００　電動式 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240130
シャッター工事 重量シャッター スチールグリルシャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ　電動式 施工規模５箇所
材工共

シャッター材工　スチールグリル ４５００×３０００　電動式 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240132
シャッター工事 重量シャッター スチールグリルシャッター 幅７，０００×高３，０００ｍｍ　電動式 施工規模５箇所
材工共

シャッター材工　スチールグリル ７０００×３０００　電動式 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240134
シャッター工事 重量シャッター ステンレスグリルシャッター 幅４，０００×高３，０００ｍｍ　電動式　三方ステンレ
ス（ケースはＳＴ） 施工規模５箇所 材工共

シャッター材工ステンレスグリル ４０００×３０００　電動式 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240136
シャッター工事 重量シャッター ステンレスグリルシャッター 幅７，０００×高３，０００ｍｍ　電動式　三方ステンレ
ス（ケースはＳＴ） 施工規模５箇所 材工共

シャッター材工ステンレスグリル ７０００×３０００　電動式 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240138
シャッター工事 軽量シャッター 軽量シャッター 幅２，５００×高２，５００ｍｍ×０．８ｍｍ　スチールケース３面 施
工規模５箇所 コンクリート施工 材工共

シャッター材工　軽量０．８ｍｍ ２５００×２５００ 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240140
シャッター工事 軽量シャッター 軽量シャッター 幅２，５００×高２，５００ｍｍ×０．８ｍｍ　スチールケース３面
三方ステンレス 施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共

シャッター材工　軽量０．８ｍｍ ２５００×２５００　三方ＳＵＳ 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240142
シャッター工事 軽量シャッター 軽量シャッター 幅２，５００×高２，５００ｍｍ×０．５ｍｍ　スチールケース３面
排煙ステンレスグリル（Ｈ７００）付き 施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共

シャッター材工　軽量０．５ｍｍ ２５００×２５００　排煙グリル 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240144
シャッター工事 軽量シャッター 軽量シャッター 幅５，０００×高２，５００ｍｍ×０．８ｍｍ　スチールケース３面
三方ステンレス　連窓 施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共

シャッター材工　軽量０．８ｍｍ ５０００×２５００　三方　連窓 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240146
シャッター工事 軽量シャッター スチールグリルシャッター 幅２，５００×高２，５００ｍｍ　スチールケース３面 施工
規模５箇所 コンクリート施工 材工共

シャッター材工　軽量ＳＴグリル ２５００×２５００ 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240148
シャッター工事 軽量シャッター ステンレスグリルシャッター 幅２，５００×高２，５００ｍｍ　スチールケース３面
三方ステンレス 施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共

シャッター材工軽量ＳＵＳグリル ２５００×２５００ 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240150
シャッター工事 軽量シャッター 軽量電動シャッター 幅４，０００×高２，５００ｍｍ×０．８ｍｍ 施工規模５箇所 コ
ンクリート施工 材工共

シャッター材工　軽量電動０．８ ４０００×２５００ 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240152
シャッター工事 軽量シャッター 軽量電動シャッター 幅４，０００×高２，５００ｍｍ×０．８ｍｍ　三方ステンレス 施
工規模５箇所 コンクリート施工 材工共

シャッター材工　軽量電動０．８ ４０００×２５００　三方ＳＵＳ 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240154
シャッター工事 軽量シャッター 軽量電動シャッター 幅３，０００×高２，５００ｍｍ×０．５ｍｍ 施工規模５箇所 コ
ンクリート施工 材工共

シャッター材工　軽量電動０．５ ３０００×２５００ 箇所 326 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341250026
シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチールオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００ｍ
ｍ　スタンダード型　０．５ｍｍ　明り窓（アクリル３ｍｍ）４個付き 施工規模５箇所 材工共

オーバーヘッドドア（材工） スチール　４０００×３０００ 箇所 327 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341250028
シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００ｍｍ
スタンダード型　０．５ｍｍ　明り窓（アクリル３ｍｍ）４個付き 施工規模５箇所 材工共

オーバーヘッドドア材工　アルミ ４０００×３０００　明り窓付き 箇所 327 9341 金属製建具工事
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シャッター工事 9341250030
シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００ｍｍ
スタンダード型　ステンレスレール 施工規模５箇所 材工共

オーバーヘッドドア材工　アルミ ４０００×３０００ＳＵＳレール 箇所 327 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341250032
シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００ｍｍ
ローヘッド型　ステンレスレール　レール枠 施工規模５箇所 材工共

オーバーヘッドドア材工　アルミ ４０００×３０００　ローヘッド 箇所 327 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341250034
シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００ｍｍ
ハイリフト型 施工規模５箇所 材工共

オーバーヘッドドア材工　アルミ ４０００×３０００　ハイリフト 箇所 327 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341250036
シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） ファイバーグラスオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，
０００ｍｍ　スタンダード型　ステンレスレール　レール枠 施工規模５箇所 材工共

オーバーヘッドドア（材工） ファイバーＧ４０００×３０００ 箇所 327 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341250038
シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） コマーシャルオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，００
０ｍｍ　スタンダード型　ステンレスレール　レール枠 施工規模５箇所 材工共

オーバーヘッドドア（材工） コマーシャル４０００×３０００ 箇所 327 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341250040
シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００ｍｍ
スタンダード型　チェーンホイスト式 施工規模５箇所 材工共

オーバーヘッドドア材工　アルミ ４０００×３０００　ホイスト式 箇所 327 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341250042
シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００ｍｍ
スタンダード型　電動式 施工規模５箇所 材工共

オーバーヘッドドア材工　アルミ ４０００×３０００　電動式 箇所 327 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341260002 シャッター工事 防煙垂壁 防煙垂壁 幅５，０００×高５００ｍｍ　回転式　アルミ額縁付き 施工規模５箇所 材工共 防煙垂壁（シャッター）（材工） Ｈ５００　回転式　アルミ額縁付 箇所 327 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341260006 シャッター工事 防煙垂壁 防煙垂壁 幅５，０００×高５００ｍｍ　巻取式 施工規模５箇所 材工共 防煙垂壁（シャッター）（材工） Ｈ５００　巻取式 箇所 327 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341260008 シャッター工事 防煙垂壁 防煙垂壁 幅５，０００×高５００ｍｍ　巻取式　三方ステンレス 施工規模５箇所 材工共 防煙垂壁（シャッター）（材工） Ｈ５００　巻取式　三方ＳＵＳ 箇所 327 9341 金属製建具工事

ガラス工事 9343010002 ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ３ １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共 フロート板ガラス（材工） ＦＬ３　～２．１８ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343010016 ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ８ １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共 フロート板ガラス（材工） ＦＬ８　～２．１８ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343010018 ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ８ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共 フロート板ガラス（材工） ＦＬ８　～４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343010020 ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ８ １枚面積規模　４．４５１～６．８１ｍ２ 材工共 フロート板ガラス（材工） ＦＬ８　～６．８１ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343010024 ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ１０ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共 フロート板ガラス（材工） ＦＬ１０　～４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343010026 ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ１０ １枚面積規模　４．４５１～６．８１ｍ２ 材工共 フロート板ガラス（材工） ＦＬ１０　～６．８１ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343030004 ガラス工事 一般板ガラス 網入型板ガラス ＦＷ６．８クロスワイヤ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共 網入型板ガラス（材工） ＦＷ６．８　～４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343040004 ガラス工事 一般板ガラス 網入磨き板ガラス ＰＷ６．８クロスワイヤ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共 網入磨き板ガラス（材工） ＰＷ６．８　～４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事
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ガラス工事 9343050004 ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ　ＦＬ５ １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共 熱線吸収板ガラス（材工） Ｇ・Ｂ　ＦＬ５　～２．１８ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343050006
ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ　ＦＬ５ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２
材工共

熱線吸収板ガラス（材工） Ｇ・Ｂ　ＦＬ５　～４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343050008 ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ　ＦＬ６ １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共 熱線吸収板ガラス（材工） Ｇ・Ｂ　ＦＬ６　～２．１８ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343050010
ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ　ＦＬ６ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２
材工共

熱線吸収板ガラス（材工） Ｇ・Ｂ　ＦＬ６　～４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343050012 ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ　ＦＬ８ １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共 熱線吸収板ガラス（材工） Ｇ・Ｂ　ＦＬ８　～２．１８ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343050014
ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ　ＦＬ８ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２
材工共

熱線吸収板ガラス（材工） Ｇ・Ｂ　ＦＬ８　～４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343050016
ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ　ＦＬ８ １枚面積規模　４．４５１～６．８１ｍ２
材工共

熱線吸収板ガラス（材工） Ｇ・Ｂ　ＦＬ８　～６．８１ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080002 ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ６　片面反射 １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共 熱線反射ガラス（材工） ＦＬ６　～２．１８ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080004
ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ６　片面反射 １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２
材工共

熱線反射ガラス（材工） ＦＬ６　～４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080006 ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ８　片面反射 １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共 熱線反射ガラス（材工） ＦＬ８　～２．１８ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080008
ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ８　片面反射 １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２
材工共

熱線反射ガラス（材工） ＦＬ８　～４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080010
ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ８　片面反射 １枚面積規模　４．４５１～６．８１ｍ２
材工共

熱線反射ガラス（材工） ＦＬ８　～６．８１ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080014
ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ１０　片面反射 １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２
材工共

熱線反射ガラス（材工） ＦＬ１０　～４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080016
ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ１０　片面反射 １枚面積規模　４．４５１～６．８１ｍ２
材工共

熱線反射ガラス（材工） ＦＬ１０　～６．８１ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080024 ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収反射ガラス Ｇ・Ｂ６　片面反射 １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共 熱線反射ガラス（材工） Ｇ・Ｂ６　吸収　～２．１８ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080026 ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収反射ガラス Ｇ・Ｂ６　片面反射 １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共 熱線反射ガラス（材工） Ｇ・Ｂ６　吸収　～４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080028 ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収反射ガラス Ｇ・Ｂ８　片面反射 １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共 熱線反射ガラス（材工） Ｇ・Ｂ８　吸収　～２．１８ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080030 ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収反射ガラス Ｇ・Ｂ８　片面反射 １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共 熱線反射ガラス（材工） Ｇ・Ｂ８　吸収　～４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事
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ガラス工事 9343080032 ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収反射ガラス Ｇ・Ｂ８　片面反射 １枚面積規模　４．４５１～６．８１ｍ２ 材工共 熱線反射ガラス（材工） Ｇ・Ｂ８　吸収　～６．８１ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080036 ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収反射ガラス Ｇ・Ｂ１０　片面反射 １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共 熱線反射ガラス（材工） Ｇ・Ｂ１０吸収　～４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080038 ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収反射ガラス Ｇ・Ｂ１０　片面反射 １枚面積規模　４．４５１～６．８１ｍ２ 材工共 熱線反射ガラス（材工） Ｇ・Ｂ１０吸収　～６．８１ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080046
ガラス工事 加工ガラス 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ６　片面反射 １枚面積規模　～２．１８ｍ２
材工共

熱線反射ガラス（材工） 高遮蔽　ＦＬ６　～２．１８ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080048
ガラス工事 加工ガラス 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ６　片面反射 １枚面積規模　２．１８１～
４．４５ｍ２ 材工共

熱線反射ガラス（材工） 高遮蔽　ＦＬ６　～４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080050
ガラス工事 加工ガラス 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ８　片面反射 １枚面積規模　～２．１８ｍ２
材工共

熱線反射ガラス（材工） 高遮蔽　ＦＬ８　～２．１８ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080052
ガラス工事 加工ガラス 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ８　片面反射 １枚面積規模　２．１８１～
４．４５ｍ２ 材工共

熱線反射ガラス（材工） 高遮蔽　ＦＬ８　～４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080054
ガラス工事 加工ガラス 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ８　片面反射 １枚面積規模　４．４５１～
６．８１ｍ２ 材工共

熱線反射ガラス（材工） 高遮蔽　ＦＬ８　～６．８１ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080058
ガラス工事 加工ガラス 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ１０　片面反射 １枚面積規模　２．１８１～
４．４５ｍ２ 材工共

熱線反射ガラス（材工） 高遮蔽　ＦＬ１０　４．４５ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080060
ガラス工事 加工ガラス 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ１０　片面反射 １枚面積規模　４．４５１～
６．８１ｍ２ 材工共

熱線反射ガラス（材工） 高遮蔽　ＦＬ１０　６．８１ｍ２ ｍ２ 330 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343100094 ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ４（学校向け） １枚面積規模　～０．２ｍ２ 材工共 強化ガラス（材工） ＦＬ４（学校向け）　～０．２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343100096 ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ４（学校向け） １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 強化ガラス（材工） ＦＬ４（学校向け）　～２ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343100048 ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ５ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 強化ガラス（材工） ＦＬ５　～２ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343100050 ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ５ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 強化ガラス（材工） ＦＬ５　～４ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343100052 ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ６ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 強化ガラス（材工） ＦＬ６　～２ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343100054 ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ６ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 強化ガラス（材工） ＦＬ６　～４ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343100058 ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ８ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 強化ガラス（材工） ＦＬ８　～４ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090082 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ３・ＦＬ３ １枚面積規模　～０．２ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工） ＦＬ３・ＦＬ３　～０．２ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事
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ガラス工事 9343090084 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ３・ＦＬ３ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工） ＦＬ３・ＦＬ３　～２ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090090 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ５・ＦＬ５ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工） ＦＬ５・ＦＬ５　～２ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090092 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ５・ＦＬ５ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工） ＦＬ５・ＦＬ５　～４ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090114 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ６・ＦＬ６ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工） ＦＬ６・ＦＬ６　～２ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090116 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ６・ＦＬ６ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工） ＦＬ６・ＦＬ６　～４ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090118 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ８・ＦＬ８ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工） ＦＬ８・ＦＬ８　～２ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090120 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ８・ＦＬ８ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工） ＦＬ８・ＦＬ８　～４ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090122 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ１０・ＦＬ１０ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工） ＦＬ１０・ＦＬ１０　～２ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090124 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ１０・ＦＬ１０ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工） ＦＬ１０・ＦＬ１０　～４ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090094 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ３・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ １枚面積規模　～０．２ｍ２ 材工共 合わせガラス・材工～０．２ｍ２ ＦＬ３・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090096 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ３・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工）　～２ｍ２ ＦＬ３・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090038 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ５・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工）　～２ｍ２ ＦＬ５・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090040 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ５・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工）　～４ｍ２ ＦＬ５・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110042 ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ３・Ａ６・ＦＬ３ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 複層ガラス（材工） ＦＬ３・Ａ６・ＦＬ３　～４ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110044 ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ５・Ａ６・ＦＬ５ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 複層ガラス（材工） ＦＬ５・Ａ６・ＦＬ５　～４ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110064 ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ６・Ａ６・ＦＬ６ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 複層ガラス（材工） ＦＬ６・Ａ６・ＦＬ６　～４ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110046 ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ８・Ａ６・ＦＬ８ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 複層ガラス（材工） ＦＬ８・Ａ６・ＦＬ８　～４ｍ２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110050 ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ３・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 複層ガラス（材工）　～４ｍ２ ＦＬ３・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ ｍ２ 332 9343 ガラス工事
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ガラス工事 9343110052 ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ５・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 複層ガラス（材工）　～４ｍ２ ＦＬ５・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110072 ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ６・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ６ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 複層ガラス（材工）　～４ｍ２ ＦＬ６・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ６ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110054 ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 複層ガラス（材工） ＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８　～４ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110074 ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ６・Ａ６・ＰＷ６．８ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 複層ガラス（材工） ＦＬ６・Ａ６・ＰＷ６．８　～４ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110076 ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ８・Ａ６・ＰＷ６．８ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 複層ガラス（材工） ＦＬ８・Ａ６・ＰＷ６．８　～４ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110082
ガラス工事 加工ガラス Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ３・Ａ６・ＦＬ３ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材
工共

Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（材工） ＬｏｗＥ３・Ａ６・ＦＬ３　～２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110084
ガラス工事 加工ガラス Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ３・Ａ６・ＦＬ３ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材
工共

Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（材工） ＬｏｗＥ３・Ａ６・ＦＬ３　～４ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110086
ガラス工事 加工ガラス Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ５・Ａ６・ＦＬ５ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材
工共

Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（材工） ＬｏｗＥ５・Ａ６・ＦＬ５　～２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110088
ガラス工事 加工ガラス Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ５・Ａ６・ＦＬ５ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材
工共

Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（材工） ＬｏｗＥ５・Ａ６・ＦＬ５　～４ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110090
ガラス工事 加工ガラス Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ６・Ａ６・ＦＬ６ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材
工共

Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（材工） ＬｏｗＥ６・Ａ６・ＦＬ６　～２ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110092
ガラス工事 加工ガラス Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ６・Ａ６・ＦＬ６ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材
工共

Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（材工） ＬｏｗＥ６・Ａ６・ＦＬ６　～４ ｍ２ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343180012
ガラス工事 補助材 シーリング（非硬化性） シリコーン系（２液）　５×５ シーリングは片面延べｍ当たりの価格である
ゴンドラ施工の場合は別途割増しが必要である 材工共

シーリング（材工） シリコーン系（２液）　５×５ ｍ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343180014
ガラス工事 補助材 シーリング（非硬化性） シリコーン系（２液）　６×６ シーリングは片面延べｍ当たりの価格である
ゴンドラ施工の場合は別途割増しが必要である 材工共

シーリング（材工） シリコーン系（２液）　６×６ ｍ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343180016
ガラス工事 補助材 シーリング（非硬化性） シリコーン系（２液）　７×７ シーリングは片面延べｍ当たりの価格である
ゴンドラ施工の場合は別途割増しが必要である 材工共

シーリング（材工） シリコーン系（２液）　７×７ ｍ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343180022 ガラス工事 補助材 ガラス突き合わせ ジョイントシーリング（シリコーン１液）　Ｉ型　８×６ 材工共 シーリング（材工） ガラス突き合わせ　Ｉ型 ｍ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343180024 ガラス工事 補助材 ガラス突き合わせ ジョイントシーリング（シリコーン１液）　Ｔ型　８×６，１２×８ 材工共 シーリング（材工） ガラス突き合わせ　Ｔ型 ｍ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343180026
ガラス工事 補助材 ガラス突き合わせ ジョイントシーリング（シリコーン１液）　Ｈ型　（１２×８）×２，８×８ 材工
共

シーリング（材工） ガラス突き合わせ　Ｈ型 ｍ 332 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343190002 ガラス工事 補助材 養生フィルム 材工共 養生フィルム（材工） 片面ｍ２当たり 片面ｍ２ 332 9343 ガラス工事
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ガラス工事【公表価格】 9343140018
ガラス工事 その他のガラス類 ワイヤーウェーブライト（網入波型ガラス） ７×７７０×９１０ｍｍ　大波平葺　０．６
２ｍ２／枚 施工規模１００ｍ２ 防錆処理費別途 材工共 日昌グラシス

網入波型ガラス（材工） ７×７７０×９１０　大波平葺 ｍ２ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343140022
ガラス工事 その他のガラス類 ワイヤーウェーブライト（網入波型ガラス） ７×７７０×１，８２０ｍｍ　大波平葺
１．３０ｍ２／枚 施工規模１００ｍ２ 防錆処理費別途 材工共 日昌グラシス

網入波型ガラス（材工） ７×７７０×１８２０　大波平葺 ｍ２ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343140024
ガラス工事 その他のガラス類 ワイヤーウェーブライト（網入波型ガラス） ７×７７０×２，１２１ｍｍ　大波平葺
１．５４ｍ２／枚 施工規模１００ｍ２ 防錆処理費別途 材工共 日昌グラシス

網入波型ガラス（材工） ７×７７０×２１２１　大波平葺 ｍ２ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343140028
ガラス工事 その他のガラス類 ワイヤーウェーブライト（網入波型ガラス） ７×７７０×１，８２０ｍｍ　大波　１．４
０ｍ２／枚 施工規模１００ｍ２ 防錆処理費別途　壁シール工法 材工共 日昌グラシス

網入波型ガラス（材工） ７×７７０×１８２０　大波 ｍ２ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343131006
ガラス工事 その他のガラス類 プロフィリットガラス ７×２６２×２，０００ｍｍ（Ｕ７シングル） 施工規模１５０ｍ２
サッシ枠別途 材工共 日昌グラシス

プロフィリットガラス（材工） ７×２６２×２０００　シングル ｍ２ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343131004
ガラス工事 その他のガラス類 プロフィリットガラス ７×２６２×３，０００ｍｍ（Ｕ７シングル） 施工規模１５０ｍ２
サッシ枠別途 材工共 日昌グラシス

プロフィリットガラス（材工） ７×２６２×３０００　シングル ｍ２ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343131008
ガラス工事 その他のガラス類 プロフィリットガラス ７×２６２×３，０００ｍｍ（Ｕ７ダブル） 施工規模１５０ｍ２
サッシ枠別途 材工共 日昌グラシス

プロフィリットガラス（材工） ７×２６２×３０００　ダブル ｍ２ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343131002
ガラス工事 その他のガラス類 プロフィリットガラス ７×２６２×４，０００ｍｍ（Ｕ７ダブル） 施工規模１５０ｍ２
サッシ枠別途 材工共 日昌グラシス

プロフィリットガラス（材工） ７×２６２×４０００　ダブル ｍ２ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343150010
ガラス工事 その他のガラス類 ワイヤーユニルーフ Ｃ－２１８型 施工規模１００ｍ 屋根材取合い水切り関係別途 材工共
日昌グラシス

網入りガラスドーム（材工） ワイヤユニルーフ　Ｃ－２１８型 ｍ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343130006
ガラス工事 その他のガラス類 ガラスブロック壁積み（平積み） １４５×１４５×９５ｍｍ　ベーシック（クリヤー）
４２個／ｍ２ 施工規模５ｍ２ サッシ枠，運搬及び諸経費別途 材工共 日本電気硝子

ガラスブロック壁積み（材工） １４５×１４５×９５ベーシック ｍ２ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343130010
ガラス工事 その他のガラス類 ガラスブロック壁積み（平積み） １９０×１９０×９５ｍｍ　ベーシック（クリヤー）
２５個／ｍ２ 施工規模５ｍ２ サッシ枠，運搬及び諸経費別途 材工共 日本電気硝子

ガラスブロック壁積み（材工） １９０×１９０×９５ベーシック ｍ２ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343130022
ガラス工事 その他のガラス類 ガラスブロック壁積み（平積み） ３００×３００×９８ｍｍ　ベーシック（クリヤー）
１０個／ｍ２ 施工規模５ｍ２ サッシ枠，運搬及び諸経費別途 材工共 日本電気硝子

ガラスブロック壁積み（材工） ３００×３００×９８ベーシック ｍ２ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343130030
ガラス工事 その他のガラス類 ガラスブロック壁積み（平積み） １４５×１４５×９５ｍｍ　オパリーン（乳白色）　４
２個／ｍ２ 施工規模５ｍ２ サッシ枠，運搬及び諸経費別途 材工共 日本電気硝子

ガラスブロック壁積み（材工） １４５×１４５×９５オパリーン ｍ２ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343210014 ガラス工事 防煙垂壁 スモークフェンス Ｔ型　Ｈ５００ｍｍ　耐震タイプ 施工規模１００ｍ 材工共 日本板硝子 スモークフェンス（材工） Ｔ型　耐震タイプ ｍ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343210006
ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ツリコ　Ｈ５００ｍｍ　アルミタイプ 施工規模１００ｍ Ｍ式一般タイ
プ 材工共 ミヨシ

三好式ガラス防煙垂壁（材工） Ｍ式ツリコ　アルミタイプ ｍ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343210016
ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ツリコ　Ｈ５００ｍｍ　免震用ＭＴタイプ 施工規模１００ｍ ＭＴタイ
プ 材工共 ミヨシ

三好式ガラス防煙垂壁（材工） Ｍ式ツリコ　免震用ＭＴタイプ ｍ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343210008
ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ツリコ　Ｈ５００ｍｍ　ステンレス包着タイプ 施工規模１００ｍ ＭＳ
タイプ 材工共 ミヨシ

三好式ガラス防煙垂壁（材工） Ｍ式ツリコ　ステンレス包着 ｍ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343210010
ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ツリコアール　Ｈ５００ｍｍ　アルミタイプ 施工規模－ｍ ＭＲタイプ
材工共 ミヨシ

三好式ガラス防煙垂壁（材工） Ｍ式ツリコアール　アルミタイプ ｍ 334 9343 ガラス工事
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ガラス工事【公表価格】 9343210018
ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ダンスモーク　Ｈ５００ｍｍ　引っ掛けタイプ 施工規模１００ｍ ＭＤ
Ｓ引っ掛けタイプ 材工共 ミヨシ

三好式ガラス防煙垂壁（材工） Ｍ式ダンスモーク引っ掛けタイプ ｍ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343210024
ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ＦＣタイプ　Ｈ５００ｍｍ　透明テンションスタイル 施工規模５０ｍ
ＭＦＣ透明テンションスタイルタイプ 材工共 ミヨシ

三好式ガラス防煙垂壁（材工） Ｍ式ＦＣタイプ　透明テンション ｍ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343210026
ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ＦＣタイプ　Ｈ５００ｍｍ　半透明テンションスタイル 施工規模５０ｍ
ＭＦＣ半透明テンションスタイルタイプ 材工共 ミヨシ

三好式ガラス防煙垂壁（材工） Ｍ式ＦＣタイプ半透明テンション ｍ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343210028
ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ＬＥＤサインボウタレ　Ｈ５００ｍｍ　エッジライト方式 施工規模１ｍ
Ｍ式ＬＥＤサインボウタレタイプ 材工共 ミヨシ

三好式ガラス防煙垂壁（材工） Ｍ式ＬＥＤサインボウタレ ｍ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343210030
ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ＭＦＴＴ　Ｈ５００ｍｍ　テンションタイプ 施工規模５０ｍ ＭＦＴＴ
テンションタイプ 材工共 ミヨシ

三好式ガラス防煙垂壁（材工） Ｍ式ＭＦＴＴ　テンション ｍ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343210032
ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ＭＦＰＰ　Ｈ５００ｍｍ　パネルタイプ 施工規模５０ｍ ＭＦＰＰパネ
ルタイプ 材工共 ミヨシ

三好式ガラス防煙垂壁（材工） Ｍ式ＭＦＰＰ　パネル ｍ 334 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343162002 ガラス工事 窓用フィルム グラステクト ５０Ｌｉ　飛散防止　紫外線カット　低虹形 施工規模５０ｍ２ 材工共 きもと 窓用フィルム グラステクト　５０Ｌｉ ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343161804
ガラス工事 窓用フィルム クリエイシア９０ ＧＦ１４５１（エコマーク認定／飛散防止／ＵＶカット） 施工規模５０ｍ２
材工共 サンゲツ

窓用フィルム クリエイシア９０　ＧＦ１４５１ ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343161806
ガラス工事 窓用フィルム コア７０ ＧＦ１１０２（遮熱／飛散防止／ハードコート／ＵＶカット） 施工規模５０ｍ２ 材
工共 サンゲツ

窓用フィルム コア７０　ＧＦ１１０２ ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343161808
ガラス工事 窓用フィルム フリーフィットⅢ ＧＦ１４２１（型板すりガラス用／飛散防止／ハードコート／ＵＶカット）
施工規模５０ｍ２ 材工共 サンゲツ

窓用フィルム フリーフィット３　ＧＦ１４２１ ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343160092
ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＮＡＮＯ８０Ｓ　日射調整・飛散防止・ＵＶカット・防虫 施工規模５０ｍ２
材工共 スリーエムジャパン

窓用フィルム　スコッチティント ＮＡＮＯ８０Ｓ　日射調整 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343160084
ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ８０ＣＬＩＳ　日射調整・飛散防止・ＵＶカット・防虫 施工規模５０ｍ
２ 材工共 スリーエムジャパン

窓用フィルム　スコッチティント ＲＥ８０ＣＬＩＳ　日射調整 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343160072
ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ３５ＡＭＡＲ　日射調整・ＵＶカット 施工規模５０ｍ２ 材工共 スリー
エムジャパン

窓用フィルム　スコッチティント ＲＥ３５ＡＭＡＲ　日射調整 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343160014
ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ１８ＳＩＡＲ　日射調整・飛散防止・ＵＶカット・防虫 施工規模５０ｍ
２ 材工共 スリーエムジャパン

窓用フィルム　スコッチティント ＲＥ１８ＳＩＡＲ　日射調整 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343160010
ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ１５ＳＩＡＲＸ（外貼可）　日射調整・飛散防止・ＵＶカット 施工規模
５０ｍ２ 材工共 スリーエムジャパン

窓用フィルム　スコッチティント ＲＥ１５ＳＩＡＲＸ　外貼可 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343160094
ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ３５ＳＩＡＲ　日射調整・飛散防止・ＵＶカット 施工規模５０ｍ２ 材
工共 スリーエムジャパン

窓用フィルム　スコッチティント ＲＥ３５ＳＩＡＲ　日射調整 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343160044
ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ３５ＮＥＡＲＬ　日射調整・ＵＶカット 施工規模５０ｍ２ 材工共 ス
リーエムジャパン

窓用フィルム　スコッチティント ＲＥ３５ＮＥＡＲＬ　日射調整 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343160016
ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＳＨ２ＣＬＡＲ　飛散防止・ＵＶカット 施工規模５０ｍ２ 材工共 スリーエ
ムジャパン

窓用フィルム　スコッチティント ＳＨ２ＣＬＡＲ　飛散防止 ｍ２ 335 9343 ガラス工事
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ガラス工事【公表価格】 9343160080
ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＩＳ２ＣＬＡＲ　飛散防止・ＵＶカット・防虫 施工規模５０ｍ２ 材工共 ス
リーエムジャパン

窓用フィルム　スコッチティント ＩＳ２ＣＬＡＲ　飛散防止 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343160076
ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ２０ＳＭＡＲ　日射調整・ＵＶカット 施工規模５０ｍ２ 材工共 スリー
エムジャパン

窓用フィルム　スコッチティント ＲＥ２０ＳＭＡＲ　日射調整 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343160078
ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ３５ＳＭＡＲ　日射調整・ＵＶカット 施工規模５０ｍ２ 材工共 スリー
エムジャパン

窓用フィルム　スコッチティント ＲＥ３５ＳＭＡＲ　日射調整 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343161026
ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ １５０１ＵＨ 透明　飛散防止対策用　ハードコート 施工規模５０ｍ２ 材工共
リンテック

窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ １５０１ＵＨ　透明 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343161006
ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ １５０１Ｅ 透明　飛散防止対策用　外貼り用 施工規模５０ｍ２ 材工共 リン
テック

窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ １５０１Ｅ　透明 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343161014
ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ １５６１ＵＨ－Ｆ 透明　高性能飛散防止対策用 施工規模５０ｍ２ 材工共 リン
テック

窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ １５６１ＵＨ－Ｆ　透明 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343161003
ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ １０１５ＵＨ（Ｎ） シルバー濃　熱線遮断用　ハーフミラー　ハードコート 施
工規模５０ｍ２ 材工共 リンテック

窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ １０１５ＵＨ（Ｎ）　シルバー濃 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343161002
ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ １０３５ＵＨ シルバー淡　熱線遮断用　ハーフミラー　ハードコート 施工規模
５０ｍ２ 材工共 リンテック

窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ １０３５ＵＨ　シルバー淡 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343161019
ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ ２１１５Ｎ シルバー濃　熱線遮断用　外貼り用 施工規模５０ｍ２ 材工共 リン
テック

窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ ２１１５Ｎ　シルバー濃 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343161020 ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ １３２１ マット淡　外貼り用 施工規模５０ｍ２ 材工共 リンテック 窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ １３２１　マット淡 ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343161022
ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ １９０５ＵＨ オレンジ　高領域紫外線カット用 施工規模５０ｍ２ 材工共 リン
テック

窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ １９０５ＵＨ　オレンジ ｍ２ 335 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343161108
ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳオプトロンＧ グリーン　防虫対策用　内貼り用 施工規模５０ｍ２ 材工共 リン
テック

窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ オプトロンＧ　グリーン ｍ２ 335 9343 ガラス工事

金属外装工事【公表価格】 9333400022 金属外装工事 サイディングハイシャドー 厚０．６ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板 材工共 三晃金属工業 金属外装（材工） サイディングハイシャドー ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400024 金属外装工事 サイディングＳ 厚０．５ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板 材工共 三晃金属工業 金属外装（材工） サイディングＳ ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400026 金属外装工事 サイディングＦ 厚０．５ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板 材工共 三晃金属工業 金属外装（材工） サイディングＦ ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400016 金属外装工事 カイロン 厚１．６ｍｍ　溶融亜鉛めっき鋼板　フッ素樹脂焼付塗装 材工共 山形メタル 金属外装（材工） カイロン　溶融亜鉛めっき鋼板 ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400018 金属外装工事 カイロンＡ 厚２．０ｍｍ　アルミニウム板　フッ素樹脂焼付塗装 材工共 山形メタル 金属外装（材工） カイロンＡ　アルミニウム板 ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400020 金属外装工事 カイロンＳ３０４ 厚１．５ｍｍ　ステンレス（ＳＵＳ３０４）　フッ素樹脂焼付塗装 材工共 山形メタル 金属外装（材工） カイロンＳ３０４　ステンレス ｍ２ 337 9333 金属工事
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金属外装工事【公表価格】 9333400060
金属外装工事 ヨド不燃パネルバリアロック　ＰＧ－３００ＮＧＬ 厚１７．５ｍｍ　働き幅３００ｍｍ　表材：遮熱バリア
ＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：厚１３ｍｍ　ロックウールボード 材工共 淀川製鋼所

ヨド不燃パネルバリアロック ＰＧ－３００ＮＧＬ　幅３００ ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400062
金属外装工事 ヨド不燃パネルバリアロック　ＰＧ－４５０ＮＧＬ 厚１７．５ｍｍ　働き幅４５０ｍｍ　表材：遮熱バリア
ＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：厚１３ｍｍ　ロックウールボード 材工共 淀川製鋼所

ヨド不燃パネルバリアロック ＰＧ－４５０ＮＧＬ　幅４５０ ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400064
金属外装工事 ヨドロッキーサイディング　ＧＦ－２０５ＧＬ 厚１４．５ｍｍ　働き幅３００ｍｍ　表材：カラーＧＬ　裏
材：厚１１ｍｍ　ロックウールボード 材工共 淀川製鋼所

ヨドロッキーサイディング ＧＦ－２０５ＧＬ　幅３００ ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400066
金属外装工事 ヨドアルタイサイディング　ＳＴ－１０１ＧＬ 厚１４ｍｍ　働き幅２２８ｍｍ　表材：カラーＧＬ　裏材：
厚９ｍｍ　石膏ボード 材工共 淀川製鋼所

ヨドアルタイサイディング ＳＴ－１０１ＧＬ　幅２２８ ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400068
金属外装工事 ヨド耐火パネルグランウォールＨｙｐｅｒ　ＹＴＰＧ 厚９１ｍｍ　働き幅６００ｍｍ　表材：遮熱バリアＨ
ｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ロックウール 材工共 淀川製鋼所

ヨド耐火パネルグランウォール ハイパー　ＹＴＰＧ幅６００遮熱 ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400070
金属外装工事 ヨド耐火パネルグランウォールＨｙｐｅｒ　ＹＴＰＧ 厚９１ｍｍ　働き幅９００ｍｍ　表材：遮熱バリアＨ
ｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ロックウール 材工共 淀川製鋼所

ヨド耐火パネルグランウォール ハイパー　ＹＴＰＧ幅９００遮熱 ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400072
金属外装工事 ヨド耐火パネルグランウォールＨｙｐｅｒ　ＹＴＰＧ 厚９１ｍｍ　働き幅６００ｍｍ　表材：フッ素系遮熱
バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ロックウール 材工共 淀川製鋼所

ヨド耐火パネルグランウォール ハイパーＹＴＰＧ幅６００フッ素 ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400074
金属外装工事 ヨド耐火パネルグランウォールＨｙｐｅｒ　ＹＴＰＧ 厚９１ｍｍ　働き幅９００ｍｍ　表材：フッ素系遮熱
バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ロックウール 材工共 淀川製鋼所

ヨド耐火パネルグランウォール ハイパーＹＴＰＧ幅９００フッ素 ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400076
金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｒ 厚２５ｍｍ　働き幅６００ｍｍ　表材：遮熱バリア
ＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ウレタンフォーム 材工共 淀川製鋼所

ヨド断熱パネルファインパネル ハイパーＹＦＰ－Ｒ２５幅６００ ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400078
金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｒ 厚２５ｍｍ　働き幅９００・９１０ｍｍ　表材：遮
熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ウレタンフォーム 材工共 淀川製鋼所

ヨド断熱パネルファインパネル ハイパーＹＦＰ－Ｒ２５幅９００ ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400080
金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｒ 厚３５ｍｍ　働き幅６００ｍｍ　表材：遮熱バリア
ＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ウレタンフォーム 材工共 淀川製鋼所

ヨド断熱パネルファインパネル ハイパーＹＦＰ－Ｒ３５幅６００ ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400082
金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｒ 厚３５ｍｍ　働き幅９００・９１０ｍｍ　表材：遮
熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ウレタンフォーム 材工共 淀川製鋼所

ヨド断熱パネルファインパネル ハイパーＹＦＰ－Ｒ３５幅９００ ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400084
金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｆ 厚２５ｍｍ　働き幅６００ｍｍ　表材：遮熱バリア
ＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：イソシアヌレートフォーム 材工共 淀川製鋼所

ヨド断熱パネルファインパネル ハイパーＹＦＰ－Ｆ２５幅６００ ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400086
金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｆ 厚２５ｍｍ　働き幅９００・９１０ｍｍ　表材：遮
熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：イソシアヌレートフォーム 材工共 淀川製鋼所

ヨド断熱パネルファインパネル ハイパーＹＦＰ－Ｆ２５幅９００ ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400088
金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｆ 厚３５ｍｍ　働き幅６００ｍｍ　表材：遮熱バリア
ＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：イソシアヌレートフォーム 材工共 淀川製鋼所

ヨド断熱パネルファインパネル ハイパーＹＦＰ－Ｆ３５幅６００ ｍ２ 337 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400090
金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｆ 厚３５ｍｍ　働き幅９００・９１０ｍｍ　表材：遮
熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：イソシアヌレートフォーム 材工共 淀川製鋼所

ヨド断熱パネルファインパネル ハイパーＹＦＰ－Ｆ３５幅９００ ｍ２ 337 9333 金属工事

塗装工事 9345010005 塗装工事 素地ごしらえ 木部 Ｂ種 標１８．２．２ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） 木部　Ｂ種 ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010008 塗装工事 素地ごしらえ 鉄鋼面 Ａ種 標１８．２．３ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） 鉄鋼面　Ａ種 ｍ２ 342 9345 塗装工事
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塗装工事 9345010010 塗装工事 素地ごしらえ 鉄鋼面 Ｂ種 標１８．２．３ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） 鉄鋼面　Ｂ種 ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010012 塗装工事 素地ごしらえ 鉄鋼面 Ｃ種 標１８．２．３ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） 鉄鋼面　Ｃ種 ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010014 塗装工事 素地ごしらえ 亜鉛めっき鋼面 Ａ種 標１８．２．４ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） 亜鉛めっき鋼面　Ａ種 ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010017 塗装工事 素地ごしらえ 亜鉛めっき鋼面 Ｂ種 標１８．２．４ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） 亜鉛めっき鋼面　Ｂ種 ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010018 塗装工事 素地ごしらえ モルタル・せっこうプラスター面 Ａ種，建築用下地調整塗材 標１８．２．５ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） モルタル面　Ａ種　下地調整塗材 ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010020
塗装工事 素地ごしらえ モルタル・せっこうプラスター面 Ａ種，合成樹脂エマルションパテ（耐水形） 標１８．２．５
材工共

塗装素地ごしらえ（材工） モルタル面　Ａ種　合成樹脂パテ ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010056 塗装工事 素地ごしらえ コンクリート面 Ａ種，建築用下地調整塗材 標１８．２．６ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） コンクリート面　Ａ種　下地調整 ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010058 塗装工事 素地ごしらえ コンクリート面 Ａ種，合成樹脂エマルションパテ（耐水形） 標１８．２．６ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） コンクリート面　Ａ種　パテ ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010060 塗装工事 素地ごしらえ コンクリート面 Ｂ種 標１８．２．６ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） コンクリート面　Ｂ種 ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010062 塗装工事 素地ごしらえ ＡＬＣパネル面 Ａ種，建築用下地調整塗材 標１８．２．６ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） ＡＬＣパネル面　Ａ種　下地調整 ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010064 塗装工事 素地ごしらえ ＡＬＣパネル面 Ａ種，合成樹脂エマルションパテ（耐水形） 標１８．２．６ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） ＡＬＣパネル面　Ａ種　パテ ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010066 塗装工事 素地ごしらえ ＡＬＣパネル面 Ｂ種 標１８．２．６ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） ＡＬＣパネル面　Ｂ種 ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010048 塗装工事 素地ごしらえ 押出成形セメント板面 Ａ種 標１８．２．６ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） 押出成形セメント板面　Ａ種 ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010032 塗装工事 素地ごしらえ せっこうボード・その他ボード面 Ａ種 標１８．２．７ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） せっこうその他ボード面　Ａ種 ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010046 塗装工事 素地ごしらえ 各種ボード面 コーナー処理（出入隅） 標１９．７．３ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） 各種ボード面　コーナー処理 ｍ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010044 塗装工事 素地ごしらえ 各種ボード面 寒冷紗張り・パテ２回共 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） 各種ボード面寒冷紗張りパテ２共 ｍ２ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010202 塗装工事 素地ごしらえ（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） 木部 Ａ種 標１８．２．２ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工）細幅物 木部　Ａ種 ｍ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345010212 塗装工事 素地ごしらえ（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） 鉄鋼面 Ｃ種 標１８．２．３ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工）細幅物 鉄鋼面　Ｃ種 ｍ 342 9345 塗装工事
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塗装工事 9345010216 塗装工事 素地ごしらえ（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） 亜鉛めっき鋼面 Ｂ種 標１８．２．４ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工）細幅物 亜鉛めっき鋼面　Ｂ種 ｍ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345030234
塗装工事 錆止め塗料塗り（細幅物：現場１回塗り　糸幅１００ｍｍ程度） 鉄鋼面 鉛・クロムフリーさび止めペイント 標
１８．３．３ 材工共

錆止め塗料塗り（材工）細幅物 鉄鋼面　鉛・クロムフリーさび止 ｍ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345030236
塗装工事 錆止め塗料塗り（細幅物：現場１回塗り　糸幅１００ｍｍ程度） 鉄鋼・亜鉛めっき鋼面 水系さび止めペイント
標１８．３．３ 材工共

錆止め塗料塗り（材工）細幅物 鉄鋼・亜鉛めっき鋼面水系さび止 ｍ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345030230
塗装工事 錆止め塗料塗り（細幅物：現場１回塗り　糸幅１００ｍｍ程度） 亜鉛めっき鋼面 一液形変性エポキシ樹脂さび
止めペイント 標１８．３．３ 材工共

錆止め塗料塗り（材工）細幅物 亜鉛めっき鋼面一液変性エポキシ ｍ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345030238
塗装工事 錆止め塗料塗り（細幅物：現場１回塗り　糸幅１００ｍｍ程度） 亜鉛めっき鋼面 変性エポキシ樹脂プライマー
標１８．３．３ 材工共

錆止め塗料塗り（材工）細幅物 亜鉛めっき鋼面変性エポキシ樹脂 ｍ 342 9345 塗装工事

塗装工事 9345050038 塗装工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント（ＳＯＰ） 鉄鋼面（Ａ種） 標１８．４．３ 材工共 合成樹脂調合ペイント（材工） 鉄鋼面　Ａ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345140002 塗装工事 各種塗料塗り クリヤラッカー（ＣＬ） 木部（Ａ種） （Ｈ３１）標１８．５．２ 材工共 クリヤラッカー（材工） 木部　Ａ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345110016
塗装工事 各種塗料塗り アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ） コンクリート・モルタル面（Ａ種） 標１８．６．
２ 材工共

アクリル樹脂系非水分散形塗料 コンクリ・モルタル面　Ａ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345110018
塗装工事 各種塗料塗り アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ） コンクリート・モルタル面（Ｂ種） 標１８．６．
２ 材工共

アクリル樹脂系非水分散形塗料 コンクリ・モルタル面　Ｂ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345440002 塗装工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　２級　アクリルシリコン樹脂 標１８．７．２ 材工共 耐候性塗料塗り（材工） 鉄鋼面２級アクリルシリコン樹脂 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345440004 塗装工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　３級　ポリウレタン樹脂 標１８．７．２ 材工共 耐候性塗料塗り（材工） 鉄鋼面３級ポリウレタン樹脂 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345440006 塗装工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 亜鉛めっき鋼面　２級　アクリルシリコン樹脂 標１８．７．３ 材工共 耐候性塗料塗り（材工） 亜鉛めっき鋼面２級アクリル ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345440008 塗装工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 亜鉛めっき鋼面　３級　ポリウレタン樹脂 標１８．７．３ 材工共 耐候性塗料塗り（材工） 亜鉛めっき鋼面３級ポリウレタン ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345440010
塗装工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート面・押出成形セメント板面（Ａ種） 標１８．７．４ 材工
共

耐候性塗料塗り（材工） コンクリ・押出成形セメントＡ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345440012
塗装工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート面・押出成形セメント板面（Ｂ種） 標１８．７．４ 材工
共

耐候性塗料塗り（材工） コンクリ・押出成形セメントＢ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345440014
塗装工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート面・押出成形セメント板面（Ｃ種） 標１８．７．４ 材工
共

耐候性塗料塗り（材工） コンクリ・押出成形セメントＣ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345070004
塗装工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ－Ｇ） 左官仕上・ボード面（Ａ種） 標１８．８．２
材工共

つや有エマルションペイント材工 左官仕上・ボード面　Ａ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345070002
塗装工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ－Ｇ） 左官仕上・ボード面（Ｂ種） 標１８．８．２
材工共

つや有エマルションペイント材工 左官仕上・ボード面　Ｂ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事
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塗装工事 9345070006 塗装工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ－Ｇ） 木部 標１８．８．３ 材工共 つや有エマルションペイント材工 木部 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345070008 塗装工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ－Ｇ） 鉄鋼面（Ａ種） 標１８．８．４ 材工共 つや有エマルションペイント材工 鉄鋼面　Ａ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345070010 塗装工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ－Ｇ） 鉄鋼面（Ｂ種） 標１８．８．４ 材工共 つや有エマルションペイント材工 鉄鋼面　Ｂ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345070012 塗装工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ－Ｇ） 亜鉛めっき鋼面 標１８．８．５ 材工共 つや有エマルションペイント材工 亜鉛めっき鋼面 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345060002 塗装工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ） 左官仕上・ボード面（Ａ種） 標１８．９．２ 材工共 エマルションペイント（材工） 左官仕上・ボード面　Ａ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345080002
塗装工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルション模様塗料（ＥＰ－Ｔ） 左官仕上・ボード面（Ａ種） （Ｈ３１）標１８．１
０．２ 材工共

エマルション模様塗料（材工） 左官仕上・ボード面　Ａ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345080004
塗装工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルション模様塗料（ＥＰ－Ｔ） 左官仕上・ボード面（Ｂ種） （Ｈ３１）標１８．１
０．２ 材工共

エマルション模様塗料（材工） 左官仕上・ボード面　Ｂ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345160002
塗装工事 各種塗料塗り １液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス（１－ＵＣ） 木部（Ａ種） （Ｈ３１）標１８．１１．２
材工共

ポリウレタン樹脂ワニス（材工） １液　油変性　木部　Ａ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345160004
塗装工事 各種塗料塗り １液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス（１－ＵＣ） 木部（Ｂ種） （Ｈ３１）標１８．１１．２
材工共

ポリウレタン樹脂ワニス（材工） １液　油変性　木部　Ｂ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345160006 塗装工事 各種塗料塗り ２液形ポリウレタン樹脂ワニス（２－ＵＣ） 木部（Ａ種） （Ｈ３１）標１８．１１．２ 材工共 ポリウレタン樹脂ワニス（材工） ２液　木部　Ａ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345160008 塗装工事 各種塗料塗り ２液形ポリウレタン樹脂ワニス（２－ＵＣ） 木部（Ｂ種） （Ｈ３１）標１８．１１．２ 材工共 ポリウレタン樹脂ワニス（材工） ２液　木部　Ｂ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345430002 塗装工事 各種塗料塗り 木材保護塗料塗り（ＷＰ） 木部（Ａ種） 標１８．１２．２ 材工共 木材保護塗料塗り（材工） 木部　Ａ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345430004 塗装工事 各種塗料塗り 木材保護塗料塗り（ＷＰ） 木部（Ｂ種） 標１８．１２．２ 材工共 木材保護塗料塗り（材工） 木部　Ｂ種 ｍ２ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345060008
塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） 合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ） 左官仕上・ボード面
（Ａ種） 標１８．９．２ 材工共

エマルションペイント　細幅物 左官仕上・ボード面　Ａ種 ｍ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345060010
塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） 合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ） 左官仕上・ボード面
（Ｂ種） 標１８．９．２ 材工共

エマルションペイント　細幅物 左官仕上・ボード面　Ｂ種 ｍ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345160010
塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） １液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス（１－ＵＣ） 木部（Ａ
種） （Ｈ３１）標１８．１１．２ 材工共

ポリウレタン樹脂ワニス　細幅物 １液　油変性　木部　Ａ種 ｍ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345160012
塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） １液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス（１－ＵＣ） 木部（Ｂ
種） （Ｈ３１）標１８．１１．２ 材工共

ポリウレタン樹脂ワニス　細幅物 １液　油変性　木部　Ｂ種 ｍ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345160014
塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） ２液形ポリウレタン樹脂ワニス（２－ＵＣ） 木部（Ａ種） （Ｈ
３１）標１８．１１．２ 材工共

ポリウレタン樹脂ワニス　細幅物 ２液　木部　Ａ種 ｍ 344 9345 塗装工事

250/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

塗装工事 9345160016
塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） ２液形ポリウレタン樹脂ワニス（２－ＵＣ） 木部（Ｂ種） （Ｈ
３１）標１８．１１．２ 材工共

ポリウレタン樹脂ワニス　細幅物 ２液　木部　Ｂ種 ｍ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345430006
塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） 木材保護塗料塗り（ＷＰ） 木部（Ａ種） 標１８．１２．２ 材
工共

木材保護塗料塗り（材工）細幅物 木部　Ａ種 ｍ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345430008
塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） 木材保護塗料塗り（ＷＰ） 木部（Ｂ種） 標１８．１２．２ 材
工共

木材保護塗料塗り（材工）細幅物 木部　Ｂ種 ｍ 344 9345 塗装工事

塗装工事 9345350002 塗装工事 建具塗装 木製建具 下地処理（新設） 材工共 建具塗装（材工）　木製 下地処理　新設 ｍ２ 347 9345 塗装工事

塗装工事 9345350004 塗装工事 建具塗装 木製建具 下地処理（改修） 材工共 建具塗装（材工）　木製 下地処理　改修 ｍ２ 347 9345 塗装工事

塗装工事 9345350006 塗装工事 建具塗装 木製建具 合成樹脂調合ペイント　２回塗り（下地処理は含まない） 材工共 建具塗装（材工）　木製 合成樹脂調合ペイント　２回塗り ｍ２ 347 9345 塗装工事

塗装工事 9345350008 塗装工事 建具塗装 木製建具 合成樹脂調合ペイント　３回塗り（下地処理は含まない） 材工共 建具塗装（材工）　木製 合成樹脂調合ペイント　３回塗り ｍ２ 347 9345 塗装工事

塗装工事 9345350110 塗装工事 建具塗装 鋼製建具 下地処理（新設）　（素地ごしらえ，錆止めを含む） 材工共 建具塗装（材工）　鋼製 下地処理　新設 ｍ２ 347 9345 塗装工事

塗装工事 9345350112 塗装工事 建具塗装 鋼製建具 下地処理（改修）　（４種けれん程度） 材工共 建具塗装（材工）　鋼製 下地処理　改修 ｍ２ 347 9345 塗装工事

塗装工事 9345350102 塗装工事 建具塗装 鋼製建具 全面下地処理（改修）　（けれん，錆止めを含む） 材工共 建具塗装（材工）　鋼製 全面下地処理　改修 ｍ２ 347 9345 塗装工事

塗装工事 9345350104 塗装工事 建具塗装 鋼製建具 部分下地処理（改修）　（けれん，錆止めを含む） 材工共 建具塗装（材工）　鋼製 部分下地処理　改修 ｍ２ 347 9345 塗装工事

塗装工事 9345350108 塗装工事 建具塗装 鋼製建具 合成樹脂調合ペイント　３回塗り（下地処理は含まない） 材工共 建具塗装（材工）　鋼製 合成樹脂調合ペイント　３回塗り ｍ２ 347 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345400010
塗装工事 防錆防食塗装 ボンフロンＨＢＭ－５０ＳＲ（低汚染型） アルミニウム板面　溶剤ふっ素樹脂塗料 施工規模３０
０ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック

防錆・防食塗装（材工） ボンフロンＨＢＭ－５０ＳＲ ｍ２ 349 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345420002
塗装工事 落書き・貼紙防止塗料塗り マジックアート 鉄部・シャッター　下塗１・上塗２・クリヤー　素地調整別途 施工
規模－ 材工共 大日本塗料

落書き・貼紙防止塗料（材工） マジックアート鉄部・シャッター ｍ２ 349 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345420004
塗装工事 落書き・貼紙防止塗料塗り マジックアート コンクリート・モルタル　下塗１・上塗２・クリヤー　素地調整別
途 施工規模－ 材工共 大日本塗料

落書き・貼紙防止塗料（材工） マジックアート　コンクリート ｍ２ 349 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320078
塗装工事 防カビ塗料塗り ノンモールドＭＵスーパー 防カビ・防藻仕上げ　マイティー一液エポシーラー１回塗＋ノン
モールドＭＵスーパー２回塗 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日本塗料

防カビ工事（材工） ノンモールドＭＵスーパー ｍ２ 349 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320080
塗装工事 防カビ塗料塗り 防菌・防カビ液体プラスチック（バイオデックスシーンＳＩ） （新築）バイオデックスシーン
ＳＩ（プライマー込） 施工規模１００ｍ２ 材工共 ニッシン・ジャパン

防カビ工事・材工バイオデックス 防菌防カビ液体プラスチック新築 ｍ２ 349 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320082
塗装工事 防カビ塗料塗り 防菌・防カビ液体プラスチック（バイオデックスシーンＳＩ） （改修）殺菌剤・バイオデック
スシーンＳＩ 施工規模１００ｍ２ 材工共 ニッシン・ジャパン

防カビ工事・材工バイオデックス 防菌防カビ液体プラスチック改修 ｍ２ 349 9345 塗装工事
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塗装工事【公表価格】 9345320031
塗装工事 防カビ塗料塗り 浴室防カビ塗装工法 （改修）塗装下地タイプ　ＥＰ２回塗 施工規模３００ｍ２ 交通費別途
（東京を除く） 材工共 パルカ

防カビ工事　浴室防カビ塗装工法 改修　塗装下地　ＥＰ２回塗 ｍ２ 349 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320033
塗装工事 防カビ塗料塗り 室内防カビ塗装工法 Ａ級塗装下地タイプ　ＥＰ２回塗 施工規模３００ｍ２ 交通費別途（東京
を除く） 材工共 パルカ

防カビ工事　室内防カビ塗装工法 Ａ級塗装下地　ＥＰ２回塗 ｍ２ 349 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320035
塗装工事 防カビ塗料塗り 室内防カビ塗装工法 Ａ級クロス下地タイプ　ＥＰ２回塗 施工規模３００ｍ２ 交通費別途（東
京を除く） 材工共 パルカ

防カビ工事　室内防カビ塗装工法 Ａ級クロス下地　ＥＰ２回塗 ｍ２ 349 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320037
塗装工事 防カビ塗料塗り 室内防カビ塗装工法 （新築）　ＥＰ２回塗 施工規模３００ｍ２ 交通費別途（東京を除く） 材
工共 パルカ

防カビ工事　室内防カビ塗装工法 新築　ＥＰ２回塗 ｍ２ 349 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320040
塗装工事 防カビ塗料塗り クロス防カビ貼工法 （新築）　量産品（クロス別途） 施工規模３００ｍ２ 交通費別途（東京
を除く） 材工共 パルカ

防カビ工事（材工） クロス防カビ貼工法　新築 ｍ２ 349 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320042
塗装工事 防カビ塗料塗り クロス防カビ貼替工法 （改修）クロス下地タイプ　量産品 施工規模３００ｍ２ 交通費別途
（東京を除く） 材工共 パルカ

防カビ工事（材工） クロス防カビ貼替工法　改修 ｍ２ 349 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320074 塗装工事 防カビ塗料塗り アルバイオ モルタルボード面 施工規模３００ｍ２ 材工共 水谷ペイント 防カビ工事（材工） アルバイオ　モルタルボード面 ｍ２ 349 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320013
塗装工事 結露防止 結露防止特殊塗料セキュレート 塗厚０．６ｍｍ（カラー）　下地は，ＲＣ・モルタル・木部・塩ビ等
で，下塗り費用も含む 施工規模３００ｍ２ 鉄部下塗り２回の場合は，下塗り費用として別途加算が必要 材工共 茶谷産業

結露防止特殊塗料セキュレート Ｔ０．６ｍｍ　カラー ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320015
塗装工事 結露防止 結露防止特殊塗料セキュレート 塗厚０．９ｍｍ（カラー）　下地は，ＲＣ・モルタル・木部・塩ビ等
で，下塗り費用も含む 施工規模３００ｍ２ 鉄部下塗り２回の場合は，下塗り費用として別途加算が必要 材工共 茶谷産業

結露防止特殊塗料セキュレート Ｔ０．９ｍｍ　カラー ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320016
塗装工事 結露防止 結露防止特殊塗料セキュレート 塗厚１．２ｍｍ（カラー）　下地は，ＲＣ・モルタル・木部・塩ビ等
で，下塗り費用も含む 施工規模３００ｍ２ 鉄部下塗り２回の場合は，下塗り費用として別途加算が必要 材工共 茶谷産業

結露防止特殊塗料セキュレート Ｔ１．２ｍｍ　カラー ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320017
塗装工事 結露防止 結露防止特殊塗料セキュレート 塗厚１．５ｍｍ（カラー）　下地は，ＲＣ・モルタル・木部・塩ビ等
で，下塗り費用も含む 施工規模３００ｍ２ 鉄部下塗り２回の場合は，下塗り費用として別途加算が必要 材工共 茶谷産業

結露防止特殊塗料セキュレート Ｔ１．５ｍｍ　カラー ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340060 塗装工事 遮熱塗料塗り アレスクール１液Ｓｉ 金属系屋根材　素地調整別途 施工規模１００ｍ２ 材工共 関西ペイント 遮熱塗装（材工） アレスクール１液Ｓｉ　金属系 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340062
塗装工事 遮熱塗料塗り アレスクール１液Ｓｉ 新生瓦・波形スレート屋根　素地調整別途 施工規模１００ｍ２ 材工共 関
西ペイント

遮熱塗装（材工） アレスクール１液Ｓｉ　新生瓦 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340002
塗装工事 遮熱塗料塗り ランデックスコートＰ－５０００クール＆エコ 無機高分子系仕上げ材（内外壁面）　素地調整別
途 施工規模５００ｍ２ 材工共 大日技研工業

遮熱塗装（材工） ランデックスコートＰ－５０００ ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340078 塗装工事 遮熱塗料塗り エコクールマイルドＵ 金属系屋根材　素地調整別途 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日本塗料 遮熱塗装（材工） エコクールマイルドＵ　金属系 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340080 塗装工事 遮熱塗料塗り エコクールマイルドＳｉ 金属系屋根材　素地調整別途 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日本塗料 遮熱塗装（材工） エコクールマイルドＳｉ　金属系 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340082 塗装工事 遮熱塗料塗り エコクールマイルドＦ 金属系屋根材　素地調整別途 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日本塗料 遮熱塗装（材工） エコクールマイルドＦ　金属系 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340084
塗装工事 遮熱塗料塗り エコクールアクアＳｉ 無機素材（スレート，コンクリート面）　素地調整別途 施工規模３００ｍ
２ 材工共 大日本塗料

遮熱塗装（材工） エコクールアクアＳｉ　無機素材 ｍ２ 351 9345 塗装工事
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塗装工事【公表価格】 9345340086
塗装工事 遮熱塗料塗り エコクールマイルドＵ 無機素材（スレート，コンクリート面）　素地調整別途 施工規模３００ｍ
２ 材工共 大日本塗料

遮熱塗装（材工） エコクールマイルドＵ　無機素材 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340094
塗装工事 遮熱塗料塗り エコクールマイルドＳｉ 無機素材（スレート，コンクリート面）　素地調整別途 施工規模３００
ｍ２ 材工共 大日本塗料

遮熱塗装（材工） エコクールマイルドＳｉ無機素材 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340088
塗装工事 遮熱塗料塗り エコクールマイルドＦ 無機素材（スレート，コンクリート面）　素地調整別途 施工規模３００ｍ
２ 材工共 大日本塗料

遮熱塗装（材工） エコクールマイルドＦ　無機素材 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340090 塗装工事 遮熱塗料塗り ＥＣＯ遮熱シールドＫ 折板／瓦棒屋根用 施工規模１００ｍ２ 材工共 北近畿緑地建設 遮熱塗装（材工） ＥＣＯ遮熱シールドＫ折板／瓦棒 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340092 塗装工事 遮熱塗料塗り ＥＣＯ遮熱シールドＧ 板硝子用 施工規模６０ｍ２ 材工共 北近畿緑地建設 遮熱塗装（材工） ＥＣＯ遮熱シールドＧ　板硝子用 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340096 塗装工事 遮熱塗料塗り クールタイト 屋根用遮熱塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研 遮熱塗装（材工） クールタイト　屋根用 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340098 塗装工事 遮熱塗料塗り クールタイトＳｉ 屋根用遮熱塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研 遮熱塗装（材工） クールタイトＳｉ　屋根用 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340100 塗装工事 遮熱塗料塗り クールタイトＦ 屋根用遮熱塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研 遮熱塗装（材工） クールタイトＦ　屋根用 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340102 塗装工事 遮熱塗料塗り 水性クールタイトシリコン 屋根用遮熱塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研 遮熱塗装（材工） 水性クールタイトシリコン屋根用 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340104 塗装工事 遮熱塗料塗り 水性クールタイトフッソ 屋根用遮熱塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研 遮熱塗装（材工） 水性クールタイトフッソ　屋根用 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340004
塗装工事 遮熱塗料塗り クールテクト工法 外壁用遮熱塗装工法（新築）Ｓｉ仕上 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化
研

遮熱塗装（材工） クールテクト工法　遮熱塗装新築 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340006
塗装工事 遮熱塗料塗り クールテクト工法 外壁用遮熱塗装工法（改修）Ｓｉ仕上 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化
研

遮熱塗装（材工） クールテクト工法　遮熱塗装改修 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340010 塗装工事 断熱塗装 クールサーム セラミック断熱遮熱塗装　鉄板 施工規模３００ｍ２ 材工共 大高商会 断熱塗装（材工） クールサーム　鉄板 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340030 塗装工事 断熱塗装 クールサーム セラミック断熱遮熱塗装　劣化スレート 施工規模３００ｍ２ 材工共 大高商会 断熱塗装（材工） クールサーム　劣化スレート ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340072 塗装工事 断熱塗装 サーモ工法Ｒ 金属系屋根材 施工規模３００ｍ２ 材工共 水谷ペイント 断熱塗装（材工） サーモ工法Ｒ　金属系屋根材 ｍ２ 351 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340074 塗装工事 断熱塗装 サーモ工法Ｒ 窯業系屋根材 施工規模３００ｍ２ 材工共 水谷ペイント 断熱塗装（材工） サーモ工法Ｒ　窯業系屋根材 ｍ２ 351 9345 塗装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347070122
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床タイル 複層ビニル床タイル 厚２．０ｍｍ　プレーン　ＪＩＳ記号ＦＴ 施工規模３
００ｍ２ 材工共

ビニル床タイル（材工） 複層　Ｔ２ｍｍ　プレーン　ＦＴ ｍ２ 354 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347070120
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床タイル 複層ビニル床タイル 厚２．０ｍｍ　マーブル　ＪＩＳ記号ＦＴ 施工規模３
００ｍ２ 材工共

ビニル床タイル（材工） 複層　Ｔ２ｍｍ　マーブル　ＦＴ ｍ２ 354 9347 内装工事
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内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347070124
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床タイル 複層ビニル床タイル 厚３．０ｍｍ　プリントタイプ　ＪＩＳ記号ＦＴ 施工
規模３００ｍ２ 材工共

ビニル床タイル（材工） 複層　Ｔ３ｍｍ　プリントタイプ ｍ２ 354 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347070130
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床タイル コンポジションビニル床タイル 厚３．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＫＴ 施工規模３
００ｍ２ 材工共

ビニル床タイル（材工） コンポジション　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 354 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347100046
内装工事（ビニル系床工事） 特殊床タイル 帯電防止置敷きビニル床タイル 厚４．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＯＡ 施工規模３
００ｍ２ 材工共

特殊床タイル（材工） 帯電防止置敷きビニル　Ｔ４ｍｍ ｍ２ 354 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347100048
内装工事（ビニル系床工事） 特殊床タイル 帯電防止置敷きビニル床タイル 厚５．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＯＡ 施工規模３
００ｍ２ 材工共

特殊床タイル（材工） 帯電防止置敷きビニル　Ｔ５ｍｍ ｍ２ 354 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347100042
内装工事（ビニル系床工事） 特殊床タイル 防滑性コンポジションビニル床タイル 厚３．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＫＴ 施工規
模３００ｍ２ 材工共

特殊床タイル（材工） 防滑性コンポジション　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 354 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347100044
内装工事（ビニル系床工事） 特殊床タイル 視覚障害者用単層ビニル床タイル 厚７．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＴＴ 施工規模－
材工共

特殊床タイル（材工） 視覚障害者用単層　Ｔ７ｍｍ 枚 354 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347080020 内装工事（ビニル系床工事） ゴム床タイル ゴム床タイル 厚３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ゴム床タイル（材工） Ｔ３ｍｍ ｍ２ 354 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347080022 内装工事（ビニル系床工事） ゴム床タイル ゴム床タイル 厚４．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ゴム床タイル（材工） Ｔ４ｍｍ ｍ２ 354 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347080024 内装工事（ビニル系床工事） ゴム床タイル ゴム床タイル 厚５．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ゴム床タイル（材工） Ｔ５ｍｍ ｍ２ 354 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347080026 内装工事（ビニル系床工事） ゴム床タイル ゴム床タイル 厚６．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ゴム床タイル（材工） Ｔ６ｍｍ ｍ２ 354 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347090028
内装工事（ビニル系床工事） コルク床タイル コルク床タイル 厚３．２ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 東亜コルク　ＨＫ－Ｎ
シリーズ 材工共

コルクタイル（材工） Ｔ３．２ｍｍ ｍ２ 354 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347090030
内装工事（ビニル系床工事） コルク床タイル コルク床タイル 厚４．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 東亜コルク　ＨＫ－Ｎ
シリーズ 材工共

コルクタイル（材工） Ｔ４ｍｍ ｍ２ 354 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347090032
内装工事（ビニル系床工事） コルク床タイル コルク床タイル 厚５．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 東亜コルク　ＨＫ－Ｎ
シリーズ 材工共

コルクタイル（材工） Ｔ５ｍｍ ｍ２ 354 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルク
タイル）

9347090034
内装工事（ビニル系床工事） コルク床タイル コルク床タイル 厚７．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 東亜コルク　ＨＫ－Ｎ
シリーズ 材工共

コルクタイル（材工） Ｔ７ｍｍ ｍ２ 354 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347120004
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床シート　発泡層なし 複層ビニル床シート 厚２．０ｍｍ　マーブル　ＪＩＳ記号Ｆ
Ｓ 施工規模３００ｍ２ 材工共

ビニル床シート（材工） 複層　Ｔ２ｍｍ　マーブル　ＦＳ ｍ２ 356 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347120008
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床シート　発泡層なし 複層ビニル床シート 厚２．５ｍｍ　マーブル　ＪＩＳ記号Ｆ
Ｓ 施工規模３００ｍ２ 材工共

ビニル床シート（材工） 複層　Ｔ２．５　マーブル　ＦＳ ｍ２ 356 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347120172
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床シート　発泡層なし 防滑性複層ビニル床シート 厚２．５ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＳ 施
工規模３００ｍ２ 材工共

ビニル床シート（材工） 防滑性複層　Ｔ２．５ｍｍ　ＦＳ ｍ２ 356 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347120178
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床シート　発泡層あり 発泡複層ビニル床シート 厚２．８ｍｍ　ＪＩＳ記号ＨＳ 施工
規模３００ｍ２ 材工共

ビニル床シート（材工） 発泡複層　Ｔ２．８ｍｍ　ＨＳ ｍ２ 356 9347 内装工事
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内装工事（ビニル床シート） 9347120180
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床シート　発泡層あり 発泡複層ビニル床シート 厚３．５ｍｍ　ＪＩＳ記号ＨＳ 施工
規模３００ｍ２ 材工共

ビニル床シート（材工） 発泡複層　Ｔ３．５ｍｍ　ＨＳ ｍ２ 356 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347120182
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床シート　発泡層あり クッションフロア 厚１．８ｍｍ　ＪＩＳ記号ＫＳ 施工規模３
００ｍ２ 材工共

ビニル床シート（材工） クッションフロア　Ｔ１．８ＫＳ ｍ２ 356 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347120184
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床シート　発泡層あり クッションフロア 厚２．３ｍｍ　ＪＩＳ記号ＫＳ 施工規模３
００ｍ２ 材工共

ビニル床シート（材工） クッションフロア　Ｔ２．３ＫＳ ｍ２ 356 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347530006
内装工事（ビニル系床工事） 特殊床シート 帯電防止複層ビニル床シート 厚２．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＳ 施工規模３００
ｍ２ 材工共

特殊床シート（材工） 帯電防止複層ビニル　Ｔ２　ＦＳ ｍ２ 356 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347530008
内装工事（ビニル系床工事） 特殊床シート 導電性複層ビニル床シート 厚２．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＳ 施工規模３００ｍ
２ 材工共

特殊床シート（材工） 導電性複層ビニル　Ｔ２　ＦＳ ｍ２ 356 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347530010
内装工事（ビニル系床工事） 特殊床シート 耐動荷重複層ビニル床シート 厚２．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＳ 施工規模３００
ｍ２ 材工共

特殊床シート（材工） 耐動荷重複層ビニル　Ｔ２　ＦＳ ｍ２ 356 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347540002 内装工事（ビニル系床工事） リノリウム床 リノリウム床シート 厚２．５ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 リノリウム床（材工） Ｔ２．５ｍｍ ｍ２ 356 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347110008
内装工事（ビニル系床工事） 幅木 ソフト幅木 厚２．０×高７５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ 材工共 木製幅木は木工事を
参照

幅木（材工） ソフト　Ｔ２×Ｈ７５ｍｍ ｍ 356 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347110002
内装工事（ビニル系床工事） 幅木 ソフト幅木 厚２．０×高１００ｍｍ 施工規模１，０００ｍ 材工共 木製幅木は木工事
を参照

幅木（材工） ソフト　Ｔ２×Ｈ１００ｍｍ ｍ 356 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347110038
内装工事（ビニル系床工事） 幅木 長尺幅木 厚２．０×高６０ｍｍ×長２５，５０ｍ 施工規模１，０００ｍ 材工共 木製
幅木は木工事を参照

幅木（材工） 長尺幅木　Ｔ２×Ｈ６０ｍｍ ｍ 356 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347110040
内装工事（ビニル系床工事） 幅木 長尺幅木 厚２．０×高７５ｍｍ×長２５，５０ｍ 施工規模１，０００ｍ 材工共 木製
幅木は木工事を参照

幅木（材工） 長尺幅木　Ｔ２×Ｈ７５ｍｍ ｍ 356 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347110042
内装工事（ビニル系床工事） 幅木 長尺幅木 厚２．０×高１００ｍｍ×長２５，５０ｍ 施工規模１，０００ｍ 材工共 木
製幅木は木工事を参照

幅木（材工） 長尺幅木　Ｔ２×Ｈ１００ｍｍ ｍ 356 9347 内装工事

内装工事（タイルカーペット，カーペット） 9347550020
内装工事（ビニル系床工事） タイルカーペット（材工共） タイルカーペット 総厚７．０×５００×５００ｍｍ　パイル
素材ＢＣＦ，Ｎ１００ 施工規模５００ｍ２ 材工共

タイルカーペット（材工） 総厚７ｍｍ　パイル素材 ｍ２ 356 9347 内装工事

内装工事（タイルカーペット，カーペット） 9347560010
内装工事（ビニル系床工事） ニードルパンチカーペット（材工共） ニードルパンチカーペット 厚４．０ｍｍ 施工規模３
００ｍ２ 材工共

ニードルパンチカーペット・材工 Ｔ４ｍｍ ｍ２ 356 9347 内装工事

内装工事（タイルカーペット，カーペット） 9347560020
内装工事（ビニル系床工事） ニードルパンチカーペット（材工共） ニードルパンチカーペット 厚７．０ｍｍ　ラバー付
き 施工規模３００ｍ２ 材工共

ニードルパンチカーペット・材工 Ｔ７ｍｍ　ラバー付き ｍ２ 356 9347 内装工事

内装工事（タイルカーペット，カーペット） 9347140006
内装工事（ビニル系床工事） カーペット敷込み（手間のみ） カーペット グリッパー工法（フェルト敷き手間共） 施工規
模３００ｍ２ 手間のみ

カーぺット敷込み（工） グリッパー　フェルト敷き手間共 ｍ２ 356 9347 内装工事

内装工事（タイルカーペット，カーペット） 9347140008
内装工事（ビニル系床工事） カーペット敷込み（手間のみ） カーペット 接着工法（全面接着工法） 施工規模３００ｍ２
手間のみ

カーぺット敷込み（工） 接着工法　全面接着工法 ｍ２ 356 9347 内装工事

内装工事（タイルカーペット，カーペット） 9347140014
内装工事（ビニル系床工事） カーペット敷込み（手間のみ） カーペット 階段工法（グリッパー工法） 施工規模－ 手間
のみ

カーぺット敷込み（工） 階段工法　グリッパー工法 ｍ２ 356 9347 内装工事
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内装工事（塗床）【公表価格】 9347210001
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） カラートップＵ ウレタン系防塵塗料　コーティング工法 工場　倉庫 施工規
模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） カラートップＵ ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210004
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） アクアコート４４－Ｅ 厚０．３ｍｍ　エポキシ系　防塵塗床 倉庫　工場等
施工規模３００ｍ２ 材工共 アイレジン

塗床（材工） アクアコート４４－Ｅ ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210006
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） グリップコートＧ－３０ 厚１．５ｍｍ　エポキシ系流しのべ工法　耐薬　耐
摩耗　１２色 ＣＲ　精密印刷　製菓 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＧ－３０ ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210376
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） グリップコートＵ－２０Ｅ 厚１．５ｍｍ　ウレタン系流しのべ工法　消音
ソフト　耐摩耗 歩行域　精密　一般床 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＵ－２０Ｅ ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210008
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） グリップコートＧ－１０ 厚０．３ｍｍ　エポキシ系防塵塗料　清掃性　耐摩
耗 倉庫　工場　一般床 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＧ－１０ ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210009
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） グリップコートＵ－２０Ｈ 厚１．５ｍｍ　硬質弾性ウレタン流しのべ工法
耐摩耗 製薬・半導体工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＵ－２０Ｈ ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210013
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） アートフロアーＥＵコートＦＸ ２回塗り　硬質ポリウレタン系　１２色 施工
規模３００ｍ２ 材工共 中外商工

塗床（材工） アートフロアーＥＵコートＦＸ ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210015
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） パールフロアーＰＦ－２２００ 厚２．０ｍｍ　ポリウレタン系　各色 一般床
学校 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース

塗床（材工） パールフロアーＰＦ－２２００ ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210750
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） クリンカラーＡベスト 厚０．１５～０．２ｍｍ　アクリル系防塵塗料　平滑
（つや有り） 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

塗床（材工） クリンカラーＡベスト平滑つや有 ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210752
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） クリンカラーＡベスト 厚０．１５～０．４ｍｍ　アクリル系防塵塗料　防滑
（つや有り） 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

塗床（材工） クリンカラーＡベスト防滑つや有 ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210754
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） クリンカラーＡベスト 厚０．１５～０．２ｍｍ　アクリル系防塵塗料　平滑
（つや消し） 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

塗床（材工） クリンカラーＡベスト平滑つや消 ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210756
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） クリンカラーＡベスト 厚０．１５～０．４ｍｍ　アクリル系防塵塗料　防滑
（つや消し） 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント

塗床（材工） クリンカラーＡベスト防滑つや消 ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210352
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） ユカクリートスタンダード 厚０．２ｍｍ　エポキシ系 工場　倉庫　事務所等
施工規模３００ｍ２ 材工共 大同塗料

塗床（材工） ユカクリートスタンダード ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210199
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） セブンフロアーＵＴ型 樹脂浸透硬化防塵塗床 施工規模３００ｍ２ 材工共 三
重産業

塗床（材工） セブンフロアーＵＴ型 ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210396
内装工事（塗床） 学校，病院床用 フロアトップＵ－１００ＮＥＯ 厚２．０ｍｍ　硬質ウレタン　流しのべ 整備工場　車
輌 施工規模３００ｍ２ 材工共 アトミクス

塗床（材工） フロアトップＵ－１００ＮＥＯ ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210590
内装工事（塗床） 学校，病院床用 ユカクリートタイル＃７０ 厚１．５ｍｍ　エポキシ系 工場　倉庫　事務所 施工規模
３００ｍ２ 材工共 大同塗料

塗床（材工） ユカクリートタイル＃７０ ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210065
内装工事（塗床） 学校，病院床用 アートフロアーＮＳ２ 厚１．５ｍｍ　弾性ウレタン系　１２色 学校　マンション 施
工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工

塗床（材工） アートフロアーＮＳ２ ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210570
内装工事（塗床） 学校，病院床用 ユータックＦエコ 厚２．０ｍｍ　流しのべ工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊
塗料

塗床（材工） ユータックＦエコ　流しのべ工法 ｍ２ 360 9347 内装工事
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内装工事（塗床）【公表価格】 9347210710
内装工事（塗床） 学校，病院床用 ランデックスコートＲ８００Ａ型 サイクリングロード　テニスコート　校庭　歩道
倉庫床等 施工規模－ 材工共 大日技研工業

塗床（材工） ランデックスコートＲ８００Ａ型 ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210714
内装工事（塗床） 学校，病院床用 ランデックスコートＲ８００Ｃ型 ローラースケート場　駐車場（特に耐摩耗硬度の必
要な場所）等 施工規模－ 材工共 大日技研工業

塗床（材工） ランデックスコートＲ８００Ｃ型 ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210103
内装工事（塗床） 体育館用 レヂンエースＦ 厚８．０ｍｍ　ポリウレタン系　スムース仕上げ　セミ・ノンスリップ 体育
館　スポーツホール 施工規模７００ｍ２ 材工共 長谷川体育施設

塗床（材工） レヂンエースＦ　Ｔ８ｍｍ ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210111
内装工事（塗床） 体育館用 サーファムＳ 厚９．０ｍｍ　ゴムチップ　ウレタン系 体育館　スポーツホール 施工規模３
００ｍ２ 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム

塗床（材工） サーファムＳ　Ｔ９ｍｍ ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210778
内装工事（塗床） 体育館用 Ａｑｕｒｅｘ　フロア　クリヤー ４回塗り　ウレタン系 体育館　スポーツホール 施工規模
６００ｍ２ 材工共 和信化学工業

塗床（材工） Ａｑｕｒｅｘ　フロア　クリヤー ｍ２ 360 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210116
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） フロアトップ＃８０００ 厚０．８ｍｍ　エポキ
シ系　２回塗り（金ごて） 耐久　耐薬品　高級床 施工規模３００ｍ２ 材工共 アトミクス

塗床（材工） フロアトップ＃８０００ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210118
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） イサムフロアーＶ コーティング工法　アクリル
防塵塗床材 倉庫　事務所　通路 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料

塗床（材工） イサムフロアーＶ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210119
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポロフロアーＵ コーティング工法　エポキシ
ウレタン樹脂　耐水　耐薬品　耐油 工場　倉庫　食堂 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料

塗床（材工） エポロフロアーＵ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210120
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポロフロアーＥＳ コーティング工法　エポキ
シ樹脂　耐薬品　耐油　耐摩耗 工場　食堂　病院 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料

塗床（材工） エポロフロアーＥＳ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210690
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポロフロアーＥＴローラー用 厚１．０ｍｍ
ＥＲ－２工法　無溶剤エポキシ樹脂　耐油　耐薬品　耐摩耗 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料

塗床（材工） エポロフロアーＥＴ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210550
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ケミクリートＥＰカラー コーティング工法　エ
ポキシ系　防塵塗料 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） ケミクリートＥＰカラー ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210123
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ケミクリートＥ 厚約０．８ｍｍ　流しのべコー
ティング工法　エポキシ系　耐薬品　耐摩耗　美装 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） ケミクリートＥ　Ｔ約０．８ｍｍ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210624
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ビューコート 厚約３．３ｍｍ　流しのべペース
ト工法　ウレタン樹脂系　耐薬品　耐久性　耐衝撃 工場　倉庫　通路　階段 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商
会

塗床（材工） ビューコート　Ｔ約３．３ｍｍ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210730
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） カラートップＳＲ 厚約７．０ｍｍ　Ａ工法　ウ
レタン樹脂系　防水　耐磨耗 駐車場　屋外通路 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） カラートップＳＲ　Ａ工法 ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210732
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） カラートップＳＲ 厚約３．０ｍｍ　Ｂ工法　ウ
レタン樹脂系　防水　耐磨耗 駐車場　屋外通路 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） カラートップＳＲ　Ｂ工法 ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210734
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） カラートップＳＲ 厚約３．０ｍｍ　スロープ工
法　ウレタン樹脂系　防水　耐磨耗 駐車場　屋外通路 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） カラートップＳＲ　スロープ工法 ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210736
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） カラートップＳＲ 厚約２．０ｍｍ　立上り工法
Ｈ３００ｍｍ　ウレタン樹脂系　防水　耐磨耗 駐車場　屋外通路 施工規模－ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） カラートップＳＲ　立上り工法 ｍ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210135
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ＢクリートＮＡ工法 厚１．０ｍｍ　エポキシ樹
脂系　耐摩耗 工場　倉庫　駐車場 施工規模２００ｍ２ 材工共 サンベスト工業

塗床（材工） ＢクリートＮＡ工法 ｍ２ 361 9347 内装工事
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内装工事（塗床）【公表価格】 9347210716
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） アーキフロアーＥＨ無溶剤 厚１．０ｍｍ　耐薬
品高強度２液形エポキシ塗床材 倉庫　食品・化学工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研

塗床（材工） アーキフロアーＥＨ無溶剤 ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210718
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） アーキフロアーＥＨ 厚０．１５ｍｍ　耐薬品高
強度２液形エポキシ塗床材 倉庫　工場　教室 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研

塗床（材工） アーキフロアーＥＨ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210720
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） アーキフロアーＡＷＧ 厚０．１５ｍｍ　水性反
応硬化型アクリル塗床材 工場　機械室　電気室 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研

塗床（材工） アーキフロアーＡＷＧ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210722
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） アーキフロアーＵＴ 厚０．１５ｍｍ　２液形
ウレタン塗床材 工場　実験室　駐車場 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研

塗床（材工） アーキフロアーＵＴ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210724
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） 水性速硬型ミラクフロアー 厚０．１５ｍｍ　２
液形　水性エポキシ塗床材 工場　事務室　機械・食品工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研

塗床（材工） 水性速硬型ミラクフロアー ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210145
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ロードカラー＃２００ アクリル系　防塵床　半
つや　２０色　金ごてモルタル 工場　倉庫　事務所 施工規模３００ｍ２ 材工共 神東塗料

塗床（材工） ロードカラー＃２００ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210146
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ユカトップＡ－ＥＸ アクリル系　防塵床　つや
有　金ごてモルタル 工場　倉庫　事務所 施工規模３００ｍ２ 材工共 神東塗料

塗床（材工） ユカトップＡ－ＥＸ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210650
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） グリップコートＧ－４５Ｎ 厚５．０ｍｍ　エポ
キシモルタル工法　無臭　耐摩耗　耐熱湯　耐熱 食品・製菓工場　厨房 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＧ－４５Ｎ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210652
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） グリップコートＧ－４０Ｎ 厚５．０ｍｍ　エポ
キシモルタル工法　耐油　耐摩耗　防滑性　清掃性 自動車　機械工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＧ－４０Ｎ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210156
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） レジフロアー コーティング工法　防塵耐摩耗床
工場　研究室 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日本塗料

塗床（材工） レジフロアー　コーティング工法 ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210436
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） レジフロアー ノンスリップ工法　防塵耐摩耗床
工場　研究室 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日本塗料

塗床（材工） レジフロアー　ノンスリップ工法 ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210157
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） タイテックスＥＰ－ＣＦ 厚１．０ｍｍ　耐薬品
床 工場　クリーンルーム 施工規模３００ｍ２ 材工共 太平工業

塗床（材工） タイテックスＥＰ－ＣＦ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210166
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エパールＦ　Ｆ－１工法 厚１．２ｍｍ　エポキ
シ系　カラー舗装　耐薬品 事務所　研究所ほか 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース

塗床（材工） エパールＦ　Ｆ－１工法 ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210167
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） クリエイトＥＰ＃３０００ 厚１．２ｍｍ　エポ
キシ系　カラー　耐薬品 施工規模２００ｍ２ 材工共 東和産業

塗床（材工） クリエイトＥＰ＃３０００ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210169
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ハードコートＥＰ７００ 厚０．２ｍｍ　エポキ
シ系　カラー２回塗り　防塵　耐油 施工規模２００ｍ２ 材工共 東和産業

塗床（材工） ハードコートＥＰ７００ ｍ２ 361 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210760
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） オッシャーコート　Ｅ－３１０ 厚０．２ｍｍ
ＥＴ－１　エポキシ防塵工法 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 タイムケミカル

塗床（材工） オッシャーコート　Ｅ－３１０ ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210565
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） オッシャーコート　ＥＣ－５５１ 厚２．０ｍｍ
ＥＦ－４　エポキシペースト工法 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 タイムケミカル

塗床（材工） オッシャーコート　ＥＣ－５５１ ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210766
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エバーフロア 厚４．０ｍｍ　ＵＷ－Ｐ４００
ペースト工法 食品工場　化学工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗床（材工） エバーフロア　ＵＷ－Ｐ４００ ｍ２ 362 9347 内装工事
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内装工事（塗床）【公表価格】 9347210768
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エバーフロア 厚５．０ｍｍ　ＵＷ－Ｍ５００
モルタル工法 保冷・保温倉庫　厨房 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗床（材工） エバーフロア　ＵＷ－Ｍ５００ ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210769
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エバーフロア 厚８．０ｍｍ　ＵＷ－Ｍ８００
モルタル工法 保冷・保温倉庫　厨房 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗床（材工） エバーフロア　ＵＷ－Ｍ８００ ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210704
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） アートフロアーＨＵ 厚１．２ｍｍ　硬質ウレタ
ン系　１２色 工場　厨房　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工

塗床（材工） アートフロアーＨＵ ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210200
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） セブンフロアーＥＦ型 厚２．５ｍｍ　エポキシ
系 施工規模３００ｍ２ 材工共 三重産業

塗床（材工） セブンフロアーＥＦ型　Ｔ２．５ ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210201
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） セブンフロアーＥＦ型 厚５．０ｍｍ　エポキシ
系 施工規模３００ｍ２ 材工共 三重産業

塗床（材工） セブンフロアーＥＦ型　Ｔ５ｍｍ ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210202
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） シリカル（Ｍシリーズ） 厚３．０ｍｍ　ＭＣ２
－ＳＬ　ＭＭＡ樹脂系 食品工場　厨房 施工規模３００ｍ２ 材工共 三井化学産資

塗床（材工） シリカル　ＭＣ２－ＳＬ ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210204
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） シリカル（Ｍシリーズ） 厚３．０ｍｍ　ＭＣ３
－ＳＬ　ＭＭＡ樹脂系 食品工場　厨房 施工規模３００ｍ２ 材工共 三井化学産資

塗床（材工） シリカル　ＭＣ３－ＳＬ ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210213
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） アクリトーンフロア（Ｆシリーズ） 厚２．０ｍ
ｍ　ＦＣ工法　ＭＭＡ樹脂系 食品工場　厨房 施工規模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

塗床（材工） アクリトーンフロア　ＦＣ工法 ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210215
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） アクリトーンフロア（Ｆシリーズ） 厚４．０ｍ
ｍ　ＦＭ１工法　ＭＭＡ樹脂系 冷蔵庫等 施工規模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

塗床（材工） アクリトーンフロア　ＦＭ１工法 ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210431
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ジョリエース 厚０．３ｍｍ　Ｅコーティング工
法　エポキシ系 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

塗床（材工） ジョリエースＥコーティング工法 ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210350
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ジョリエース 厚１．０ｍｍ　Ｅ流しのべ工法
エポキシ系 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

塗床（材工） ジョリエース　Ｅ流しのべ工法 ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210458
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ジョリエース 厚２．０ｍｍ　ＦＲＰフロアー工
法　ポリエステル系 食品工場　化学工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

塗床（材工） ジョリエースＦＲＰフロアー工法 ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210460
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ジョリエース 厚２．０ｍｍ　ＭＭＡペースト工
法　アクリル系 食品工場　化学工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

塗床（材工） ジョリエースＭＭＡペースト工法 ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210673
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ファブリカ 厚１．５ｍｍ　ファブリカ工法　特
殊変性ウレタン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

塗床（材工） ファブリカ　ファブリカ工法 ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210638
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ピュアクリートＨＦ 厚９．０ｍｍ　モルタル工
法　水系硬質ウレタン系 食品工場　化学工場 施工規模１００ｍ２ 材工共 キューケン

塗床（材工） ピュアクリートＨＦ ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210659
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポローンＥ 厚１．０ｍｍ　コーティング工法
（２回塗り）　エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック

塗床（材工） エポローンＥ　コーティング工法 ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210660
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポローンＥ 厚２．０ｍｍ　ペースト工法　エ
ポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック

塗床（材工） エポローンＥ　Ｔ２ペースト工法 ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210662
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポローンＥ 厚３．０ｍｍ　ペーストコーティ
ング工法　エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック

塗床（材工） エポローンＥ　Ｔ３ペースト工法 ｍ２ 362 9347 内装工事
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内装工事（塗床）【公表価格】 9347210664
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポローンＥ 厚３．０ｍｍ　ペースト防滑工法
エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック

塗床（材工） エポローンＥ　ペースト防滑工法 ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210666
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポローンＥ ライニング工法（ガラスクロス
１ｐｌｙ）　エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック

塗床（材工） エポローンＥ　ライニング工法 ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210669
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポローンＥ 厚６．０ｍｍ　モルタルＡ工法
上塗りつき　エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック

塗床（材工） エポローンＥ　モルタルＡ工法 ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210576
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ユータックＥ－３０Ｎ 厚１．０ｍｍ　流しのべ
工法　エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料

塗床（材工） ユータックＥ３０Ｎ流しのべ工法 ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210692
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） サンセキトップＳＡ－３Ｎ アクリルウレタン樹
脂即硬化タイプ　３回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 三石

塗床（材工） サンセキトップ　ＳＡ－３Ｎ ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210738
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ボウジンテックス＃２７００ＥＸ 厚０．２ｍｍ
平滑仕上げ 工場　研究室 施工規模３００ｍ２ 材工共 水谷ペイント

塗床（材工） ボウジンテックス＃２７００ＥＸ ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210740
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ボウジンテックス＃８０００ 厚１．０ｍｍ　流
しのべ　平滑仕上げ 工場　厨房　駐車場 施工規模３００ｍ２ 材工共 水谷ペイント

塗床（材工） ボウジンテックス８０００　Ｔ１ ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210742
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ボウジンテックス＃８０００ 厚５．０ｍｍ　樹
脂モル仕上げ 工場　厨房　駐車場 施工規模３００ｍ２ 材工共 水谷ペイント

塗床（材工） ボウジンテックス８０００　Ｔ５ ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210744
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ボウジンテックス＃８０００ＥＣＯ 厚１．０ｍ
ｍ　流しのべ　平滑仕上げ 工場　厨房　教室 施工規模３００ｍ２ 材工共 水谷ペイント

塗床（材工） ボウジンテックス８０００ＥＣＯ ｍ２ 362 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210225
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） カラクリート 厚約１．２～１．５ｍｍ　コンクリート
同時散布工法　赤・茶・グレー系 工場　倉庫 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） カラクリート　赤茶グレー ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210226
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） フェロコン 厚約１．２～１．５ｍｍ　コンクリート同
時散布工法　赤・茶・グレー系 工場　倉庫 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） フェロコン　赤茶グレー ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210626
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） デザインクリート 押型デザイン床 公園　遊歩道　住宅
テーマパーク他 施工規模１００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） デザインクリート押型デザイン床 ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210597
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） スムースコート 厚１．０ｍｍ　緊急工事用速硬塗床材
緑色系 工場　倉庫　駐車場 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） スムースコート　緊急工事用 ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210266
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） タフコンカラー 耐摩耗性床仕上材　緑 倉庫　工場 施
工規模３００ｍ２ 材工共 美州興産

塗床（材工） タフコンカラー　緑 ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210267
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） タフコンカラー 耐摩耗性床仕上材　一般色 倉庫　工場
施工規模３００ｍ２ 材工共 美州興産

塗床（材工） タフコンカラー　一般色 ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210268
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） タフコンスチール 耐摩耗性床仕上材　茶 倉庫　工場
施工規模３００ｍ２ 材工共 美州興産

塗床（材工） タフコンスチール　茶 ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210269
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） タフコンスチール 耐摩耗性床仕上材　ナチュラル 倉庫
工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 美州興産

塗床（材工） タフコンスチール　ナチュラル ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210270
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） タフコンスチール 耐摩耗性床仕上材　緑 倉庫　工場
施工規模３００ｍ２ 材工共 美州興産

塗床（材工） タフコンスチール　緑 ｍ２ 363 9347 内装工事
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内装工事（塗床）【公表価格】 9347210278
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） エスエスコン 鋼鉄粉　グリーン系　２５ｋｇ入 施工規
模３００ｍ２ 材工共 三重産業

塗床（材工） エスエスコン　グリーン系 ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210279
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） エスエスコン 鋼鉄粉　一般色　２５ｋｇ入 施工規模３
００ｍ２ 材工共 三重産業

塗床（材工） エスエスコン　一般色 ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210296
内装工事（塗床） 耐水，防食塗床材 アートフロアー　ＥＰ５１ 厚１．０ｍｍ　エポキシ系　セルフレベリングタイプ
１２色 理化学実験室 施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工

塗床（材工） アートフロアーＥＰ５１ ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210297
内装工事（塗床） 耐水，防食塗床材 アートフロアー　ＥＭ型 厚５．０ｍｍ　エポキシ系　レジンモルタルタイプ 化学工
場 施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工

塗床（材工） アートフロアーＥＭ型　Ｔ５ｍｍ ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210706
内装工事（塗床） 耐水，防食塗床材 レジンモルタルＥＭ－Ｓ 厚５．０ｍｍ　エポキシ樹脂モルタル 施工規模３００ｍ２
材工共 東和産業

塗床（材工） レジンモルタルＥＭ－Ｓ ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210468
内装工事（塗床） 耐水，防食塗床材 ジョリエース 厚１．５ｍｍ　ＦＲＰ重防食工法　ビニルエステル系 めっき工場廃液
処理槽 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

塗床（材工） ジョリエース　ＦＲＰ重防食工法 ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210314
内装工事（塗床） ノンスタテックスＸＰ－Ⅱ 厚０．２ｍｍ　エポキシ系　３回塗り（ローラー刷毛） 静電気障害防止用
施工規模３００ｍ２ 材工共 アトミクス

塗床（材工） ノンスタテックスＸＰ－２ ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210317
内装工事（塗床） ケミコンダクトＲＥ 厚約０．９ｍｍ　エポキシ系　帯電防止床材　コーティング工法　抵抗値１０＾８
Ω以下 精密機械工場　ＣＲ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） ケミコンダクトＲＥ ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210389
内装工事（塗床） グリップコート　ＥＸ３００Ｓ 厚１．０ｍｍ　導電性エポキシ系　流しのべ工法　１２色　静電防止
耐薬 ＣＲ　粉体　塗装工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＥＸ３００Ｓ ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210377
内装工事（塗床） グリップコート　ＥＸ－１００ 厚０．４ｍｍ　エポキシ導電塗料　静電防止　防塵　耐薬 製薬・半導
体工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＥＸ－１００ ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210325
内装工事（塗床） アートフロアー　ＥＣＰ５１ 厚１．０ｍｍ　エポキシ系　セルフレベリングタイプ 帯電防止用 施工規
模３００ｍ２ 材工共 中外商工

塗床（材工） アートフロアーＥＣＰ５１ ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210328 内装工事（塗床） ハードモルタル 厚３．０～５．０ｍｍ　エポキシ系 工場 施工規模２００ｍ２ 材工共 東和産業 塗床（材工） ハードモルタル ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210708 内装工事（塗床） エレカット 厚２．０ｍｍ　導電性エポキシ系 静電気防止 施工規模２００ｍ２ 材工共 東和産業 塗床（材工） エレカット　Ｔ２ｍｍ ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210442
内装工事（塗床） ジョリエース 厚０．３ｍｍ　ドーデンコーティング工法　エポキシ系　導電性　防塵 施工規模３００
ｍ２ 材工共 アイカ工業

塗床（材工）　ジョリエース ドーデンコーティング工法 ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210604
内装工事（塗床） アッシュフォードフォーミュラ 平均使用量５ｍ２／ｌ　初期養生・密閉・防塵効果　表面強化 工場
倉庫　駐車場 施工規模３００ｍ２ 材工共 コスモトレードアンドサービス

塗床（材工） アッシュフォードフォーミュラ ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210758
内装工事（塗床） ステリコートＵＣ　Ａｇ＋ 厚４．０～６．０ｍｍ　ポリウレタン・セメント系骨材配合 食品工場 施工
規模５０ｍ２ 材工共 ニッシン・ジャパン

塗床（材工） ステリコートＵＣ　Ａｇ＋ ｍ２ 363 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010032
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　普通張り なら　厚１５×幅７５×長５
００ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　普通張り　なら　Ｔ１５ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010034
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　普通張り ぶな　厚１５×幅７５×長５
００ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　普通張り　ぶな　Ｔ１５ ｍ２ 366 9347 内装工事
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内装工事（フローリング張り工事） 9347010036
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　普通張り かば　厚１５×幅７５×長５
００ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　普通張り　かば　Ｔ１５ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010038
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　直張り なら　厚１５×幅７５×長５０
０ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ ２ｍｍ厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　直張り　なら　Ｔ１５ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010040
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　直張り ぶな　厚１５×幅７５×長５０
０ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ ２ｍｍ厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　直張り　ぶな　Ｔ１５ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010042
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　直張り かば　厚１５×幅７５×長５０
０ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ ２ｍｍ厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　直張り　かば　Ｔ１５ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010044
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　特殊張り（体育館・武道場用） なら
厚１８×幅７５×長５００ｍｍ以上 施工規模１，０００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　特殊張り　なら　Ｔ１８ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010046
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　特殊張り（体育館・武道場用） ぶな
厚１８×幅７５×長５００ｍｍ以上 施工規模１，０００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　特殊張り　ぶな　Ｔ１８ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010048
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　特殊張り（体育館・武道場用） かば
厚１８×幅７５×長５００ｍｍ以上 施工規模１，０００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　特殊張り　かば　Ｔ１８ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347020020
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り フローリングブロック　乾式工法 なら　厚１５×幅３０３×長３
０３ｍｍ 施工規模３００ｍ２ ２ｍｍ厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共

フローリングブロック（材工） 乾式工法　なら　Ｔ１５ｍｍ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347020022
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り フローリングブロック　乾式工法 ぶな　厚１５×幅３０３×長３
０３ｍｍ 施工規模３００ｍ２ ２ｍｍ厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共

フローリングブロック（材工） 乾式工法　ぶな　Ｔ１５ｍｍ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347020024
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り フローリングブロック　乾式工法 かば　厚１５×幅３０３×長３
０３ｍｍ 施工規模３００ｍ２ ２ｍｍ厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共

フローリングブロック（材工） 乾式工法　かば　Ｔ１５ｍｍ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347050008
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 複合フローリング　普通張り なら　厚１２×幅３０３×長１，８
１８ｍｍ　表層０．３ｍｍ程度 施工規模１，５００ｍ２ 塗装品　下地合板張りは別途 材工共

複合フローリング（材工） 複合　普通張り　ならＴ１２ｍｍ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347050012
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 複合フローリング　直張り 厚１３ｍｍ　ＬＬ４５ 施工規模１，５
００ｍ２ 塗装品 材工共

複合フローリング（材工） 複合　直張り　Ｔ１３　ＬＬ４５ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347050014
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 複合フローリング　直張り 厚１４ｍｍ　ＬＬ４０ 施工規模１，５
００ｍ２ 塗装品 材工共

複合フローリング（材工） 複合　直張り　Ｔ１４　ＬＬ４０ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010056
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 大型積層フローリング　特殊張り（体育館・武道場用） なら　厚
１８×３００×１，８００ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共

フローリングボード（材工） 大型積層　特殊張なら　Ｔ１８ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010058
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 大型積層フローリング　特殊張り（体育館・武道場用） かば　厚
１８×３００×１，８００ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共

フローリングボード（材工） 大型積層　特殊張かば　Ｔ１８ ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347060010 内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ サンダー掛け 荒掛・中掛・仕上掛 施工規模３００ｍ２ 材工共 フローリング塗装（材工） 仕上げサンダー掛け　荒掛・中掛 ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347060002
内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ ウレタン樹脂ワニス ３回塗り　１液性 施工規模３００ｍ２ 材
工共

フローリング塗装（材工） 仕上げウレタン樹脂　３回塗り ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347060012 内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ オイルステイン ２回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 フローリング塗装（材工） 仕上げオイルステイン　２回塗り ｍ２ 366 9347 内装工事
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内装工事（フローリング張り工事） 9347060006 内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ ワックス １回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 フローリング塗装（材工） 仕上げワックス　１回塗り ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347060008 内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ フロアーオイル １回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 フローリング塗装（材工） 仕上げフロアーオイル　１回塗り ｍ２ 366 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347060014
内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ エキスパンションゴム 厚１５～２０×幅１５～２０ｍｍ 施工規
模－ 材工共

フローリング塗装（材工） 仕上エキスパンションゴムＴ１５ ｍ 366 9347 内装工事

内装工事　集合住宅用床下地 9347192002
内装工事（集合住宅用床下地） 乾式二重床 床高　１２０～１８０ｍｍ程度，洋室向け，標準品 施工規模１，５００ ＬＬ
－４５・ＬＨ－５５ 材工共

床下地（材工）　乾式二重床 床高１２０～１８０ｍｍＬＨ５５ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事　集合住宅用床下地 9347192012
内装工事（集合住宅用床下地） 乾式二重床 床高　１２０～１８０ｍｍ程度，洋室向け，標準品 施工規模１，５００ ＬＬ
－４０・ＬＨ－５０（ΔＬＬ（Ⅱ）－３・ΔＬＨ（Ⅱ）－２） 材工共

床下地（材工）　乾式二重床 床高１２０～１８０ｍｍＬＨ５０ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事　集合住宅用床下地 9347192014
内装工事（集合住宅用床下地） 乾式二重床 床高　２００～２４０ｍｍ程度，洋室向け，標準品 施工規模１，５００ ＬＬ
－４０・ＬＨ－５０（ΔＬＬ（Ⅱ）－３・ΔＬＨ（Ⅱ）－２） 材工共

床下地（材工）　乾式二重床 床高２００～２４０ｍｍＬＨ５０ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事　集合住宅用床下地 9347192016 内装工事（集合住宅用床下地） 乾式二重床 システム根太　床高　１２０～１８０ｍｍ程度 施工規模－ 材工共 床下地（材工）　乾式二重床 システム根太　床高１８０ｍｍ ｍ 368 9347 内装工事

内装工事　集合住宅用床下地 9347192018 内装工事（集合住宅用床下地） 乾式二重床 システム根太　床高　２００～２４０ｍｍ程度 施工規模－ 材工共 床下地（材工）　乾式二重床 システム根太　床高２４０ｍｍ ｍ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190010
内装工事（床下地） 床下地 ネダフォーム 厚３３・４０・５０×５９５×９００ｍｍ（和室用） 施工規模２５０ｍ２ 材
工共 油化三昌建材

床下地（材工） ネダフォーム　Ｔ３３ｍｍ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190012
内装工事（床下地） 床下地 ネダフォーム 厚６５・８０×５９５×９００ｍｍ（和室用） 施工規模２５０ｍ２ 材工共 油
化三昌建材

床下地（材工） ネダフォーム　Ｔ６５ｍｍ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190006
内装工事（床下地） 床下地 ネダフォーム 厚９５×５９５×９００ｍｍ（和室用） 施工規模２５０ｍ２ 材工共 油化三昌
建材

床下地（材工） ネダフォーム　Ｔ９５ｍｍ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190122
内装工事（床下地） 床下地 ネダフォームＬＤＫ４５５ 厚３３・４０・５０×５９５×９０９ｍｍ（洋室用） 施工規模２
５０ｍ２ 材工共 油化三昌建材

床下地（材工） ネダフォームＬＤＫ４５５Ｔ３３ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190124
内装工事（床下地） 床下地 ネダフォームＬＤＫ４５５ 厚６５・８０×５９５×９０９ｍｍ（洋室用） 施工規模２５０ｍ
２ 材工共 油化三昌建材

床下地（材工） ネダフォームＬＤＫ４５５Ｔ６５ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190126
内装工事（床下地） 床下地 ネダフォームＬＤＫ４５５ 厚９５×５９５×９０９ｍｍ（洋室用） 施工規模２５０ｍ２ 材
工共 油化三昌建材

床下地（材工） ネダフォームＬＤＫ４５５Ｔ９５ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190116
内装工事（床下地） 床下地 フリーフロアー ＣＰＲ　床高調整範囲５３～１９８ｍｍ　住宅用　ＬＬ－４０・ＬＨ－５０
施工規模３００ｍ２ 下地合板は別途 材工共 フクビ化学工業

フリーフロアー　ＣＰＲ（材工） 床高調整範囲５３～１９８ｍｍ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190118
内装工事（床下地） 床下地 フリーフロアー ＣＰＲ　床高調整範囲１９８～２４３ｍｍ　住宅用　ＬＬ－４０・ＬＨ－５
０ 施工規模３００ｍ２ 下地合板は別途 材工共 フクビ化学工業

フリーフロアー　ＣＰＲ（材工） 床高調整範囲１９８～２４３ｍｍ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190120
内装工事（床下地） 床下地 フリーフロアー ＣＰＲ　床高調整範囲２４３～３４３ｍｍ　住宅用　ＬＬ－４０・ＬＨ－５
０ 施工規模３００ｍ２ 下地合板は別途 材工共 フクビ化学工業

フリーフロアー　ＣＰＲ（材工） 床高調整範囲２４３～３４３ｍｍ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347192006
内装工事（床下地） 床下地 フリーフロアー ＣＰＲ　床高調整範囲３４３～４２８ｍｍ　住宅用　ＬＬ－４０・ＬＨ－５
０ 施工規模３００ｍ２ 下地合板は別途 材工共 フクビ化学工業

フリーフロアー　ＣＰＲ（材工） 床高調整範囲３４３～４２８ｍｍ ｍ２ 368 9347 内装工事
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内装工事（床下地）【公表価格】 9347192009
内装工事（床下地） 床下地 フリーフロアー ＣＰＲ－ＳＥ　床高調整範囲８０～１５６ｍｍ　住宅用　ΔＬ＝０　特別評
価法認定品 施工規模３００ｍ２ 下地合板は別途 材工共 フクビ化学工業

フリーフロアーＣＰＲ－ＳＥ材工 床高調整範囲８０～１５６ｍｍ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190104
内装工事（床下地） 床下地 ＹＰＥ－Ｇ２（壁先） ＬＬ－４０・ＬＨ－５０　適応床高　５５～１，１３４ｍｍ　Ｈ＝１
５０程度 施工規模５００ｍ２ 材工共 万協

床下地（材工）ＹＰＥ－Ｇ２壁先 床高５５～１１３４ｍｍ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190106
内装工事（床下地） 床下地 ＹＰＥ－ＴＧ（壁先） ＬＬ－４０・ＬＨ－５０　適応床高　６４．５～１，１４８．５ｍｍ
Ｈ＝１５０程度 施工規模５００ｍ２ 材工共 万協

床下地（材工）ＹＰＥ－ＴＧ壁先 床高６４．５～１１４８．５ｍｍ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347192010
内装工事（床下地） 床下地 ＹＰＥ（壁先） ＬＬ－４０・ＬＨ－５０　適応床高　５５～１，１３４ｍｍ　Ｈ＝１５０程
度 施工規模５００ｍ２ 材工共 万協

床下地（材工）ＹＰＥ（壁先） 床高５５～１１３４ｍｍ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190110
内装工事（床下地） 床下地 ＹＰＥ－Ｓ４（壁先） ＬＬ－４０・ＬＨ－５０　適応床高　５９～１，１４２ｍｍ　Ｈ＝１
５０程度 施工規模５００ｍ２ 材工共 万協

床下地（材工）ＹＰＥ－Ｓ４壁先 床高５９～１１４２ｍｍ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190112
内装工事（床下地） 床下地 ＵＲ２５（壁先） 都市再生機構適合資材　適応床高　６０～１，１３９ｍｍ　Ｈ＝１５０程
度 施工規模５００ｍ２ 材工共 万協

床下地（材工）ＵＲ２５壁先 床高６０～１１３９ｍｍ ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347620010 内装工事（床下地） 床下調湿材 フジ・ホームゲル「調湿師」 床下タイプ 施工規模３０ｍ２ 材工共 富士シリシア化学 床下調湿材（材工） フジ・ホームゲル「調湿師」床下 ｍ２ 368 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180056
内装工事（畳敷き） １畳 建材畳 床ＪＩＳ　ＫＴ－Ⅲ型　表ＪＡＳ　３種　綿引　２等（公共建築工事標準仕様Ｄ種） 施
工規模１００枚 材工共

畳敷き（材工）１畳　建材畳床 表　綿引２等　施工規模１００ 枚 371 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180066
内装工事（畳敷き） １畳 建材畳 床ＪＩＳ　ＫＴ－Ⅲ型　表ＪＡＳ　３種　綿引　２等（公共建築工事標準仕様Ｄ種） 施
工規模６枚 材工共

畳敷き（材工）１畳　建材畳床 表　綿引２等　施工規模６ 枚 371 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180022 内装工事（畳敷き） １畳 畳表替え 表ＪＡＳ　３種　綿引　２等 施工規模５０枚 材工共 畳敷き（材工）１畳　畳表替え 表　綿引２等　施工規模５０ 枚 371 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180030 内装工事（畳敷き） １畳 畳裏返し 表ＪＡＳ　３種　綿引　２等 施工規模５０枚 材工共 畳敷き（材工）１畳　畳裏返し 表　綿引２等　施工規模５０ 枚 371 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180078
内装工事（畳敷き） 半畳 建材畳 床ＪＩＳ　ＫＴ－Ⅲ型　表ＪＡＳ　３種　綿引　２等（公共建築工事標準仕様Ｄ種） 施
工規模１００枚 材工共

畳敷き（材工）半畳　建材畳床 表　綿引２等　施工規模１００ 枚 371 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180080
内装工事（畳敷き） 半畳 建材畳 床ＪＩＳ　ＫＴ－Ⅲ型　表ＪＡＳ　３種　綿引　２等（公共建築工事標準仕様Ｄ種） 施
工規模６枚 材工共

畳敷き（材工）半畳　建材畳床 表　綿引２等　施工規模６ 枚 371 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180082 内装工事（畳敷き） 半畳 畳表替え 表ＪＡＳ　３種　綿引　２等 施工規模５０枚 材工共 畳敷き（材工）半畳　畳表替え 表　綿引２等　施工規模５０ 枚 371 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180084 内装工事（畳敷き） 半畳 畳裏返し 表ＪＡＳ　３種　綿引　２等 施工規模５０枚 材工共 畳敷き（材工）半畳　畳裏返し 表　綿引２等　施工規模５０ 枚 371 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220002
内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　準不燃　突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨
下地　ビス止め　壁・天井用 材工共

せっこうボード張り（材工） Ｔ９．５ｍｍ　準不燃　突付け ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220010
内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうボード張り 厚１５．０ｍｍ　不燃　突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨
下地　ビス止め　壁・天井用 材工共

せっこうボード張り（材工） Ｔ１５ｍｍ　不燃　突付け ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220032
内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　準不燃　目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨
下地　ビス止め　天井用 材工共

せっこうボード張り（材工） Ｔ９．５ｍｍ　準不燃　目透し ｍ２ 374 9347 内装工事
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内装工事（壁・天井） 9347220035
内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうボード張り 厚１２．５ｍｍ　不燃　目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨
下地　ビス止め　壁・天井用 材工共

せっこうボード張り（材工） Ｔ１２．５ｍｍ　不燃　目透し ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220036
内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　準不燃　ＧＬ工法 施工規模１，０００ｍ２ パテ処
理含まず 材工共

せっこうボード張り（材工） Ｔ９．５ｍｍ　準不燃　ＧＬ工法 ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220040
内装工事（壁・天井） 壁・天井 化粧せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　準不燃　直張り 施工規模１，０００ｍ２ 軽量
鉄骨下地　ビス止め　ジプトーン程度 材工共

化粧せっこうボード張り（材工） Ｔ９．５ｍｍ　準不燃　直張り ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220046
内装工事（壁・天井） 壁・天井 シージングせっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　準不燃　直張り 施工規模１，０００ｍ２
防水用　軽量鉄骨下地　ビス止め 材工共

シージングせっこうボード張材工 Ｔ９．５ｍｍ　準不燃　直張り ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220048
内装工事（壁・天井） 壁・天井 シージングせっこうボード張り 厚１２．５ｍｍ　準不燃　直張り 施工規模１，０００ｍ
２ 防水用　軽量鉄骨下地　ビス止め 材工共

シージングせっこうボード張材工 Ｔ１２．５ｍｍ　準不燃　直張り ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220050
内装工事（壁・天井） 壁・天井 シージングせっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　準不燃　ＧＬ工法 施工規模５００ｍ２
防水用　パテ処理含まず 材工共

シージングせっこうボード張材工 Ｔ９．５ｍｍ　準不燃　ＧＬ工法 ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220052
内装工事（壁・天井） 壁・天井 シージングせっこうボード張り 厚１２．５ｍｍ　準不燃　ＧＬ工法 施工規模５００ｍ２
防水用　パテ処理含まず 材工共

シージングせっこうボード張材工 Ｔ１２．５ｍｍ準不燃　ＧＬ工法 ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220054
内装工事（壁・天井） 壁・天井 吸音せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　準不燃　直張り 施工規模１，０００ｍ２ 軽量
鉄骨下地　ビス止め 材工共

吸音せっこうボード張り（材工） Ｔ９．５ｍｍ　準不燃　直張り ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220058
内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうラスボード張り 厚７．０ｍｍ　直張り 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地
ビス止め 材工共

ラスせっこうボード張り（材工） Ｔ７ｍｍ　直張り ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220060
内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうラスボード張り 厚９．５ｍｍ　直張り 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地
ビス止め 材工共

ラスせっこうボード張り（材工） Ｔ９．５ｍｍ　直張り ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347240006
内装工事（壁・天井） 壁・天井 けい酸カルシウム板張り 厚１０ｍｍ　不燃　突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨
下地　ビス止め　タイプ２　０．８ＦＫ 材工共

けい酸カルシウム板張り（材工） Ｔ１０ｍｍ　不燃　突付け ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347240008
内装工事（壁・天井） 壁・天井 けい酸カルシウム板張り 厚１２ｍｍ　不燃　突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨
下地　ビス止め　タイプ２　０．８ＦＫ 材工共

けい酸カルシウム板張り（材工） Ｔ１２ｍｍ　不燃　突付け ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347240014
内装工事（壁・天井） 壁・天井 けい酸カルシウム板張り 厚１０ｍｍ　不燃　目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨
下地　ビス止め　タイプ２　０．８ＦＫ 材工共

けい酸カルシウム板張り（材工） Ｔ１０ｍｍ　不燃　目透し ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347240016
内装工事（壁・天井） 壁・天井 けい酸カルシウム板張り 厚１２ｍｍ　不燃　目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨
下地　ビス止め　タイプ２　０．８ＦＫ 材工共

けい酸カルシウム板張り（材工） Ｔ１２ｍｍ　不燃　目透し ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347240020
内装工事（壁・天井） 壁・天井 けい酸カルシウム吸音板張り 厚６ｍｍ　不燃 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地
ビス止め 材工共

けい酸カルシウム板張り（材工） 吸音板　Ｔ６ｍｍ　不燃 ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347240042
内装工事（壁・天井） 壁・天井 化粧けい酸カルシウム板張り 厚６ｍｍ　不燃 施工規模１，０００ｍ２ 捨張り別途　比
重１．０程度以上（硬質系） 材工共

けい酸カルシウム板張り（材工） 化粧板　Ｔ６ｍｍ　不燃　比重１ ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347240028
内装工事（壁・天井） 壁・天井 化粧けい酸カルシウム板張り 厚６ｍｍ　不燃 施工規模１，０００ｍ２ 捨張り別途　比
重０．８程度 材工共

けい酸カルシウム板張り（材工） 化粧板　Ｔ６ｍｍ不燃比重０．８ ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347250016
内装工事（壁・天井） 壁・天井 耐火壁　１時間耐火 強化せっこうボード厚１２．５＋１２．５ｍｍ（二重張り） 施工規
模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地共　スタッド６５ｍｍ　両面張り　四周（シール）処理含まず 材工共

耐火壁（材工）　１時間耐火 強化せっこう１２．５＋１２．５ ｍ２ 374 9347 内装工事
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内装工事（壁・天井） 9347250018
内装工事（壁・天井） 壁・天井 耐火壁　１時間耐火 強化せっこうボード厚１５＋１５ｍｍ（二重張り） 施工規模１，０
００ｍ２ 軽量鉄骨下地共　スタッド６５ｍｍ　両面張り　四周（シール）処理含まず 材工共

耐火壁（材工）　１時間耐火 強化せっこう１５＋１５ｍｍ ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347250020
内装工事（壁・天井） 壁・天井 耐火壁　１時間耐火 強化せっこうボード厚２１＋２１ｍｍ（二重張り） 施工規模１，０
００ｍ２ 軽量鉄骨下地共　スタッド６５ｍｍ　両面張り　四周（シール）処理含まず 材工共

耐火壁（材工）　１時間耐火 強化せっこう２１＋２１ｍｍ両面 ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347250026
内装工事（壁・天井） 壁・天井 耐火壁　１時間耐火 強化せっこうボード厚２１＋２１ｍｍ（二重張り） 施工規模１，０
００ｍ２ 軽量鉄骨下地共　スタッド６５ｍｍ　片面張り　四周（シール）処理含まず　継目処理含む 材工共

耐火壁（材工）　１時間耐火 強化せっこう２１＋２１ｍｍ片面 ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347250022
内装工事（壁・天井） 壁・天井 耐火壁　１時間耐火 強化せっこうボード厚１２．５＋硬質せっこうボード厚９．５ｍｍ
（二重張り） 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地共　スタッド６５ｍｍ　両面張り　四周（シール）処理含まず 材工
共

耐火壁（材工）　１時間耐火 強化１２．５＋硬質９．５ｍｍ ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347250024
内装工事（壁・天井） 壁・天井 耐火壁　１時間耐火 強化せっこうボード厚２１＋硬質せっこうボード厚９．５ｍｍ（二
重張り） 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地共　スタッド６５ｍｍ　両面張り　四周（シール）処理含まず 材工共

耐火壁（材工）　１時間耐火 強化２１＋硬質９．５ｍｍ ｍ２ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347250028 内装工事（壁・天井） 壁・天井 耐火壁　１時間耐火 四周（シール）処理 片面 材工共 耐火壁（材工）　１時間耐火 四周（シール）処理　片面 ｍ 374 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347230054
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚４ｍｍ　突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽
量鉄骨下地　ビス止め 材工共

スレートボード（材工） フレキシブル板Ｔ４ｍｍ　突付け ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347230056
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚５ｍｍ　突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽
量鉄骨下地　ビス止め 材工共

スレートボード（材工） フレキシブル板Ｔ５ｍｍ　突付け ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347230058
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚６ｍｍ　突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽
量鉄骨下地　ビス止め 材工共

スレートボード（材工） フレキシブル板Ｔ６ｍｍ　突付け ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347230060
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚８ｍｍ　突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽
量鉄骨下地　ビス止め 材工共

スレートボード（材工） フレキシブル板Ｔ８ｍｍ　突付け ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347230062
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚４ｍｍ　目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽
量鉄骨下地　ビス止め 材工共

スレートボード（材工） フレキシブル板Ｔ４ｍｍ　目透し ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347230064
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚５ｍｍ　目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽
量鉄骨下地　ビス止め 材工共

スレートボード（材工） フレキシブル板Ｔ５ｍｍ　目透し ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347230066
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚６ｍｍ　目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽
量鉄骨下地　ビス止め 材工共

スレートボード（材工） フレキシブル板Ｔ６ｍｍ　目透し ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347230068
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚８ｍｍ　目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽
量鉄骨下地　ビス止め 材工共

スレートボード（材工） フレキシブル板Ｔ８ｍｍ　目透し ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347280002
内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚９ｍｍ　不燃　フラットタイプ（捨張り工法）　内部用
施工規模１，０００ｍ２ 下地せっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共

ロックウール吸音板張り（材工） Ｔ９ｍｍ　不燃　フラット捨張 ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347280004
内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚１２ｍｍ　不燃　フラットタイプ（捨張り工法）　内部
用 施工規模１，０００ｍ２ 下地せっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共

ロックウール吸音板張り（材工） Ｔ１２ｍｍ　不燃　フラット捨張 ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347280008
内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚１２ｍｍ　不燃　凹凸タイプ（捨張り工法）　内部用 施
工規模１，０００ｍ２ 下地せっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共

ロックウール吸音板張り（材工） Ｔ１２ｍｍ　不燃　凹凸捨張 ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347280012
内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚１５ｍｍ　不燃　凹凸タイプ（捨張り工法）　内部用 施
工規模１，０００ｍ２ 下地せっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共

ロックウール吸音板張り（材工） Ｔ１５ｍｍ　不燃　凹凸捨張 ｍ２ 376 9347 内装工事

266/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

内装工事（壁・天井） 9347280016
内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚１９ｍｍ　不燃　凹凸タイプ（捨張り工法）　内部用 施
工規模１，０００ｍ２ 下地せっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共

ロックウール吸音板張り（材工） Ｔ１９ｍｍ　不燃　凹凸捨張 ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347280010
内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚１２ｍｍ　不燃　凹凸タイプ（捨張り工法）　軒天用 施
工規模１，０００ｍ２ 下地シージングせっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共

ロックウール吸音板張り（材工） Ｔ１２　不燃凹凸捨張シージング ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347280020
内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚９ｍｍ　不燃　フラットタイプ（直張り工法）　内部用
施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 材工共

ロックウール吸音板張り（材工） Ｔ９ｍｍ　不燃　フラット直張 ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347280022
内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚１２ｍｍ　不燃　フラットタイプ（直張り工法）　内部
用 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 材工共

ロックウール吸音板張り（材工） Ｔ１２ｍｍ　不燃　フラット直張 ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347290002 内装工事（壁・天井） 壁・天井 グラスウール敷込み 厚２５ｍｍ　２４ｋｇ／ｍ３（天） 施工規模５００ｍ２ 材工共 グラスウール敷込み（材工） ２５ｍｍ　２４ｋｇ／ｍ３（天） ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347290004 内装工事（壁・天井） 壁・天井 グラスウール敷込み 厚５０ｍｍ　２４ｋｇ／ｍ３（天） 施工規模５００ｍ２ 材工共 グラスウール敷込み（材工） ５０ｍｍ　２４ｋｇ／ｍ３ ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347290006 内装工事（壁・天井） 壁・天井 グラスウール敷込み 厚１００ｍｍ　２４ｋｇ／ｍ３（天） 施工規模５００ｍ２ 材工共 グラスウール敷込み（材工） １００ｍｍ　２４ｋｇ／ｍ３ ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347300002
内装工事（壁・天井） 壁・天井 グラスウールボード張り（ガラスクロス押さえ） 厚２５ｍｍ　３２ｋｇ／ｍ３（壁） 施
工規模５００ｍ２ 化粧ボタンワッシャー止め 材工共

グラスウールボード張り（材工） ２５ｍｍ　３２ｋｇ／ｍ３（壁） ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347300004
内装工事（壁・天井） 壁・天井 グラスウールボード張り（ガラスクロス押さえ） 厚５０ｍｍ　３２ｋｇ／ｍ３（壁） 施
工規模５００ｍ２ 化粧ボタンワッシャー止め 材工共

グラスウールボード張り（材工） ５０ｍｍ　３２ｋｇ／ｍ３ ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347320004
内装工事（壁・天井） 壁・天井 複合板 せっこうボード厚９．５＋硬質ポリウレタンフォーム厚１０ｍｍ　圧着張り工法
施工規模５００ｍ２ 材工共

複合板ウレタンフォーム（材工） 硬質ポリウレタンＴ１０　圧着張 ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347320006
内装工事（壁・天井） 壁・天井 複合板 せっこうボード厚９．５＋硬質ポリウレタンフォーム厚１５ｍｍ　圧着張り工法
施工規模５００ｍ２ 材工共

複合板ウレタンフォーム（材工） 硬質ポリウレタンＴ１５　圧着張 ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347320010
内装工事（壁・天井） 壁・天井 複合板 せっこうボード厚９．５＋硬質ポリウレタンフォーム厚１０ｍｍ　ＧＬ工法 施工
規模５００ｍ２ 材工共

複合板ウレタンフォーム（材工） 硬質ポリウレタンＴ１０　ＧＬ ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347320012
内装工事（壁・天井） 壁・天井 複合板 せっこうボード厚９．５＋硬質ポリウレタンフォーム厚１５ｍｍ　ＧＬ工法 施工
規模５００ｍ２ 材工共

複合板ウレタンフォーム（材工） 硬質ポリウレタンＴ１５　ＧＬ ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347340002
内装工事（壁・天井） 壁・天井 複合板 せっこうボード厚９．５＋押出法ポリスチレンフォーム厚２５ｍｍ　Ｓ１工法 施
工規模５００ｍ２ 材工共

複合板ポリスチレンフォーム材工 せっこうボードＴ９．５　Ｓ１ ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347340004
内装工事（壁・天井） 壁・天井 複合板 合板厚２．５＋押出法ポリスチレンフォーム厚２５ｍｍ　Ｓ１工法 施工規模５０
０ｍ２ 材工共

複合板ポリスチレンフォーム材工 合板Ｔ２．５　Ｓ１工法 ｍ２ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347380002 内装工事（壁・天井） 壁・天井 回り縁 アルミ　９，１２ｍｍ　突付け 施工規模５００ｍ 材工共 回り縁（材工） アルミ　９・１２ｍｍ　突付け ｍ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347380004 内装工事（壁・天井） 壁・天井 回り縁 アルミ　９，１２ｍｍ　目透し 施工規模５００ｍ 材工共 回り縁（材工） アルミ　９・１２ｍｍ　目透し ｍ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347380006 内装工事（壁・天井） 壁・天井 回り縁 塩ビ　９，１２ｍｍ　突付け 施工規模５００ｍ 材工共 回り縁（材工） 塩ビ　９・１２ｍｍ　突付け ｍ 376 9347 内装工事
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内装工事（壁・天井） 9347380008 内装工事（壁・天井） 壁・天井 回り縁 塩ビ　９，１２ｍｍ　目透し 施工規模５００ｍ 材工共 回り縁（材工） 塩ビ　９・１２ｍｍ　目透し ｍ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347390002 内装工事（壁・天井） 壁・天井 下がり壁見切縁 アルミ 施工規模－ 材工共 見切り縁（材工） 下がり壁　アルミ ｍ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347390004 内装工事（壁・天井） 壁・天井 下がり壁見切縁 塩ビ 施工規模－ 材工共 見切り縁（材工） 下がり壁　塩ビ ｍ 376 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347600010 内装工事（壁・天井） 壁・天井 ビニルクロス 量産品 施工規模５００ｍ２ 材工共 クロス張り（材工） ビニルクロス　量産品 ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347600020
内装工事（壁・天井） 壁・天井 ビニルクロス 中級品 施工規模５００ｍ２ メーカー材料公表価格１，０００円／ｍ程度
材工共

クロス張り（材工） ビニルクロス　中級品 ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347600030 内装工事（壁・天井） 壁・天井 ビニルクロス エコクロス（オレフィン，ケナフ） 施工規模５００ｍ２ 材工共 クロス張り（材工） ビニルクロス　エコクロス ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347600040 内装工事（壁・天井） 壁・天井 織物クロス 並品 施工規模５００ｍ２ 材工共 クロス張り（材工） 織物クロス　並品 ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347400002 内装工事（壁・天井） 壁・天井 コーナー用塩ビアングル １５ｍｍ 施工規模－ 材工共 コーナー用アングル（材工） 塩ビアングル　１５ｍｍ ｍ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347400006 内装工事（壁・天井） 壁・天井 コーナー用アルミアングル １５ｍｍ 施工規模－ 材工共 コーナー用アングル（材工） アルミアングル　１５ｍｍ ｍ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347410002
内装工事（壁・天井） 壁・天井 点検口 アルミ　４５０×４５０ｍｍ 施工規模－ 下地開口補強・ボード切込み・仕上張
り共，スタンダードタイプ 材工共

天井点検口（材工） アルミ　４５０×４５０ｍｍ 箇所 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347410004
内装工事（壁・天井） 壁・天井 点検口 アルミ　６００×６００ｍｍ 施工規模－ 下地開口補強・ボード切込み・仕上張
り共，スタンダードタイプ 材工共

天井点検口（材工） アルミ　６００×６００ｍｍ 箇所 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347420002 内装工事（壁・天井） 壁・天井 ボード開口 ３００×１，２００ｍｍ 施工規模－ 手間のみ　ボード切込み 手間のみ ボード開口（工） ３００×１２００ｍｍ 箇所 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347420004 内装工事（壁・天井） 壁・天井 ボード開口 ３００×２，４００ｍｍ 施工規模－ 手間のみ　ボード切込み 手間のみ ボード開口（工） ３００×２４００ｍｍ 箇所 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347420006 内装工事（壁・天井） 壁・天井 ボード開口 ６００角又はφ６００ｍｍ 施工規模－ 手間のみ　ボード切込み 手間のみ ボード開口（工） ６００角・径６００ｍｍ 箇所 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347430028
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スパンドレル アルミ　厚１．０×幅１００ｍｍ　シルバーアルマイト　フラット・押出
形材 施工規模１００ｍ２ 軽量鉄骨下地別途 材工共

スパンドレル（材工） アルミ　Ｔ１ｍｍ　シルバー ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347430004
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スパンドレル アルミ　厚１．０×幅１００ｍｍ　電解着色　フラット・押出形材 施工規
模１００ｍ２ 軽量鉄骨下地別途 材工共

スパンドレル（材工） アルミ　Ｔ１ｍｍ　電解着色 ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347380014 内装工事（壁・天井） 壁・天井 スパンドレル用回り縁 アルミ　シルバーアルマイト 施工規模－ 材工共 回り縁（材工） スパンドレル用　シルバー ｍ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347380016 内装工事（壁・天井） 壁・天井 スパンドレル用回り縁 アルミ　電解着色 施工規模－ 材工共 回り縁（材工） スパンドレル用　電解着色 ｍ 378 9347 内装工事
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内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347571040
内装工事（壁・天井） 壁・天井 三洋ＵＬ壁工法 Ｆタイプ　スタッドピッチ３０３ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 下地ボード
別途 材工共 三洋工業

壁・天井（材工）下地ボード別途 スタッドピッチ３０３ｍｍ ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347570010
内装工事（壁・天井） 壁・天井 メッシュパネルシステム天井 アルミＴバー　２５巾　１，０００×１，０００　シル
バー 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンゴ

壁・天井（材工） メッシュパネル　シルバー ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347570020
内装工事（壁・天井） 壁・天井 メッシュパネルシステム天井 アルミＴバー　２５巾　１，０００×１，０００　焼付塗
装 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンゴ

壁・天井（材工） メッシュパネル　焼付塗装 ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347330008
内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＮＦ 厚２０ｍｍ　現場発泡　ノンフロン　壁・柱型・壁付き梁
型 施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス

結露防止（材工） アキレスエアロンＦＲＮＦ　２０ ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347330016
内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＮＦ 厚２５ｍｍ　現場発泡　ノンフロン　壁・柱型・壁付き梁
型 施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス

結露防止（材工） アキレスエアロンＦＲＮＦ　２５ ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347330009
内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＮＦ 厚３０ｍｍ　現場発泡　ノンフロン　壁・柱型・壁付き梁
型 施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス

結露防止（材工） アキレスエアロンＦＲＮＦ　３０ ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347330020
内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ 厚２０ｍｍ　現場発泡　Ａ種１Ｈ　壁・柱型・壁付き梁型
施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス

結露防止（材工）　Ｔ２０ｍｍ アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347330022
内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ 厚２５ｍｍ　現場発泡　Ａ種１Ｈ　壁・柱型・壁付き梁型
施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス

結露防止（材工）　Ｔ２５ｍｍ アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347330024
内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ 厚３０ｍｍ　現場発泡　Ａ種１Ｈ　壁・柱型・壁付き梁型
施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス

結露防止（材工）　Ｔ３０ｍｍ アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347330026
内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ 厚４０ｍｍ　現場発泡　Ａ種１Ｈ　壁・柱型・壁付き梁型
施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス

結露防止（材工）　Ｔ４０ｍｍ アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347330408
内装工事（壁・天井） 結露防止 パフピュアーエース　ＬＧ５０１０ 厚２０ｍｍ　現場発泡　Ａ種１Ｈ　壁・柱・壁含む
梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 日本パフテム

結露防止（材工） パフピュアーエース　Ｔ２０ ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347330410
内装工事（壁・天井） 結露防止 パフピュアーエース　ＬＧ５０１０ 厚２５ｍｍ　現場発泡　Ａ種１Ｈ　壁・柱・壁含む
梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 日本パフテム

結露防止（材工） パフピュアーエース　Ｔ２５ ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347330412
内装工事（壁・天井） 結露防止 パフピュアーエース　ＬＧ５０１０ 厚３０ｍｍ　現場発泡　Ａ種１Ｈ　壁・柱・壁含む
梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 日本パフテム

結露防止（材工） パフピュアーエース　Ｔ３０ ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347330414
内装工事（壁・天井） 結露防止 パフピュアーエース　ＬＧ５０１０ 厚４０ｍｍ　現場発泡　Ａ種１Ｈ　壁・柱・壁含む
梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 日本パフテム

結露防止（材工） パフピュアーエース　Ｔ４０ ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347581010
内装工事（壁・天井） 吸音・断熱 ダンパックコスモファイバー 吹込工法　天井用　厚２００ｍｍ 施工規模１００ｍ２
材工共 王子製袋

吸音・断熱（材工） ダンパックコスモファイバー吹込 ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347581020
内装工事（壁・天井） 吸音・断熱 ダンパックコスモファイバー 湿式吹込工法　壁・床用　厚１００ｍｍ 施工規模１００
ｍ２ 材工共 王子製袋

吸音・断熱（材工） ダンパックコスモファイバー湿式 ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347581030
内装工事（壁・天井） 吸音・断熱 ダンパックコスモファイバー 吹付工法　天井・壁共通　厚４０ｍｍ　グレー 施工規模
５００ｍ２ 材工共 王子製袋

吸音・断熱（材工） ダンパックコスモ　グレー ｍ２ 378 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347581040
内装工事（壁・天井） 吸音・断熱 ダンパックコスモファイバー 吹付工法　天井・壁共通　厚４０ｍｍ　ベージュ 施工規
模５００ｍ２ 材工共 王子製袋

吸音・断熱（材工） ダンパックコスモ　ベージュ ｍ２ 378 9347 内装工事
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ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200197
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 オフィスフロア ＩＳ５００Ｎ　５００×５００　Ｈ４
０，Ｈ５０　オールスチール製 ＯＡ用事務室改修用 施工規模１００ｍ２ ビニルタイル及びタイルカーペットは別途 材工
共 センクシア

フリーアクセスフロア（材工） オフィスフロア　ＩＳ５００Ｎ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200438
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 オフィスフロア ＷＳＡ５００Ｎ　５００×５００×２
３．４ｍｍ　ウッドコアスチール製 ＯＡ用事務室改修用 施工規模１００ｍ２ ビニルタイル及びタイルカーペットは別途
材工共 センクシア

フリーアクセスフロア（材工） オフィスフロア　ＷＳＡ５００ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200448
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 オフィスフロア ＷＳＢ５００Ｎ　５００×５００×２
３ｍｍ　ウッドコアスチール製 ＯＡ用事務室改修用 施工規模１００ｍ２ ビニルタイル及びタイルカーペットは別途 材工
共 センクシア

フリーアクセスフロア（材工） オフィスフロア　ＷＳＢ５００ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200308
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ネットワークフロア ２９　６００×６００×２９ｍｍ
超高強度軽量コンクリート ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイテッ
ク

フリーアクセスフロア（材工） ネットワークフロア　２９ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200310
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ネットワークフロア ４０　６００×６００×４０ｍｍ
超高強度軽量コンクリート ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイテッ
ク

フリーアクセスフロア（材工） ネットワークフロア　４０ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200440
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ネットワークフロア ４０プラス　６００×６００×４
０ｍｍ　超高強度軽量コンクリート ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同
カイテック

フリーアクセスフロア（材工） ネットワークフロア　４０プラス ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200450
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ハイスチール ３０００Ｎ　１６５×１６５×７０ｍｍ
スチール製　独立支柱 ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイテック

フリーアクセスフロア（材工） ハイスチール　３０００Ｎ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200312
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ハイスチール ５０００Ｎ　１６５×１６５×７０ｍｍ
スチール製　独立支柱 ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイテック

フリーアクセスフロア（材工） ハイスチール　５０００Ｎ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200452
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ハイスチール ３０００Ｎ　１６５×１６５×９３ｍｍ
スチール製　独立支柱 ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイテック

ハイスチール　３０００Ｎ １６５×１６５×９３ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200454
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ハイスチール ５０００Ｎ　１６５×１６５×９３ｍｍ
スチール製　独立支柱 ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイテック

ハイスチール　５０００Ｎ １６５×１６５×９３ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200412
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 Ｗｅｂフロア ５００×５００×７０～１０３ｍｍ　ス
チール製 ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 床高調整式溝配線タイプ 材工共 共同カ
イテック

フリーアクセスフロア（材工） Ｗｅｂフロア　５００×５００ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200442
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 クワッドフィックス６００ ６００×６００×５０～１
６５ｍｍ　スチール＋ウッドコア製 ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同
カイテック

フリーアクセスフロア（材工） クワッドフィックス６００ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200279
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＳＤフロア ＳＰ５００Ｆ　５００×５００×２５ｍｍ
スチール（３，０００Ｎ） ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ タイルカーペットは別途 材工共 昭電

フリーアクセスフロア（材工） ＳＤフロア　ＳＰ５００Ｆ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200296
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 フリーＡＸＥＺ・４０ ４０Ｈ　５００×５００×４０
ｍｍ　亜鉛めっき鋼板 ＯＡ用事務室改修用 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びタイルカーペットは別途 材工共 フ
リーＡＸＥＺ

フリーアクセスフロア（材工） フリーＡＸＥＺ・４０　４０Ｈ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200297
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 フリーＡＸＥＺ・７０ ７０Ｈ　５００×５００×７０
ｍｍ　亜鉛めっき鋼板 ＯＡ用事務室改修用 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びタイルカーペットは別途 材工共 フ
リーＡＸＥＺ

フリーアクセスフロア（材工） フリーＡＸＥＺ・７０　７０Ｈ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200270
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＩＢフロアＡＰ－ＵＮ Ｈ＝５０　溝構法　樹脂＋鋼板
ＯＡ用事務室改修用 施工規模２００ｍ２ タイルカーペットは別途 材工共 ナカ工業

フリーアクセスフロア（材工） ＩＢフロアＡＰ－ＵＮ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200273
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＩＢフロアＡＮ３０００－ＤＰ Ｈ＝５０～１００　５
００×５００ｍｍ　鋼板製（中空パネル） ＯＡ用事務室改修用 施工規模２００ｍ２ タイルカーペットは別途 材工共 ナ
カ工業

フリーアクセスフロア（材工） ＩＢフロアＡＮ３０００－ＤＰ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200416
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＩＢフロアＡＺ３０００－ＤＰ Ｈ＝６０～１００　５
００×５００ｍｍ　鋼板＋軽量モルタル ＯＡ用事務室改修用 施工規模２００ｍ２ タイルカーペットは別途 材工共 ナカ
工業

フリーアクセスフロア（材工） ＩＢフロアＡＺ３０００－ＤＰ ｍ２ 382 9347 内装工事
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ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200444
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 クリーンＯＡフロア Ｔ－５０Ｒ　２５０×２５０×５
０ｍｍ　再生ＰＰ樹脂（３０００Ｎ） ＯＡ用事務室 施工規模１００ｍ２ カーペットは別途 材工共 フクビ化学工業

フリーアクセスフロア（材工） クリーンＯＡフロア　Ｔ－５０Ｒ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200446
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＯＡフロア ＬＭ３０００　５００×５００×３０ｍｍ
木質系（３０００Ｎ） ＯＡ用事務室 施工規模１００ｍ２ カーペットは別途 材工共 フクビ化学工業

フリーアクセスフロア（材工） ＯＡフロア　ＬＭ３０００ ｍ２ 382 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200456
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ニチアスパットフロア Ｍ３００Ａ　５００×５００×
２１．０ｍｍ　Ｈ１００　ＧＲＣ ＯＡ用事務室 施工規模５００ｍ２ ビニルタイルは８，０００円／ｍ２加算 カーペット
の場合は別途 材工共 ニチアス

フリーアクセスフロア（材工） ニチアスパットフロアＭ３００Ａ ｍ２ 384 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200424
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ニチアスオメガフロア Ｍ３００Ａ　５００×５００×
３１．５ｍｍ　Ｈ１００　コンクリート板 ＯＡ用事務室 施工規模５００ｍ２ カーペットは別途 材工共 ニチアス

フリーアクセスフロア（材工） ニチアスオメガフロアＭ３００Ａ ｍ２ 384 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200300
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＸＳ　４０Ｐ ５００×５００×３４．５ｍｍ　樹脂製
ＯＡ用事務室 施工規模１５０ｍ２ ＧＡ－１００程度タイルカーペットを含む 材工共 未来工業

フリーアクセスフロア（材工） ＸＳ４０Ｐ　５００×３４．５ ｍ２ 384 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200301
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＸＳ　５０Ｐ ５００×５００×４４．５ｍｍ　樹脂製
ＯＡ用事務室 施工規模１５０ｍ２ ＧＡ－１００程度タイルカーペットを含む 材工共 未来工業

フリーアクセスフロア（材工） ＸＳ５０Ｐ　５００×４４．５ ｍ２ 384 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200430
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 モバフロアＤＡ型 Ｈ＝１５０～３００　４
５０×４５０×３２ｍｍ　アルミダイカスト（重量板） 電算室，制御室 施工規模３００ｍ２ ビニルタイルを含む 材工共
アーレスティ

フリーアクセスフロア（材工） モバフロア　ＤＡ型 ｍ２ 384 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200432
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 モバフロア５０Ａ型 Ｈ＝１５０～３００
５００×５００×３６ｍｍ　アルミダイカスト（重量板） 電算室，制御室 施工規模３００ｍ２ ビニルタイルを含む 材工
共 アーレスティ

フリーアクセスフロア（材工） モバフロア　５０Ａ型 ｍ２ 384 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200434
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 モバフロアＬ６０Ａ型 Ｈ＝１５０～３００
６００×６００×４５ｍｍ　アルミダイカスト（重量板） 電算室，制御室 施工規模３００ｍ２ ビニルタイルを含む 材工
共 アーレスティ

フリーアクセスフロア（材工） モバフロア　Ｌ６０Ａ型 ｍ２ 384 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200436
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 モバフロアＬ６０Ｓ型 Ｈ＝３００　６００
×６００×４５ｍｍ　アルミダイカスト（重量板） 電算室，制御室 施工規模３００ｍ２ ビニルタイルを含む 材工共
アーレスティ

フリーアクセスフロア（材工） モバフロア　Ｌ６０Ｓ型 ｍ２ 384 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200275
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 ダクトフロアＳＤタイプ ＳＤ４５０Ａ，５
００Ａ，６００Ａ　アルミ合金 電算室，通信機器室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイルを含む カーペットは別途 材工共
昭電

フリーアクセスフロア（材工） ダクト　ＳＤ４５０～６００Ａ ｍ２ 384 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200206
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 ＩＢフロアＣＳ－ＮＲ Ｈ＝２００～３５０
６００×６００ｍｍ　鋼板＋軽量モルタル 電算室 施工規模２００ｍ２ メラミン化粧板貼付仕上げ 材工共 ナカ工業

フリーアクセスフロア（材工） ＩＢフロアＣＳ－ＮＲ ｍ２ 384 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200208
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 ＩＢフロアＣＳ－ＳＲ Ｈ＝４００～６００
６００×６００ｍｍ　鋼板＋軽量モルタル 電算室 施工規模２００ｍ２ メラミン化粧板貼付仕上げ 材工共 ナカ工業

フリーアクセスフロア（材工） ＩＢフロアＣＳ－ＳＲ ｍ２ 384 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200024
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 フリーアクセスフロア Ｄ４５０　４５０×
４５０×３３．５ｍｍ　アルミ合金 電算室，制御室 施工規模１００ｍ２ ビニルタイルを含む ウイスカ対策別途 材工共
センクシア

フリーアクセスフロア（材工） フリーアクセスフロア　Ｄ４５０ ｍ２ 384 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200026
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 フリーアクセスフロア Ｅ４５０　４５０×
４５０×３３．５ｍｍ　アルミ合金 電算室，制御室 施工規模１００ｍ２ ビニルタイルを含む ウイスカ対策別途 材工共
センクシア

フリーアクセスフロア（材工） フリーアクセスフロア　Ｅ４５０ ｍ２ 384 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200028
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 フリーアクセスフロア Ａ５００　５００×
５００×３３．５ｍｍ　アルミ合金 電算室，制御室 施工規模１００ｍ２ ビニルタイルを含む ウイスカ対策別途 材工共
センクシア

フリーアクセスフロア（材工） フリーアクセスフロア　Ａ５００ ｍ２ 384 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200032
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 フリーアクセスフロア Ａ６００Ｌ　６００
×６００×４６ｍｍ　アルミ合金 電算室，制御室 施工規模１００ｍ２ ビニルタイルを含む ウイスカ対策別途 材工共 セ
ンクシア

フリーアクセスフロア（材工） フリーアクセスフロアＡ６００Ｌ ｍ２ 384 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010232
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット フェローウォール６０ 高遮音タイプ　厚６７ｍｍ　遮音性能　５
１．１ｄｂ　５００Ｈｚ 材工共 オカムラ

間仕切ユニット（材工） フェローウォール６０　高遮音 ｍ２ 388 9349 仕上ユニット工事
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ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010176
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット フェローウォール１００ 高遮音タイプ　厚１００ｍｍ　遮音性能
５７．６ｄｂ　５００Ｈｚ 材工共 オカムラ

間仕切ユニット（材工） フェローウォール１００　高遮音 ｍ２ 388 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010018
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ナック・ウォール アルミ　ＫＷ－ＧＷ－３Ｌ　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ
２，７００ｍｍ 材工共 小松ウオール工業

間仕切ユニット（材工） ナックウォール　ＫＷ－ＧＷ３Ｌ ｍ２ 388 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010020
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ナック・ウォール アルミ　ＫＷ－ＧＷ－４Ｌ　Ｗ１，２００ｍｍ×
Ｈ２，７００ｍｍ 材工共 小松ウオール工業

間仕切ユニット（材工） ナックウォール　ＫＷ－ＧＷ４Ｌ ｍ２ 388 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010022
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ナック・ウォール アルミ　ドアＧＯＤ－３Ｌ　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ
２，７００ｍｍ 材工共 小松ウオール工業

間仕切ユニット（材工） ナックウォール　ドアＧＯＤ３Ｌ 組 388 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010024
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット マイティ・ウォール 不燃　通常仕様　ＭＷ－ＰＷ４Ｌ　Ｗ１，２０
０ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ 材工共 小松ウオール工業

間仕切ユニット（材工） マイティウォールＭＷ－ＰＷ４Ｌ ｍ２ 388 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010026
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット マイティ・ウォール 不燃　通常仕様　ドアＰＯＤ－３Ｌ　Ｗ９００
ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ 材工共 小松ウオール工業

間仕切ユニット（材工） マイティウォールドアＰＯＤ３Ｌ 組 388 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010028
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スクール・ウォール アルミ　ＳＰ－Ｃ－３　Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ
２，８００ｍｍ　学校用 材工共 小松ウオール工業

間仕切ユニット（材工） スクールウォール　ＳＰ－Ｃ－３ ｍ２ 388 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010030
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スクール・ウォール アルミ　出入口Ａ－６　Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ
２，８００ｍｍ　学校用 材工共 小松ウオール工業

間仕切ユニット（材工） スクールウォール　出入口Ａ－６ 組 388 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010003
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スパンドライン アルミ　ＳＬ－ＣＰＰ（パネル）　Ｗ９００ｍｍ×
Ｈ２，７００ｍｍ　内壁用 材工共 コマニー

間仕切ユニット（材工）ｍ２当り スパンドライン　ＳＬ－ＣＰＰ ｍ２ 388 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010004
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スパンドライン アルミ　ＳＬ－ＣＰＤ（ドア）　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ
２，７００ｍｍ　内壁用 材工共 コマニー

間仕切ユニット（材工）セット スパンドライン　ＳＬ－ＣＰＤ セット 388 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010010
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スパンドウォール 鋼製　不燃　ＳＷ－ＣＰＰ（パネル）　Ｗ９００
ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ　内壁用 材工共 コマニー

間仕切ユニット（材工） スパンドウォール　ＳＷ－ＣＰＰ ｍ２ 388 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010012
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スパンドウォール 鋼製　不燃　ＳＷ－ＣＰＤ（ドア）　Ｗ９００ｍ
ｍ×Ｈ２，７００ｍｍ　内壁用 材工共 コマニー

間仕切ユニット（材工） スパンドウォール　ＳＷ－ＣＰＤ セット 388 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010015
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット クリーンブース ポリ合板　ＣＢ－ポリＡＲ　幅木タイプ　Ｗ１，２
００ｍｍ×Ｄ１，２００ｍｍ×Ｈ１，９００ｍｍ　トイレ用 材工共 コマニー

間仕切ユニット（材工） クリーンブース　ＣＢポリＡＲ ｍ２ 388 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010017
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット クリーンブース メラミン合板　ＣＢメラミンＡＦ　幅木タイプ　Ｗ
１，２００ｍｍ×Ｄ１，２００ｍｍ×Ｈ１，９００ｍｍ　トイレ用 材工共 コマニー

間仕切ユニット（材工） クリーンブースＣＢメラミンＡＦ ｍ２ 388 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010234
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブース　スクール用 メラミン化粧板両面貼　ＭＤＦ芯材　厚
２０ｍｍ　アルミエッジ　ステンレス巾木仕様　Ｉ型 材工共 信越ファインテック

トイレブーススクール用（材工） 化粧板　Ｔ２０　Ｉ型 ｍ２ 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010236
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブース　スクール用 メラミン化粧板両面貼　ＭＤＦ芯材　厚
２０ｍｍ　アルミエッジ　ステンレス巾木仕様　Ｌ型 材工共 信越ファインテック

トイレブーススクール用（材工） 化粧板　Ｔ２０　Ｌ型 ｍ２ 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010238
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブースＥＬＭ型 メラミン化粧板両面貼　ペーパーコア芯　厚
４０ｍｍ　アルミエッジ　ステンレス巾木仕様　Ｉ型 材工共 信越ファインテック

トイレブースＥＬＭ型（材工） 化粧板　Ｔ４０　Ｉ型 ｍ２ 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010240
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブースＥＬＭ型 メラミン化粧板両面貼　ペーパーコア芯　厚
４０ｍｍ　アルミエッジ　ステンレス巾木仕様　Ｌ型 材工共 信越ファインテック

トイレブースＥＬＭ型（材工） 化粧板　Ｔ４０　Ｌ型 ｍ２ 389 9349 仕上ユニット工事
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ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010242
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブースＥＬＫ型 メラミン不燃化粧板両面貼　ペーパーコア芯
厚４０ｍｍ　アルミエッジ　ステンレス巾木仕様　Ｉ型 材工共 信越ファインテック

トイレブースＥＬＫ型（材工） 不燃化粧板　Ｔ４０　Ｉ型 ｍ２ 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010244
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブースＥＬＫ型 メラミン不燃化粧板両面貼　ペーパーコア芯
厚４０ｍｍ　アルミエッジ　ステンレス巾木仕様　Ｌ型 材工共 信越ファインテック

トイレブースＥＬＫ型（材工） 不燃化粧板　Ｔ４０　Ｌ型 ｍ２ 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010114
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ＴＧストーントイレブース 天然みかげ石　スクリーン部　（最大Ｗ
１，５００ｍｍ×Ｈ２，２００ｍｍ）　トイレ用 材工共 つげ石材

ＴＧストーントイレブース・材工 天然みかげ石　スクリーン部 ｍ２ 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010116
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ＴＧストーントイレブース 天然みかげ石　ドア　（基本サイズＷ６
００ｍｍ×Ｈ１，９５０ｍｍ）　トイレ用 材工共 つげ石材

ＴＧストーントイレブース・材工 天然みかげ石　ドア 枚 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010204
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット アルミパーティション エール５０　Ｆ３　スチールタイプ　Ｗ９０
０ｍｍ×Ｈ２，５００ｍｍ 材工共 トーカイ

アルミパーティション（材工） エール５０　Ｆ３ 組 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010206
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブースエース４０ Ａタイプ　ポリエステル合板　厚４０ｍｍ
Ｗ９００ｍｍ×Ｈ１，９００ｍｍ　扉１ヶ所 材工共 トーカイ

トイレブース（材工） エース４０　Ａタイプ ｍ２ 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010208
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブースエース４０ ＡＲタイプ　メラミン化粧板　厚４０ｍｍ
Ｗ９００ｍｍ×Ｈ１，９００ｍｍ　扉１ヶ所 材工共 トーカイ

トイレブース（材工） エース４０　ＡＲタイプ ｍ２ 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010210
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スライディングドア 通常　５０型　ラワン枠５０ｍｍ 材工共 トー
カイ

間仕切ユニット（材工） スライディングドア　通常５０型 ｍ２ 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010214
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット シャワーブース ＦＲＰサンドイッチパネル　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ１，
８００ｍｍ 材工共 バンボー工業

間仕切ユニット（材工） シャワーブース０．９×１．８ｍ 組 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010216
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット シャワーブース ＦＲＰサンドイッチパネル　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２，
０００ｍｍ 材工共 バンボー工業

間仕切ユニット（材工） シャワーブース　０．９×２ｍ 組 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010218
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット シャワーブース ＦＲＰサンドイッチパネル　Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ
１，８００ｍｍ 材工共 バンボー工業

間仕切ユニット（材工） シャワーブース１．２×１．８ｍ 組 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010220
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット シャワーブース ＦＲＰサンドイッチパネル　Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ
２，０００ｍｍ 材工共 バンボー工業

間仕切ユニット（材工） シャワーブース　１．２×２ｍ 組 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010118
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ラバトリーブースＳＳ型 ステンレスエッジ・メラミン化粧板・パネ
ル仕上げ 材工共 バンボー工業

間仕切ユニット（材工） ラバトリーブースＳＳステンレス ｍ２ 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010120
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ラバトリーブースＳＡ型 アルミエッジ・グレビティヒンジ・メラミ
ン化粧板 材工共 バンボー工業

間仕切ユニット（材工） ラバトリーブースＳＡ　アルミ ｍ２ 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010122
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ラバトリーブースＥＡ型 アルミエッジ・グレビティ丁板・ポリ合板
材工共 バンボー工業

間仕切ユニット（材工） ラバトリーブースＥＡ　アルミ ｍ２ 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010124
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ハニーウォール５０型 アルミスタッド式化粧鋼板サンドイッチパネ
ル 材工共 バンボー工業

間仕切ユニット（材工） ハニーウォール５０アルミパネル ｍ２ 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010126
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ハニーウォール５０型 アルミスタッド片開き戸　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ
２，１００ｍｍ 材工共 バンボー工業

間仕切ユニット（材工） ハニーウォール５０アルミ片開戸 箇所 389 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】 9349010132
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ラバトリーブースＳＡ－ＦＲＰ型 アルミ形材枠組パネル式（ＦＲＰ
板サンドイッチパネル仕様） 材工共 バンボー工業

間仕切ユニット（材工） ラバトリーブースＳＡ－ＦＲＰ ｍ２ 389 9349 仕上ユニット工事
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ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020026
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチール黒板 幅１，８００×高さ９００ｍ
ｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　スチール １８００×９００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020092
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチール黒板 幅２，７００×高さ９００ｍ
ｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　スチール ２７００×９００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020094
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチール黒板 幅３，６００×高さ９００ｍ
ｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　スチール ３６００×９００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020096
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチール黒板 幅１，８００×高さ１，２０
０ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　スチール １８００×１２００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020030
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチール黒板 幅２，７００×高さ１，２０
０ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　スチール ２７００×１２００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020032
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチール黒板 幅３，６００×高さ１，２０
０ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　スチール ３６００×１２００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020052
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式スチール黒板 幅２，４００×高さ
１，８００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　上下式スチール ２４００×１８００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020054
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式スチール黒板 幅２，７００×高さ
１，８００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　上下式スチール ２７００×１８００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020056
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式スチール黒板 幅３，６００×高さ
１，８００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　上下式スチール ３６００×１８００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020058
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 曲面スチール黒板 幅３，６００×高さ１，
２００ｍｍ アルミ枠・捨枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　曲面スチール ３６００×１２００アルミ・捨枠 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020060
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 曲面スチール黒板 幅４，５００×高さ１，
２００ｍｍ アルミ枠・捨枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　曲面スチール ４５００×１２００アルミ・捨枠 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020062
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチールＵＤ平面黒板 幅３，６００×高さ
１，２００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　スチールＵＤ平面 ３６００×１２００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020064
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチールＵＤ曲面黒板 幅３，６００×高さ
１，２００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　スチールＵＤ曲面 ３６００×１２００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020034
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー黒板 幅１，８００×高さ９００ｍ
ｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　ホーロー １８００×９００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020102
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー黒板 幅２，７００×高さ９００ｍ
ｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　ホーロー ２７００×９００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020104
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー黒板 幅３，６００×高さ９００ｍ
ｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　ホーロー ３６００×９００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020106
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー黒板 幅１，８００×高さ１，２０
０ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　ホーロー １８００×１２００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020038
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー黒板 幅２，７００×高さ１，２０
０ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　ホーロー ２７００×１２００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事
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ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020040
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー黒板 幅３，６００×高さ１，２０
０ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　ホーロー ３６００×１２００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020066
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式ホーロー黒板 幅２，４００×高さ
１，８００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　上下式ホーロー ２４００×１８００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020068
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式ホーロー黒板 幅２，７００×高さ
１，８００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　上下式ホーロー ２７００×１８００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020070
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式ホーロー黒板 幅３，６００×高さ
１，８００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　上下式ホーロー ３６００×１８００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020046
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 曲面ホーロー黒板 幅３，６００×高さ１，
２００ｍｍ アルミ枠・捨枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　曲面ホーロー ３６００×１２００アルミ・捨枠 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020072
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 曲面ホーロー黒板 幅４，５００×高さ１，
２００ｍｍ アルミ枠・捨枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　曲面ホーロー ４５００×１２００アルミ・捨枠 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020074
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー白板 幅１，８００×高さ９００ｍ
ｍ アルミ枠付き ホワイト色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　ホーロー白板 １８００×９００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020076
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー白板 幅２，７００×高さ１，２０
０ｍｍ アルミ枠付き ホワイト色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　ホーロー白板 ２７００×１２００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020078
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー白板 幅３，６００×高さ１，２０
０ｍｍ アルミ枠付き ホワイト色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）　ホーロー白板 ３６００×１２００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020080
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式ホーロー白板 幅２，４００×高さ
１，８００ｍｍ アルミ枠付き ホワイト色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）上下式ホーロー白板 ２４００×１８００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020082
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式ホーロー白板 幅２，７００×高さ
１，８００ｍｍ アルミ枠付き ホワイト色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）上下式ホーロー白板 ２７００×１８００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020084
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式ホーロー白板 幅３，６００×高さ
１，８００ｍｍ アルミ枠付き ホワイト色 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）上下式ホーロー白板 ３６００×１８００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020086
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 掲示板 幅１，８００×高さ９００ｍｍ アル
ミ枠付き ビニールレザー貼 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）掲示板 １８００×９００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020088
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 掲示板 幅２，７００×高さ１，２００ｍｍ
アルミ枠付き ビニールレザー貼 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）掲示板 ２７００×１２００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353020090
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 掲示板 幅３，６００×高さ１，２００ｍｍ
アルミ枠付き ビニールレザー貼 施工規模１０ 材工共

黒板（材工）掲示板 ３６００×１２００　アルミ枠付 箇所 390 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353090025
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） テレビハンガー 薄型ディスプレイハンガー ２６
～４２インチ 天井吊下げ型 施工規模１０ 材工共

薄型ディスプレイハンガー・材工 ２６～４２インチ　天井吊下げ型 箇所 391 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353090030
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） テレビハンガー 薄型ディスプレイハンガー ４６
～６３インチ 天井吊下げ型 施工規模１０ 材工共

薄型ディスプレイハンガー・材工 ４６～６３インチ　天井吊下げ型 箇所 391 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353100005
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） ピクチャーレール ピクチャーレール 軽量用 ハン
ガー１．０ｍ １本 施工規模－ 材工共

ピクチャーレール（材工） 軽量用　ハンガー１ｍ　１本 ｍ 391 9353 雑工事

275/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353100010
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） ピクチャーレール ピクチャーレール 軽量用 ハン
ガー２．０ｍ １本 施工規模－ 材工共

ピクチャーレール（材工） 軽量用　ハンガー２ｍ　１本 ｍ 391 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353100015
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） ピクチャーレール ピクチャーレール 中量用 ハン
ガー１．０ｍ １本 施工規模－ 材工共

ピクチャーレール（材工） 中量用　ハンガー１ｍ　１本 ｍ 391 9353 雑工事

ユニット及びその他工事（黒板・テレビハン
ガー・ピクチャーレール）

9353100020
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） ピクチャーレール ピクチャーレール 中量用 ハン
ガー２．０ｍ １本 施工規模－ 材工共

ピクチャーレール（材工） 中量用　ハンガー２ｍ　１本 ｍ 391 9353 雑工事

排水工事 9353080120 排水工事 雨水排水 雨水桝 ２４０　２４０ｍｍ×２４０ｍｍ×３７０ｍｍ 施工規模２０箇所 材工共 雨水排水（材工）　雨水桝２４０ ２４０×３７０ｍｍ　規模２０ 箇所 394 9353 雑工事

排水工事 9353080125 排水工事 雨水排水 雨水桝 ３００　３００ｍｍ×３００ｍｍ×４２０ｍｍ 施工規模２０箇所 材工共 雨水排水（材工）　雨水桝３００ ３００×４２０ｍｍ　規模２０ 箇所 394 9353 雑工事

排水工事 9353080130 排水工事 雨水排水 雨水桝 ３６０　３６０ｍｍ×３６０ｍｍ×４８０ｍｍ 施工規模２０箇所 材工共 雨水排水（材工）　雨水桝３６０ ３６０×４８０ｍｍ　規模２０ 箇所 394 9353 雑工事

排水工事 9353080135 排水工事 雨水排水 雨水桝 φ４００×６３０ｍｍ 施工規模２０箇所 材工共 雨水排水（材工）　雨水桝 径４００×６３０ｍｍ　規模２０ 箇所 394 9353 雑工事

排水工事 9353080140 排水工事 雨水排水 雨水桝 φ４００×７３０ｍｍ 施工規模２０箇所 材工共 雨水排水（材工）　雨水桝 径４００×７３０ｍｍ　規模２０ 箇所 394 9353 雑工事

排水工事 9353080145 排水工事 雨水排水 雨水桝 φ４００×８３０ｍｍ 施工規模２０箇所 材工共 雨水排水（材工）　雨水桝 径４００×８３０ｍｍ　規模２０ 箇所 394 9353 雑工事

排水工事 9353080150 排水工事 雨水排水 排水管 塩化ビニル管 径１００ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共 雨水排水（材工）　排水管 塩化ビニル管　径１００規模５０ ｍ 394 9353 雑工事

排水工事 9353080155 排水工事 雨水排水 排水管 塩化ビニル管 径１２５ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共 雨水排水（材工）　排水管 塩化ビニル管　径１２５規模５０ ｍ 394 9353 雑工事

排水工事 9353080160 排水工事 雨水排水 排水管 塩化ビニル管 径１５０ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共 雨水排水（材工）　排水管 塩化ビニル管　径１５０規模５０ ｍ 394 9353 雑工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351031002
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） 万代塀 地上高１，８２０ｍｍ 控付柱・直柱交互使用
施工規模１００ｍ 材工共 万代商会

鉄筋コンクリート組立塀（材工） 万代塀　Ｈ１８２０　直柱交互 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351031004
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） 万代塀 地上高１，８２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１
００ｍ 材工共 万代商会

鉄筋コンクリート組立塀（材工） 万代塀　Ｈ１８２０　各柱控付 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351031006
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） 万代塀 地上高２，１２０ｍｍ 控付柱・直柱交互使用
施工規模１００ｍ 材工共 万代商会

鉄筋コンクリート組立塀（材工） 万代塀　Ｈ２１２０　直柱交互 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351031008
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） 万代塀 地上高２，１２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１
００ｍ 材工共 万代商会

鉄筋コンクリート組立塀（材工） 万代塀　Ｈ２１２０　各柱控付 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351031010
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） 万代塀 地上高２，４２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１
００ｍ 材工共 万代商会

鉄筋コンクリート組立塀（材工） 万代塀　Ｈ２４２０　各柱控付 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351031012
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） 万代塀 地上高２，７２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１
００ｍ 材工共 万代商会

鉄筋コンクリート組立塀（材工） 万代塀　Ｈ２７２０　各柱控付 ｍ 394 9351 外構工事
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外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351031014
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） 万代塀 地上高３，０２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１
００ｍ 材工共 万代商会

鉄筋コンクリート組立塀（材工） 万代塀　Ｈ３０２０　各柱控付 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351031502
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） 二葉万年塀 地上高１，８２０ｍｍ 控付柱・直柱交互使
用 施工規模１００ｍ 材工共 二葉コンクリート

鉄筋コンクリート組立塀（材工） 二葉万年塀　Ｈ１８２０直柱交互 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351031504
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） 二葉万年塀 地上高１，８２０ｍｍ 各柱控付き 施工規
模１００ｍ 材工共 二葉コンクリート

鉄筋コンクリート組立塀（材工） 二葉万年塀　Ｈ１８２０各柱控付 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351031506
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） 二葉万年塀 地上高２，１２０ｍｍ 控付柱・直柱交互使
用 施工規模１００ｍ 材工共 二葉コンクリート

鉄筋コンクリート組立塀（材工） 二葉万年塀　Ｈ２１２０直柱交互 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351031508
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） 二葉万年塀 地上高２，１２０ｍｍ 各柱控付き 施工規
模１００ｍ 材工共 二葉コンクリート

鉄筋コンクリート組立塀（材工） 二葉万年塀　Ｈ２１２０各柱控付 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351031510
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） 二葉万年塀 地上高２，４２０ｍｍ 各柱控付き 施工規
模１００ｍ 材工共 二葉コンクリート

鉄筋コンクリート組立塀（材工） 二葉万年塀　Ｈ２４２０各柱控付 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351031512
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） 二葉万年塀 地上高２，７２０ｍｍ 各柱控付き 施工規
模１００ｍ 材工共 二葉コンクリート

鉄筋コンクリート組立塀（材工） 二葉万年塀　Ｈ２７２０各柱控付 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351031514
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） 二葉万年塀 地上高３，０２０ｍｍ 各柱控付き 施工規
模１００ｍ 材工共 二葉コンクリート

鉄筋コンクリート組立塀（材工） 二葉万年塀　Ｈ３０２０各柱控付 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351032002
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） ミヤコ万年塀 地上高１，８２０ｍｍ 控付柱・直柱交互
使用 施工規模１００ｍ 材工共 ミヤコ・エクステリア

鉄筋コンクリート組立塀（材工） ミヤコ万年　Ｈ１８２０直柱交互 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351032004
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） ミヤコ万年塀 地上高１，８２０ｍｍ 各柱控付き 施工
規模１００ｍ 材工共 ミヤコ・エクステリア

鉄筋コンクリート組立塀（材工） ミヤコ万年　Ｈ１８２０各柱控付 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351032006
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） ミヤコ万年塀 地上高２，１２０ｍｍ 控付柱・直柱交互
使用 施工規模１００ｍ 材工共 ミヤコ・エクステリア

鉄筋コンクリート組立塀（材工） ミヤコ万年　Ｈ２１２０直柱交互 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351032008
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） ミヤコ万年塀 地上高２，１２０ｍｍ 各柱控付き 施工
規模１００ｍ 材工共 ミヤコ・エクステリア

鉄筋コンクリート組立塀（材工） ミヤコ万年　Ｈ２１２０各柱控付 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351032010
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） ミヤコ万年塀 地上高２，４２０ｍｍ 各柱控付き 施工
規模１００ｍ 材工共 ミヤコ・エクステリア

鉄筋コンクリート組立塀（材工） ミヤコ万年　Ｈ２４２０各柱控付 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351032012
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） ミヤコ万年塀 地上高２，７２０ｍｍ 各柱控付き 施工
規模１００ｍ 材工共 ミヤコ・エクステリア

鉄筋コンクリート組立塀（材工） ミヤコ万年　Ｈ２７２０各柱控付 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表
価格】

9351032014
外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） ミヤコ万年塀 地上高３，０２０ｍｍ 各柱控付き 施工
規模１００ｍ 材工共 ミヤコ・エクステリア

鉄筋コンクリート組立塀（材工） ミヤコ万年　Ｈ３０２０各柱控付 ｍ 394 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351050076
外構工事 メッシュフェンス朝日ＡＲ（アル）フェンス Ａ型　ＭＳ Ｈ－８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００
ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＡＲ（アル）フェンス・材工 Ａ型　ＭＳ　Ｈ８０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351050078
外構工事 メッシュフェンス朝日ＡＲ（アル）フェンス Ａ型　ＭＳ Ｈ－１００ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１０
０ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＡＲ（アル）フェンス・材工 Ａ型　ＭＳ　Ｈ１００ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351050080
外構工事 メッシュフェンス朝日ＡＲ（アル）フェンス Ａ型　ＭＳ Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１０
０ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＡＲ（アル）フェンス・材工 Ａ型　ＭＳ　Ｈ１２０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事
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外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351050082
外構工事 メッシュフェンス朝日ＡＲ（アル）フェンス Ａ型　ＭＳ Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１０
０ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＡＲ（アル）フェンス・材工 Ａ型　ＭＳ　Ｈ１５０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051002
外構工事 メッシュフェンス朝日ＡＲ（アル）フェンス Ａ型　ＭＳ Ｈ－１８０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１０
０ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＡＲ（アル）フェンス・材工 Ａ型　ＭＳ　Ｈ１８０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051004
外構工事 メッシュフェンス朝日ＡＲ（アル）フェンス Ａ型　ＭＳ Ｈ－２００ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１０
０ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＡＲ（アル）フェンス・材工 Ａ型　ＭＳ　Ｈ２００ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351050002
外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規
模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工 Ａ型５０シリーズ　Ｈ８０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351050004
外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－１００ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工
規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工 Ａ型５０シリーズ　Ｈ１００ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351050006
外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工
規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工 Ａ型５０シリーズ　Ｈ１２０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351050008
外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工
規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工 Ａ型５０シリーズ　Ｈ１５０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051102
外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－１８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工
規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工 Ａ型５０シリーズ　Ｈ１８０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051104
外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－２００ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工
規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工 Ａ型５０シリーズ　Ｈ２００ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051106
外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－２４０ｃｍ ３０×３０×５０ｃｍ 施工
規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工 Ａ型５０シリーズ　Ｈ２４０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051108
外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－３００ｃｍ ３０×３０×６０ｃｍ 施工
規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工 Ａ型５０シリーズ　Ｈ３００ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351050020
外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス ＸＷ型　ＸＡ Ｈ－１５０ｃｍ ４０×４０×６０ｃｍ 施工規模１００
ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日目かくしフェンス（材工） ＸＷ型　ＸＡ　Ｈ１５０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351050022
外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス ＸＷ型　ＸＡ Ｈ－１８０ｃｍ ４０×４０×７５ｃｍ 施工規模１００
ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日目かくしフェンス（材工） ＸＷ型　ＸＡ　Ｈ１８０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051202
外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス ＡＭ型　ＸＡ Ｈ－１２０ｃｍ ３０×３０×６０ｃｍ 施工規模１００
ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日目かくしフェンス（材工） ＡＭ型　ＸＡ　Ｈ１２０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051204
外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス ＡＭ型　ＸＡ Ｈ－１５０ｃｍ ４０×４０×６０ｃｍ 施工規模１００
ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日目かくしフェンス（材工） ＡＭ型　ＸＡ　Ｈ１５０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051206
外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス ＡＭ型　ＸＡ Ｈ－１８０ｃｍ ４０×４０×７５ｃｍ 施工規模１００
ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日目かくしフェンス（材工） ＡＭ型　ＸＡ　Ｈ１８０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051208
外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス ＡＭ型　ＸＡ Ｈ－２００ｃｍ ５０×５０×７０ｃｍ 施工規模１００
ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日目かくしフェンス（材工） ＡＭ型　ＸＡ　Ｈ２００ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051210
外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス ＡＭ型　ＸＡ Ｈ－２５０ｃｍ ５５×５５×８５ｃｍ 施工規模１００
ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日目かくしフェンス（材工） ＡＭ型　ＸＡ　Ｈ２５０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事
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外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051212
外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス ＡＭ型　ＸＡ Ｈ－３００ｃｍ ６５×６５×１００ｃｍ 施工規模１０
０ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日目かくしフェンス（材工） ＡＭ型　ＸＡ　Ｈ３００ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051302
外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線） Ａ型　径３．２×５６ｍｍ Ｈ－８０ｃｍ １８×
１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＰＣフェンス（材工） Ａ型　径３．２×５６　Ｈ８０ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051304
外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線） Ａ型　径３．２×５６ｍｍ Ｈ－１００ｃｍ １８
×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＰＣフェンス（材工） Ａ型　径３．２×５６　Ｈ１００ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051306
外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線） Ａ型　径３．２×５６ｍｍ Ｈ－１２０ｃｍ １８
×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＰＣフェンス（材工） Ａ型　径３．２×５６　Ｈ１２０ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051308
外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線） Ａ型　径３．２×５６ｍｍ Ｈ－１５０ｃｍ １８
×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＰＣフェンス（材工） Ａ型　径３．２×５６　Ｈ１５０ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051310
外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線） Ａ型　径３．２×５６ｍｍ Ｈ－１８０ｃｍ ２０
×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＰＣフェンス（材工） Ａ型　径３．２×５６　Ｈ１８０ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051312
外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線） Ａ型　径３．２×５６ｍｍ Ｈ－２００ｃｍ ２５
×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＰＣフェンス（材工） Ａ型　径３．２×５６　Ｈ２００ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051314
外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線） Ａ型　径３．２×５６ｍｍ Ｈ－２５０ｃｍ ３０
×３０×５０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＰＣフェンス（材工） Ａ型　径３．２×５６　Ｈ２５０ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051316
外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線） Ａ型　径３．２×５６ｍｍ Ｈ－３００ｃｍ ３０
×３０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ＰＣフェンス（材工） Ａ型　径３．２×５６　Ｈ３００ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051402
外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス Ａ型　丸パイプ型 Ｈ－９０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ
材工共 朝日スチール工業

朝日ピケットフェンス（材工） Ａ型　丸パイプ型　Ｈ９０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051404
外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス Ａ型　丸パイプ型 Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００
ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ピケットフェンス（材工） Ａ型　丸パイプ型　Ｈ１２０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051406
外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス Ａ型　丸パイプ型 Ｈ－１５０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００
ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ピケットフェンス（材工） Ａ型　丸パイプ型　Ｈ１５０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051408
外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス Ａ型　丸パイプ型 Ｈ－１８０ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００
ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ピケットフェンス（材工） Ａ型　丸パイプ型　Ｈ１８０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051410
外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス Ｖ型　角パイプ型 Ｈ－９０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ
材工共 朝日スチール工業

朝日ピケットフェンス（材工） Ｖ型　角パイプ型　Ｈ９０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051412
外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス Ｖ型　角パイプ型 Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００
ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ピケットフェンス（材工） Ｖ型　角パイプ型　Ｈ１２０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051414
外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス Ｖ型　角パイプ型 Ｈ－１５０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００
ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ピケットフェンス（材工） Ｖ型　角パイプ型　Ｈ１５０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351051416
外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス Ｖ型　角パイプ型 Ｈ－１８０ｃｍ ２５×２５×５０ｃｍ 施工規模１００
ｍ 材工共 朝日スチール工業

朝日ピケットフェンス（材工） Ｖ型　角パイプ型　Ｈ１８０ｃｍ ｍ 396 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053002
外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＡ－９０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆
メタル

ネットフェンス（材工） ＫＦ－Ｓ型　ＫＡ－９０ ｍ 397 9351 外構工事
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外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053004
外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＡ－１００ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

ネットフェンス（材工） ＫＦ－Ｓ型　ＫＡ－１００ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053006
外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＡ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

ネットフェンス（材工） ＫＦ－Ｓ型　ＫＡ－１２０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053008
外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＡＢ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェン
ス＆メタル

ネットフェンス（材工） ＫＦ－Ｓ型　ＫＡＢ－１２０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053010
外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＡＢ－１５０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェン
ス＆メタル

ネットフェンス（材工） ＫＦ－Ｓ型　ＫＡＢ－１５０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053012
外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＡＢ－１８０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェン
ス＆メタル

ネットフェンス（材工） ＫＦ－Ｓ型　ＫＡＢ－１８０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053014
外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＡＢ－２００ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェン
ス＆メタル

ネットフェンス（材工） ＫＦ－Ｓ型　ＫＡＢ－２００ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053016
外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＢ－１５０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

ネットフェンス（材工） ＫＦ－Ｓ型　ＫＢ－１５０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053018
外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＢ－１８０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

ネットフェンス（材工） ＫＦ－Ｓ型　ＫＢ－１８０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053020
外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＢ－２００ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

ネットフェンス（材工） ＫＦ－Ｓ型　ＫＢ－２００ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053022
外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＢ－２５０ ３０×３０×５０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

ネットフェンス（材工） ＫＦ－Ｓ型　ＫＢ－２５０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053024
外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＣ－３００ ３０×３０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

ネットフェンス（材工） ＫＦ－Ｓ型　ＫＣ－３００ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053026
外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ・Ｆ１型 ＫＡＢＦ－１５０　忍 １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
ニッケンフェンス＆メタル

ネットフェンス（材工） ＫＦＳ・Ｆ１　ＫＡＢＦ１５０忍 ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053028
外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ・Ｆ１型 ＫＡＢＦ－１８０　忍 ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
ニッケンフェンス＆メタル

ネットフェンス（材工） ＫＦＳ・Ｆ１　ＫＡＢＦ１８０忍 ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053102
外構工事 スーパーネットフェンス Ｓ－ＫＺ型 ＫＡＺ－９０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケン
フェンス＆メタル

スーパーネットフェンス（材工） Ｓ－ＫＺ型　ＫＡＺ－９０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053104
外構工事 スーパーネットフェンス Ｓ－ＫＺ型 ＫＡＺ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケ
ンフェンス＆メタル

スーパーネットフェンス（材工） Ｓ－ＫＺ型　ＫＡＺ－１２０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053106
外構工事 スーパーネットフェンス Ｓ－ＫＺ型 ＫＡＢＺ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッ
ケンフェンス＆メタル

スーパーネットフェンス（材工） Ｓ－ＫＺ型　ＫＡＢＺ－１２０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053108
外構工事 スーパーネットフェンス Ｓ－ＫＺ型 ＫＡＢＺ－１５０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッ
ケンフェンス＆メタル

スーパーネットフェンス（材工） Ｓ－ＫＺ型　ＫＡＢＺ－１５０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053110
外構工事 スーパーネットフェンス Ｓ－ＫＺ型 ＫＡＢＺ－１８０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッ
ケンフェンス＆メタル

スーパーネットフェンス（材工） Ｓ－ＫＺ型　ＫＡＢＺ－１８０ ｍ 397 9351 外構工事
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外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053202
外構工事 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ型 Ｈ－９０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆
メタル

メッシュフェンス（材工） ＷＭ－Ｋ型　Ｈ９０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053204
外構工事 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ型 Ｈ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

メッシュフェンス（材工） ＷＭ－Ｋ型　Ｈ１２０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053206
外構工事 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ型 Ｈ－１５０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

メッシュフェンス（材工） ＷＭ－Ｋ型　Ｈ１５０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053210
外構工事 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ型 Ｈ－１８０　忍 ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェ
ンス＆メタル

メッシュフェンス（材工） ＷＭ－Ｋ型　Ｈ１８０　忍 ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053302
外構工事 角パイプフェンス ＢＺ－１型 Ｈ－９０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆
メタル

角パイプフェンス（材工） ＢＺ－１型　Ｈ９０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053304
外構工事 角パイプフェンス ＢＺ－１型 Ｈ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

角パイプフェンス（材工） ＢＺ－１型　Ｈ１２０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053306
外構工事 角パイプフェンス ＢＺ－１型 Ｈ－１５０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

角パイプフェンス（材工） ＢＺ－１型　Ｈ１５０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053308
外構工事 角パイプフェンス ＢＺ－１型 Ｈ－１８０ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

角パイプフェンス（材工） ＢＺ－１型　Ｈ１８０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053402
外構工事 Ｎステラフェンス ＮＳＴＬ型 Ｈ－９０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆
メタル

Ｎステラフェンス（材工） ＮＳＴＬ型　Ｈ９０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053404
外構工事 Ｎステラフェンス ＮＳＴＬ型 Ｈ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

Ｎステラフェンス（材工） ＮＳＴＬ型　Ｈ１２０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053406
外構工事 Ｎステラフェンス ＮＳＴＬ型 Ｈ－１５０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

Ｎステラフェンス（材工） ＮＳＴＬ型　Ｈ１５０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053408
外構工事 Ｎステラフェンス ＮＳＴＬ型 Ｈ－１８０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

Ｎステラフェンス（材工） ＮＳＴＬ型　Ｈ１８０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053510
外構工事 ステラＰフェンス ＳＴＬＰ型 Ｈ－８０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆
メタル

ステラＰフェンス（材工） ＳＴＬＰ型　Ｈ８０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053512
外構工事 ステラＰフェンス ＳＴＬＰ型 Ｈ－１００ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

ステラＰフェンス（材工） ＳＴＬＰ型　Ｈ１００ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053514
外構工事 ステラＰフェンス ＳＴＬＰ型 Ｈ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

ステラＰフェンス（材工） ＳＴＬＰ型　Ｈ１２０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053516
外構工事 ステラＰフェンス ＳＴＬＰ型 Ｈ－１５０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

ステラＰフェンス（材工） ＳＴＬＰ型　Ｈ１５０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053518
外構工事 ステラＰフェンス ＳＴＬＰ型 Ｈ－１８０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス
＆メタル

ステラＰフェンス（材工） ＳＴＬＰ型　Ｈ１８０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053610
外構工事 目隠しフェンス 耐震型　ＴＳ－Ｓ Ｈ－１５０ ４０×４０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェ
ンス＆メタル

目隠しフェンス（材工） 耐震型ＴＳ－Ｓ型　Ｈ１５０ ｍ 397 9351 外構工事
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外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053612
外構工事 目隠しフェンス 耐震型　ＴＳ－Ｓ Ｈ－１８０ ４０×４０×７０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェ
ンス＆メタル

目隠しフェンス（材工） 耐震型ＴＳ－Ｓ型　Ｈ１８０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053614
外構工事 目隠しフェンス 耐震型　ＴＳ－Ｃ Ｈ－１５０ ４０×４０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェ
ンス＆メタル

目隠しフェンス（材工） 耐震型ＴＳ－Ｃ型　Ｈ１５０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351053616
外構工事 目隠しフェンス 耐震型　ＴＳ－Ｃ Ｈ－１８０ ４０×４０×７０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェ
ンス＆メタル

目隠しフェンス（材工） 耐震型ＴＳ－Ｃ型　Ｈ１８０ ｍ 397 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054002 外構工事 Ｖネットフェンス １型　ＶＢ Ｈ－１８０ｃｍ ３０×３０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） １型　ＶＢ　Ｈ１８０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054004
外構工事 Ｖネットフェンス ２型　ＶＡ Ｈ－１８０ｃｍ 控付き１８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ
建材

Ｖネットフェンス（材工） ２型　ＶＡ　Ｈ１８０ｃｍ控付き ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054006 外構工事 Ｖネットフェンス ２型　ＶＢ Ｈ－１８０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） ２型　ＶＢ　Ｈ１８０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054008 外構工事 Ｖネットフェンス ３型　ＶＢ Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） ３型　ＶＢ　Ｈ１２０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054010 外構工事 Ｖネットフェンス ４型　ＶＡＢ Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） ４型　ＶＡＢ　Ｈ１２０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054012 外構工事 Ｖネットフェンス ５型　ＶＡ Ｈ－８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） ５型　ＶＡ　Ｈ８０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054014 外構工事 Ｖネットフェンス ５型　ＶＡ Ｈ－９０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） ５型　ＶＡ　Ｈ９０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054016 外構工事 Ｖネットフェンス ５型　ＶＡ Ｈ－１００ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） ５型　ＶＡ　Ｈ１００ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054018 外構工事 Ｖネットフェンス ５型　ＶＡ Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） ５型　ＶＡ　Ｈ１２０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054020 外構工事 Ｖネットフェンス ５型　ＶＡＢ Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） ５型　ＶＡＢ　Ｈ１２０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054022
外構工事 Ｖネットフェンス ５型　ＶＡ Ｈ－１５０ｃｍ 控付き１８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ
建材

Ｖネットフェンス（材工） ５型　ＶＡ　Ｈ１５０ｃｍ控付き ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054024 外構工事 Ｖネットフェンス ５型　ＶＡＢ Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） ５型　ＶＡＢ　Ｈ１５０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054026 外構工事 Ｖネットフェンス ５型　ＶＢ Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） ５型　ＶＢ　Ｈ１５０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054028 外構工事 Ｖネットフェンス ５型　ＶＡＢ Ｈ－１８０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） ５型　ＶＡＢ　Ｈ１８０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054030 外構工事 Ｖネットフェンス ５型　ＶＢ Ｈ－１８０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） ５型　ＶＢ　Ｈ１８０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事
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外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054032 外構工事 Ｖネットフェンス ５型　ＶＢ Ｈ－２００ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） ５型　ＶＢ　Ｈ２００ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054034 外構工事 Ｖネットフェンス ５型　ＶＢ Ｈ－２５０ｃｍ ３０×３０×５０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） ５型　ＶＢ　Ｈ２５０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054036 外構工事 Ｖネットフェンス ５型　ＶＣ Ｈ－３００ｃｍ ３０×３０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｖネットフェンス（材工） ５型　ＶＣ　Ｈ３００ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054102
外構工事 ニューラウンドフェンス ＮＲ－４型 Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ
建材

ニューラウンドフェンス（材工） ＮＲ－４型　Ｈ１２０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054104
外構工事 ニューラウンドフェンス ＮＲ－４型 Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ
建材

ニューラウンドフェンス（材工） ＮＲ－４型　Ｈ１５０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054106
外構工事 ニューラウンドフェンス ＮＲ－４型 Ｈ－１８０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ
建材

ニューラウンドフェンス（材工） ＮＲ－４型　Ｈ１８０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054202 外構工事 Ｊメッシュ Ｊ型 Ｈ－１００ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｊメッシュ（材工） Ｊ型　Ｈ１００ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054204 外構工事 Ｊメッシュ Ｊ型 Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｊメッシュ（材工） Ｊ型　Ｈ１２０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054206 外構工事 Ｊメッシュ Ｊ型 Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｊメッシュ（材工） Ｊ型　Ｈ１５０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351050060 外構工事 Ｎｅｏフェンス Ｎｅｏ－７型 Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｎｅｏフェンス（材工） Ｎｅｏ－７型　Ｈ１２０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351050062 外構工事 Ｎｅｏフェンス Ｎｅｏ－７型 Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｎｅｏフェンス（材工） Ｎｅｏ－７型　Ｈ１５０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054208 外構工事 Ｎｅｏフェンス Ｎｅｏ－７型 Ｈ－１８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 Ｎｅｏフェンス（材工） Ｎｅｏ－７型　Ｈ１８０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054210
外構工事 Ｎｅｏロータフェンス ＮＥＲ－Ａ型 Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ
建材

Ｎｅｏロータフェンス（材工） ＮＥＲ－Ａ型　Ｈ１２０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054212
外構工事 Ｎｅｏロータフェンス ＮＥＲ－Ａ型 Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ
建材

Ｎｅｏロータフェンス（材工） ＮＥＲ－Ａ型　Ｈ１５０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054214
外構工事 Ｎｅｏロータフェンス ＮＥＲ－Ａ型 Ｈ－１８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ
建材

Ｎｅｏロータフェンス（材工） ＮＥＲ－Ａ型　Ｈ１８０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054402 外構工事 角パイプフェンス ＳＰ－Ａ型 Ｈ－１２０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 角パイプフェンス（材工） ＳＰ－Ａ型　Ｈ１２０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054404 外構工事 角パイプフェンス ＳＰ－Ａ型 Ｈ－１５０ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 角パイプフェンス（材工） ＳＰ－Ａ型　Ｈ１５０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351054406 外構工事 角パイプフェンス ＳＰ－Ａ型 Ｈ－１８０ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材 角パイプフェンス（材工） ＳＰ－Ａ型　Ｈ１８０ｃｍ ｍ 398 9351 外構工事
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外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351052102
外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－９０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 Ｊ
ＦＥ建材

両面フェンス（材工）亜鉛 ＮＲ－４型　Ｈ９０ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351052104
外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－１００ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
ＪＦＥ建材

両面フェンス（材工）亜鉛 ＮＲ－４型　Ｈ１００ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351052106
外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
ＪＦＥ建材

両面フェンス（材工）亜鉛 ＮＲ－４型　Ｈ１２０ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351052108
外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
ＪＦＥ建材

両面フェンス（材工）亜鉛 ＮＲ－４型　Ｈ１５０ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351052110
外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－１８０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
ＪＦＥ建材

両面フェンス（材工）亜鉛 ＮＲ－４型　Ｈ１８０ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351052112
外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－２００ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
ＪＦＥ建材

両面フェンス（材工）亜鉛 ＮＲ－４型　Ｈ２００ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351052114
外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－２５０ｃｍ ３０×３０×５０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
ＪＦＥ建材

両面フェンス（材工）亜鉛 ＮＲ－４型　Ｈ２５０ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351052116
外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－３００ｃｍ ３０×３０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
ＪＦＥ建材

両面フェンス（材工）亜鉛 ＮＲ－４型　Ｈ３００ ｍ 398 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351052204
外構工事 高尺フェンスコラム高尺フェンス（合成樹脂被覆線） ＳＳ型 Ｈ－５００ｃｍ Ｐ－４５－２００型 施工規模１
００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材

コラム高尺フェンス（材工） 合成樹脂　ＳＳ型　Ｈ５００ｃｍ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351052206
外構工事 高尺フェンスコラム高尺フェンス（合成樹脂被覆線） ＳＳ型 Ｈ－６００ｃｍ Ｐ－４５－２００型 施工規模１
００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材

コラム高尺フェンス（材工） 合成樹脂　ＳＳ型　Ｈ６００ｃｍ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351052208
外構工事 高尺フェンスコラム高尺フェンス（合成樹脂被覆線） ＳＳ型 Ｈ－７００ｃｍ Ｐ－４５－２５０型 施工規模１
００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材

コラム高尺フェンス（材工） 合成樹脂　ＳＳ型　Ｈ７００ｃｍ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351052210
外構工事 高尺フェンスコラム高尺フェンス（合成樹脂被覆線） ＳＳ型 Ｈ－８００ｃｍ Ｐ－４５－２５０型 施工規模１
００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材

コラム高尺フェンス（材工） 合成樹脂　ＳＳ型　Ｈ８００ｃｍ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351052212
外構工事 高尺フェンスコラム高尺フェンス（合成樹脂被覆線） ＳＳ型 Ｈ－９００ｃｍ Ｐ－５５－３００型 施工規模１
００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材

コラム高尺フェンス（材工） 合成樹脂　ＳＳ型　Ｈ９００ｃｍ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351052214
外構工事 高尺フェンスコラム高尺フェンス（合成樹脂被覆線） ＳＳ型 Ｈ－１，０００ｃｍ Ｐ－５５－３００型 施工規
模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材

コラム高尺フェンス（材工） 合成樹脂　ＳＳ型Ｈ１０００ｃｍ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055002
外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
積水樹脂

メッシュフェンス メッシュＧ０　５０　Ｈ８０ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055004
外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－１００ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
積水樹脂

メッシュフェンス メッシュＧ０　５０　Ｈ１００ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055006
外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
積水樹脂

メッシュフェンス メッシュＧ０　５０　Ｈ１２０ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055008
外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
積水樹脂

メッシュフェンス メッシュＧ０　５０　Ｈ１５０ ｍ 399 9351 外構工事
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外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055010
外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－１８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
積水樹脂

メッシュフェンス メッシュＧ０　５０　Ｈ１８０ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055012
外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－２００ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
積水樹脂

メッシュフェンス メッシュＧ０　５０　Ｈ２００ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055014
外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－２４０ｃｍ ３０×３０×５０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
積水樹脂

メッシュフェンス メッシュＧ０　５０　Ｈ２４０ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055016
外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－３００ｃｍ ３０×３０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
積水樹脂

メッシュフェンス メッシュＧ０　５０　Ｈ３００ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055018
外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ１０ ５０シリーズ Ｈ－８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
積水樹脂

メッシュフェンス メッシュＧ１０　５０　Ｈ８０ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055020
外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ１０ ５０シリーズ Ｈ－９０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共
積水樹脂

メッシュフェンス メッシュＧ１０　５０　Ｈ９０ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055022
外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ１０ ５０シリーズ Ｈ－１００ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工
共 積水樹脂

メッシュフェンス メッシュＧ１０　５０　Ｈ１００ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055024
外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ１０ ５０シリーズ Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工
共 積水樹脂

メッシュフェンス メッシュＧ１０　５０　Ｈ１２０ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055026
外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ１０ ５０シリーズ Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工
共 積水樹脂

メッシュフェンス メッシュＧ１０　５０　Ｈ１５０ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055028
外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ１０ ５０シリーズ Ｈ－１８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工
共 積水樹脂

メッシュフェンス メッシュＧ１０　５０　Ｈ１８０ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055030
外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ１０ ５０シリーズ Ｈ－２００ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工
共 積水樹脂

メッシュフェンス メッシュＧ１０　５０　Ｈ２００ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055032 外構工事 目隠しフェンス目隠しＶ型 通風 Ｈ－１５０ｃｍ ４０×４０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂 目隠しフェンス 目隠しＶ型　通風　Ｈ１５０ｃｍ ｍ 399 9351 外構工事

外構工事（フェンス工事）【公表価格】 9351055034 外構工事 目隠しフェンス目隠しＶ型 通風 Ｈ－１８０ｃｍ ４０×４０×７５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂 目隠しフェンス 目隠しＶ型　通風　Ｈ１８０ｃｍ ｍ 399 9351 外構工事

構内舗装工事 9351060005 構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－５－１５（合材・路盤材＝新材） 施工規模１００ 材工共 車道アスファルト舗装材工　新材 密粒度Ａ－５－１５　規模１００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351060010 構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－５－１５（合材・路盤材＝新材） 施工規模５００ 材工共 車道アスファルト舗装材工　新材 密粒度Ａ－５－１５　規模５００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351060018
構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－５－１５（合材・路盤材＝新材） 施工規模２，０００ 材工
共

車道アスファルト舗装材工　新材 密粒度Ａ－５－１５規模２０００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351060025 構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－８－２５（合材・路盤材＝新材） 施工規模１００ 材工共 車道アスファルト舗装材工　新材 密粒度Ａ－８－２５　規模１００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351060030 構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－８－２５（合材・路盤材＝新材） 施工規模５００ 材工共 車道アスファルト舗装材工　新材 密粒度Ａ－８－２５　規模５００ ｍ２ 402 9351 外構工事
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構内舗装工事 9351060038
構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－８－２５（合材・路盤材＝新材） 施工規模２，０００ 材工
共

車道アスファルト舗装材工　新材 密粒度Ａ－８－２５規模２０００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351066002 構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－５－１５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模１００ 材工共 車道アスファルト舗装材工　再生 密粒度Ａ－５－１５　規模１００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351066004 構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－５－１５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模５００ 材工共 車道アスファルト舗装材工　再生 密粒度Ａ－５－１５　規模５００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351066007
構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－５－１５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模２，０００ 材
工共

車道アスファルト舗装材工　再生 密粒度Ａ－５－１５規模２０００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351066010 構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－８－２５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模１００ 材工共 車道アスファルト舗装材工　再生 密粒度Ａ－８－２５　規模１００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351066012 構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－８－２５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模５００ 材工共 車道アスファルト舗装材工　再生 密粒度Ａ－８－２５　規模５００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351066015
構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－８－２５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模２，０００ 材
工共

車道アスファルト舗装材工　再生 密粒度Ａ－８－２５規模２０００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351060105 構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－３－１０（合材・路盤材＝新材） 施工規模５００ 材工共 歩道アスファルト舗装材工　新材 密粒度Ａ－３－１０　規模５００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351060110 構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－３－１５（合材・路盤材＝新材） 施工規模５００ 材工共 歩道アスファルト舗装材工　新材 密粒度Ａ－３－１５　規模５００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351060115 構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 細粒度アスコン Ａ－３－１０（合材・路盤材＝新材） 施工規模５００ 材工共 歩道アスファルト舗装材工　新材 細粒度Ａ－３－１０　規模５００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351060120 構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 細粒度アスコン Ａ－３－１５（合材・路盤材＝新材） 施工規模５００ 材工共 歩道アスファルト舗装材工　新材 細粒度Ａ－３－１５　規模５００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351066402 構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－３－１０（合材・路盤材＝再生材） 施工規模５００ 材工共 歩道アスファルト舗装材工　再生 密粒度Ａ－３－１０　規模５００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351066404 構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－３－１５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模５００ 材工共 歩道アスファルト舗装材工　再生 密粒度Ａ－３－１５　規模５００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351066602 構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 細粒度アスコン Ａ－３－１０（合材・路盤材＝再生材） 施工規模５００ 材工共 歩道アスファルト舗装材工　再生 細粒度Ａ－３－１０　規模５００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351066604 構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 細粒度アスコン Ａ－３－１５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模５００ 材工共 歩道アスファルト舗装材工　再生 細粒度Ａ－３－１５　規模５００ ｍ２ 402 9351 外構工事

構内舗装工事 9351060215 構内舗装工事 車道部コンクリート舗装 呼び強度２４ Ｃ－１５－１５（路盤材＝新材） 施工規模１００ 材工共 車道コンクリート舗装材工　新材 呼び強度２４　Ｃ－１５－１５ ｍ２ 404 9351 外構工事

構内舗装工事 9351060220 構内舗装工事 歩道部コンクリート舗装 呼び強度２４ Ｃ－７－１０（路盤材＝新材） 施工規模１００ 材工共 歩道コンクリート舗装材工　新材 呼び強度２４　Ｃ－７－１０ ｍ２ 404 9351 外構工事

構内舗装工事 9353040006 構内舗装工事 砂利敷き　Ａ種 上敷き厚３０ｍｍ 下敷き厚６０ｍｍ 施工規模１００ 材工共 砂利敷き（材工）　Ａ種 上敷Ｔ３０下敷Ｔ６０規模１００ ｍ２ 404 9353 雑工事
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構内舗装工事 9353040008 構内舗装工事 砂利敷き　Ｂ種 厚６０ｍｍ 施工規模１００ 材工共 砂利敷き（材工）　Ｂ種 Ｔ６０ｍｍ　規模１００ ｍ２ 404 9353 雑工事

構内舗装工事 9351060505 構内舗装工事 収縮目地 注入目地材（アスファルト） ６～１０×４０ 施工規模１００ 材工共 収縮目地（材工）　注入材 アスファルト　６～１０×４０ ｍ 404 9351 外構工事

構内舗装工事 9351060510 構内舗装工事 突付け目地 注入目地材（アスファルト） ６～１０×１５０ 施工規模１００ 材工共 突付け目地（材工）　注入材 アスファルト　６～１０×１５０ ｍ 404 9351 外構工事

構内舗装工事（側溝類） 9351060810 構内舗装工事 Ｌ形側溝 ２５０Ｂ 施工規模１００ 材工共 構内舗装工事（材工）　Ｌ形側溝 ２５０Ｂ ｍ 404 9351 外構工事

構内舗装工事（側溝類） 9351060815 構内舗装工事 Ｖ形側溝 ５５×８０×５００ｍｍ 施工規模１００ 材工共 構内舗装工事（材工）　Ｖ形側溝 ５５×８０×５００ｍｍ ｍ 404 9351 外構工事

構内舗装工事（側溝類） 9351060820 構内舗装工事 街きょ Ｗ＝２５０ 施工規模１００ 材工共 構内舗装工事（材工）　街きょ Ｗ２５０ ｍ 404 9351 外構工事

構内舗装工事（側溝類） 9351060825 構内舗装工事 街きょ Ｗ＝５００ 施工規模１００ 材工共 構内舗装工事（材工）　街きょ Ｗ５００ ｍ 404 9351 外構工事

構内舗装工事（側溝類） 9351060835 構内舗装工事 コンクリート縁石 １５０／１７０×２００×６００ｍｍ 施工規模１００ 材工共 構内舗装工事　コンクリート縁石 １５０／１７０×２００×６００ ｍ 404 9351 外構工事

構内舗装工事（側溝類） 9351060840 構内舗装工事 コンクリート縁石 １２０×１２０×６００ｍｍ 施工規模１００ 材工共 構内舗装工事　コンクリート縁石 １２０×１２０×６００ｍｍ ｍ 404 9351 外構工事

構内舗装工事（側溝類） 9351060845 構内舗装工事 コンクリート縁石 １５０×１５０×６００ｍｍ 施工規模１００ 材工共 構内舗装工事　コンクリート縁石 １５０×１５０×６００ｍｍ ｍ 404 9351 外構工事

構内舗装工事（側溝類） 9351060850 構内舗装工事 Ｕ形側溝 ２４０ 施工規模１００ 材工共 構内舗装工事（材工）　Ｕ形側溝 ２４０ ｍ 404 9351 外構工事

構内舗装工事（側溝類） 9351060855 構内舗装工事 Ｕ形側溝 ３００Ａ 施工規模１００ 材工共 構内舗装工事（材工）　Ｕ形側溝 ３００Ａ ｍ 404 9351 外構工事

構内舗装工事（側溝類） 9351060860 構内舗装工事 Ｕ形側溝 ３６０Ａ 施工規模１００ 材工共 構内舗装工事（材工）　Ｕ形側溝 ３６０Ａ ｍ 404 9351 外構工事

構内舗装工事（インターロッキングブロック） 9351060875 構内舗装工事 カラー平板舗装 ３００×３００×６０ｍｍ 施工規模１００ 材工共 構内舗装工事（材工）カラー平板 ３００×３００×６０ｍｍ ｍ２ 404 9351 外構工事

構内舗装工事（インターロッキングブロック） 9351061005 構内舗装工事 インターロッキングブロック 厚６ｃｍ 標準品　直線配置 施工規模１００ 材工共 インターロッキング（材工） Ｔ６ｃｍ　標準品　規模１００ ｍ２ 404 9351 外構工事

構内舗装工事（インターロッキングブロック） 9351061010 構内舗装工事 インターロッキングブロック 厚６ｃｍ 標準品　直線配置 施工規模５０ 材工共 インターロッキング（材工） Ｔ６ｃｍ　標準品　規模５０ ｍ２ 404 9351 外構工事

構内舗装工事（インターロッキングブロック） 9351061015 構内舗装工事 インターロッキングブロック 厚８ｃｍ 標準品　直線配置 施工規模１００ 材工共 インターロッキング（材工） Ｔ８ｃｍ　標準品　規模１００ ｍ２ 404 9351 外構工事

構内舗装工事（インターロッキングブロック） 9351061020 構内舗装工事 インターロッキングブロック 厚８ｃｍ 標準品　直線配置 施工規模５０ 材工共 インターロッキング（材工） Ｔ８ｃｍ　標準品　規模５０ ｍ２ 404 9351 外構工事
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植栽工事 9222010010 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 中低木 樹高０．５ｍ未満　（人力） 施工規模１００本 手間のみ 樹木植栽（工）　中低木 樹高０．５ｍ未満　人力 本 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222010020 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 中低木 樹高０．５～１．０ｍ未満　（人力） 施工規模５０本 手間のみ 樹木植栽（工）　中低木 樹高０．５～１ｍ未満　人力 本 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222010030 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 中低木 樹高１．０～２．０ｍ未満　（人力） 施工規模５０本 手間のみ 樹木植栽（工）　中低木 樹高１～２ｍ未満　人力 本 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222010040 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 中低木 樹高２．０～３．０ｍ未満　（人力） 施工規模５０本 手間のみ 樹木植栽（工）　中低木 樹高２～３ｍ未満　人力 本 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222012010 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 高木 幹周１５ｃｍ未満　（人力） 施工規模１０本 手間のみ 樹木植栽（工）　高木 幹周１５ｃｍ未満　人力 本 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222012020 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 高木 幹周１５～２５ｃｍ未満　（人力） 施工規模１０本 手間のみ 樹木植栽（工）　高木 幹周１５～２５ｃｍ未満　人力 本 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222012030 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 高木 幹周２５～４０ｃｍ未満　（機械） 施工規模１０本 手間のみ 樹木植栽（工）　高木 幹周２５～４０ｃｍ未満　機械 本 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222012040 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 高木 幹周４０～６０ｃｍ未満　（機械） 施工規模１０本 手間のみ 樹木植栽（工）　高木 幹周４０～６０ｃｍ未満　機械 本 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222012050 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 高木 幹周６０～９０ｃｍ未満　（機械） 施工規模１０本 手間のみ 樹木植栽（工）　高木 幹周６０～９０ｃｍ未満　機械 本 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222014010 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 竹 モウソウチク　高さ３．０～４．０ｍ程度（人力） 施工規模１０本 手間のみ 樹木植栽（工）　竹 モウソウチク　Ｈ３～４ｍ　人力 本 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222016010 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 蔓性植物 フジ　幹周０．１２ｍ以上（人力） 施工規模２本 手間のみ 樹木植栽（工）　蔓性植物 フジ　幹周０．１２ｍ以上　人力 本 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222016020 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 蔓性植物 フジ　幹周０．１５ｍ以上（人力） 施工規模２本 手間のみ 樹木植栽（工）　蔓性植物 フジ　幹周０．１５ｍ以上　人力 本 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222020010 植栽工事 芝張り 高麗芝 目地あり（芝０．７ｍ２／ｍ２） 施工規模３０ｍ２ 材工共 芝張り（材工） 高麗芝　目地あり ｍ２ 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222020020 植栽工事 芝張り 高麗芝 べた張り 施工規模３０ｍ２ 材工共 芝張り（材工） 高麗芝　べた張り ｍ２ 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222022010 植栽工事 芝張り 野芝 目地あり（芝０．７ｍ２／ｍ２） 施工規模３０ｍ２ 材工共 芝張り（材工） 野芝　目地あり ｍ２ 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222022020 植栽工事 芝張り 野芝 べた張り 施工規模３０ｍ２ 材工共 芝張り（材工） 野芝　べた張り ｍ２ 408 9222 植栽工事

植栽工事 9222030010 植栽工事 客土 客土 畑土程度　残土処理共 施工規模１０ｍ３ 材工共 客土（材工） 客土　畑土程度　残土処理共 ｍ３ 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222030020 植栽工事 客土 土壌改良材 バーク肥料（５０ｌ／ｍ２） 施工規模２０ｍ２ 材工共 客土（材工） 土壌改良材　バーク肥料 ｍ２ 410 9222 植栽工事
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植栽工事 9222040010
植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径９．０ｃｍ） 植付けｍ２当たり６４株　植付け間隔１２．５ｃｍ
施工規模２０ｍ２ 手間のみ

花壇植付け（工）　花壇苗 ポット径９ｃｍ　６４株 ｍ２ 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222040020
植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径９．０ｃｍ） 植付けｍ２当たり４４株　植付け間隔１５ｃｍ 施工
規模２０ｍ２ 手間のみ

花壇植付け（工）　花壇苗 ポット径９ｃｍ　４４株 ｍ２ 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222040030
植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径９．０ｃｍ） 植付けｍ２当たり３６株　植付け間隔１６．５ｃｍ
施工規模２０ｍ２ 手間のみ

花壇植付け（工）　花壇苗 ポット径９ｃｍ　３６株 ｍ２ 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222040040
植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径９．０ｃｍ） 植付けｍ２当たり２５株　植付け間隔２０ｃｍ 施工
規模２０ｍ２ 手間のみ

花壇植付け（工）　花壇苗 ポット径９ｃｍ　２５株 ｍ２ 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222040050
植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径９．０ｃｍ） 植付けｍ２当たり１１株　植付け間隔３０ｃｍ 施工
規模２０ｍ２ 手間のみ

花壇植付け（工）　花壇苗 ポット径９ｃｍ　１１株 ｍ２ 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222040060
植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径１０．５ｃｍ） 植付けｍ２当たり４４株　植付け間隔１５ｃｍ 施
工規模２０ｍ２ 手間のみ

花壇植付け（工）　花壇苗 ポット径１０．５ｃｍ　４４株 ｍ２ 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222040070
植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径１０．５ｃｍ） 植付けｍ２当たり３６株　植付け間隔１６．５ｃｍ
施工規模２０ｍ２ 手間のみ

花壇植付け（工）　花壇苗 ポット径１０．５ｃｍ　３６株 ｍ２ 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222040080
植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径１０．５ｃｍ） 植付けｍ２当たり２５株　植付け間隔２０ｃｍ 施
工規模２０ｍ２ 手間のみ

花壇植付け（工）　花壇苗 ポット径１０．５ｃｍ　２５株 ｍ２ 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222040090
植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径１０．５ｃｍ） 植付けｍ２当たり１１株　植付け間隔３３ｃｍ 施
工規模２０ｍ２ 手間のみ

花壇植付け（工）　花壇苗 ポット径１０．５ｃｍ　１１株 ｍ２ 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222050010 植栽工事 支柱取付け 添え柱 高さ１．５～２．５ｍ 施工規模１０本 材工共 支柱取付け（材工） 添え柱　Ｈ１．５～２．５ｍ 本 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222050020 植栽工事 支柱取付け 二脚鳥居（添木付き） 幹周３０ｃｍ未満 施工規模１０本 材工共 支柱取付け（材工） 二脚鳥居　幹周３０ｃｍ未満 本 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222050030 植栽工事 支柱取付け 二脚鳥居（添木なし） 幹周２０～３９ｃｍ 施工規模１０本 材工共 支柱取付け（材工） 二脚鳥居　幹周２０～３９ｃｍ 本 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222050040 植栽工事 支柱取付け 三脚鳥居 幹周３０～４９ｃｍ 施工規模１０本 材工共 支柱取付け（材工） 三脚鳥居　幹周３０～４９ｃｍ 本 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222050050 植栽工事 支柱取付け 十字鳥居 幹周３０～６９ｃｍ 施工規模１０本 材工共 支柱取付け（材工） 十字鳥居　幹周３０～６９ｃｍ 本 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222050060 植栽工事 支柱取付け 二脚鳥居組合せ 幹周５０～８９ｃｍ（四脚合掌） 施工規模１０本 材工共 支柱取付け（材工） 二脚鳥居組合せ　幹周５０～８９ 本 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222050070 植栽工事 支柱取付け 八ツ掛 幹周９～１９ｃｍ（唐竹） 施工規模１０本 材工共 支柱取付け（材工） 八ツ掛　幹周９～１９ｃｍ 本 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222050080 植栽工事 支柱取付け 八ツ掛 幹周４０ｃｍ未満 施工規模１０本 材工共 支柱取付け（材工） 八ツ掛　幹周４０ｃｍ未満 本 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222050090 植栽工事 支柱取付け 八ツ掛 幹周４０ｃｍ以上 施工規模１０本 材工共 支柱取付け（材工） 八ツ掛　幹周４０ｃｍ以上 本 410 9222 植栽工事
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植栽工事 9222050100 植栽工事 支柱取付け 布掛け 高さ２．０ｍ未満 施工規模１０本 材工共 支柱取付け（材工） 布掛け　Ｈ２ｍ未満 本 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222050110 植栽工事 支柱取付け 布掛け 高さ３．０ｍ未満 施工規模１０本 材工共 支柱取付け（材工） 布掛け　Ｈ３ｍ未満 本 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222050120 植栽工事 支柱取付け 地下埋込支柱（Ａ） 樹高５．０ｍ程度 施工規模１０基 材工共 支柱取付け（材工） 地下埋込支柱Ａ　樹高５ｍ程度 基 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222050130 植栽工事 支柱取付け 地下埋込支柱（Ｂ） 樹高１０．０ｍ程度 施工規模１０基 材工共 支柱取付け（材工） 地下埋込支柱Ｂ　樹高１０ｍ程度 基 410 9222 植栽工事

植栽工事 9222060010 植栽工事 幹巻 幹巻 幹周２５～４０ｃｍ （幹巻テープ１．５巻程度）樹高４．５ｍ　内外 施工規模１０本 材工共 幹巻（材工） 幹巻　幹周２５～４０ｃｍ 本 412 9222 植栽工事

植栽工事 9222060020 植栽工事 幹巻 幹巻 幹周４０～６０ｃｍ （幹巻テープ２．５巻程度）樹高５．０ｍ　内外 施工規模１０本 材工共 幹巻（材工） 幹巻　幹周４０～６０ｃｍ 本 412 9222 植栽工事

植栽工事 9222060030 植栽工事 幹巻 幹巻 幹周６０～９０ｃｍ （幹巻テープ３．５巻程度）樹高６．０ｍ以上　内外 施工規模１０本 材工共 幹巻（材工） 幹巻　幹周６０～９０ｃｍ 本 412 9222 植栽工事

植栽工事 9222060040
植栽工事 幹巻 幹巻（株立） 幹周２５～４０ｃｍ （幹巻テープ１．５巻程度）樹高４．５ｍ　内外 施工規模１０本 材工
共

幹巻（材工） 幹巻株立　幹周２５～４０ｃｍ 本 412 9222 植栽工事

植栽工事 9222060050
植栽工事 幹巻 幹巻（株立） 幹周４０～６０ｃｍ （幹巻テープ２．５巻程度）樹高５．０ｍ　内外 施工規模１０本 材工
共

幹巻（材工） 幹巻株立　幹周４０～６０ｃｍ 本 412 9222 植栽工事

植栽工事 9222060060
植栽工事 幹巻 幹巻（株立） 幹周６０～９０ｃｍ （幹巻テープ３．５巻程度）樹高６．０ｍ以上　内外 施工規模１０本
材工共

幹巻（材工） 幹巻株立　幹周６０～９０ｃｍ 本 412 9222 植栽工事

植栽工事 9222070010 植栽工事 垣根 生垣 仕上げ高０．９ｍ （柱割１．８ｍ・横竹３段胴縁）　植付け間隔３０ｃｍ 施工規模－ 材工共 垣根（材工） 生垣　仕上げ高０．９ｍ ｍ 412 9222 植栽工事

植栽工事 9222070020 植栽工事 垣根 生垣 仕上げ高１．２ｍ （柱割１．８ｍ・横竹４段胴縁）　植付け間隔３０ｃｍ 施工規模－ 材工共 垣根（材工） 生垣　仕上げ高１．２ｍ ｍ 412 9222 植栽工事

植栽工事 9222070030 植栽工事 垣根 四ツ目垣 仕上げ高０．９ｍ （柱割１．８ｍ・横竹３段胴縁） 施工規模－ 材工共 垣根（材工） 四ツ目垣　仕上げ高０．９ｍ ｍ 412 9222 植栽工事

植栽工事 9222070040 植栽工事 垣根 四ツ目垣 仕上げ高１．２ｍ （柱割１．８ｍ・横竹４段胴縁） 施工規模－ 材工共 垣根（材工） 四ツ目垣　仕上げ高１．２ｍ ｍ 412 9222 植栽工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160004
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） Ｇウェイブ ＦＤ－ＬＰ 植栽基盤システム 施工規模２００ｍ２ 耐根層別途 材工共
田島ルーフィング

屋上緑化（材工） Ｇウェイブ　ＦＤ－ＬＰ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160042
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） ルートガードＤ 自着型耐根用ルーフィング　１ｍ×１６ｍ　厚１．０ｍｍ 施工規模
２００ｍ２ 材工共 田島ルーフィング

屋上緑化（材工） ルートガードＤ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160104
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） スクエアターフ Ｌｉｇｈｔ 底面かん水型緑化システム　陸屋根・折板屋根対応　５
００×５００×Ｈ６５ｍｍ　芝生付 施工規模２００ｍ２ 運搬・諸経費別途 材工共 共同カイテック

屋上緑化（材工） スクエアターフＬｉｇｈｔ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160106
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） スクエアターフ Ｗａｖｅ 雨水利用型折板屋根緑化システム　５００×５００×Ｈ４
８ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 運搬・諸経費別途 材工共 共同カイテック

屋上緑化（材工） スクエアターフＷａｖｅ ｍ２ 415 9331 屋根工事
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屋上緑化工事【公表価格】 9331160108
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） スクエアターフ Ｒａｉｎ９６ 雨水生育型緑化システム　４０７×４０７×Ｈ１４５
ｍｍ　芝生付 施工規模２００ｍ２ 運搬・諸経費別途 材工共 共同カイテック

屋上緑化（材工） スクエアターフＲａｉｎ９６ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160120
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） スクエアターフ 洪水無用 雨水流出抑制屋上緑化施設　４０７×４０７　組合せ高さ
Ｈ２３０ｍｍ（重ねしろ１０ｍｍ含む）　芝生付 施工規模２００ｍ２ 運搬・諸経費別途 材工共 共同カイテック

屋上緑化（材工） スクエアターフ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160110
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） スクエアプランツ 草木屋上緑化システム　５００×５００×Ｈ１１５ｍｍ 施工規模
２００ｍ２ 運搬・諸経費別途 材工共 共同カイテック

屋上緑化（材工） スクエアプランツ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160034
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） フリーガーデン緑化工法 土厚１５ｃｍ　原生３０％張り・種子・宿根草含む 施工規
模１００ｍ２ 諸経費別途 材工共 入交コーポレーション

屋上緑化（材工） フリーガーデン緑化　Ｔ１５ｃｍ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160044
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） カンボー　薄層芝緑化システム Ｋ－ＴＬＣ０６ 通常屋根用　テクノターフ型 施工
規模５０ｍ２ 灌水装置・見切材・防水工事・諸経費別途 材工共 カンボー

屋上緑化（材工） カンボー　Ｋ－ＴＬＣ０６ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160046
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） カンボー　薄層芝緑化システム Ｋ－ＴＬＣ０６－ＺＳ 通常屋根用　高麗芝型 施工
規模５０ｍ２ 灌水装置・見切材・防水工事・諸経費別途 材工共 カンボー

屋上緑化（材工） カンボー　Ｋ－ＴＬＣ０６－ＺＳ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160048
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） カンボー　薄層芝緑化システム Ｋ－ＴＬＦ０９－ＺＳ 折板屋根用　高麗芝型 施工
規模５０ｍ２ 灌水装置・防水工事・諸経費別途 材工共 カンボー

屋上緑化（材工） カンボー　Ｋ－ＴＬＦ０９－ＺＳ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160112
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） カンボー　薄層芝緑化システム Ｋ－ＴＬＳ１０ 傾斜屋根用　軽量草屋根（３６ｋｇ
／ｍ２） 施工規模５０ｍ２ 灌水装置・防水工事・諸経費別途 材工共 カンボー

屋上緑化（材工） カンボー　Ｋ－ＴＬＳ１０ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160050
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） ＰＧソイル（人工軽量土壌） Ｈ＝８０ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共 アーキヤマ
デ

屋上緑化（材工） ＰＧソイル　Ｈ＝８０ｍｍ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160052
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） ＰＧソイル（人工軽量土壌） Ｈ＝１５０ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共 アーキヤ
マデ

屋上緑化（材工） ＰＧソイル　Ｈ＝１５０ｍｍ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160054
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） ＰＧソイル（人工軽量土壌） Ｈ＝２３０ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共 アーキヤ
マデ

屋上緑化（材工） ＰＧソイル　Ｈ＝２３０ｍｍ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160056
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） プリオガーデン ＰＧ１　リベットルーフ防水下地　ＰＧ保水排水ボード・ＰＧフィ
ルターマット含む（耐根シート不要） 施工規模２００ｍ２ 材工共 アーキヤマデ

屋上緑化（材工） プリオガーデン　ＰＧ１ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160058
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） プリオガーデン ＰＧ２　保護コンクリート下地　ＰＧ保水排水ボード・ＰＧフィル
ターマット含む（ＰＧ耐根シート含む） 施工規模２００ｍ２ 材工共 アーキヤマデ

屋上緑化（材工） プリオガーデン　ＰＧ２ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160082
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） 屋上緑化ｅｃｏ ヤネ ユニット工法　７００×４４０×７０ｍｍ　土壌・植栽（セダ
ム）含む 施工規模１００ｍ２ 運搬・荷揚げ・灌水装置別途 材工共 大和リース

屋上緑化材工屋上緑化ｅｃｏヤネ ユニット工法 ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160084
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） 屋上緑化ｅｃｏ ヤネ－ｓｌａｂ ユニット工法　７００×４４０×７０ｍｍ　土壌・
植栽（セダム）含む 施工規模１００ｍ２ 運搬・荷揚げ・灌水装置・防水工事別途 材工共 大和リース

屋上緑化材工屋上緑化ｅｃｏヤネ ｓｌａｂ　ユニット工法 ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160092
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） てまいらず 薄層屋上緑化システム，陸屋根客土植栽（セダム）含む 施工規模２００
ｍ２ 耐根層・輸送費別途 材工共 ブルージー・プロ

屋上緑化（材工） てまいらず　陸屋根客土植栽含む ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160094
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） てまいらず 薄層屋上緑化システム，折板屋根仕様，ハゼ５００ｍｍピッチ金物共 施
工規模２００ｍ２ 輸送費別途 材工共 ブルージー・プロ

屋上緑化（材工） てまいらず　折板屋根仕様 ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160096
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） みずいらずスーパー 薄層屋上緑化システム，陸屋根客土植栽（常緑キリンソウ）含
む 施工規模２００ｍ２ 耐根層・輸送費別途 材工共 ブルージー・プロ

屋上緑化材工みずいらずスーパー 陸屋根客土植栽含む ｍ２ 415 9331 屋根工事
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屋上緑化工事【公表価格】 9331160098
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） みずいらずスーパー 薄層屋上緑化システム，折板屋根仕様，ハゼ５００ｍｍピッチ
金物共 施工規模２００ｍ２ 輸送費別途 材工共 ブルージー・プロ

屋上緑化材工みずいらずスーパー 折板屋根仕様 ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160100
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） エコグリーンマット，人工土壌併用システム マット工法　客土・植栽（芝生）含む
施工規模１００ｍ２ 運搬・諸経費別途 材工共 山崎産業

屋上緑化材工エコグリーンマット 人工土壌併用システム ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160102
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） エコグリーンマット，折板屋根緑化システム マット工法　植栽（芝生）含む 施工規
模１０００ｍ２ 運搬・諸経費別途 材工共 山崎産業

屋上緑化材工エコグリーンマット 折板屋根緑化システム ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160114
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） Ｑ＆Ｚ排水ブロック 排水ブロックＤ－１５ 施工規模１００ｍ２ 運搬・諸経費別途
材工共 Ｑ＆Ｚ

屋上緑化（材工） Ｑ＆Ｚ排水ブロック　Ｄ－１５ ｍ２ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160116
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） Ｑ＆Ｚブロック（高さ調整用） 調整ブロックＤ－１５ 施工規模１５０ｍ３ 運搬・
諸経費別途 材工共 Ｑ＆Ｚ

屋上緑化（材工） Ｑ＆Ｚブロック　Ｄ－１５ ｍ３ 415 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160118
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） Ｑ＆Ｚドレン材（球体） Ｑ＆Ｚ－Ｎ　５０～７０φ 施工規模３０ｍ３ 運搬・諸経
費別途 材工共 Ｑ＆Ｚ

屋上緑化（材工） Ｑ＆Ｚドレン材　Ｑ＆Ｚ－Ｎ ｍ３ 415 9331 屋根工事

解体工事（木造） 9301010073
解体工事（木造） 建物解体 木造建物上屋解体 住宅 手こわし解体 施工規模１００延床ｍ２ 建物上屋解体・かわら・モル
タル・壁土等の廃材積込み（４ｔ車）まで 内部造作撤去含む 基礎解体・廃材処分費は別途 機械・手間のみ

木造建物上屋解体（工） 住宅　手こわし　規模１００ 延床ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（木造） 9301010074
解体工事（木造） 建物解体 木造建物上屋解体 住宅 手こわし併用機械解体 施工規模１００延床ｍ２ 建物上屋解体・かわ
ら・モルタル・壁土等の廃材積込み（４ｔ車）まで 内部造作撤去含む 基礎解体・廃材処分費は別途 機械・手間のみ

木造建物上屋解体（工） 住宅　手こわし機械　規模１００ 延床ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（木造） 9301010076
解体工事（木造） 建物解体 木造建物上屋解体 共同住宅 手こわし解体 施工規模３００延床ｍ２ 建物上屋解体・かわら・
モルタル・壁土等の廃材積込み（４ｔ車）まで 内部造作撤去含む 基礎解体・廃材処分費は別途 機械・手間のみ

木造建物上屋解体（工） 共同住宅　手こわし　規模３００ 延床ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（木造） 9301010078
解体工事（木造） 建物解体 木造建物上屋解体 共同住宅 手こわし併用機械解体 施工規模３００延床ｍ２ 建物上屋解体・
かわら・モルタル・壁土等の廃材積込み（４ｔ車）まで 内部造作撤去含む 基礎解体・廃材処分費は別途 機械・手間のみ

木造建物上屋解体（工） 共同住宅手こわし機械規模３００ 延床ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（木造） 9301010080
解体工事（木造） 建物解体 木造建物基礎解体 有筋 手こわし解体 施工規模－ 基礎部分解体・現場ならし・コンクリート
ガラ等の積込みまで ガラ処分は別途 機械・手間のみ

木造建物基礎解体（工） 有筋　手こわし解体 ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（木造） 9301010082
解体工事（木造） 建物解体 木造建物基礎解体 無筋 手こわし解体 施工規模－ 基礎部分解体・現場ならし・コンクリート
ガラ等の積込みまで ガラ処分は別途 機械・手間のみ

木造建物基礎解体（工） 無筋　手こわし解体 ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（木造） 9301010084
解体工事（木造） 建物解体 木造建物基礎解体 有筋 手こわし併用機械解体 施工規模－ 基礎部分解体・現場ならし・コン
クリートガラ等の積込みまで ガラ処分は別途 機械・手間のみ

木造建物基礎解体（工） 有筋　手こわし併用機械 ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（木造） 9301010086
解体工事（木造） 建物解体 木造建物基礎解体 無筋 手こわし併用機械解体 施工規模－ 基礎部分解体・現場ならし・コン
クリートガラ等の積込みまで ガラ処分は別途 機械・手間のみ

木造建物基礎解体（工） 無筋　手こわし併用機械 ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010024
解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ造建物躯体解体 屋上からの解体 圧砕機を主としたもの 施工規模－ 躯体解体・発生ガ
ラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機械・手間のみ

ＲＣ造建物躯体解体（工） 圧砕機を主としたもの　屋上 ｍ３ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010088
解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ造建物躯体解体 屋上からの解体 圧砕機・ハンドブレーカ併用 施工規模－ 躯体解体・
発生ガラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機械・手
間のみ

ＲＣ造建物躯体解体（工） 圧砕機ハンドブレーカ併用　屋上 ｍ３ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010090
解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ造建物躯体解体 屋上からの解体 ハンドブレーカを主としたもの 施工規模－ 躯体解
体・発生ガラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機
械・手間のみ

ＲＣ造建物躯体解体（工） ハンドブレーカを主とし　屋上 ｍ３ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010058
解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ造建物躯体解体 地上からの解体 圧砕機を主としたもの 施工規模－ 躯体解体・発生ガ
ラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機械・手間のみ

ＲＣ造建物躯体解体（工） 圧砕機を主としたもの　地上 ｍ３ 420 9301 解体工事
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解体工事（非木造） 9301010104
解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ造建物躯体解体 地上からの解体 圧砕機・ハンドブレーカ併用 施工規模－ 躯体解体・
発生ガラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機械・手
間のみ

ＲＣ造建物躯体解体（工） 圧砕機ハンドブレーカ併用地上 ｍ３ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010032
解体工事（非木造） 建物解体 ＳＲＣ造建物躯体解体 屋上からの解体 圧砕機・大型ブレーカ併用 施工規模－ 躯体解体・
発生ガラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機械・手
間のみ

ＳＲＣ造建物躯体解体（工） 圧砕機・大型ブレーカ併用　屋上 ｍ３ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010066
解体工事（非木造） 建物解体 ＳＲＣ造建物躯体解体 地上からの解体 施工規模－ 躯体解体・発生ガラ積込みまで 基礎解
体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機械・手間のみ

ＳＲＣ造建物躯体解体（工） 地上からの解体 ｍ３ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010092
解体工事（非木造） 建物解体 Ｓ造建物上屋解体 鉄骨カッター主体 重量級　鋼材量７５ｋｇ／ｍ２～１００ｋｇ／ｍ２
施工規模－ 建物上屋解体（屋根・外壁共） 発生材（鋼材等）は現場返納 事務所・住宅等の用途における内部造作撤去費
は別途 機械・手間のみ

Ｓ造解体（工）上屋 鉄骨　７５～１００ｋｇ／ｍ２ 延床ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010094
解体工事（非木造） 建物解体 Ｓ造建物上屋解体 鉄骨カッター主体 中量級　鋼材量５０ｋｇ／ｍ２～７５ｋｇ／ｍ２ 施
工規模－ 建物上屋解体（屋根・外壁共） 発生材（鋼材等）は現場返納 事務所・住宅等の用途における内部造作撤去費は
別途 機械・手間のみ

Ｓ造解体（工）上屋 鉄骨　５０～７５ｋｇ／ｍ２ 延床ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010096
解体工事（非木造） 建物解体 Ｓ造建物上屋解体 鉄骨カッター主体 軽量級　鋼材量３０ｋｇ／ｍ２～５０ｋｇ／ｍ２ 施
工規模－ 建物上屋解体（屋根・外壁共） 発生材（鋼材等）は現場返納 事務所・住宅等の用途における内部造作撤去費は
別途 機械・手間のみ

Ｓ造解体（工）上屋 鉄骨　３０～５０ｋｇ／ｍ２ 延床ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010106
解体工事（非木造） 建物解体 Ｓ造建物上屋解体 溶断主体 重量級　鋼材量７５～１００ｋｇ／ｍ２ 施工規模－ 建物上屋
解体（屋根・外壁共） 発生材（鋼材等）は現場返納 事務所・住宅等の用途における内部造作撤去費は別途 機械・手間の
み

Ｓ造解体（工）上屋 溶断　７５～１００ｋｇ／ｍ２ 延床ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010108
解体工事（非木造） 建物解体 Ｓ造建物上屋解体 溶断主体 中量級　鋼材量５０～７５ｋｇ／ｍ２ 施工規模－ 建物上屋解
体（屋根・外壁共） 発生材（鋼材等）は現場返納 事務所・住宅等の用途における内部造作撤去費は別途 機械・手間のみ

Ｓ造解体（工）上屋 溶断　５０～７５ｋｇ／ｍ２ 延床ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010110
解体工事（非木造） 建物解体 Ｓ造建物上屋解体 溶断主体 軽量級　鋼材量３０～５０ｋｇ／ｍ２ 施工規模－ 建物上屋解
体（屋根・外壁共） 発生材（鋼材等）は現場返納 事務所・住宅等の用途における内部造作撤去費は別途 機械・手間のみ

Ｓ造解体（工）上屋 溶断　３０～５０ｋｇ／ｍ２ 延床ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010040
解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ造建物基礎解体 圧砕機・大型ブレーカ併用 施工規模－ 基礎部分解体・
現場ならし・ガラ積込みまで ガラ処分費は別途 機械・手間のみ

ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ基礎解体（工） 圧砕機・大型ブレーカ併用 ｍ３ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010042
解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ造建物基礎解体 大型ブレーカ・ハンドブレーカ併用 施工規模－ 基礎部
分解体・現場ならし・ガラ積込みまで ガラ処分費は別途 機械・手間のみ

ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ基礎解体（工） 大型・ハンドブレーカ併用 ｍ３ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010044
解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ造建物基礎解体 ハンドブレーカ 施工規模－ 基礎部分解体・現場なら
し・ガラ積込みまで ガラ処分費は別途 機械・手間のみ

ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ基礎解体（工） ハンドブレーカ ｍ３ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010112
解体工事（非木造） 建物解体 コンクリート土間解体 厚１００～１５０ｍｍ 圧砕機・大型ブレーカ併用 施工規模－ 基礎
部分解体・現場ならし・ガラ積込みまで ガラ処分費は別途 機械・手間のみ

コンクリート土間解体（工） Ｔ１００～１５０ｍｍ　圧砕機 ｍ３ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010114
解体工事（非木造） 建物解体 コンクリート土間解体 厚１００～１５０ｍｍ 大型ブレーカ・ハンドブレーカ併用 施工規
模－ 基礎部分解体・現場ならし・ガラ積込みまで ガラ処分費は別途 機械・手間のみ

コンクリート土間解体（工） Ｔ１５０ｍｍ大型ハンドブレーカ ｍ３ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010116
解体工事（非木造） 建物解体 コンクリート土間解体 厚１００～１５０ｍｍ ハンドブレーカ 施工規模－ 基礎部分解体・
現場ならし・ガラ積込みまで ガラ処分費は別途 機械・手間のみ

コンクリート土間解体（工） Ｔ１５０ｍｍ　ハンドブレーカ ｍ３ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010098
解体工事（非木造） 建物解体 内部造作解体 住宅 施工規模－ 木製・金属製間仕切り下地共 発生材積込みまで 機械・手
間のみ

内部造作解体（工） 住宅 延床ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010100
解体工事（非木造） 建物解体 内部造作解体 事務所 施工規模－ 木製・金属製間仕切り下地共 発生材積込みまで 機械・
手間のみ

内部造作解体（工） 事務所 延床ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010102
解体工事（非木造） 建物解体 内部造作解体 工場・倉庫 施工規模－ 木製・金属製間仕切り下地共 発生材積込みまで 機
械・手間のみ

内部造作解体（工） 工場・倉庫 延床ｍ２ 420 9301 解体工事
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解体工事（非木造） 9301020002
解体工事（非木造） 部分解体〔改修工事向け〕 間仕切り 軽量ブロック　厚１００～１２０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 間
仕切りは見付け面積とする 発生材積込みまで 機械・手間のみ

間仕切解体（工） 軽量ブロック１００～１２０ｍｍ ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301020004
解体工事（非木造） 部分解体〔改修工事向け〕 間仕切り 軽量ブロック　厚１５０～１９０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 間
仕切りは見付け面積とする 発生材積込みまで 機械・手間のみ

間仕切解体（工） 軽量ブロック１５０～１９０ｍｍ ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301020008
解体工事（非木造） 部分解体〔改修工事向け〕 間仕切り 木製下地共 施工規模５００ｍ２ 間仕切りは見付け面積とする
発生材積込みまで 機械・手間のみ

間仕切解体（工） 木製下地共 ｍ２ 420 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301020016 解体工事（非木造） 部分解体〔改修工事向け〕 天井 木製下地共 施工規模５００ｍ２ 発生材積込みまで 機械・手間のみ 天井解体（工） 木製下地共 ｍ２ 420 9301 解体工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303010010 はつり工事 部分はつり コンクリート面はつり 床 厚２０～３０ｍｍ 施工規模－ 機械・手間のみ コンクリート面はつり（工） 床　Ｔ２０～３０ｍｍ ｍ２ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303010002 はつり工事 部分はつり コンクリート面はつり 壁・柱 厚２０～３０ｍｍ 施工規模－ 機械・手間のみ コンクリート面はつり（工） 壁・柱　Ｔ２０～３０ｍｍ ｍ２ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303010006 はつり工事 部分はつり コンクリート面はつり 天井・はり 厚２０～３０ｍｍ 施工規模－ 機械・手間のみ コンクリート面はつり（工） 天井・はり　Ｔ２０～３０ｍｍ ｍ２ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303020006 はつり工事 部分はつり コンクリート面目荒し 床 全面（ひと皮むき） 施工規模－ 機械・手間のみ コンクリート面目荒し（工） 床　全面　ひと皮むき ｍ２ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303020002 はつり工事 部分はつり コンクリート面目荒し 壁・柱 全面（ひと皮むき） 施工規模－ 機械・手間のみ コンクリート面目荒し（工） 壁・柱　全面　ひと皮むき ｍ２ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303030002 はつり工事 部分はつり コンクリート打継目荒し 幅２００ｍｍ 施工規模－ 機械・手間のみ コンクリート打継面目荒し（工） Ｗ２００ｍｍ 延ｍ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303040008 はつり工事 溝はつり 溝はつり 幅３０ｍｍ 深さ３０ｍｍ（カッター入別途） 施工規模－ 機械・手間のみ 溝はつり（工）　カッター入別途 Ｗ３０×Ｄ３０ ｍ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303040010 はつり工事 溝はつり 溝はつり 幅５０ｍｍ 深さ５０ｍｍ（カッター入別途） 施工規模－ 機械・手間のみ 溝はつり（工）　カッター入別途 Ｗ５０×Ｄ５０ ｍ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303040012 はつり工事 溝はつり 溝はつり 幅７５ｍｍ 深さ７５ｍｍ（カッター入別途） 施工規模－ 機械・手間のみ 溝はつり（工）　カッター入別途 Ｗ７５×Ｄ７５ ｍ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303040006 はつり工事 溝はつり 溝はつり 幅１００ｍｍ 深さ１００ｍｍ（カッター入別途） 施工規模－ 機械・手間のみ 溝はつり（工）　カッター入別途 Ｗ１００×Ｄ１００ ｍ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303050002 はつり工事 溝はつり 溝やげんはつり（Ｖカット） 深さ４０ｍｍ 施工規模－ 機械・手間のみ 溝やげんはつり（工） Ｄ４０ｍｍ　Ｖカット ｍ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303060002 はつり工事 溝はつり 幅木はつり 幅２００ｍｍ 深さ３０ｍｍ 施工規模－ 機械・手間のみ 幅木はつり（工） Ｗ２００×Ｄ３０ｍｍ ｍ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303170002 はつり工事 溝はつり カッター入れ（コンクリートカッタ） モルタル面 厚２０～３０ｍｍ 施工規模－ 機械・手間のみ カッター入れ（工） モルタル面　Ｔ２０～３０ｍｍ ｍ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303170004
はつり工事 溝はつり カッター入れ（コンクリートカッタ） コンクリート面 厚２０～３０ｍｍ 施工規模－ 機械・手間の
み

カッター入れ（工） コンクリート面Ｔ２０～３０ｍｍ ｍ 422 9303 はつり工事
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解体・はつり工事（はつり工事） 9303070002
はつり工事 穴あけ 貫通穴あけ 床・壁 φ１００　厚１５０ｍｍ（ダイヤモンドカッター使用） 施工規模－ 機械・手間の
み

貫通穴あけ（工） 床・壁　径１００×Ｔ１５０ｍｍ 箇所 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303070004
はつり工事 穴あけ 貫通穴あけ 床・壁 φ１００　厚２００ｍｍ（ダイヤモンドカッター使用） 施工規模－ 機械・手間の
み

貫通穴あけ（工） 床・壁　径１００×Ｔ２００ｍｍ 箇所 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303070006
はつり工事 穴あけ 貫通穴あけ 床・壁 φ１５０　厚３００ｍｍ（ダイヤモンドカッター使用） 施工規模－ 機械・手間の
み

貫通穴あけ（工） 床・壁　径１５０×Ｔ３００ｍｍ 箇所 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303090002 はつり工事 穴あけ 鉄筋出し 床・壁 施工規模－ 機械・手間のみ 鉄筋出し（工） 床・壁 箇所 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303090004 はつり工事 穴あけ 鉄筋出し 天井 施工規模－ 機械・手間のみ 鉄筋出し（工） 天井 箇所 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303110002 はつり工事 サッシ回りはつり 施工規模－ サッシ回りモルタル詰めは左官工事を参照 機械・手間のみ サッシ回りはつり（工） １ｍ当たり ｍ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303140002 はつり工事 くつ摺り床薄はつり 長さ９００～１，２００ｍｍ 施工規模－ 機械・手間のみ くつ摺り床薄はつり（工） Ｌ９００～１２００ｍｍ 箇所 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303150002
はつり工事 タイルはがし 下地モルタル共 施工規模－ タイル張り工事費はタイル工事，タイル下地モルタル塗りは左官工
事を参照 機械・手間のみ

タイルはがし（工） 下地モルタル共 ｍ２ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303160002 はつり工事 モルタルはがし 床・壁 施工規模－ 機械・手間のみ モルタルはがし（工） 床・壁 ｍ２ 422 9303 はつり工事

解体・はつり工事（はつり工事） 9303160004 はつり工事 モルタルはがし 天井 施工規模－ 機械・手間のみ モルタルはがし（工） 天井 ｍ２ 422 9303 はつり工事

仮設工事（改修工事用） 9373514005
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅
１，２００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ１２ｍ　Ｗ１２００ｍｍ１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373514010
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅
１，２００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ１２ｍ　Ｗ１２００ｍｍ２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373514015
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満 建地幅
１，２００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ２２ｍ　Ｗ１２００ｍｍ１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373514020
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満 建地幅
１，２００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ２２ｍ　Ｗ１２００ｍｍ２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373514025
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅
１，２００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ３０ｍ未満Ｗ１２００　１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373514030
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅
１，２００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ３０ｍ未満Ｗ１２００　２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373514035
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅
９００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ１２ｍ　Ｗ９００ｍｍ　１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373514040
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅
９００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ１２ｍ　Ｗ９００ｍｍ　２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）
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仮設工事（改修工事用） 9373514045
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満 建地幅
９００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ２２ｍ　Ｗ９００ｍｍ　１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373514050
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満 建地幅
９００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ２２ｍ　Ｗ９００ｍｍ　２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373514055
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅
９００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ３０ｍ未満Ｗ９００ｍｍ１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373514060
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅
９００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ３０ｍ未満Ｗ９００ｍｍ２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373514065
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅
６００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ１２ｍ　Ｗ６００ｍｍ　１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373514070
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅
６００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ１２ｍ　Ｗ６００ｍｍ　２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510005
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ１０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ 期
間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ１０ｍ　Ｗ１２００ｍｍ１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510010
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ１０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ 期
間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ１０ｍ　Ｗ１２００ｍｍ２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510015
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ２０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ 期
間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ２０ｍ　Ｗ１２００ｍｍ１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510020
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ２０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ 期
間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ２０ｍ　Ｗ１２００ｍｍ２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510025
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ３０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ 期
間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ３０ｍ　Ｗ１２００ｍｍ１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510030
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ３０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ 期
間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ３０ｍ　Ｗ１２００ｍｍ２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510035
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ１０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間１
カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ１０ｍ　Ｗ９００ｍｍ　１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510040
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ１０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間２
カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ１０ｍ　Ｗ９００ｍｍ　２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510045
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ２０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間１
カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ２０ｍ　Ｗ９００ｍｍ　１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510050
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ２０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間２
カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ２０ｍ　Ｗ９００ｍｍ　２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510055
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ３０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間１
カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ３０ｍ　Ｗ９００ｍｍ　１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510060
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ３０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間２
カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ３０ｍ　Ｗ９００ｍｍ　２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）
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仮設工事（改修工事用） 9373510065
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ１０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ 期間１
カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ１０ｍ　Ｗ６００ｍｍ　１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510070
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ１０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ 期間２
カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ１０ｍ　Ｗ６００ｍｍ　２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510075
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ２０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ 期間１
カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ２０ｍ　Ｗ６００ｍｍ　１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510080
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ２０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ 期間２
カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ２０ｍ　Ｗ６００ｍｍ　２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510085
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ３０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ 期間１
カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ３０ｍ　Ｗ６００ｍｍ　１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373510090
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ３０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ 期間２
カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） Ｈ３０ｍ　Ｗ６００ｍｍ　２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373512005
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 単管（パイプ）本足場 高さ１０ｍ未満 期間１カ月 施
工規模１，０００ 足場板共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） 単管　Ｈ１０ｍ　１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373512010
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 単管（パイプ）本足場 高さ１０ｍ未満 期間２カ月 施
工規模１，０００ 足場板共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） 単管　Ｈ１０ｍ　２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373512015
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 単管（パイプ）本足場 高さ２０ｍ未満 期間１カ月 施
工規模１，０００ 足場板共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） 単管　Ｈ２０ｍ　１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373512020
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 単管（パイプ）本足場 高さ２０ｍ未満 期間２カ月 施
工規模１，０００ 足場板共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） 単管　Ｈ２０ｍ　２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373512025
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 単管（パイプ）本足場 高さ３０ｍ未満 期間１カ月 施
工規模１，０００ 足場板共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） 単管　Ｈ３０ｍ　１カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373512030
仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 単管（パイプ）本足場 高さ３０ｍ未満 期間２カ月 施
工規模１，０００ 足場板共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共

外部足場（改修工事）（材工） 単管　Ｈ３０ｍ　２カ月 架ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

仮設工事（改修工事用） 9373520030 仮設工事（改修工事用） 仮間仕切（材工・設置） 簡易間仕切 単管＋シート張り 施工規模－ 材工共 仮間仕切（改修工事）（材工） 簡易間仕切　単管＋シート張り ｍ２ 429 9373 改修工事（仮設）

防水改修工事 9357510005 防水改修工事 撤去 防水層　アスファルト　平部絶縁 施工規模－ 材工共 防水改修工事・標準施工（材工） 防水層　アスファルト　平部絶縁 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357510010 防水改修工事 撤去 防水層　シート　平部 施工規模－ 材工共 防水改修工事・標準施工（材工） 防水層　シート　平部 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357510015 防水改修工事 撤去 防水層　塗膜　劣化部，浮部 施工規模－ 材工共 防水改修工事・標準施工（材工） 防水層　塗膜　劣化部・浮部 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357510020 防水改修工事 撤去 保護層　コンクリート　平部 厚６０～８０ｍｍ 施工規模－ 材工共 防水改修工事・標準施工（材工） 保護層　コンクリート　平部 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357510025 防水改修工事 撤去 シーリング １０×１０ 施工規模－ 材工共 防水改修工事・標準施工（材工） シーリング　１０×１０ ｍ 433 9357 防水改修工事
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防水改修工事 9357511005
防水改修工事 下地処理 コンクリート・モルタル面　ケレン・清掃 全面デッキブラシがけ 施工規模－ 保護層非撤去 材工
共

防水改修工事・標準施工（材工） コンクリート　ケレン・清掃 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357511010
防水改修工事 下地処理 コンクリート・モルタル面　ひび割れ補修 ゴムアスファルト系シール 施工規模－ ひび割れ幅２
ｍｍ未満 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） コンクリート　ひび割れ補修 ｍ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357511015 防水改修工事 下地処理 コンクリート面　Ｕカット １０×１０ 施工規模－ 材工共 防水改修工事・標準施工（材工） コンクリート面　Ｕカット ｍ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357512005 防水改修工事 下地調整【材工共】 コンクリート面 ポリマーセメントペースト 施工規模－ 材工共 防水改修工事・標準施工（材工） コンクリート面ポリマーセメント ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357512010 防水改修工事 下地調整【材工共】 既存防水層面 溶融アスファルト１．０ｋｇ／ｍ２ 施工規模－ 材工共 防水改修工事・標準施工（材工） 既存防水層面　溶融アスファルト ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357513002
防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ１　平部 Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水
層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） ＡＳ－Ｔ１　平部　Ｍ４ＡＳ工法 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357513004
防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ１　立上り Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防
水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） ＡＳ－Ｔ１　立上りＭ４ＡＳ工法 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357513005
防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ２　平部 Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水
層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） ＡＳ－Ｔ２　平部　Ｍ４ＡＳ工法 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357513010
防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ２　立上り Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防
水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） ＡＳ－Ｔ２　立上りＭ４ＡＳ工法 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357513015
防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｊ２　平部 Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水
層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） ＡＳ－Ｊ２　平部　Ｍ４ＡＳ工法 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357513020
防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｊ２　立上り Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防
水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） ＡＳ－Ｊ２　立上りＭ４ＡＳ工法 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357513025
防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ３　平部 Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水
層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） ＡＳ－Ｔ３　平部　Ｍ４ＡＳ工法 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357513030
防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ３　立上り Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防
水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） ＡＳ－Ｔ３　立上りＭ４ＡＳ工法 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357513035
防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ４　平部 Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水
層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） ＡＳ－Ｔ４　平部　Ｍ４ＡＳ工法 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357513040
防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ４　立上り Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防
水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） ＡＳ－Ｔ４　立上りＭ４ＡＳ工法 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357513045
防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｊ１　平部 Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水
層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） ＡＳ－Ｊ１　平部　Ｍ４ＡＳ工法 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357513050
防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｊ１　立上り Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防
水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） ＡＳ－Ｊ１　立上りＭ４ＡＳ工法 ｍ２ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357514005
防水改修工事 ドレーン【材工共】 二重ドレーン 塩化ビニル製　堅引き　１００φ用　キャップ共 施工規模－ 一体型 材
工共

防水改修工事・標準施工（材工） 二重ドレーン　塩化ビニル製 箇所 433 9357 防水改修工事
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防水改修工事 9357514015 防水改修工事 ドレーン【材工共】 二重ドレーン 鉛製　堅引き　１００φ用　キャップ共 施工規模－ 一体型 材工共 防水改修工事・標準施工（材工） 二重ドレーン　鉛製 箇所 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357515005
防水改修工事 シーリング【材工共】 ポリサルファイド系（２成分系） １０×１０ 施工規模－ 既存シーリング材撤去後
の下地清掃を含む 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） ポリサルファイド系　１０×１０ ｍ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357515010
防水改修工事 シーリング【材工共】 ポリサルファイド系（２成分系） ２０×１０ 施工規模－ 既存シーリング材撤去後
の下地清掃を含む 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） ポリサルファイド系　２０×１０ ｍ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357515015
防水改修工事 シーリング【材工共】 変成シリコン系（２成分系） １０×１０ 施工規模－ 既存シーリング材撤去後の下
地清掃を含む 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） 変成シリコン系　１０×１０ ｍ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事 9357515020
防水改修工事 シーリング【材工共】 変成シリコン系（２成分系） ２０×１０ 施工規模－ 既存シーリング材撤去後の下
地清掃を含む 材工共

防水改修工事・標準施工（材工） 変成シリコン系　２０×１０ ｍ 433 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010010
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　熱工法 平部　ＲＭ１－Ｓ１１０
Ｂ １層４工程　シルバー仕上げ タフネス防水 施工規模－ 材工共 昭石化工

既存アスファルト露出防水・材工 熱　平部　タフネス防水 ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010008
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　熱工法 立上り部 タフネス防水
施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 昭石化工

既存アスファルト露出防水・材工 熱　立上り　タフネス防水 ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010102
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＭＳＡ－１１
０ 単層・密着 メルタン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途 材工共 日新工業

既存アスファルト露出防水・材工 トーチ　平部　メルタン２１ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010104
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部 メルタン２
１ 施工規模－ 仕上塗りは別途　立上り部は既存防水層撤去 材工共 日新工業

既存アスファルト露出防水・材工 トーチ　立上り　メルタン２１ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010106
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＲＭ１－ＴＳ
２０Ｒ １層３工程　シルバー仕上げ ラピネス防水 施工規模－ 材工共 昭石化工

既存アスファルト露出防水・材工 トーチ　平部　ラピネス防水 ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010108
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部 ラピネス防
水 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 昭石化工

既存アスファルト露出防水・材工 トーチ　立上り　ラピネス防水 ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010110
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＰＴ－１０Ｌ
Ｃ 単層密着　シルバー仕上げ ポリマリット防水 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング

既存アスファルト露出防水・材工 トーチ　平部　ポリマリット防水 ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010112
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部 ポリマリッ
ト防水 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 田島ルーフィング

既存アスファルト露出防水・材工 トーチ　立上りポリマリット防水 ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010114
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＭＴＡ－３２
１ 単層・密着 メルトーチ 施工規模－ 材工共 宇部興産建材

既存アスファルト露出防水・材工 トーチ　平部　メルトーチ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010116
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部　ＴＡ－３
２１ 単層・密着 メルトーチ 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 宇部興産建材

既存アスファルト露出防水・材工 トーチ　立上り　メルトーチ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010216
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＭＴＡ－３２
１Ｗ 複層 メルトーチ 施工規模－ 材工共 宇部興産建材

既存アスファルト露出防水・材工 トーチ　平部　ＭＴＡ－３２１Ｗ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010218
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部　ＴＡ－３
２１Ｗ 複層 メルトーチ 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 宇部興産建材

既存アスファルト露出防水・材工 トーチ　立上り　ＴＡ－３２１Ｗ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010118
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＲＳ－ＰＢ－
１ 単層・密着　シルバー仕上げ ポリベスト 施工規模－ 材工共 七王工業

既存アスファルト露出防水・材工 トーチ　平部　ポリベスト ｍ２ 435 9357 防水改修工事
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防水改修工事【公表価格】 9357010120
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部 ポリベスト
施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 七王工業

既存アスファルト露出防水・材工 トーチ　立上り　ポリベスト ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010206
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　機械固定工法 平部　ＲＭ０－Ｔ
ＳＫ２０Ｒ １層３工程　シルバー仕上げ スーパーファスナー工法 施工規模－ 材工共 昭石化工

既存アスファルト露出防水・材工 機械固定平部スーパーファスナー ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010208
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　機械固定工法 立上り部 スーパー
ファスナー工法 施工規模－ 材工共 昭石化工

既存アスファルト露出防水・材工 機械固定立上スーパーファスナー ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010210
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　機械固定工法 平部　ＣＡＳ－２
Ｍ ２層４工程　シルバー仕上げ クールスポット工法 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング

既存アスファルト露出防水・材工 機械固定　平部　クールスポット ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010214
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　機械固定工法 立上り部　ＧＶ－
２ シルバー仕上げ クールスポット工法 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング

既存アスファルト露出防水・材工 機械固定立上り　クールスポット ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010220
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　機械固定工法 平部　ＭＳ－ＰＢ
－１０ 単層・絶縁　シルバー仕上げ ポリベスト 施工規模－ 材工共 七王工業

既存アスファルト露出防水・材工 機械固定　平部　ポリベスト ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357010222
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　機械固定工法 立上り部 ポリベス
ト 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 七王工業

既存アスファルト露出防水・材工 機械固定　立上り　ポリベスト ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357011202
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　常温工法 平部　ＢＳＲ－２０Ｍ
複層・密着　シルバー仕上げ アスタックＢＳＲ 施工規模－ 材工共 七王工業

既存アスファルト露出防水・材工 常温　平部　アスタックＢＳＲ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357011204
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　常温工法 立上り部 アスタックＢ
ＳＲ 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 七王工業

既存アスファルト露出防水・材工 常温　立上り　アスタックＢＳＲ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357011002
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 平部　ＭＳＡ－
２２０ 複層・密着 メルタン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途　断熱材３０ｍｍ 材工共 日新工業

既存アスファルト露出防水・材工 断熱　トーチ　平部メルタン２１ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357011004
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 立上り部 メルタ
ン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途　立上り部は既存防水層撤去 材工共 日新工業

既存アスファルト露出防水・材工 断熱　トーチ立上りメルタン２１ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357011006
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 平部　ＲＭ０－
ＴＩＳ２０Ｒ １層４工程　シルバー仕上げ ラピネス防水 施工規模－ 断熱材（３５ｍｍ）はファスナー止 材工共 昭石化
工

既存アスファルト露出防水・材工 断熱　トーチ　平部ラピネス防水 ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357011008
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 立上り部 ラピネ
ス防水 施工規模－ 材工共 昭石化工

既存アスファルト露出防水・材工 断熱　トーチ立上りラピネス防水 ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357011402
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 ゴムアスファルト系塗膜防水 平部　ＲＳ－２０ＴＳ 骨材入りトップコート
仕上げ ハルスターコート 施工規模－ 材工共 イーテック

既存アスファルト露出防水・材工 塗膜防水　平部　ＲＳ－２０ＴＳ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357011404
防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 ゴムアスファルト系塗膜防水 平部　ＲＳ－３０ＴＳ 骨材入りトップコート
仕上げ ハルスターコート 施工規模－ 材工共 イーテック

既存アスファルト露出防水・材工 塗膜防水　平部　ＲＳ－３０ＴＳ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357020006
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　熱工法 平部　ＲＰ３－Ｓ１１０ＰＢ
１層６工程　シルバー仕上げ タフネス防水 施工規模－ 材工共 昭石化工

既存保護コンクリート下地・材工 熱工法　平部　タフネス防水 ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357020008
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　熱工法 立上り部 タフネス防水 施工
規模－ 材工共 昭石化工

既存保護コンクリート下地・材工 熱工法　立上り　タフネス防水 ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357020002
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＭＳＣ－１１１ 単
層・絶縁 メルタン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途 材工共 日新工業

既存保護コンクリート下地・材工 トーチ　平部　メルタン２１ ｍ２ 435 9357 防水改修工事
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防水改修工事【公表価格】 9357020004
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部 メルタン２１
施工規模－ 仕上塗りは別途　立上り部は既存防水層撤去 材工共 日新工業

既存保護コンクリート下地・材工 トーチ　立上り　メルタン２１ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357020010
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＰＳＴ－２０Ｃ ２
層４工程　シルバー仕上げ ポリマリット防水 施工規模－ 既存保護コンクリートの下地処理は別途 材工共 田島ルーフィ
ング

既存保護コンクリート下地・材工 トーチ　平部　ポリマリット防水 ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357020012
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部　ＰＳＴ－２０
Ｃ シルバー仕上げ ポリマリット防水 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング

既存保護コンクリート下地・材工 トーチ　立上りポリマリット防水 ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357020014
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＴＡ－３２６Ｗ 複
層・絶縁 メルトーチ 施工規模－ 材工共 宇部興産建材

既存保護コンクリート下地・材工 トーチ　平部　メルトーチ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357020016
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部　ＴＡ－３２１
Ｗ 複層・密着 メルトーチ 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 宇部興産建材

既存保護コンクリート下地・材工 トーチ　立上り　メルトーチ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357020018
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＲＳ－ＰＢＨ 複
層・絶縁　シルバー仕上げ ポリベスト 施工規模－ 既存下地処理は別途 材工共 七王工業

既存保護コンクリート下地・材工 トーチ　平部　ＲＳ－ＰＢＨ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357020020
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部　ＲＳ－ＰＢＨ
複層・絶縁　シルバー仕上げ ポリベスト 施工規模－ 材工共 七王工業

既存保護コンクリート下地・材工 トーチ　立上り　ＲＳ－ＰＢＨ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357020030
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＲＳ－ＰＢ－２Ｈ
複層・絶縁　シルバー仕上げ ポリベスト 施工規模－ 既存下地処理は別途　断熱３５ｍｍ 材工共 七王工業

既存保護コンクリート下地・材工 トーチ　平部　ＲＳ－ＰＢ－２Ｈ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357020032
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部　ＲＳ－ＰＢ－
２Ｈ 複層・絶縁　シルバー仕上げ ポリベスト 施工規模－ 材工共 七王工業

既存保護コンクリート下地・材工 トーチ　立上りＲＳ－ＰＢ－２Ｈ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357020026
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　常温工法 平部　ＢＳＲ－２０Ｃ 複
層・絶縁　シルバー仕上げ アスタックＢＳＲ 施工規模－ 既存下地処理は別途 材工共 七王工業

既存保護コンクリート下地・材工 常温　平部　アスタックＢＳＲ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357020028
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　常温工法 立上り部 アスタックＢＳＲ
施工規模－ 材工共 七王工業

既存保護コンクリート下地・材工 常温　立上り　アスタックＢＳＲ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357021002
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 平部　ＭＳＣ－２２
０ メルタン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途　断熱材３０ｍｍ 材工共 日新工業

既存保護コンクリート下地・材工 断熱　トーチ　平部メルタン２１ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357021004
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 立上り部 メルタン２
１ 施工規模－ 仕上塗りは別途 材工共 日新工業

既存保護コンクリート下地・材工 断熱　トーチ立上りメルタン２１ ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357021006
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 平部　ＲＰ０－ＴＩ
Ｓ２０Ｒ １層４工程　シルバー仕上げ ラピネス防水 施工規模－ 断熱材（３５ｍｍ）はファスナー止 材工共 昭石化工

既存保護コンクリート下地・材工 断熱　トーチ　平部ラピネス防水 ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357021008
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 立上り部 ラピネス防
水 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 昭石化工

既存保護コンクリート下地・材工 断熱　トーチ立上りラピネス防水 ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357021010
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 平部　ＰＳＴ－２０
０Ｃ ２層６工程　シルバー仕上げ ポリマリット防水 施工規模－ 断熱材は３０ｍｍ 材工共 田島ルーフィング

既存保護コンクリート下地・材工 断熱　トーチ　平部ポリマリット ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357021012
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 立上り部　ＰＳＴ－
２００Ｃ シルバー仕上げ ポリマリット防水 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング

既存保護コンクリート下地・材工 断熱　トーチ立上りポリマリット ｍ２ 435 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357021014
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 平部　ＴＡ－４２６
Ｗ 複層・絶縁断熱 メルトーチ 施工規模－ 材工共 宇部興産建材

既存保護コンクリート下地・材工 断熱　トーチ　平部　メルトーチ ｍ２ 437 9357 防水改修工事
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防水改修工事【公表価格】 9357021016
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 立上り部　ＴＡ－４
２３Ｗ 複層・密着 メルトーチ 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 宇部興産建材

既存保護コンクリート下地・材工 断熱　トーチ　立上りメルトーチ ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357022006
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 ゴムアスファルト系塗膜防水 平部　ＲＺ－３０ＴＳ 骨材入りトップコート仕上
げ ハルスターコート 施工規模－ 材工共 イーテック

既存保護コンクリート下地・材工 塗膜防水　平部　ＲＺ－３０ＴＳ ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357022002
防水改修工事 既存保護コンクリート下地 塗膜防水 平部　ＲＰ０－ＳＴ３０Ａ ３層６工程　シルバー仕上げ サルコート
施工規模－ 材工共 昭石化工

既存保護コンクリート下地・材工 塗膜防水　平部　サルコート ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357022004 防水改修工事 既存保護コンクリート下地 塗膜防水 立上り部 サルコート 施工規模－ 材工共 昭石化工 既存保護コンクリート下地・材工 塗膜防水　立上り　サルコート ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357030002
防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 改質アスファルトシート防水　トーチ工法 平部　ＭＳＳ－１２０ １層３
工程 メルタン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途 材工共 日新工業

既存シート塗膜系露出防水・材工 ＭＳＳ－１２０　メルタン２１ ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357030004
防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 改質アスファルトシート防水　トーチ工法 立上り部 メルタン２１ 施工
規模－ 仕上塗りは別途 材工共 日新工業

既存シート塗膜系露出防水・材工 立上り　メルタン２１ ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357030006
防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 改質アスファルトシート防水　トーチ工法 平部　ＲＫ３－ＴＳＭ２５Ｒ
１層５工程　シルバー仕上げ ラピネス防水 施工規模－ 材工共 昭石化工

既存シート塗膜系露出防水・材工 ＲＫ３ＴＳＭ２５Ｒラピネス防水 ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357030008
防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 改質アスファルトシート防水　トーチ工法 立上り部 ラピネス防水 施工
規模－ 材工共 昭石化工

既存シート塗膜系露出防水・材工 立上り　ラピネス防水 ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357030010
防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 改質アスファルトシート防水　トーチ工法 平部　ＰＳＴ－２０ＧＣ ２層
４工程　シルバー仕上げ ポリマリット防水 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング

既存シート塗膜系露出防水・材工 トーチ　平部　ポリマリット防水 ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357030012
防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 改質アスファルトシート防水　トーチ工法 立上り部 ポリマリット防水
施工規模－ 材工共 田島ルーフィング

既存シート塗膜系露出防水・材工 トーチ　立上りポリマリット防水 ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357031002
防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 塗膜防水 平部　ＲＫ０－ＳＧ３０Ａ ３層６工程　シルバー仕上げ サル
コート 施工規模－ 材工共 昭石化工

既存シート塗膜系露出防水・材工 塗膜防水　平部　サルコート ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357031004 防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 塗膜防水 立上り部 サルコート 施工規模－ 材工共 昭石化工 既存シート塗膜系露出防水・材工 塗膜防水　立上り　サルコート ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357040002
防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 かぶせ工法（非撤去工法）　非断熱 ＳＳ－１ 勾配１／１０～２／１０ 施
工規模－ 水切り金物類は別途 材工共 日新工業

アスファルトシングル改修・材工 かぶせ工法　非断熱　ＳＳ－１ ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357040004
防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 かぶせ工法（非撤去工法）　非断熱 ＳＳ－２ 勾配２／１０～５／１０ 施
工規模－ 水切り金物類は別途 材工共 日新工業

アスファルトシングル改修・材工 かぶせ工法　非断熱　ＳＳ－２ ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357040008
防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 かぶせ工法（非撤去工法）　非断熱 ＧＳ－０１ 勾配２／１０～５／１０
施工規模３００ 水切り金物類は別途 材工共 田島ルーフィング

アスファルトシングル改修・材工 かぶせ工法　非断熱　ＧＳ－０１ ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357040102
防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 かぶせ工法（非撤去工法）　断熱２５ｍｍ ＳＳ－１０ 勾配１／１０～２／
１０ 施工規模－ 水切り金物類は別途 材工共 日新工業

アスファルトシングル改修・材工 かぶせ工法　断熱　ＳＳ－１０ ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357040104
防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 かぶせ工法（非撤去工法）　断熱２５ｍｍ ＳＳ－２０ 勾配２／１０～５／
１０ 施工規模－ 水切り金物類は別途 材工共 日新工業

アスファルトシングル改修・材工 かぶせ工法　断熱　ＳＳ－２０ ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357041002
防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 撤去工法　非断熱 ＳＳ－５ 勾配１／１０～２／１０ 施工規模－ 水切り金
物類，下地処理は別途 材工共 日新工業

アスファルトシングル改修・材工 撤去工法　非断熱　ＳＳ－５ ｍ２ 437 9357 防水改修工事
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防水改修工事【公表価格】 9357041004
防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 撤去工法　非断熱 ＳＳ－６ 勾配２／１０～５／１０ 施工規模－ 水切り金
物類，下地処理は別途 材工共 日新工業

アスファルトシングル改修・材工 撤去工法　非断熱　ＳＳ－６ ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357041008
防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 撤去工法　非断熱 ＭＧ－０１ 勾配２／１０～５／１０ 施工規模３００ 水
切り金物類は別途 材工共 田島ルーフィング

アスファルトシングル改修・材工 撤去工法　非断熱　ＭＧ－０１ ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357041102
防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 撤去工法　断熱２５ｍｍ ＳＳ－５０ 勾配１／１０～２／１０ 施工規模－
水切り金物類，下地処理は別途 材工共 日新工業

アスファルトシングル改修・材工 撤去工法　断熱　ＳＳ－５０ ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357041104
防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 撤去工法　断熱２５ｍｍ ＳＳ－６０ 勾配２／１０～５／１０ 施工規模－
水切り金物類，下地処理は別途 材工共 日新工業

アスファルトシングル改修・材工 撤去工法　断熱　ＳＳ－６０ ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357041108
防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 撤去工法　断熱 ＭＧＩ－０１ 勾配２／１０～３／１０ 施工規模３００ 水
切り金物類は別途 材工共 田島ルーフィング

アスファルトシングル改修・材工 撤去工法　断熱　ＭＧＩ－０１ ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357050002 防水改修工事 改修工事用ドレン タイドレン タテ引用 Ｖ－７０ 施工規模－ 材工共 コウワ 改修工事用ドレン（材工） タイドレン　タテ引用　Ｖ－７０ 箇所 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357050004 防水改修工事 改修工事用ドレン タイドレン タテ引用 Ｖ－９０ 施工規模－ 材工共 コウワ 改修工事用ドレン（材工） タイドレン　タテ引用　Ｖ－９０ 箇所 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357050006 防水改修工事 改修工事用ドレン タイドレン ヨコ引用 Ｓ－７０Ｎ 施工規模－ 材工共 コウワ 改修工事用ドレン（材工） タイドレン　ヨコ引用Ｓ－７０Ｎ 箇所 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357050008 防水改修工事 改修工事用ドレン タイドレン ヨコ引用 Ｓ－９０Ｎ 施工規模－ 材工共 コウワ 改修工事用ドレン（材工） タイドレン　ヨコ引用Ｓ－９０Ｎ 箇所 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357050102 防水改修工事 改修工事用ドレン リードレンＣ タテ引用 ６５ 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング 改修工事用ドレン（材工） リードレンＣ　タテ引用　６５ 箇所 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357050104 防水改修工事 改修工事用ドレン リードレンＣ タテ引用 ９５ 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング 改修工事用ドレン（材工） リードレンＣ　タテ引用　９５ 箇所 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357050106 防水改修工事 改修工事用ドレン リードレンＣ ヨコ引用 ７５ 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング 改修工事用ドレン（材工） リードレンＣ　ヨコ引用　７５ 箇所 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357050108 防水改修工事 改修工事用ドレン リードレンＣ ヨコ引用 ９０ 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング 改修工事用ドレン（材工） リードレンＣ　ヨコ引用　９０ 箇所 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357050202 防水改修工事 改修工事用ドレン マルエス鉛ドレンＭ タテ引用 ７０（キャップ共） 施工規模－ 材工共 日新工業 改修工事用ドレン（材工） マルエス鉛ドレンＭ　タテ７０ 箇所 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357050204 防水改修工事 改修工事用ドレン マルエス鉛ドレンＭ タテ引用 １００（キャップ共） 施工規模－ 材工共 日新工業 改修工事用ドレン（材工） マルエス鉛ドレンＭ　タテ１００ 箇所 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357050206 防水改修工事 改修工事用ドレン マルエス鉛ドレンＭ ヨコ引用 ７０（キャップ共） 施工規模－ 材工共 日新工業 改修工事用ドレン（材工） マルエス鉛ドレンＭ　ヨコ７０ 箇所 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357050208 防水改修工事 改修工事用ドレン マルエス鉛ドレンＭ ヨコ引用 １００（キャップ共） 施工規模－ 材工共 日新工業 改修工事用ドレン（材工） マルエス鉛ドレンＭ　ヨコ１００ 箇所 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357070010
防水改修工事 ウレタン塗膜防水 ＤＰツーガード・ゼロＳＳ工法 ＳＳ－ＴＺ１２ ゴムチップ＋ウレタン通気複合防水クッ
ション工法（保護層非撤去工法） 施工規模－ 材工共 ディックプルーフィング

ウレタン塗膜防水（材工） ＤＰツガド０ＳＳ　ＳＳＴＺ１２ ｍ２ 437 9357 防水改修工事
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防水改修工事【公表価格】 9357070012
防水改修工事 ウレタン塗膜防水 ＤＰツーガード・ゼロＳＳ工法 ＳＳ－ＴＺ１３ ゴムチップ＋ウレタン通気複合防水クッ
ション工法（保護層非撤去工法） 施工規模－ 材工共 ディックプルーフィング

ウレタン塗膜防水（材工） ＤＰツガド０ＳＳ　ＳＳＴＺ１３ ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357080002
防水改修工事 かぶせ工法（アスファルト，シート，ウレタン，金属，コンクリート等下地に対応） リアルーフ工法 密
着・非歩行 施工規模５００ 材工共 コンステック

かぶせ工法（材工） リアルーフ工法　密着・非歩行 ｍ２ 437 9357 防水改修工事

防水改修工事【公表価格】 9357080006
防水改修工事 かぶせ工法（アスファルト，シート，ウレタン，金属，コンクリート等下地に対応） リアルーフ工法 立上
り 施工規模５００ 材工共 コンステック

かぶせ工法（材工） リアルーフ工法　立上り ｍ２ 437 9357 防水改修工事

外壁改修工事（タイル） 9361510005 外壁改修工事（タイル） 撤去 外壁・床　全面 下地モルタル共 施工規模－ｍ２ 材工共 外壁改修（タイル）工事（材工） 外壁・床　全面　下地モルタル共 ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（タイル） 9361510010 外壁改修工事（タイル） 撤去 外壁・床　部分 下地モルタル共 施工規模－ｍ２ 材工共 外壁改修（タイル）工事（材工） 外壁・床　部分　下地モルタル共 ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（タイル） 9361510015 外壁改修工事（タイル） 撤去 外壁・床　部分 タイルのみ 施工規模－ｍ２ 材工共 外壁改修（タイル）工事（材工） 外壁・床　部分　タイルのみ ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（タイル） 9361510020 外壁改修工事（タイル） 撤去 外壁・床　目地部カッター入れ タイルのみ・１ｍ２程度 施工規模－ｍ 材工共 外壁改修（タイル）工事（材工） 外壁・床　タイルのみ１ｍ２程度 ｍ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（タイル） 9361510025 外壁改修工事（タイル） 撤去 外壁・床　目地部カッター入れ 下地モルタル共・１ｍ２程度 施工規模－ｍ 材工共 外壁改修（タイル）工事（材工） 外壁・床　下地モルタル共１ｍ２ ｍ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（タイル） 9361511005 外壁改修工事（タイル） 下地調整 床・壁　モルタル 施工規模－ｍ２ 材工共 外壁改修（タイル）工事（材工） 床・壁　モルタル ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（タイル） 9361511010 外壁改修工事（タイル） 下地調整 床・壁　サンダー掛け 施工規模－ｍ２ 材工共 外壁改修（タイル）工事（材工） 床・壁　サンダー掛け ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（タイル） 9361511015 外壁改修工事（タイル） 下地調整 壁　Ｃ－１ 施工規模－ｍ２ 材工共 外壁改修（タイル）工事（材工） 壁　Ｃ－１ ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（タイル） 9361511020 外壁改修工事（タイル） 下地調整 壁　Ｃ－２ 施工規模－ｍ２ 材工共 外壁改修（タイル）工事（材工） 壁　Ｃ－２ ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（タイル） 9361511025 外壁改修工事（タイル） 下地調整 壁　ＣＭ－２ 施工規模－ｍ２ 材工共 外壁改修（タイル）工事（材工） 壁　ＣＭ－２ ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（タイル） 9361530010
外壁改修工事（タイル） 部分改修【手間のみ　目地詰め，クリーニング共】 床タイル　部分 １ｍ２程度　目地詰め　ク
リーニング共 施工規模－ｍ２ 手間のみ

外壁改修（タイル）工事（工） 床タイル　部分　１ｍ２程度 ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（タイル） 9361530020
外壁改修工事（タイル） 部分改修【手間のみ　目地詰め，クリーニング共】 外壁タイル　部分 １ｍ２程度　目地詰め
クリーニング共 施工規模－ｍ２ 手間のみ

外壁改修（タイル）工事（工） 外壁タイル　部分　１ｍ２程度 ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（タイル） 9361513010
外壁改修工事（タイル） 全面改修【材工共　目地詰め，クリーニング共】 外壁モザイクタイル モザイクタイル張り 施工
規模－ｍ２ 材工共

外壁改修（タイル）工事（材工） 外壁モザイクタイル　モザイク ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（タイル） 9361513015
外壁改修工事（タイル） 全面改修【材工共　目地詰め，クリーニング共】 外壁　小口タイル 改良圧着張り 施工規模－ｍ
２ 材工共

外壁改修（タイル）工事（材工） 外壁　小口タイル　改良圧着張り ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（タイル） 9361513020
外壁改修工事（タイル） 全面改修【材工共　目地詰め，クリーニング共】 外壁　二丁掛タイル 改良圧着張り 施工規模－
ｍ２ 材工共

外壁改修（タイル）工事（材工） 外壁二丁掛タイル　改良圧着張り ｍ２ 440 9361 外壁改修工事
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外壁改修工事（吹付） 9361540005 外壁改修工事（吹付） 事前調査 外壁面の目視 目視，図面記入 施工規模－ 手間のみ 外壁改修（吹付）工事（工） 外壁面の目視　目視　図面記入 ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361540010
外壁改修工事（吹付） 事前調査 外壁面の事前調査 目視・打診による確認，マーキング，計測，図面記入 施工規模－ 手
間のみ

外壁改修（吹付）工事（工） 外壁面の事前調査　目視・打診 ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361540015
外壁改修工事（吹付） 既存塗膜除去（ひび割れ部の補修，下地処理は別途） サンダー　ＲＢ種 施工規模－ 機械・手間の
み

外壁改修（吹付）工事（工） サンダー　ＲＢ種 ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361540020
外壁改修工事（吹付） 既存塗膜除去（ひび割れ部の補修，下地処理は別途） 高圧水洗（作業面：アクリルタイル程度）
高圧水洗機　加圧力　５０～１００ＭＰａ 施工規模－ 機械・手間のみ 全面除去

外壁改修（吹付）工事（工） 高圧水洗　５０～１００ＭＰａ ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361540025
外壁改修工事（吹付） 既存塗膜除去（ひび割れ部の補修，下地処理は別途） 高圧水洗（作業面：アクリルタイル程度）
高圧水洗機　加圧力　３０～５０ＭＰａ 施工規模－ 機械・手間のみ 劣化部除去

外壁改修（吹付）工事（工） 高圧水洗　３０～５０ＭＰａ ｍ２ 440 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361540035 外壁改修工事（吹付） 下地調整（ケレン・清掃共） 水洗い デッキブラシ 施工規模－ 手間のみ 既存仕上面全体 外壁改修（吹付）工事（工） 水洗い　デッキブラシ ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361540040
外壁改修工事（吹付） 下地調整（ケレン・清掃共） 水洗い 高圧水洗機　加圧力　１５ＭＰａ程度 施工規模－ 機械・手
間のみ 既存仕上面全体

外壁改修（吹付）工事（工） 水洗い　高圧水洗機　加圧力 ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521005
外壁改修工事（吹付） 下地調整（ケレン・清掃共） 下地調整塗材　Ｃ－１ 塗厚　１ｍｍ以下 施工規模－ 材工共 既存塗
膜除去面（ＲＣ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 下地調整塗材　Ｃ－１ ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521010
外壁改修工事（吹付） 下地調整（ケレン・清掃共） 下地調整塗材　Ｃ－２ 塗厚　１ｍｍ程度 施工規模－ 材工共 既存塗
膜除去面（ＲＣ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 下地調整塗材　Ｃ－２ ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521018
外壁改修工事（吹付） 下地調整（ケレン・清掃共） 下地調整塗材　ＣＭ－２ 施工規模－ 材工共 既存塗膜除去面（Ｒ
Ｃ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 下地調整塗材　ＣＭ－２ ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521025 外壁改修工事（吹付） 下地調整（ケレン・清掃共） 下地調整塗材　Ｅ 施工規模－ 材工共 既存塗膜除去面（ＡＬＣ） 外壁改修（吹付）工事（材工） 下地調整塗材　Ｅ ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521027
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー　主材（下塗）１回　上塗
２回　アクリル 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形Ｅ　アクリル　薄付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521029
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー　主材（下塗）１回　上塗
２回　ウレタン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形Ｅ　ウレタン　薄付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521031
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー　主材（下塗）１回　上塗
２回　シリコン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形Ｅ　シリコン　薄付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521033
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー　主材（下塗）１回　上塗
２回　ふっ素 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形Ｅ　ふっ素　薄付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521035
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー　主材（下塗）１回　上
塗２回　アクリル 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形ＲＥ　アクリル　薄付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521037
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー　主材（下塗）１回　上
塗２回　ウレタン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形ＲＥ　ウレタン　薄付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521039
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー　主材（下塗）１回　上
塗２回　シリコン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形ＲＥ　シリコン　薄付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事
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外壁改修工事（吹付） 9361521041
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー　主材（下塗）１回　上
塗２回　ふっ素 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形ＲＥ　ふっ素　薄付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521043
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー　主材（下塗）１回　上塗
２回　アクリル 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形Ｅ　アクリル　厚付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521045
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー　主材（下塗）１回　上塗
２回　ウレタン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形Ｅ　ウレタン　厚付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521047
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー　主材（下塗）１回　上塗
２回　シリコン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形Ｅ　シリコン　厚付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521049
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー　主材（下塗）１回　上塗
２回　ふっ素 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形Ｅ　ふっ素　厚付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521051
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー　主材（下塗）１回　上
塗２回　アクリル 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形ＲＥ　アクリル　厚付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521053
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー　主材（下塗）１回　上
塗２回　ウレタン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形ＲＥ　ウレタン　厚付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521055
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー　主材（下塗）１回　上
塗２回　シリコン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形ＲＥ　シリコン　厚付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事（吹付） 9361521057
外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー　主材（下塗）１回　上
塗２回　ふっ素 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）

外壁改修（吹付）工事（材工） 可とう形ＲＥ　ふっ素　厚付け ｍ２ 441 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9399020518
外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 ボンドピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 全ネジ切りステンレスピ
ン１６本／ｍ２ ３０ｇ／穴 施工規模１００～ Ｅ２０９，Ｅ２０８（ＪＩＳ　Ａ　６０２４適合品） 材工共 コニシ

ボンドピンニング部分（材工） エポキシ樹脂 ｍ２ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399020520
外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 ボンドピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 全ネジ切りステンレスピ
ン１３本／ｍ２ ３０ｇ／穴 残存浮き部注入１２穴／ｍ２ 施工規模１００～ Ｅ２０９，Ｅ２０８，Ｅ２０７Ｄ（ＪＩＳ
Ａ　６０２４適合品） 材工共 コニシ

ボンドピンニング全面（材工） エポキシ樹脂　１２穴／ｍ２ ｍ２ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399020522
外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 ボンドＣＰアンカーピン部分エポキシ樹脂注入工法 注入口付ステンレ
スピン９本／ｍ２・３０ｇ／穴 ３０ｇ／穴 ピン長５０ｍｍ 施工規模１００～ Ｅ２０９，Ｅ２０８（ＪＩＳ　Ａ　６０２
４適合品） 材工共 コニシ

ボンドＣＰアンカーピン（材工） エポキシ樹脂　ピン長５０ｍｍ ｍ２ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399020524
外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 ボンドＣＰアンカーピン部分エポキシ樹脂注入工法 注入口付ステンレ
スピン９本／ｍ２・３０ｇ／穴 ３０ｇ／穴 ピン長７０ｍｍ 施工規模１００～ Ｅ２０９，Ｅ２０８（ＪＩＳ　Ａ　６０２
４適合品） 材工共 コニシ

ボンドＣＰアンカーピン（材工） エポキシ樹脂　ピン長７０ｍｍ ｍ２ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399020526
外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 ボンドＣＰアンカーピン部分エポキシ樹脂注入工法 注入口付ステンレ
スピン９本／ｍ２・３０ｇ／穴 ３０ｇ／穴 ピン長１００ｍｍ 施工規模１００～ Ｅ２０９，Ｅ２０８（ＪＩＳ　Ａ　６０
２４適合品） 材工共 コニシ

ボンドＣＰアンカーピン（材工） エポキシ樹脂　ピン長１００ｍｍ ｍ２ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399020528
外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 スーパーＳＰ工法（モルタル浮き補修工法） 浮き間隔０．５ｍｍ 削孔
本数９本／ｍ２ モルタル厚３０ｍｍ以下 施工規模１００～ 材工共 ダイヤリフォーム

スーパーＳＰ工法（材工） 浮き間隔０．５ｍｍ ｍ２ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399020532
外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 １６本／ｍ２（２５ｍ
ｌ／穴） 浮き代１ｍｍ以下 モルタル厚３０ｍｍ以下 施工規模１００～ エバーボンドＥＰ－１００・１５０（ＪＩＳ　Ａ
６０２４　認証品・適合品）・防錆材入 材工共 ダイフレックス

アンカーピンニング部分材工 エポキシ樹脂　浮き代１ｍｍ以下 ｍ２ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399020534
外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 １３本／ｍ２（２５ｍ
ｌ／穴）　注入口１２箇所／ｍ２ 浮き代１ｍｍ以下 モルタル厚３０ｍｍ以下 施工規模１００～ エバーボンドＥＰ－１０
０・１５０他（ＪＩＳ　Ａ　６０２４　認証品・適合品）・防錆材入 材工共 ダイフレックス

アンカーピンニング全面材工 エポキシ樹脂　浮き代１ｍｍ以下 ｍ２ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399020536
外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 グラウトピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 ９本／ｍ２（２５ｍｌ
／穴） 浮き代１ｍｍ以下 モルタル厚３０ｍｍ以下 施工規模１００～ エバーボンドＥＰ－１００・１５０（ＪＩＳ　Ａ
６０２４　認証品・適合品）・防錆材入 材工共 ダイフレックス

グラウトピンニング部分材工 エポキシ樹脂　浮き代１ｍｍ以下 ｍ２ 443 9399 その他建築工事
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外壁改修工事【公表価格】 9399020538
外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 グラウトピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 ９本／ｍ２（２５ｍｌ
／穴）　注入口９箇所／ｍ２ 浮き代１ｍｍ以下 モルタル厚３０ｍｍ以下 施工規模１００～ エバーボンドＥＰ－１００・
１５０他（ＪＩＳ　Ａ　６０２４　認証品・適合品）・防錆材入 材工共 ダイフレックス

グラウトピンニング全面材工 エポキシ樹脂　浮き代１ｍｍ以下 ｍ２ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399020530
外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 ノックスアンカー部分注入工法 浮き面積：ノックスアンカー９本／ｍ
２ エポキシ樹脂注入９穴 施工規模１００～ エポキシ樹脂（ＪＩＳ　Ａ　６０２４適合品） 材工共 リノテック

ノックスアンカー部分注入・材工 ノックスアンカー９本／ｍ２ ｍ２ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399021001
外壁改修工事 外壁ひび割れ補修工事 セメンシャス＃２０００ ポリマーセメント系防錆・防食機能性無機質複合塗材 施工
規模－ Ｆ☆☆☆☆ 材工共 ダイフレックス

セメンシャス＃２０００（材工） 防錆・防食機能性無機質複合塗材 ｍ２ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399021004
外壁改修工事 外壁ひび割れ補修工事 ボンドシール工法 ひび割れ０．２ｍｍ未満 パテ状エポキシ樹脂塗り 幅１０ｍｍ・
厚２ｍｍ 施工規模－ Ｅ３９０ 材工共 コニシ

ボンドシール工法（材工） ひび割れ０．２ｍｍ未満 ｍ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399021010
外壁改修工事 外壁ひび割れ補修工事 ボンドＵカットシール工法 １０×１５ｍｍ程度 可とう性エポキシ樹脂 施工規模１
００～ Ｅ６００（可とう性エポキシ樹脂） 材工共 コニシ

ボンドＵカットシール工法・材工 可とう性エポキシ樹脂 ｍ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399021012
外壁改修工事 外壁ひび割れ補修工事 ボンドＵカットシール工法 １０×１５ｍｍ程度 弾性シーリング 施工規模１００～
ビューシール６９０９ 材工共 コニシ

ボンドＵカットシール工法・材工 弾性シーリング ｍ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399021014
外壁改修工事 外壁ひび割れ補修工事 ボンドＯＧＳ工法 ０．３ｍｍ～１ｍｍ以下 注入深さ１５ｍｍ未満 施工規模１００
～ ＯＧグラウト（１液性弾性エポキシ） 材工共 コニシ

ボンドＯＧＳ工法（材工） ０．３ｍｍ～１ｍｍ以下 ｍ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399022002
外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 マトロン工法 ひび割れ幅　１ｍｍ以下 コンクリート厚１５０ｍｍ 施工規模１０
０ 材工共 ミクロカプセル

マトロン工法（材工） ひび割れ幅１ｍｍ以下 ｍ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399020008
外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 ミクロカプセル工法 ひび割れ幅　１ｍｍ以下 コンクリート厚１５０ｍｍ 施工規
模１００ 材工共 ミクロカプセル

ミクロカプセル工法（材工） ひび割れ幅１ｍｍ以下 ｍ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399022004
外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 ボンドシリンダー工法 ひび割れ幅　０．５以上１ｍｍ以下 壁厚１５０ｍｍ程度
施工規模１００～ Ｅ２０６，Ｅ２０７Ｄ（ＪＩＳ　Ａ　６０２４適合品） 材工共 コニシ

ボンドシリンダー工法（材工） ひび割れ幅０．５以上１ｍｍ以下 ｍ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399022006
外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 スクイズ工法　建築構造物 ひび割れ幅　１．０ｍｍ コンクリート厚（注入深さ）
１５０ｍｍ 施工規模１００～ 材工共 ダイヤリフォーム

スクイズ工法（材工） ひび割れ幅１ｍｍ　Ｔ１５０ｍｍ ｍ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399022008
外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 スクイズ工法　無機系注入 ひび割れ幅　１．０ｍｍ コンクリート厚（注入深さ）
３００ｍｍ 施工規模１００～ 材工共 ダイヤリフォーム

スクイズ工法（材工） ひび割れ幅１ｍｍ　Ｔ３００ｍｍ ｍ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399022014
外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 ＳＫグラウトプラグＡ工法 ひび割れ幅　最大０．５ｍｍ以下 コンクリート厚１５
０ｍｍ 施工規模１００～ エバーボンドＥＰ－４００～１００グラウトプラグＡ・グラウトパック－１他（ＪＩＳ　Ａ　６
０２４　認証品・適合品）・防錆材入 材工共 ダイフレックス

ＳＫグラウトプラグＡ工法・材工 ひび割れ幅０．５ｍｍ以下 ｍ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399022016
外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 ＳＫグラウトプラグＡ工法 ひび割れ幅　最大１．０ｍｍ以下 コンクリート厚１５
０ｍｍ 施工規模１００～ エバーボンドＥＰ－４００～１００グラウトプラグＡ・グラウトパック－１他（ＪＩＳ　Ａ　６
０２４　認証品・適合品）・防錆材入 材工共 ダイフレックス

ＳＫグラウトプラグＡ工法・材工 ひび割れ幅１ｍｍ以下 ｍ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9399022012
外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 エアロプレートひび割れ注入工法 ひび割れ幅　０．５ｍｍ ひび割れ深さ　１５０
ｍｍ貫通 ひび割れ長さ　４箇所／ｍ 施工規模１００～ エポキシ樹脂（ＪＩＳ　Ａ　６０２４適合品） 材工共 リノテッ
ク

エアロプレートひび割れ注入材工 ひび割れ幅０．５ｍｍ ｍ 443 9399 その他建築工事

外壁改修工事【公表価格】 9335520022
外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 エラスⅡ工法 枠組み足場　側面施工 施工規模３００ 弾性型ポリマーセメ
ント系表面保護工法 材工共 オバナヤ・セメンテックス

打放しコンクリート仕上げ・材工 エラス２工法　枠組み足場　側面 ｍ２ 443 9335 左官工事

外壁改修工事【公表価格】 9335520024
外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 エラスⅡ工法 枠組み足場　下面施工 施工規模３００ 弾性型ポリマーセメ
ント系表面保護工法 材工共 オバナヤ・セメンテックス

打放しコンクリート仕上げ・材工 エラス２工法　枠組み足場　下面 ｍ２ 443 9335 左官工事

外壁改修工事【公表価格】 9335520030
外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 エラスメッシュＴ工法　ＨＢ仕様 枠組み足場　側面施工 施工規模３００
弾性型ポリマーセメント系表面保護工法・剥離防止工法 材工共 オバナヤ・セメンテックス

打放しコンクリート仕上げ・材工 エラスメッシュＴ　枠組足場側面 ｍ２ 443 9335 左官工事
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外壁改修工事【公表価格】 9335520032
外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 エラスメッシュＴ工法　ＨＢ仕様 枠組み足場　下面施工 施工規模３００
弾性型ポリマーセメント系表面保護工法・剥離防止工法 材工共 オバナヤ・セメンテックス

打放しコンクリート仕上げ・材工 エラスメッシュＴ　枠組足場下面 ｍ２ 443 9335 左官工事

外壁改修工事【公表価格】 9335520038
外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 エラスメッシュ工法 枠組み足場　側面施工 施工規模３００ 弾性型ポリ
マーセメント系表面保護工法・剥離防止工法 材工共 オバナヤ・セメンテックス

打放しコンクリート仕上げ・材工 エラスメッシュ　枠組足場　側面 ｍ２ 443 9335 左官工事

外壁改修工事【公表価格】 9335520040
外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 エラスメッシュ工法 枠組み足場　下面施工 施工規模３００ 弾性型ポリ
マーセメント系表面保護工法・剥離防止工法 材工共 オバナヤ・セメンテックス

打放しコンクリート仕上げ・材工 エラスメッシュ　枠組足場　下面 ｍ２ 443 9335 左官工事

外壁改修工事【公表価格】 9335520046
外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 ナノシリコンコート 旧コンクリート用　遮水・防水 ナノシリコン浸透性超
遮水保護剤 ローラー工法 施工規模３００ 下地調整は別途 材工共 フッコー

打放しコンクリート仕上げ・材工 ナノシリコンコート ｍ２ 443 9335 左官工事

外壁改修工事【公表価格】 9335520048
外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 ナノリフレッシュコート 旧コンクリート用　改質強化・劣化防止 ケイ酸系
浸透性改質保護剤 施工規模３００ 下地調整は別途 材工共 フッコー

打放しコンクリート仕上げ・材工 ナノリフレッシュコート ｍ２ 443 9335 左官工事

外壁改修工事【公表価格】 9361010002
外壁改修工事 外壁複合改修工事 ボンドカーボピンネット工法 モルタル塗りリシン仕上下地 カーボピンネット中塗り（Ｓ
ＢＲ系ポリマーセメント）２回塗り 施工規模３００～ 材工共 コニシ

外壁複合改修工法（材工） ボンドカーボピンネット　リシン ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361010004
外壁改修工事 外壁複合改修工事 ボンドカーボピンネット工法 モルタル塗り吹付けタイル仕上下地 カーボピンネット中塗
り（ＳＢＲ系ポリマーセメント）２回塗り 施工規模３００～ 材工共 コニシ

外壁複合改修工法（材工） ボンドカーボピンネット　吹付け ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361010006
外壁改修工事 外壁複合改修工事 ボンドカーボピンネット工法 モルタル塗り弾性タイル仕上下地 カーボピンネット中塗り
（ＳＢＲ系ポリマーセメント）２回塗り 施工規模３００～ 材工共 コニシ

外壁複合改修工法（材工） ボンドカーボピンネット　弾性 ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361010008
外壁改修工事 外壁複合改修工事 ボンドカーボピンネット工法 モザイクタイル張り仕上下地 カーボピンネット中塗り（Ｓ
ＢＲ系ポリマーセメント）２回塗り 施工規模３００～ 材工共 コニシ

外壁複合改修工法（材工） ボンドカーボピンネットモザイク ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361010010
外壁改修工事 外壁複合改修工事 ボンドカーボピンネット工法 ２丁掛・小口タイル張り仕上下地 カーボピンネット中塗り
（ＳＢＲ系ポリマーセメント）２回塗り 施工規模３００～ 材工共 コニシ

外壁複合改修工法（材工） ボンドカーボピンネット　２丁掛 ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361010202
外壁改修工事 外壁複合改修工事 ネットバリヤー工法Ｍ２ 既存下地：モザイクタイル仕上下地 施工規模２００～ 高圧洗
浄，モルタル塗り塗装仕上げは別途 材工共 リノテック

外壁複合改修工法（材工） ネットバリヤー工法Ｍ２モザイク ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361010204
外壁改修工事 外壁複合改修工事 ネットバリヤー工法Ｍ２ 既存下地：二丁掛タイル仕上下地 施工規模２００～ 高圧洗
浄，モルタル塗り塗装仕上げは別途 材工共 リノテック

外壁複合改修工法（材工） ネットバリヤー工法Ｍ２　二丁掛 ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361010206
外壁改修工事 外壁複合改修工事 ネットバリヤーⅡ 既存下地：モルタル塗り塗装仕上下地 施工規模２００～ 高圧洗浄，
新規タイル仕上げは別途 材工共 リノテック

外壁複合改修工法（材工） ネットバリヤー２　モルタル塗り ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361010208
外壁改修工事 外壁複合改修工事 ネットバリヤー工法 既存下地：タイル仕上下地 施工規模２００～ 高圧洗浄，新規タイ
ル仕上げは別途 材工共 リノテック

外壁複合改修工法（材工） ネットバリヤー工法　タイル ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361010210
外壁改修工事 外壁複合改修工事 ネットバリヤー工法 既存下地：二丁掛タイル仕上下地 施工規模２００～ 高圧洗浄，新
規タイル仕上げは別途 材工共 リノテック

外壁複合改修工法（材工） ネットバリヤー工法二丁掛タイル ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361010212
外壁改修工事 外壁複合改修工事 ネットバリヤー工法Ｐ１ 既存下地：モザイクタイル仕上下地 施工規模２００～ 高圧洗
浄，塗装仕上げは別途 材工共 リノテック

外壁複合改修工法（材工） ネットバリヤー工法Ｐ１モザイク ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361010214
外壁改修工事 外壁複合改修工事 ネットバリヤー工法Ｐ１ 既存下地：二丁掛タイル仕上下地 施工規模２００～ 高圧洗
浄，塗装仕上げは別途 材工共 リノテック

外壁複合改修工法（材工） ネットバリヤー工法Ｐ１　二丁掛 ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361010410
外壁改修工事 外壁複合改修工事 リアネットＥ工法（アクリルゴム系ピンネット工法） アンカーピン：６０ｍｍ以下 既存
下地：モルタル塗りリシン仕上下地 施工規模５００ 下地調整・仕上げを含む 材工共 コンステック

外壁複合改修工法（材工） リアネットＥ工法　リシン ｍ２ 445 9361 外壁改修工事
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外壁改修工事【公表価格】 9361010412
外壁改修工事 外壁複合改修工事 リアネットＥ工法（アクリルゴム系ピンネット工法） アンカーピン：６０ｍｍ以下 既存
下地：モルタル塗り吹付けタイル仕上下地 施工規模５００ 下地調整・仕上げを含む 材工共 コンステック

外壁複合改修工法（材工） リアネットＥ工法　吹付けタイル ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361010414
外壁改修工事 外壁複合改修工事 リアネットＥ工法（アクリルゴム系ピンネット工法） アンカーピン：６０ｍｍ以下 既存
下地：モルタル塗り弾性タイル仕上下地 施工規模５００ 下地調整・仕上げを含む 材工共 コンステック

外壁複合改修工法（材工） リアネットＥ工法　弾性タイル ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361010416
外壁改修工事 外壁複合改修工事 リアネットＥ工法（アクリルゴム系ピンネット工法） アンカーピン：６０ｍｍ以下 既存
下地：モザイクタイル小口張り仕上下地 施工規模５００ 下地調整・仕上げを含む 材工共 コンステック

外壁複合改修工法（材工） リアネットＥ工法モザイクタイル ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361060002
外壁改修工事 タイル目地補強 ボンフロンＴＲ－ＳＲ（超低汚染型） 特殊タイル用シーラー＋低汚染溶剤ふっ素クリヤー
仕上げ 施工規模３００ 材工共 ＡＧＣコーテック

外壁タイル目地補強（材工） ボンフロンＴＲ－ＳＲ超低汚染型 ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361550502 外壁改修工事 表面保護工 クリスタルストーン コンクリート面劣化防止 施工規模３００ 材工共 北近畿緑地建設 表面保護工（材工） クリスタルストーン ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361550504 外壁改修工事 表面保護工 クリスタルコート 落書き防止 施工規模３００ 材工共 北近畿緑地建設 表面保護工（材工） クリスタルコート ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361550506 外壁改修工事 表面保護工 クリスタルペイント 石材／タイル汚れ防止 施工規模３００ 材工共 北近畿緑地建設 表面保護工（材工） クリスタルペイント ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9361551502
外壁改修工事 表面保護工 クリスタコート 無機系スーパー超低汚染表面処理オーバーコート材 施工規模３００ １工程
（オーバーコート工程のみ） 材工共 日本ペイント

表面保護工（材工） クリスタコート ｍ２ 445 9361 外壁改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020024
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ジョリパットフレッシュＪＱ－８００ 水性アクリルシリコーン
（砂壁状　艶消し） 施工規模－ 下地調整は別途 材工共 アイカ工業

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ジョリパット　ＪＱ－８００ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020026
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ジョリパットフレッシュクールＪＱ－８１０ 水性アクリルシリ
コーン（砂壁状　艶消し　遮熱タイプ） 施工規模－ 下地調整は別途 材工共 アイカ工業

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ジョリパット　ＪＱ－８１０ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020030
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） アクリルシリコーントップコートＪＣ－８５０ 水性アクリルシリ
コーン（艶消し） 施工規模－ 下地調整は別途 材工共 アイカ工業

外壁塗替　吹付仕上面・材工 アクリルシリコン　ＪＣ－８５０ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020032
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤスーパーセランマイルド ターペン可溶形変性無機塗料 複層
仕上げ 施工規模－ 下塗（アクレスエポ：中毛ローラー）込み　Ｆ☆☆☆☆ 材工共 ダイフレックス

外壁塗替　吹付仕上面・材工 スーパーセランマイルド　中毛 ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020034
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤスーパーセランマイルド ターペン可溶形変性無機塗料 複層
仕上げ 施工規模－ 下塗（アクレスエポ：多孔質ローラー）込み　Ｆ☆☆☆☆ 材工共 ダイフレックス

外壁塗替　吹付仕上面・材工 スーパーセランマイルド　多孔質 ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020036
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤスーパーセランマイルド ターペン可溶形変性無機塗料 複層
仕上げ 施工規模－ 下塗（アクレスエポ：エアレス）　Ｆ☆☆☆☆ 材工共 ダイフレックス

外壁塗替　吹付仕上面・材工 スーパーセランマイルドエアレス ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020038
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤスーパーセランアクア 水系超耐候・超低汚染型変性無機塗
料 複層仕上げ 施工規模－ 下塗（アクレスエポ：中毛ローラー）込み　Ｆ☆☆☆☆ 材工共 ダイフレックス

外壁塗替　吹付仕上面・材工 スーパーセランアクア　中毛 ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020040
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤスーパーセランアクア 水系超耐候・超低汚染型変性無機塗
料 複層仕上げ 施工規模－ 下塗（アクレスエポ：多孔質ローラー）込み　Ｆ☆☆☆☆ 材工共 ダイフレックス

外壁塗替　吹付仕上面・材工 スーパーセランアクア　多孔質 ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020042
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤスーパーセランアクア 水系超耐候・超低汚染型変性無機塗
料 複層仕上げ 施工規模－ 下塗（アクレスエポ：エアレス）　Ｆ☆☆☆☆ 材工共 ダイフレックス

外壁塗替　吹付仕上面・材工 スーパーセランアクア　エアレス ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020044
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤセラナノン 超低汚染水系１液セラミックハイブリッドアク
リルシリコン樹脂塗料 施工規模－ アクレスフィラー：多孔質ローラー仕様　Ｆ☆☆☆☆ 材工共 ダイフレックス

外壁塗替　吹付仕上面・材工 セラナノン　アクレスフィラー ｍ２ 447 9367 塗装改修工事
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外壁改修工事【公表価格】 9367020046
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤセラナノン 超低汚染水系１液セラミックハイブリッドアク
リルシリコン樹脂塗料 施工規模－ アクレスエポ：多孔質ローラー仕様　Ｆ☆☆☆☆ 材工共 ダイフレックス

外壁塗替　吹付仕上面・材工 セラナノン　アクレスエポ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020048
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ランデックスコート　スーパーエコ・体感　Ｐ－８０００ 無機高
分子系水性塗料　遮断熱塗料 標準仕様 施工規模－ 下地調整は別途 材工共 大日技研工業

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ランデックスコートスーパーエコ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020050
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＤＮＴビューウレタン 一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料 施工
規模３００ 水性マイティーシーラーマルチ　１回＋ＤＮＴビューウレタン　２回 材工共 大日本塗料

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＤＮＴビューウレタン ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020052
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＤＮＴビューウレタン 一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料（弾
性フィラーを使用） 施工規模３００ ＤＮＴ弾性フィラー１液テクトＭＡＸ　１回＋ＤＮＴビューウレタン　２回 材工共
大日本塗料

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＤＮＴビューウレタン　フィラー ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020054
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＤＮＴビューシリコン 一液反応硬化形水系シリコン樹脂塗料 施工
規模３００ 水性マイティーシーラーマルチ　１回＋ＤＮＴビューシリコン　２回 材工共 大日本塗料

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＤＮＴビューシリコン ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020056
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＤＮＴビューシリコン 一液反応硬化形水系シリコン樹脂塗料（弾
性フィラーを使用） 施工規模３００ ＤＮＴ弾性フィラー１液テクトＭＡＸ　１回＋ＤＮＴビューシリコン　２回 材工共
大日本塗料

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＤＮＴビューシリコン　フィラー ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020058
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＤＮＴビューフッソ 一液反応硬化形水系ふっ素樹脂塗料 施工規模
３００ 水性マイティシーラーマルチ　１回＋ＤＮＴビューフッソ　２回 材工共 大日本塗料

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＤＮＴビューフッソ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020060
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＤＮＴビューフッソ 一液反応硬化形水系ふっ素樹脂塗料（弾性
フィラーを使用） 施工規模３００ ＤＮＴ弾性フィラー１液テクトＭＡＸ　１回＋ＤＮＴビューフッソ　２回 材工共 大日
本塗料

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＤＮＴビューフッソ　フィラー ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020062
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＤＮＴウレタンスマイルクリーン 弱溶剤形ウレタン樹脂塗料 施工
規模３００ マイティー一液エポシーラー　１回＋ＤＮＴウレタンスマイルクリーン　２回 材工共 大日本塗料

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＤＮＴウレタンスマイルクリーン ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020064
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＤＮＴシリコンスマイルクリーン 弱溶剤形シリコン樹脂塗料 施工
規模３００ マイティー一液エポシーラー　１回＋ＤＮＴシリコンスマイルクリーン　２回 材工共 大日本塗料

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＤＮＴシリコンスマイルクリーン ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020066
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） Ｖフロン＃２００スマイル 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 施工規模３０
０ マイティー一液エポシーラー　１回＋Ｖフロン＃２００スマイル中塗　１回＋Ｖフロン＃２００スマイル　１回 材工共
大日本塗料

外壁塗替　吹付仕上面・材工 Ｖフロン＃２００スマイル ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020002
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） Ｗ－１工法　トアアクセス２１システム 水性ウレタン樹脂塗料仕
上げ （微弾性塗替システム） 施工規模－ 下地調整は別途　微弾性フィラー　ウールローラー仕上げ　下地のパターンを
替える工法は＋３００円／ｍ２ 材工共 トウペ

外壁塗替　吹付仕上面・材工 Ｗ－１工法　トアアクセス２１ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020004
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） Ｗ－２工法　トアアクセス２１システム 水性アクリルシリコン樹
脂塗料仕上げ （微弾性塗替システム） 施工規模－ 下地調整は別途　微弾性フィラー　ウールローラー仕上げ　下地のパ
ターンを替える工法は＋３００円／ｍ２ 材工共 トウペ

外壁塗替　吹付仕上面・材工 Ｗ－２工法　トアアクセス２１ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020006
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） Ｗ－３工法　トアアクセス２１システム 水性ハルスハイブリッド
樹脂塗装仕上げ （微弾性塗替システム） 施工規模－ 下地調整は別途　微弾性フィラー　ウールローラー仕上げ　下地の
パターンを替える工法は＋３００円／ｍ２ 材工共 トウペ

外壁塗替　吹付仕上面・材工 Ｗ－３工法　トアアクセス２１ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020008
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） Ｗ－４工法　トアアクセス２１システム 水性ふっ素樹脂塗料仕上
げ （微弾性塗替システム） 施工規模－ 下地調整は別途　微弾性フィラー　ウールローラー仕上げ　下地のパターンを替
える工法は＋３００円／ｍ２ 材工共 トウペ

外壁塗替　吹付仕上面・材工 Ｗ－４工法　トアアクセス２１ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020010
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） Ｓ－１工法　トアアクセス２１システム ターペン可溶形ウレタン
樹脂塗料仕上げ （微弾性塗替システム） 施工規模－ 下地調整は別途　微弾性フィラー　ウールローラー仕上げ　下地の
パターンを替える工法は＋３００円／ｍ２ 材工共 トウペ

外壁塗替　吹付仕上面・材工 Ｓ－１工法　トアアクセス２１ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020012
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） Ｓ－２工法　トアアクセス２１システム ターペン可溶形シリコン
樹脂塗料仕上げ （微弾性塗替システム） 施工規模－ 下地調整は別途　微弾性フィラー　ウールローラー仕上げ　下地の
パターンを替える工法は＋３００円／ｍ２ 材工共 トウペ

外壁塗替　吹付仕上面・材工 Ｓ－２工法　トアアクセス２１ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020014
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） Ｓ－３工法　トアアクセス２１システム ターペン可溶形ふっ素樹
脂塗料仕上げ （微弾性塗替システム） 施工規模－ 下地調整は別途　微弾性フィラー　ウールローラー仕上げ　下地のパ
ターンを替える工法は＋３００円／ｍ２ 材工共 トウペ

外壁塗替　吹付仕上面・材工 Ｓ－３工法　トアアクセス２１ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事
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外壁改修工事【公表価格】 9367020068
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－１工法（ナチュラルカラー） 水性アクリルシリコン樹脂
多彩色仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（吹付仕様）＋ナチュラルカラー（吹付） 材工共 フジワラ化学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－１工法　吹付 ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020070
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－１工法（ナチュラルカラー） 水性アクリルシリコン樹脂
多彩色仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（ＶＰローラー仕様）＋ナチュラルカラー（吹付） 材工共 フジワラ化学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－１工法　ＶＰローラー ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020072
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－１工法（ナチュラルカラー） 水性アクリルシリコン樹脂
多彩色仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（マスチックローラー仕様）＋ナチュラルカラー（吹付） 材工共 フジワラ化
学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－１工法　マスチック ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020074
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－２工法（ＭＳトップ） 水性アクリルシリコン樹脂　漆喰調
仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（吹付仕様）＋ＭＳトップ（吹付） 材工共 フジワラ化学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－２工法　吹付 ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020076
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－２工法（ＭＳトップ） 水性アクリルシリコン樹脂　漆喰調
仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（ＶＰローラー仕様）＋ＭＳトップ（吹付またはＶＰローラー） 材工共 フジワラ化
学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－２工法　ＶＰローラー ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020078
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－２工法（ＭＳトップ） 水性アクリルシリコン樹脂　漆喰調
仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（マスチックローラー仕様）＋ＭＳトップ（吹付またはＶＰローラー） 材工共 フジ
ワラ化学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－２工法　マスチック ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020080
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－３工法（スーパーカラーＷ） 水性アクリルシリコン樹脂
トップコート仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（吹付仕様）＋スーパーカラーＷ（吹付） 材工共 フジワラ化学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－３工法　吹付 ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020082
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－３工法（スーパーカラーＷ） 水性アクリルシリコン樹脂
トップコート仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（ＶＰローラー仕様）＋スーパーカラーＷ（吹付またはＶＰローラー）
材工共 フジワラ化学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－３工法　ＶＰローラー ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020084
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－３工法（スーパーカラーＷ） 水性アクリルシリコン樹脂
トップコート仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（マスチックローラー仕様）＋スーパーカラーＷ（吹付またはＶＰロー
ラー） 材工共 フジワラ化学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－３工法　マスチック ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020086
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－４工法（ニューソフトワンコート） 水性アクリル樹脂　単
層弾性仕上げ ゆず肌仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（吹付仕様）＋ニューソフトワンコート（吹付） 材工共 フジ
ワラ化学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－４工法　ゆず肌仕上げ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020088
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－４工法（ニューソフトワンコート） 水性アクリル樹脂　単
層弾性仕上げ 玉吹き仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（吹付仕様）＋ニューソフトワンコート（吹付） 材工共 フジ
ワラ化学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－４工法　玉吹き仕上げ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020090
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－４工法（ニューソフトワンコート） 水性アクリル樹脂　単
層弾性仕上げ ローラタイル仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（ＶＰローラー仕様）＋ニューソフトワンコート（ロー
ラータイル） 材工共 フジワラ化学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－４工法　ＶＰローラー ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020092
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－４工法（ニューソフトワンコート） 水性アクリル樹脂　単
層弾性仕上げ ローラタイル仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（マスチックローラー仕様）＋ニューソフトワンコート
（ローラータイル） 材工共 フジワラ化学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－４工法　マスチック ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020104
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－５工法（スーパーカラーＦ） 水性フッ素樹脂　トップコー
ト仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（吹付仕様）＋スーパーカラーＦ（吹付） 材工共 フジワラ化学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－５工法　吹付 ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020106
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－５工法（スーパーカラーＦ） 水性フッ素樹脂　トップコー
ト仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（ＶＰローラー仕様）＋スーパーカラーＦ（吹付またはＶＰローラー） 材工共 フ
ジワラ化学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－５工法　ＶＰローラー ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020108
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－５工法（スーパーカラーＦ） 水性フッ素樹脂　トップコー
ト仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（マスチックローラー仕様）＋スーパーカラーＦ（吹付またはＶＰローラー） 材
工共 フジワラ化学

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＦＣ－５工法　マスチック ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020094
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ナノコンポジットＷ 水性・環境配慮型セルフクリーニング 標準工
法　薄塗り仕上げ 施工規模３００ 下地調整は別途　Ｆ☆☆☆☆ 材工共 水谷ペイント

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ナノコンポジットＷ　標準工法 ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020096
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ナノコンポジットＷ 水性・環境配慮型セルフクリーニング シーラ
レス工法　厚塗り仕上げ 施工規模３００ 下地調整は別途　Ｆ☆☆☆☆ 材工共 水谷ペイント

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ナノコンポジットＷ　シーラレス ｍ２ 447 9367 塗装改修工事
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外壁改修工事【公表価格】 9367020020
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ナノコンポジットＷ 水性・環境配慮型セルフクリーニング 平滑工
法 施工規模３００ 下地調整は別途　Ｆ☆☆☆☆ 材工共 水谷ペイント

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ナノコンポジットＷ　平滑工法 ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020022
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） シエル アクリルシリコン樹脂エマルション　低汚染型 改修工法
施工規模３００ 下地調整は別途 材工共 水谷ペイント

外壁塗替　吹付仕上面・材工 シエル　アクリルシリコン樹脂 ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020098
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＭＹルーファー微弾性フィラー　Ｒ－１工法 アクリルシリコン仕
上げ スチップル模様 施工規模５００ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＭＹルーファー　フィラーＲ－１ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020100
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＭＹルーファー微弾性フィラー　Ｒ－２工法 アクリルシリコン仕
上げ ウールローラー模様 施工規模５００ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＭＹルーファー　フィラーＲ－２ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020102
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＭＹルーファー微弾性フィラー　Ｒ－３工法 アクリルシリコン仕
上げ 平吹き模様 施工規模５００ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

外壁塗替　吹付仕上面・材工 ＭＹルーファー　フィラーＲ－３ ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

外壁改修工事【公表価格】 9367020018
外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） トアアクセス２１システム　下地変更加算額 下地のパターンを替
える工法 （複層塗材Ｅ，微弾性塗替システム） 施工規模－ 材工共 トウペ

外壁塗替　吹付仕上面・材工 トアアクセス２１下地変更加算額 ｍ２ 447 9367 塗装改修工事

建具改修工事【公表価格】 9375010005
建具改修工事 カバー工法（既存アルミサッシ→新設アルミサッシ） 引違い窓 幅１，７００×高１，３００ シルバー 施
工規模３０ フロートガラス（ＦＬ５）含む 材工共 ＬＩＸＩＬ

カバー工法（材工） 引違い窓　トステム 窓 449 9375 建具改修工事

建具改修工事【公表価格】 9375010010
建具改修工事 カバー工法（既存アルミサッシ→新設アルミサッシ） 引違い窓 幅１，７００×高１，３００ シルバー 施
工規模３０ フロートガラス（ＦＬ５）含む 材工共 三協アルミ

カバー工法（材工） 引違い窓　三協アルミ 窓 449 9375 建具改修工事

建具改修工事【公表価格】 9375010020
建具改修工事 カバー工法（既存アルミサッシ→新設アルミサッシ） 引違い窓 幅１，７００×高１，３００ シルバー 施
工規模３０ フロートガラス（ＦＬ５）含む 材工共 不二サッシ

カバー工法（材工） 引違い窓　不二サッシ 窓 449 9375 建具改修工事

建具改修工事【公表価格】 9375011005
建具改修工事 カバー工法（既存アルミサッシ→新設アルミサッシ） 引違い戸 幅１，７００×高１，８００ シルバー 施
工規模３０ フロートガラス（ＦＬ５）含む 材工共 ＬＩＸＩＬ

カバー工法（材工） 引違い戸　トステム 窓 449 9375 建具改修工事

建具改修工事【公表価格】 9375011010
建具改修工事 カバー工法（既存アルミサッシ→新設アルミサッシ） 引違い戸 幅１，７００×高１，８００ シルバー 施
工規模３０ フロートガラス（ＦＬ５）含む 材工共 三協アルミ

カバー工法（材工） 引違い戸　三協アルミ 窓 449 9375 建具改修工事

建具改修工事【公表価格】 9375011020
建具改修工事 カバー工法（既存アルミサッシ→新設アルミサッシ） 引違い戸 幅１，７００×高１，８００ シルバー 施
工規模３０ フロートガラス（ＦＬ５）含む 材工共 不二サッシ

カバー工法（材工） 引違い戸　不二サッシ 窓 449 9375 建具改修工事

内装改修工事（非木質系） 9365520005 内装改修工事（非木質系） 撤去 下地撤去 軽量鉄骨壁下地 ＬＧＳ 施工規模１，０００ 機械・手間のみ 内装改修（非木質系）撤去（工） 軽量鉄骨壁下地　ＬＧＳ ｍ２ 452 9365 内装改修工事

内装改修工事（非木質系） 9365520010 内装改修工事（非木質系） 撤去 下地撤去 軽量鉄骨天井下地 施工規模１，０００ 機械・手間のみ 内装改修（非木質系）撤去（工） 軽量鉄骨天井下地 ｍ２ 452 9365 内装改修工事

内装改修工事（非木質系） 9365520015 内装改修工事（非木質系） 撤去 下地撤去 発泡樹脂系床下地 施工規模３００ 機械・手間のみ 内装改修（非木質系）撤去（工） 発泡樹脂系床下地 ｍ２ 452 9365 内装改修工事

内装改修工事（非木質系） 9365520505
内装改修工事（非木質系） 撤去 床仕上撤去 ビニル床シート 施工規模３００ エポキシ系接着剤が使用されている場合を
除く 機械・手間のみ

内装改修（非木質系）撤去（工） ビニル床シート ｍ２ 452 9365 内装改修工事

内装改修工事（非木質系） 9365520510
内装改修工事（非木質系） 撤去 床仕上撤去 ビニル床タイル 施工規模３００ エポキシ系接着剤が使用されている場合を
除く 機械・手間のみ

内装改修（非木質系）撤去（工） ビニル床タイル ｍ２ 452 9365 内装改修工事

内装改修工事（非木質系） 9365520515 内装改修工事（非木質系） 撤去 床仕上撤去 カーペット 施工規模３００ 機械・手間のみ 内装改修（非木質系）撤去（工） カーペット ｍ２ 452 9365 内装改修工事
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内装改修工事（非木質系） 9365520520 内装改修工事（非木質系） 撤去 床仕上撤去 タイルカーペット 施工規模５００ 機械・手間のみ 内装改修（非木質系）撤去（工） タイルカーペット ｍ２ 452 9365 内装改修工事

内装改修工事（非木質系） 9365521005 内装改修工事（非木質系） 撤去 壁仕上撤去 ビニル幅木 施工規模１，０００ 機械・手間のみ 内装改修（非木質系）撤去（工） ビニル幅木 ｍ 452 9365 内装改修工事

内装改修工事（非木質系） 9365521010 内装改修工事（非木質系） 撤去 壁仕上撤去 壁せっこうボード　ビス留　片面 施工規模１，０００ 機械・手間のみ 内装改修（非木質系）撤去（工） 壁せっこうボード　ビス留　片面 ｍ２ 452 9365 内装改修工事

内装改修工事（非木質系） 9365521015 内装改修工事（非木質系） 撤去 壁仕上撤去 壁せっこうボード　ＧＬ工法 施工規模１，０００ 機械・手間のみ 内装改修（非木質系）撤去（工） 壁せっこうボード　ＧＬ工法 ｍ２ 452 9365 内装改修工事

内装改修工事（非木質系） 9365521020 内装改修工事（非木質系） 撤去 壁仕上撤去 壁クロス 下地張りボードは残す 施工規模５００ 機械・手間のみ 内装改修（非木質系）撤去（工） 壁クロス　下地張りボードは残す ｍ２ 452 9365 内装改修工事

内装改修工事（非木質系） 9365521505 内装改修工事（非木質系） 撤去 天井仕上撤去 天井せっこうボード 天井廻り縁共 施工規模１，０００ 機械・手間のみ 内装改修（非木質系）撤去（工） 天井せっこうボード天井廻り縁共 ｍ２ 452 9365 内装改修工事

内装改修工事（非木質系） 9365521510
内装改修工事（非木質系） 撤去 天井仕上撤去 ロックウール化粧吸音板 天井廻り縁，下地ボード共 施工規模１，０００
機械・手間のみ

内装改修（非木質系）撤去（工） ロックウール化粧吸音板 ｍ２ 452 9365 内装改修工事

内装改修工事（非木質系） 9365521515 内装改修工事（非木質系） 撤去 天井仕上撤去 天井クロス 下地張りボードは残す 施工規模５００ 機械・手間のみ 内装改修（非木質系）撤去（工） 天井クロス　下地張りボード残す ｍ２ 452 9365 内装改修工事

内装改修工事【公表価格】 9365010014 内装改修工事 床改修 フロアメイトウレタン 油汚染のコンクリート面 施工規模－ 材工共 トウペ 床改修（材工）　フロアメイト 油汚染コンクリ面 ｍ２ 453 9365 内装改修工事

内装改修工事【公表価格】 9365010018 内装改修工事 床改修 フロアメイトウレタン 油汚染のコンクリート面 ノンスリップ仕上げ 施工規模－ 材工共 トウペ 床改修（材工）　フロアメイト 油汚染コンクリ面　ノンスリップ ｍ２ 453 9365 内装改修工事

内装改修工事【公表価格】 9365011002
内装改修工事 厨房床，食品製造，食品加工工場床改修 ユータッククイックＥ－１・Ｅ－２ 膜厚５．０ｍｍ 樹脂モルタル
流し展べ工法 Ｆ☆☆☆☆ 施工規模８０～ はつり代，下地洗浄代等（３，０００～５，０００円／ｍ２）別途加算 材工共
日本特殊塗料

床改修（材工） ユータッククイックＥ－１・２ ｍ２ 453 9365 内装改修工事

内装改修工事【公表価格】 9365011004
内装改修工事 厨房床，食品製造，食品加工工場床改修 ユータッククイックＥ－１・Ｅ－２ 膜厚５．０ｍｍ 樹脂モルタル
流し展べ防滑工法 Ｆ☆☆☆☆ 施工規模８０～ はつり代，下地洗浄代等（３，０００～５，０００円／ｍ２）別途加算 材
工共 日本特殊塗料

床改修（材工） ユータッククイックＥ１・２防滑 ｍ２ 453 9365 内装改修工事

塗装改修工事 9367510005 塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部　透明塗料塗り ＲＡ種 改標７．２．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 木部　透明塗料　ＲＡ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510010 塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部　透明塗料塗り ＲＢ種 改標７．２．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 木部　透明塗料　ＲＢ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510015 塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部　透明塗料塗り ＲＣ種 改標７．２．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 木部　透明塗料　ＲＣ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510025 塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部　透明塗料塗り　細幅 ＲＢ種 改標７．２．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 木部　透明塗料　細幅　ＲＢ種 ｍ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510030 塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部　透明塗料塗り　細幅 ＲＣ種 改標７．２．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 木部　透明塗料　細幅　ＲＣ種 ｍ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510035 塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部　不透明塗料塗り ＲＡ種 改標７．２．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 木部　不透明塗料　ＲＡ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事
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塗装改修工事 9367510040 塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部　不透明塗料塗り ＲＢ種 改標７．２．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 木部　不透明塗料　ＲＢ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510045 塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部　不透明塗料塗り ＲＣ種 改標７．２．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 木部　不透明塗料　ＲＣ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510055 塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部　不透明塗料塗り　細幅 ＲＢ種 改標７．２．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 木部　不透明塗料　細幅　ＲＢ種 ｍ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510060 塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部　不透明塗料塗り　細幅 ＲＣ種 改標７．２．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 木部　不透明塗料　細幅　ＲＣ種 ｍ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510065 塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 鉄鋼面 ＲＡ種 既存塗膜：ＳＯＰ 改標７．２．３ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 鉄鋼面　ＲＡ種　既存塗膜ＳＯＰ ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510070 塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 鉄鋼面 ＲＢ種 既存塗膜：ＳＯＰ 改標７．２．３ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 鉄鋼面　ＲＢ種　既存塗膜ＳＯＰ ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510075 塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 鉄鋼面 ＲＣ種 既存塗膜：ＳＯＰ 改標７．２．３ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 鉄鋼面　ＲＣ種　既存塗膜ＳＯＰ ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510095 塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 亜鉛めっき鋼面 ＲＡ種 既存塗膜：ＳＯＰ 改標７．２．４ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 亜鉛めっき鋼面ＲＡ　塗膜ＳＯＰ ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510100 塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 亜鉛めっき鋼面 ＲＢ種 既存塗膜：ＳＯＰ 改標７．２．４ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 亜鉛めっき鋼面ＲＢ　塗膜ＳＯＰ ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510115
塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ モルタル・せっこうプラスター面 ＲＡ種 既存塗膜：ＥＰ 改標７．２．５ 材
工共

塗装改修工事・標準施工（材工） モルタルプラスターＲＡ塗膜ＥＰ ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510120
塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ モルタル・せっこうプラスター面 ＲＢ種 既存塗膜：ＥＰ 改標７．２．５ 材
工共

塗装改修工事・標準施工（材工） モルタルプラスターＲＢ塗膜ＥＰ ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510125
塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ モルタル・せっこうプラスター面 ＲＢ種 既存塗膜：ＶＥ 改標７．２．５ 材
工共

塗装改修工事・標準施工（材工） モルタルプラスターＲＢ塗膜ＶＥ ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367510130
塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ モルタル・せっこうプラスター面 ＲＣ種 既存塗膜：ＥＰ 改標７．２．５ 材
工共

塗装改修工事・標準施工（材工） モルタルプラスターＲＣ塗膜ＥＰ ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367511005 塗装改修工事 錆止め塗料塗り 鉛・クロムフリーさび止めペイント 鉄鋼面（Ａ種） 改標７．４．３ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 鉛クロムフリーさび止　鉄鋼Ａ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367511010 塗装改修工事 錆止め塗料塗り 鉛・クロムフリーさび止めペイント 鉄鋼面（Ｂ種） 改標７．４．３ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 鉛クロムフリーさび止　鉄鋼Ｂ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367511025 塗装改修工事 錆止め塗料塗り 水系さび止めペイント 鉄鋼・亜鉛めっき鋼面（Ａ種） 改標７．４．３ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 水系さび止め　鉄鋼めっきＡ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367511030 塗装改修工事 錆止め塗料塗り 水系さび止めペイント 鉄鋼面（Ｂ種） 改標７．４．３ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 水系さび止め　鉄鋼面　Ｂ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367511035 塗装改修工事 錆止め塗料塗り 水系さび止めペイント 亜鉛めっき鋼面（Ｂ種） 改標７．４．３ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 水系さび止め　亜鉛めっきＢ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事
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塗装改修工事 9367511050
塗装改修工事 錆止め塗料塗り 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント 亜鉛めっき鋼面（Ａ種） 改標７．４．３ 材工
共

塗装改修工事・標準施工（材工） 一液形変性エポキシ樹脂　Ａ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367511055
塗装改修工事 錆止め塗料塗り 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント 亜鉛めっき鋼面（Ｂ種） 改標７．４．３ 材工
共

塗装改修工事・標準施工（材工） 一液形変性エポキシ樹脂　Ｂ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367511060 塗装改修工事 錆止め塗料塗り 変性エポキシ樹脂プライマー 亜鉛めっき鋼面（Ａ種） 改標７．４．３ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 変性エポキシ　亜鉛めっきＡ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367511065 塗装改修工事 錆止め塗料塗り 変性エポキシ樹脂プライマー 亜鉛めっき鋼面（Ｂ種） 改標７．４．３ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 変性エポキシ　亜鉛めっきＢ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512005 塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 木部（Ａ種） 改標７．５．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 合成樹脂調合　木部　Ａ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512010 塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 木部（Ｂ種） 改標７．５．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 合成樹脂調合　木部　Ｂ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512015 塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 木部（Ｃ種） 改標７．５．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 合成樹脂調合　木部　Ｃ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512020 塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 鉄鋼面（Ａ種） 改標７．５．３ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 合成樹脂調合　鉄鋼面　Ａ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512025 塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 鉄鋼面（Ｂ種） 改標７．５．３ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 合成樹脂調合　鉄鋼面　Ｂ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512030 塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 亜鉛めっき鋼面（Ａ種） 改標７．５．４ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 合成樹脂調合　亜鉛めっき　Ａ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512035 塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 亜鉛めっき鋼面（Ｂ種） 改標７．５．４ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 合成樹脂調合　亜鉛めっき　Ｂ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512040
塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 鉄鋼・亜鉛めっき鋼面（Ｃ種） 改標７．５．３　改標
７．５．４ 材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） 合成樹脂調合　鉄鋼めっき　Ｃ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512235 塗装改修工事 各種塗料塗り クリヤラッカー塗り（ＣＬ） 木部（Ａ種） （Ｈ３１）改標７．５．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） クリヤラッカー　木部　Ａ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512240 塗装改修工事 各種塗料塗り クリヤラッカー塗り（ＣＬ） 木部（Ｂ種） （Ｈ３１）改標７．５．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） クリヤラッカー　木部　Ｂ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512055 塗装改修工事 各種塗料塗り フタル酸樹脂エナメル塗り（ＦＥ） 木部 （Ｈ３１）改標７．６．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） フタル酸樹脂エナメル　木部 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512070
塗装改修工事 各種塗料塗り フタル酸樹脂エナメル塗り（ＦＥ） 鉄鋼・亜鉛めっき鋼面 （Ｈ３１）改標７．６．３ 材工
共

塗装改修工事・標準施工（材工） フタル酸樹脂　鉄鋼亜鉛めっき ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512075
塗装改修工事 各種塗料塗り アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ） コンクリート・モルタル・押出成形セメント
板面（Ａ種） 改標７．７．２ 材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） アクリル非水分散　コンクリＡ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512080
塗装改修工事 各種塗料塗り アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ） コンクリート・モルタル・押出成形セメント
板面（Ｂ種） 改標７．７．２ 材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） アクリル非水分散　コンクリＢ種 ｍ２ 456 9367 塗装改修工事
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塗装改修工事 9367512360 塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　１級　ふっ素樹脂塗料（Ａ種） 改標７．８．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工　耐候性 鉄鋼面　１級ふっ素樹脂塗料Ａ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512365 塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　１級　ふっ素樹脂塗料（Ｂ種） 改標７．８．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工　耐候性 鉄鋼面　１級ふっ素樹脂塗料Ｂ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512370 塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　１級　ふっ素樹脂塗料（Ｃ種） 改標７．８．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工　耐候性 鉄鋼面　１級ふっ素樹脂塗料Ｃ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512375
塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　２級　アクリルシリコン樹脂塗料（Ａ種） 改標７．８．２
材工共

塗装改修工事・標準施工　耐候性 鉄鋼面２級アクリルシリコンＡ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512380
塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　２級　アクリルシリコン樹脂塗料（Ｂ種） 改標７．８．２
材工共

塗装改修工事・標準施工　耐候性 鉄鋼面２級アクリルシリコンＢ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512385
塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　２級　アクリルシリコン樹脂塗料（Ｃ種） 改標７．８．２
材工共

塗装改修工事・標準施工　耐候性 鉄鋼面２級アクリルシリコンＣ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512390
塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　３級　ポリウレタン樹脂塗料（Ａ種） 改標７．８．２ 材
工共

塗装改修工事・標準施工　耐候性 鉄鋼面３級ポリウレタン樹脂Ａ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512395
塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　３級　ポリウレタン樹脂塗料（Ｂ種） 改標７．８．２ 材
工共

塗装改修工事・標準施工　耐候性 鉄鋼面３級ポリウレタン樹脂Ｂ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512400
塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　３級　ポリウレタン樹脂塗料（Ｃ種） 改標７．８．２ 材
工共

塗装改修工事・標準施工　耐候性 鉄鋼面３級ポリウレタン樹脂Ｃ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512405
塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 亜鉛めっき鋼面　１級　ふっ素樹脂塗料（Ａ・Ｂ・Ｃ種） 改標７．
８．３ 材工共

塗装改修工事・標準施工　耐候性 亜鉛めっき１級ふっ素樹脂ＡＢＣ ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512410
塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 亜鉛めっき鋼面　２級　アクリルシリコン樹脂塗料（Ａ・Ｂ・Ｃ
種） 改標７．８．３ 材工共

塗装改修工事・標準施工　耐候性 亜鉛めっき２級アクリルＡＢＣ ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512415
塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 亜鉛めっき鋼面　３級　ポリウレタン樹脂塗料（Ａ・Ｂ・Ｃ種） 改
標７．８．３ 材工共

塗装改修工事・標準施工　耐候性 亜鉛めっき３級ポリウレＡＢＣ ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512420
塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート・押出成形セメント板面（Ａ－１種） 改標７．８．４
材工共

塗装改修工事・標準施工　耐候性 コンクリ・押出成形セメントＡ１ ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512425
塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート・押出成形セメント板面（Ａ－２種） 改標７．８．４
材工共

塗装改修工事・標準施工　耐候性 コンクリ・押出成形セメントＡ２ ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512430
塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート・押出成形セメント板面（Ｂ－１種） 改標７．８．４
材工共

塗装改修工事・標準施工　耐候性 コンクリ・押出成形セメントＢ１ ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512435
塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート・押出成形セメント板面（Ｂ－２種） 改標７．８．４
材工共

塗装改修工事・標準施工　耐候性 コンクリ・押出成形セメントＢ２ ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512440
塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート・押出成形セメント板面（Ｃ－１種） 改標７．８．４
材工共

塗装改修工事・標準施工　耐候性 コンクリ・押出成形セメントＣ１ ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512445
塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート・押出成形セメント板面（Ｃ－２種） 改標７．８．４
材工共

塗装改修工事・標準施工　耐候性 コンクリ・押出成形セメントＣ２ ｍ２ 458 9367 塗装改修工事
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塗装改修工事 9367512170
塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） コンクリート，モルタル，プラス
ター，せっこうボード，その他ボード面（Ａ種） 改標７．９．２ 材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） つや有合成樹脂　コンクリ　Ａ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512175
塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） コンクリート，モルタル，プラス
ター，せっこうボード，その他ボード面（Ｂ種）・（Ｃ種） 改標７．９．２ 材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） つや有合成樹脂コンクリＢ・Ｃ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512250
塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） 屋内の木部（Ａ種） 改標７．９．３
材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） つや有合成樹脂　屋内木部　Ａ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512255
塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） 屋内の木部（Ｂ種） 改標７．９．３
材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） つや有合成樹脂　屋内木部　Ｂ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512260
塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） 屋内の木部（Ｃ種） 改標７．９．３
材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） つや有合成樹脂　屋内木部　Ｃ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512265
塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） 屋内の鉄鋼面（Ａ種） 改標７．９．
４ 材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） つや有合成樹脂　屋内鉄鋼　Ａ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512270
塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） 屋内の鉄鋼面（Ｂ種）・（Ｃ種） 改
標７．９．４ 材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） つや有合成樹脂　屋内鉄鋼　ＢＣ ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512266
塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） 屋内の亜鉛めっき鋼面（Ａ種）・
（Ｂ種） 改標７．９．５ 材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） つや有合成樹脂　亜鉛めっきＡＢ ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512185
塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ） コンクリート，モルタル，プラスター，せっこ
うボード，その他ボード面（Ａ種） 改標７．１０．２ 材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） 合成樹脂　コンクリ・その他Ａ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512190
塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ） コンクリート，モルタル，プラスター，せっこ
うボード，その他ボード面（Ｂ種）・（Ｃ種） 改標７．１０．２ 材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） 合成樹脂コンクリその他Ｂ・Ｃ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512200
塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ） コンクリート，モルタル，プラスター，
せっこうボード面（Ａ種） （Ｈ３１）改標７．１１．２ 材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） 合成樹脂模様　コンクリ　Ａ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512205
塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ） コンクリート，モルタル，プラスター，
せっこうボード面（Ｂ種） （Ｈ３１）改標７．１１．２ 材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） 合成樹脂模様　コンクリ　Ｂ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512210
塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ） コンクリート，モルタル，プラスター，
せっこうボード面（Ｃ種） （Ｈ３１）改標７．１１．２ 材工共

塗装改修工事・標準施工（材工） 合成樹脂模様　コンクリ　Ｃ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512225 塗装改修工事 各種塗料塗り ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ） 木部（Ａ種） （Ｈ３１）改標７．１２．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） ウレタン樹脂ワニス　木部　Ａ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512230 塗装改修工事 各種塗料塗り ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ） 木部（Ｂ種） （Ｈ３１）改標７．１２．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） ウレタン樹脂ワニス　木部　Ｂ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512245 塗装改修工事 各種塗料塗り オイルステイン塗り（ＯＳ） 木部 （Ｈ３１）改標７．１３．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） オイルステイン　木部 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512450 塗装改修工事 各種塗料塗り 木材保護塗料塗り（ＷＰ） 木部（Ａ種） 改標７．１３．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 木材保護塗料塗り　木部　Ａ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事

塗装改修工事 9367512455 塗装改修工事 各種塗料塗り 木材保護塗料塗り（ＷＰ） 木部（Ｂ種） 改標７．１３．２ 材工共 塗装改修工事・標準施工（材工） 木材保護塗料塗り　木部　Ｂ種 ｍ２ 458 9367 塗装改修工事
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塗装改修工事【公表価格】 9367010006
塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え リリーフＮＡＤウレタンＮ 弱溶剤系ウレタン樹脂型 既存塗膜がない場合
施工規模３００ エポラマイルドプライマーＳ＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料

新生瓦・波形スレート塗替・材工 リリーフＮＡＤウレタンＮ塗膜無 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367010032
塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え リリーフＮＡＤウレタンＮ 弱溶剤系ウレタン樹脂型 既存塗膜がある場合
施工規模３００ ウルトラルーフプライマー＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料

新生瓦・波形スレート塗替・材工 リリーフＮＡＤウレタンＮ塗膜有 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367010012
塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え リリーフＮＡＤシリコン 弱溶剤系アクリルシリコン樹脂型 既存塗膜がない
場合 施工規模３００ エポラマイルドプライマーＳ＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料

新生瓦・波形スレート塗替・材工 リリーフＮＡＤシリコン　塗膜無 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367010014
塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え リリーフＮＡＤシリコン 弱溶剤系アクリルシリコン樹脂型 既存塗膜がある
場合 施工規模３００ ウルトラルーフプライマー＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料

新生瓦・波形スレート塗替・材工 リリーフＮＡＤシリコン　塗膜有 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367010024
塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え 水性ルーフシリコンＮＥＯ 水性シリコン樹脂型 既存塗膜がない場合 施工
規模３００ ＮＴ水性カチオンプライマー＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料

新生瓦・波形スレート塗替・材工 水性ルーフシリコンＮＥＯ塗膜無 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367010026
塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え 水性ルーフシリコンＮＥＯ 水性シリコン樹脂型 既存塗膜がある場合 施工
規模３００ ウルトラルーフプライマー＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料

新生瓦・波形スレート塗替・材工 水性ルーフシリコンＮＥＯ塗膜有 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367010028
塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え 水性ルーフフッ素 水性フッ素樹脂型 既存塗膜がない場合 施工規模３００
ＮＴ水性カチオンプライマー＋中塗１回＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料

新生瓦・波形スレート塗替・材工 水性ルーフフッ素　塗膜無 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367010034
塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え 水性ルーフフッ素 水性フッ素樹脂型 既存塗膜がある場合 施工規模３００
ウルトラルーフプライマー＋中塗１回＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料

新生瓦・波形スレート塗替・材工 水性ルーフフッ素　塗膜有 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367030018
塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） ルーフベストクール スレート屋根塗り替え 施工規模３００ 下地調整は別途 材工
共 エービーシー商会

屋根塗り替え（材工） ルーフベストクール　窯業系 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367030020
塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） ランデックスコート　Ｒ８００Ｇ 無機高分子系水性塗料　標準仕様 施工規模５０
０ 下地調整は別途 材工共 大日技研工業

屋根塗り替え（材工）　窯業系 ランデックスコート　Ｒ８００Ｇ ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367030022
塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） ランデックスコート　Ｒ８００Ｇ　クール＆エコ 無機高分子系水性塗料　遮熱塗
料　標準仕様 施工規模５００ 下地調整は別途 材工共 大日技研工業

屋根塗り替え（材工）　窯業系 ランデックスコートクール＆エコ ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367030024
塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） ランデックスコート　スーパーエコ・体感Ｒ１０００ 無機高分子系水性塗料　遮
断熱塗料 施工規模５００ 下地調整は別途 材工共 大日技研工業

屋根塗り替え（材工）　窯業系 ランデックスコートスーパーエコ ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367030026
塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） 水性リフレッシュシリコン 水系シリコン樹脂塗料 水性リフレッシュシーラー　１
回＋水性リフレッシュシリコン　２回 施工規模３００ 下地調整は別途 材工共 大日本塗料

屋根塗り替え（材工） 水性リフレッシュシリコン窯業系 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367030008
塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） トアスカイコートＵ 下塗：弱溶剤２液形エポキシ樹脂シーラー 上塗：弱溶剤２液
形ウレタン樹脂塗料 施工規模－ 下地調整は別途 材工共 トウペ

屋根塗り替え（材工） トアスカイコートＵ　窯業系 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367030010
塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） トアスカイコートＳｉ 下塗：弱溶剤２液形エポキシ樹脂シーラー 上塗：弱溶剤２
液形変性シリコン樹脂塗料 施工規模－ 下地調整は別途 材工共 トウペ

屋根塗り替え（材工） トアスカイコートＳｉ　窯業系 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367030012 塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） 水系ナノシリコン 施工規模３００ 材工共 水谷ペイント 屋根塗り替え（材工） 水系ナノシリコン　窯業系 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367030014 塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） 水系ナノシリコン 乾式洋瓦 施工規模３００ 材工共 水谷ペイント 屋根塗り替え（材工） 水系ナノシリコン乾式洋瓦窯業系 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367030016 塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） 快適サーモＷＳｉ 施工規模３００ 材工共 水谷ペイント 屋根塗り替え（材工） 快適サーモＷＳｉ　窯業系 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事
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塗装改修工事【公表価格】 9367030028
塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） サーモアイ４Ｆ 住宅用化粧スレート屋根用遮熱塗料３工程 施工規模３００ ス
レート屋根フッ素樹脂仕上げ　３工程 材工共 日本ペイント

屋根塗り替え（材工） サーモアイ４Ｆ　窯業系 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367031008
塗装改修工事 屋根塗り替え（金属系） ルーフベストクール 亜鉛鋼板、カラートタン屋根塗り替え 施工規模３００ 下地
調整は別途 材工共 エービーシー商会

屋根塗り替え（材工） ルーフベストクール　金属系 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367031010
塗装改修工事 屋根塗り替え（金属系） ウレタンルーベン 弱溶剤形ウレタン樹脂　トタンペイント ルーベンエポプライ
マー　１回＋ウレタンルーベン　２回 施工規模３００ 下地調整は別途 材工共 大日本塗料

屋根塗り替え（材工） ウレタンルーベン　金属系 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367031012
塗装改修工事 屋根塗り替え（金属系） シリコンルーベンアルファ 一液アクリルシリコン樹脂　トタンペイント ルーベン
エポプライマー　１回＋シリコンルーベンアルファ　２回 施工規模３００ 下地調整は別途 材工共 大日本塗料

屋根塗り替え（材工） シリコンルーベンアルファ金属系 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367031004
塗装改修工事 屋根塗り替え（金属系） トアスカイコートＵ 下塗：２液形変性エポキシ樹脂塗料（錆止め） 上塗：弱溶剤
２液形ウレタン樹脂塗料 施工規模－ 下地調整は別途 材工共 トウペ

屋根塗り替え（材工） トアスカイコートＵ　金属系 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367031006
塗装改修工事 屋根塗り替え（金属系） トアスカイコートＳｉ 下塗：２液形変性エポキシ樹脂塗料（錆止め） 上塗：弱溶
剤２液形変性シリコン樹脂塗料 施工規模－ 下地調整は別途 材工共 トウペ

屋根塗り替え（材工） トアスカイコートＳｉ　金属系 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367040004
塗装改修工事 一般鉄部塗り替え ダイヤナチュラルウレタン 超低汚染弱溶剤形セラミックハイブリッドウレタン樹脂塗料
一般外壁、鉄部　Ｆ☆☆☆☆ 施工規模－ 材工共 ダイフレックス

一般鉄部塗り替え（材工） ダイヤナチュラルウレタン ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367040006
塗装改修工事 一般鉄部塗り替え ダイヤ１液ナチュラルシリコン １液弱溶剤形セラミック変性アクリルシリコン樹脂塗料
一般外壁、鉄部　Ｆ☆☆☆☆ 施工規模－ 材工共 ダイフレックス

一般鉄部塗り替え（材工） ダイヤ１液ナチュラルシリコン ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367040008
塗装改修工事 一般鉄部塗り替え ＤＮＴウレタンスマイルクリーン 弱溶剤形ウレタン樹脂塗料 ワンツーエポ　１回＋ＤＮ
Ｔウレタンスマイルクリーン　２回 施工規模３００ 下地調整は別途 材工共 大日本塗料

一般鉄部塗り替え（材工） ＤＮＴウレタンスマイルクリーン ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367040010
塗装改修工事 一般鉄部塗り替え ＤＮＴシリコンスマイルクリーン 弱溶剤形シリコン樹脂塗料 ワンツーエポ　１回＋ＤＮ
Ｔシリコンスマイルクリーン　２回 施工規模３００ 下地調整は別途 材工共 大日本塗料

一般鉄部塗り替え（材工） ＤＮＴシリコンスマイルクリーン ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367040012
塗装改修工事 一般鉄部塗り替え Ｖフロン＃２００スマイル 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 エポオールスマイル　１回＋Ｖフロ
ン＃２００スマイル中塗　１回＋Ｖフロン＃２００スマイル　１回 施工規模３００ 下地調整は別途 材工共 大日本塗料

一般鉄部塗り替え（材工） Ｖフロン＃２００スマイル ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367040002
塗装改修工事 一般鉄部塗り替え ニューウレタンネクスト 速乾形ターペン可溶２液ウレタン樹脂塗料 施工規模－ 下地調
整・錆止め費は別途　旧膜：ＳＯＰ，ＦＥ，２－ＸＥ，２－ＵＥ 材工共 トウペ

一般鉄部塗り替え（材工） ニューウレタンネクスト ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367050002
塗装改修工事 磁器タイル改修システム ニューガーメットシステム 濡れ色防止低汚染形ふっ素仕上げ 施工規模－ 下地調
整は別途 材工共 トウペ

磁器タイル改修システム（材工） ニューガーメットシステム ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367050004
塗装改修工事 磁器タイル改修システム トアＧＴシリコン標準システム 濡れ色防止シリコン仕上げ 施工規模－ 下地調整
は別途 材工共 トウペ

磁器タイル改修システム（材工） トアＧＴシリコン標準システム ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367060002 塗装改修工事 プール塗り替え プールボンＦ 金属面 施工規模３００ 材工共 ＡＧＣコーテック プール塗り替え（材工） プールボンＦ　金属面 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

塗装改修工事【公表価格】 9367060004 塗装改修工事 プール塗り替え プールボンＦ コンクリート面 施工規模３００ 材工共 ＡＧＣコーテック プール塗り替え（材工） プールボンＦ　コンクリート面 ｍ２ 460 9367 塗装改修工事

耐震改修工事 9371513005 耐震改修工事 耐震壁の増設 耐震補強壁型枠 普通合板型枠　運搬費別途 施工規模２００ｍ２ 材工共 耐震改修　耐震壁の増設（材工） 耐震補強壁型枠　普通合板型枠 ｍ２ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事 9371513010 耐震改修工事 耐震壁の増設 耐震補強壁型枠 打放し合板型枠　運搬費別途 施工規模２００ｍ２ 材工共 耐震改修　耐震壁の増設（材工） 耐震補強壁型枠　打放し合板型枠 ｍ２ 465 9371 耐震改修工事
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耐震改修工事 9371520005 耐震改修工事 鉄骨ブレース 工場製作費　工作図・加工・組立・溶接 施工規模－ 機械・手間のみ 耐震改修　鉄骨ブレース（工） 工場製作費　工作図・加工・組立 ｔ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事 9371520010 耐震改修工事 鉄骨ブレース 工場製作費　工場塗装 一般錆止塗装一回塗り 施工規模－ 材工共 耐震改修　鉄骨ブレース（工） 工場製作費　工場塗装 ｔ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事 9371520015 耐震改修工事 鉄骨ブレース 工場製作費　スタッドジベル １６φ　Ｌ＝１２０ｍｍ 施工規模－ 材工共 耐震改修　鉄骨ブレース（工） 工場製作費スタッドジベル１６φ 本 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事 9371520020 耐震改修工事 鉄骨ブレース 工場製作費　スタッドジベル １９φ　Ｌ＝１２０ｍｍ 施工規模－ 材工共 耐震改修　鉄骨ブレース（工） 工場製作費スタッドジベル１９φ 本 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事 9371511005
耐震改修工事 鉄骨ブレース 現場工事費　現場組立・建方 施工規模－ 揚重機（オペレータ共）と場内小運搬は別途 機
械・手間のみ

耐震改修　鉄骨ブレース（材工） 現場工事費　現場組立・建方 ｔ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事 9371521005 耐震改修工事 鉄骨ブレース 現場工事費　高力ボルト本締め 施工規模－ 施工規模は１５０本以上とする 機械・手間のみ 耐震改修　鉄骨ブレース（工） 現場工事費　高力ボルト本締め 本 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事 9371511015 耐震改修工事 鉄骨ブレース 現場工事費　現場溶接 隅肉６ｍｍ換算 施工規模－ 材工共 耐震改修　鉄骨ブレース（材工） 現場工事費　現場溶接 ｍ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事 9371514005 耐震改修工事 無収縮モルタル注入 無収縮モルタル注入型枠 両面木製　運搬費共 施工規模１００ｍ 材工共 耐震改修　無収縮モルタル注入 型枠　両面木製　運搬費共　材工 ｍ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事 9371514010 耐震改修工事 無収縮モルタル注入 無収縮モルタル注入型枠 片面木製　運搬費共 施工規模２０ｍ 材工共 耐震改修　無収縮モルタル注入 型枠　片面木製　運搬費共　材工 ｍ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事（撤去，清掃） 9371522005 耐震改修工事 撤去，清掃 こわし　鉄筋コンクリート 施工規模－ 機械・手間のみ 耐震改修　撤去・清掃（工） こわし　鉄筋コンクリート ｍ３ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事（撤去，清掃） 9371522010 耐震改修工事 撤去，清掃 こわし　モルタル 施工規模－ 機械・手間のみ 耐震改修　撤去・清掃（工） こわし　モルタル ｍ３ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事（撤去，清掃） 9371522015 耐震改修工事 撤去，清掃 こわし　コンクリートブロック 施工規模－ 機械・手間のみ 耐震改修　撤去・清掃（工） こわし　コンクリートブロック ｍ３ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事（撤去，清掃） 9371522020 耐震改修工事 撤去，清掃 カッター入れ　コンクリート 施工規模－ 機械・手間のみ 耐震改修　撤去・清掃（工） カッター入れ　コンクリート ｍ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事（撤去，清掃） 9371522025 耐震改修工事 撤去，清掃 カッター入れ　モルタル 施工規模－ 機械・手間のみ 耐震改修　撤去・清掃（工） カッター入れ　モルタル ｍ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事（撤去，清掃） 9371522030 耐震改修工事 撤去，清掃 カッター入れ　コンクリートブロック 施工規模－ 機械・手間のみ 耐震改修　撤去・清掃（工） カッター入れ　コンクリブロック ｍ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事（撤去，清掃） 9371522035 耐震改修工事 撤去，清掃 はつり　建具周囲はつり 施工規模－ 機械・手間のみ 耐震改修　撤去・清掃（工） はつり　建具周囲はつり ｍ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事（撤去，清掃） 9371522040 耐震改修工事 撤去，清掃 はつり　床 施工規模－ 機械・手間のみ 耐震改修　撤去・清掃（工） はつり　床 ｍ２ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事（撤去，清掃） 9371522045 耐震改修工事 撤去，清掃 目荒らし　床 施工規模－ 機械・手間のみ 耐震改修　撤去・清掃（工） 目荒らし　床 ｍ２ 465 9371 耐震改修工事
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耐震改修工事（撤去，清掃） 9371522050 耐震改修工事 撤去，清掃 目荒らし　壁 施工規模－ 機械・手間のみ 耐震改修　撤去・清掃（工） 目荒らし　壁 ｍ２ 465 9371 耐震改修工事

耐震改修工事（撤去，清掃） 9371522055 耐震改修工事 撤去，清掃 発生材　集積・積込　コンクリート・モルタル 施工規模－ 機械・手間のみ 耐震改修　撤去・清掃（工） 発生材　集積・積込 ｍ３ 465 9371 耐震改修工事

環境配慮改修工事 9379010005 環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 石綿瓦撤去 屋根 施工規模－ 手ばらし 手間のみ アスベスト含有建材処理（工） 石綿瓦撤去　屋根 ｍ２ 469 9379 その他改修工事

環境配慮改修工事 9379010010 環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 石綿スレート撤去 屋根 施工規模－ 手ばらし 手間のみ アスベスト含有建材処理（工） 石綿スレート撤去　屋根 ｍ２ 469 9379 その他改修工事

環境配慮改修工事 9379010015 環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 石綿スレート撤去 外壁 施工規模－ 手ばらし 手間のみ アスベスト含有建材処理（工） 石綿スレート撤去　外壁 ｍ２ 469 9379 その他改修工事

環境配慮改修工事 9379010020 環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 押出成形セメント板撤去 外壁 施工規模－ 手ばらし 手間のみ アスベスト含有建材処理（工） 押出成形セメント板撤去　外壁 ｍ２ 469 9379 その他改修工事

環境配慮改修工事 9379010025 環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 Ｐタイル撤去 内装床 施工規模－ 手ばらし 手間のみ アスベスト含有建材処理（工） Ｐタイル撤去　内装床 ｍ２ 469 9379 その他改修工事

環境配慮改修工事 9379010030
環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 ボード類撤去 内装壁（フレキシブルボード，けい酸カルシウム板） 施
工規模－ 手ばらし　一重張 手間のみ

アスベスト含有建材処理（工） ボード類撤去　内装壁 ｍ２ 469 9379 その他改修工事

環境配慮改修工事 9379010035
環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 ボード類撤去 内装天井（フレキシブルボード，けい酸カルシウム板）
施工規模－ 手ばらし　一重張 手間のみ

アスベスト含有建材処理（工） ボード類撤去　内装天井 ｍ２ 469 9379 その他改修工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9379020038
環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 ウォータークリーン工法（レベル３） 外壁 集じん装置付き超高圧水洗
工法（１００Ｍｐａ以上） 施工規模１，０００ｍ２ 仮設足場、用水、電力は別途。 材工共 マルホウ

アスベスト含有建材の処理工事 ウォーターＣ工法 ｍ２ 469 9379 その他改修工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9379020040
環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 ウォータークリーン工法　ＳＧ工法（レベル３） 外壁 湿式集じん装置
付きディスクグラインダーケレン工法 施工規模１，０００ｍ２ 仮設足場、用水、電力は別途。 材工共 マルホウ

アスベスト含有建材の処理工事 ウォーターＣ工法　ＳＧ工法 ｍ２ 469 9379 その他改修工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9379020042
環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 ウォータークリーン工法　剥離剤工法（レベル３） 外壁 剥離剤併用手
工具ケレン工法及び湿式集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法併用 施工規模１，０００ｍ２ 仮設足場、用水、
電力は別途。 材工共 マルホウ

アスベスト含有建材の処理工事 ウォーターＣ工法　剥離剤工法 ｍ２ 469 9379 その他改修工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9379020044

環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 テムズ超高圧ウォータースクレイプ工法（ＢＣＪ－審査証明－２６７）
外壁石綿含有仕上塗材・下地調整塗材除去，集じん装置付き超高圧水洗工法（１００Ｍｐａ以上）　石綿建材レベル１，３
対応 施工規模１，０００ｍ２ 計画書作成，養生費（最下層床建築用防水シート養生），除去工事，排水ろ過処理（０．２
μフィルター），下水使用申請，廃棄物処理費含む 材工共 ＴＥＭ’Ｓ

アスベスト含有建材の処理工事 テムズ超高圧水スクレイプ工法 ｍ２ 469 9379 その他改修工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9379020046

環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 Ｈｉ－ｊｅｔ　Ｄａｉｍａｔｕ工法（ＢＣＪ－審査証明－２８０） 外
壁石綿含有仕上塗材・下地調整塗材除去，集じん装置付き超高圧水洗工法（１００Ｍｐａ以上）　石綿建材レベル１，３相
当対応 施工規模１，０００ｍ２ 周辺住民説明（リスクコミュニケーション），施工計画書作成，官公庁届出代行，下水使
用申請，工事写真撮影，完了報告書作成，飛沫養生費，最下層床面防水シート養生，除去工事，排水ｐＨ処理，排水ろ過処
理（０．２μフィルター），除去完了検査，廃棄物処理費等含む 材工共 大松土建

アスベスト含有建材の処理工事 Ｈｉ－ｊｅｔＤａｉｍａｔｕ工法 ｍ２ 469 9379 その他改修工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9379020050

環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 Ｈｉ－ｊｅｔ　Ｄａｉｎａ工法（ＢＣＪ－審査証明－２９３） 外壁石
綿含有仕上塗材・下地調整塗材除去，集じん装置付き超高圧水洗工法（１００Ｍｐａ以上）　石綿建材レベル１，３対応
施工規模１，０００ｍ２ 周辺住民説明（リスクコミュニケーション），施工計画書作成，官公庁届出代行，下水使用申
請，工事写真撮影，完了報告書作成，飛沫養生費，最下層床面防水シート養生，除去工事，排水ｐＨ処理，排水ろ過処理
（０．２μフィルター），除去完了検査，廃棄物処理費等含む 材工共 ダイナ建設

アスベスト含有建材の処理工事 Ｈｉ－ｊｅｔＤａｉｎａ工法 ｍ２ 469 9379 その他改修工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9379020048

環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 Ｈｉ－ｊｅｔ　ＡＡＣ工法（ＢＣＪ－審査証明－２４８） 外壁石綿含
有仕上塗材・下地調整塗材除去，集じん装置付き超高圧水洗工法（１００Ｍｐａ以上）　石綿建材レベル１，３対応 施工
規模１，０００ｍ２ 処理作業計画書作成，周辺住民説明，飛沫養生費（最下層床面防水シート養生），除去処理費，除去
完了検査，排水ろ過処理費等含む，廃棄物処理処分費別途 材工共 藤林商会

アスベスト含有建材の処理工事 Ｈｉ－ｊｅｔ　ＡＡＣ工法 ｍ２ 469 9379 その他改修工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9347590010
環境配慮改修工事 外断熱改修工事 アウサレーション 厚５０ｍｍ クォーツプッツ 施工規模５００ｍ２ 材工共 サンク
ビット

外断熱改修工事（材工） アウサレーションクォーツプッツ ｍ２ 469 9347 内装工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9347590020
環境配慮改修工事 外断熱改修工事 アウサレーション 厚５０ｍｍ フリースタイル 施工規模５００ｍ２ 材工共 サンク
ビット

外断熱改修工事（材工） アウサレーションフリースタイル ｍ２ 469 9347 内装工事
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環境配慮改修工事【公表価格】 9347590022
環境配慮改修工事 外断熱改修工事 アウサレーション 厚５０ｍｍ サンドぺブル 施工規模５００ｍ２ 材工共 サンクビッ
ト

外断熱改修工事（材工） アウサレーション　サンドぺブル ｍ２ 469 9347 内装工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9347590030
環境配慮改修工事 外断熱改修工事 アウサレーション 厚５０ｍｍ 吹付タイル模様 施工規模５００ｍ２ 材工共 サンク
ビット

外断熱改修工事（材工） アウサレーション吹付タイル模様 ｍ２ 469 9347 内装工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9347590032
環境配慮改修工事 外断熱改修工事 アウサレーション 厚５０ｍｍ サンドブラストＮＴＸ 施工規模５００ｍ２ 材工共 サ
ンクビット

外断熱改修工事（材工） アウサレーションサンドブラスト ｍ２ 469 9347 内装工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9379020005
環境配慮改修工事 外断熱改修工事 エコサーム（透湿型湿式外断熱システム） 断熱材　標準厚５０ｍｍ ランダム・グラ
ニュール 施工規模３００ｍ２ 断熱材厚３５～７０ｍｍは同価格。構造スリット，化粧目地，表面補強メッシュの費用は別
途。 材工共 東邦レオ

外断熱改修工事（材工） エコサーム　ランダム他 ｍ２ 469 9379 その他改修工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9379020010
環境配慮改修工事 外断熱改修工事 エコサーム（透湿型湿式外断熱システム） 断熱材　標準厚５０ｍｍ グリッツ 施工規
模３００ｍ２ 断熱材厚３５～７０ｍｍは同価格。構造スリット，化粧目地，表面補強メッシュの費用は別途。 材工共 東
邦レオ

外断熱改修工事（材工） エコサーム　グリッツ ｍ２ 469 9379 その他改修工事

光触媒塗装工事【公表価格】 9363012502
光触媒塗装工事 光触媒コーティング クリーンなの工法 常温硬化型 透明無機基材（ガラス）にコーティング 施工規模３
００ｍ２ 材工共 石原産業

光触媒コーティング（材工） クリーンなの工法 ｍ２ 471 9363 光触媒塗装工事（改修工事）

光触媒塗装工事【公表価格】 9363013502
光触媒塗装工事 光触媒コーティング チタンエースＲＫ 外装用　外壁塗装・防汚 チタニアシリカ　無機中性光触媒水溶液
最終仕上げ時塗布・無色透明　１層コート 施工規模１００ｍ２ 材工共 エイアイティジャパン

光触媒コーティング（材工） チタンエースＲＫ　外装用 ｍ２ 471 9363 光触媒塗装工事（改修工事）

光触媒塗装工事【公表価格】 9363013504
光触媒塗装工事 光触媒コーティング チタンエースＲＫ ガラス用　ガラス面防汚 チタニアシリカ　無機中性光触媒水溶液
ガラス表面磨き清掃後塗布　１層コート 施工規模５０ｍ２ 材工共 エイアイティジャパン

光触媒コーティング（材工） チタンエースＲＫ　ガラス用 ｍ２ 471 9363 光触媒塗装工事（改修工事）

光触媒塗装工事【公表価格】 9363013506
光触媒塗装工事 光触媒コーティング チタンエースＲＫ 内装防汚・抗菌・消臭 チタニアシリカ　無機中性光触媒水溶液
最終仕上げ時塗布・無色透明　１層コート 施工規模５０ｍ２ 材工共 エイアイティジャパン

光触媒コーティング（材工） チタンエースＲＫ　内装 ｍ２ 471 9363 光触媒塗装工事（改修工事）

光触媒塗装工事【公表価格】 9363010002
光触媒塗装工事 光触媒コーティング ティオコート　Ａ工法 無機基材（タイル・石面）にコーティング 施工規模３００ｍ
２ 材工共 エイチ・エム・エンジニアーズ

光触媒コーティング（材工） ティオコート　Ａ工法 ｍ２ 471 9363 光触媒塗装工事（改修工事）

光触媒塗装工事【公表価格】 9363010004
光触媒塗装工事 光触媒コーティング ティオコート　ＢＡ工法 有機基材（吹付け・塗装面）にコーティング 施工規模３０
０ｍ２ 材工共 エイチ・エム・エンジニアーズ

光触媒コーティング（材工） ティオコート　ＢＡ工法 ｍ２ 471 9363 光触媒塗装工事（改修工事）

光触媒塗装工事【公表価格】 9363010014
光触媒塗装工事 光触媒コーティング ティオコート　ＨＡ工法 打放しコンクリート面にコーティング （クリアー仕上げ・
浸透性吸水防止処理を含む） 施工規模３００ｍ２ 材工共 エイチ・エム・エンジニアーズ

光触媒コーティング（材工） ティオコート　ＨＡ工法 ｍ２ 471 9363 光触媒塗装工事（改修工事）

光触媒塗装工事【公表価格】 9363010006
光触媒塗装工事 光触媒コーティング ティオコート　ＨＢＡ工法 打放しコンクリート面にコーティング （保護・吸水防止
処理・色調整を含む） 施工規模３００ｍ２ 材工共 エイチ・エム・エンジニアーズ

光触媒コーティング（材工） ティオコート　ＨＢＡ工法 ｍ２ 471 9363 光触媒塗装工事（改修工事）

光触媒塗装工事【公表価格】 9363010008
光触媒塗装工事 光触媒コーティング ティオコート　Ｓ工法 透明無機基材（ガラス・ガラス質面）にコーティング 施工規
模３００ｍ２ 材工共 エイチ・エム・エンジニアーズ

光触媒コーティング（材工） ティオコート　Ｓ工法 ｍ２ 471 9363 光触媒塗装工事（改修工事）

光触媒塗装工事【公表価格】 9363010010
光触媒塗装工事 光触媒コーティング ティオコート　ＢＳ工法 透明有機基材（アルミ工場焼付塗装パネル等）にコーティ
ング 施工規模３００ｍ２ 材工共 エイチ・エム・エンジニアーズ

光触媒コーティング（材工） ティオコート　ＢＳ工法 ｍ２ 471 9363 光触媒塗装工事（改修工事）

光触媒塗装工事【公表価格】 9363014006
光触媒塗装工事 光触媒コーティング Ｇ－ＰＦシステム　Ｋ２コート仕上げ 打放しコンクリート修復＋光触媒 施工規模３
００ｍ２ 材工共 北近畿緑地建設

光触媒コーティング（材工） Ｇ－ＰＦシステムＫ２コート仕上 ｍ２ 471 9363 光触媒塗装工事（改修工事）

光触媒塗装工事【公表価格】 9363014502
光触媒塗装工事 光触媒コーティング ハンノウコート 屋外用光触媒（塗装・樹脂・打放しコンクリート・タイル・ガラス
面） 施工規模３００ｍ２ 材工共 ナガムネコーポレーション

光触媒コーティング（材工） ハンノウコート　屋外用光触媒 ｍ２ 471 9363 光触媒塗装工事（改修工事）

光触媒塗装工事【公表価格】 9363011002
光触媒塗装工事 光触媒コーティング ビストレイター 常温硬化型 光触媒 酸化チタンコーティング 施工規模－ 材工共 日
本曹達

光触媒コーティング（材工） ビストレイター　常温硬化型 ｍ２ 471 9363 光触媒塗装工事（改修工事）
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光触媒塗装工事【公表価格】 9363012004
光触媒塗装工事 光触媒コーティング エヌティオ　Ｆ☆☆☆☆　ＰＣ－１０工法 超親水性光触媒塗膜 半艶クリヤー仕上げ
施工規模－ 材工共 日本特殊塗料

光触媒コーティング（材工） エヌティオ　ＰＣ－１０工法 ｍ２ 471 9363 光触媒塗装工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359010002
塗膜除去工事 既存塗膜除去 ウォーターブリット工法 セメントリシン 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去する） 施工規
模１，０００ｍ２ 施工面積　５０～１００ｍ２／日　足場，水道水，水処理費，養生費，安全経費は含まず 材工共 ワ
ラ・テック

既存塗膜除去（材工）レベル３ ウォーターブリット　セメント ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359010004
塗膜除去工事 既存塗膜除去 ウォーターブリット工法 アクリルリシン 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去する） 施工規
模１，０００ｍ２ 施工面積　５０～８０ｍ２／日　足場，水道水，水処理費，養生費，安全経費は含まず 材工共 ワラ・
テック

既存塗膜除去（材工）レベル３ ウォーターブリット　アクリル ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359010006
塗膜除去工事 既存塗膜除去 ウォーターブリット工法 複層Ｅ 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去する） 施工規模１，０
００ｍ２ 施工面積　４０～６０ｍ２／日　足場，水道水，水処理費，養生費，安全経費は含まず 材工共 ワラ・テック

既存塗膜除去（材工）レベル３ ウォーターブリット　複層Ｅ ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359010008
塗膜除去工事 既存塗膜除去 ウォーターブリット工法 複層弾性 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去する） 施工規模１，
０００ｍ２ 施工面積　４０～６０ｍ２／日　足場，水道水，水処理費，養生費，安全経費は含まず 材工共 ワラ・テック

既存塗膜除去（材工）レベル３ ウォーターブリット　複層弾性 ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359010014
塗膜除去工事 既存塗膜除去 ウォーターブリット工法 磁器タイル，石 施工規模１，０００ｍ２ 足場，水道水，水処理
費，養生費，安全経費は含まず 材工共 ワラ・テック

既存塗膜除去（材工） ウォーターブリット　磁器タイル ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359010016
塗膜除去工事 既存塗膜除去 ウォーターブリット工法 コンクリート打放表面洗浄（エフロ除去） 施工規模１，０００ｍ２
足場，水道水，水処理費，養生費，安全経費は含まず 材工共 ワラ・テック

既存塗膜除去（材工） ウォーターブリット　表面洗浄 ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359010018
塗膜除去工事 既存塗膜除去 ウォーターブリット工法 各種塗膜 高圧温水洗浄 除去レベルⅠ（脆弱な塗膜を除去する） 施
工規模１，０００ｍ２ 足場，水道水，水処理費，養生費，安全経費は含まず 材工共 ワラ・テック

既存塗膜除去（材工）レベル１ ウォーターブリット　各種塗膜 ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359010020
塗膜除去工事 既存塗膜除去 ウォーターブリット工法 各種塗膜 高圧温水洗浄 除去レベル０（洗浄が主で既存塗膜は残
す） 施工規模１，０００ｍ２ 足場，水道水，水処理費，養生費，安全経費は含まず 材工共 ワラ・テック

既存塗膜除去（材工）レベル０ ウォーターブリット　各種塗膜 ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359010022
塗膜除去工事 既存塗膜除去 ウォーターブリット工法 水洗浄 施工規模１，０００ｍ２ 足場，水道水，水処理費，養生
費，安全経費は含まず 材工共 ワラ・テック

既存塗膜除去（材工） ウォーターブリット　水洗浄 ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359010024
塗膜除去工事 既存塗膜除去 ウォーターブリット工法 タイル下地目荒し ５０ＭＰａ 施工規模１，０００ｍ２ ２．５分／
ｍ２　足場，水道水，水処理費，養生費，安全経費は含まず 材工共 ワラ・テック

既存塗膜除去（材工） ウォーターブリット　タイル下地 ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359020004
塗膜除去工事 既存塗膜剥離工法 バイオハクリ工法 既存塗膜 アクリルリシン 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去する）
施工規模１，０００ｍ２以上 材工共 山一化学工業

既存塗膜剥離工法・材工レベル３ バイオハクリ　アクリルリシン ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359020008
塗膜除去工事 既存塗膜剥離工法 バイオハクリ工法 既存塗膜 弾性リシン 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去する） 施工
規模１，０００ｍ２以上 材工共 山一化学工業

既存塗膜剥離工法・材工レベル３ バイオハクリ　弾性リシン ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359020012
塗膜除去工事 既存塗膜剥離工法 バイオハクリ工法 既存塗膜 マスチックＡ 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去する） 施
工規模１，０００ｍ２以上 材工共 山一化学工業

既存塗膜剥離工法・材工レベル３ バイオハクリ　マスチックＡ ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359020016
塗膜除去工事 既存塗膜剥離工法 バイオハクリ工法 既存塗膜 アクリルタイル 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去する）
施工規模１，０００ｍ２以上 材工共 山一化学工業

既存塗膜剥離工法・材工レベル３ バイオハクリ　アクリルタイル ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359020020
塗膜除去工事 既存塗膜剥離工法 バイオハクリ工法 既存塗膜 水性エポキシタイル 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去す
る） 施工規模１，０００ｍ２以上 材工共 山一化学工業

既存塗膜剥離工法・材工レベル３ バイオハクリ　水性エポキシ ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

塗膜除去工事【公表価格】 9359020024
塗膜除去工事 既存塗膜剥離工法 バイオハクリ工法 既存塗膜 弾性タイル 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去する） 施工
規模１，０００ｍ２以上 材工共 山一化学工業

既存塗膜剥離工法・材工レベル３ バイオハクリ　弾性タイル ｍ２ 473 9359 塗膜除去工事（改修工事）

配管更生装置【公表価格】 9529030005
配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　３０ＤＳ 流量～１１５ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　６～３２Ａ 施工規模－ 土工
事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画

配管更生装置（材工） ＮＭＲパイプテクター３０ＤＳ 基 473 9529 管更生工事
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配管更生装置【公表価格】 9529030010
配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　５０ＤＳ 流量～２３０ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　４０～５０Ａ 施工規模－ 土
工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画

配管更生装置（材工） ＮＭＲパイプテクター５０ＤＳ 基 473 9529 管更生工事

配管更生装置【公表価格】 9529030020
配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　７５ＤＳ 流量～６００ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　６５～８０Ａ 施工規模－ 土
工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画

配管更生装置（材工） ＮＭＲパイプテクター７５ＤＳ 基 473 9529 管更生工事

配管更生装置【公表価格】 9529030030
配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　１００ＤＳ 流量～９４０ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　１００Ａ 施工規模－ 土工
事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画

配管更生装置（材工） ＮＭＲパイプテクター１００ＤＳ 基 473 9529 管更生工事

配管更生装置【公表価格】 9529030040
配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　１２５ＤＳ 流量～１，４６０ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　１２５Ａ 施工規模－
土工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画

配管更生装置（材工） ＮＭＲパイプテクター１２５ＤＳ 基 473 9529 管更生工事

配管更生装置【公表価格】 9529030050
配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　１５０ＤＳ 流量～２，１２０ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　１５０Ａ 施工規模－
土工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画

配管更生装置（材工） ＮＭＲパイプテクター１５０ＤＳ 基 473 9529 管更生工事

配管更生装置【公表価格】 9529030060
配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　２００ＤＳ 流量～３，７００ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　２００Ａ 施工規模－
土工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画

配管更生装置（材工） ＮＭＲパイプテクター２００ＤＳ 基 473 9529 管更生工事

配管更生装置【公表価格】 9529030070
配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　２５０ＤＳ 流量～５，８００ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　２５０Ａ 施工規模－
土工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画

配管更生装置（材工） ＮＭＲパイプテクター２５０ＤＳ 基 473 9529 管更生工事

配管更生装置【公表価格】 9529030080
配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　３００ＤＳ 流量～８，４００ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　３００Ａ 施工規模－
土工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画

配管更生装置（材工） ＮＭＲパイプテクター３００ＤＳ 基 473 9529 管更生工事

水処理装置【公表価格】 9369020002 水処理装置 磁気式水処理装置 ピュアドーラ ＰＤＣ－５００ 配管サイズ１５～４０Ａ 施工規模－ 材工共 ドーラ 磁気式水処理装置（材工） ピュアドーラ　ＰＤＣ－５００ 基 475 9369 水処理装置（改修工事）

水処理装置【公表価格】 9369020014 水処理装置 磁気式水処理装置 ピュアドーラ ＰＤ－Ｓ４２５ 配管サイズ２５～５０Ａ 施工規模－ 材工共 ドーラ 磁気式水処理装置（材工） ピュアドーラ　ＰＤ－Ｓ４２５ 基 475 9369 水処理装置（改修工事）

水処理装置【公表価格】 9369020016 水処理装置 磁気式水処理装置 ピュアドーラ ＰＤ－４２００ 配管サイズ４０～８０Ａ 施工規模－ 材工共 ドーラ 磁気式水処理装置（材工） ピュアドーラ　ＰＤ－４２００ 基 475 9369 水処理装置（改修工事）

水処理装置【公表価格】 9369020018 水処理装置 磁気式水処理装置 ピュアドーラ ＰＤ－６２００ 配管サイズ６５～１２５Ａ 施工規模－ 材工共 ドーラ 磁気式水処理装置（材工） ピュアドーラ　ＰＤ－６２００ 基 475 9369 水処理装置（改修工事）

水処理装置【公表価格】 9369020020 水処理装置 磁気式水処理装置 ピュアドーラ ＰＤ－９２００ 配管サイズ１００～１５０Ａ 施工規模－ 材工共 ドーラ 磁気式水処理装置（材工） ピュアドーラ　ＰＤ－９２００ 基 475 9369 水処理装置（改修工事）

水処理装置【公表価格】 9369020022 水処理装置 磁気式水処理装置 ピュアドーラ ＰＤ－１３２００ 配管サイズ１５０～２００Ａ 施工規模－ 材工共 ドーラ 磁気式水処理装置（材工） ピュアドーラ　ＰＤ－１３２００ 基 475 9369 水処理装置（改修工事）

水処理装置【公表価格】 9369040022
水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷ－２０ １３Ａ、２０Ａ（ＳＵＳ３０４） 施工規模－ 材工共 ティーケイケイエボ
リューション

セラミック水改質装置（材工） ＢＷ－２０　１３Ａ・２０Ａ 台 475 9369 水処理装置（改修工事）

水処理装置【公表価格】 9369040018
水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－２０ １３Ａ、２０Ａ（ＳＵＳ３０４） 施工規模－ 材工共 ティーケイケイエ
ボリューション

セラミック水改質装置（材工） ＢＷΩ－２０　１３Ａ・２０Ａ 台 475 9369 水処理装置（改修工事）

水処理装置【公表価格】 9369040020
水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－２５ ２５Ａ、３２Ａ（２本並列）（ＳＵＳ３０４） 施工規模－ 材工共
ティーケイケイエボリューション

セラミック水改質装置（材工） ＢＷΩ－２５　２５Ａ・３２Ａ 台 475 9369 水処理装置（改修工事）

水処理装置【公表価格】 9369040003
水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－５０ ４０Ａ、５０Ａ（ＳＵＳ３０４） 施工規模－ 材工共 ティーケイケイエ
ボリューション

セラミック水改質装置（材工） ＢＷΩ－５０　４０Ａ・５０Ａ 台 475 9369 水処理装置（改修工事）
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水処理装置【公表価格】 9369040005
水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－８０ ６５Ａ、８０Ａ（ＳＵＳ３０４） 施工規模－ 材工共 ティーケイケイエ
ボリューション

セラミック水改質装置（材工） ＢＷΩ－８０　６５Ａ・８０Ａ 台 475 9369 水処理装置（改修工事）

水処理装置【公表価格】 9369040006
水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－１００ １００Ａ（ＳＵＳ３０４） 施工規模－ 材工共 ティーケイケイエボ
リューション

セラミック水改質装置（材工） ＢＷΩ－１００　１００Ａ 台 475 9369 水処理装置（改修工事）

水処理装置【公表価格】 9369040012
水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－１２５ １２５Ａ（ＳＵＳ３０４） 施工規模－ 材工共 ティーケイケイエボ
リューション

セラミック水改質装置（材工） ＢＷΩ－１２５　１２５Ａ 台 475 9369 水処理装置（改修工事）

水処理装置【公表価格】 9369040014
水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－１５０ １５０Ａ（ＳＵＳ３０４） 施工規模－ 材工共 ティーケイケイエボ
リューション

セラミック水改質装置（材工） ＢＷΩ－１５０　１５０Ａ 台 475 9369 水処理装置（改修工事）

水処理装置【公表価格】 9369040016
水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－２００ ２００Ａ（ＳＵＳ３０４） 施工規模－ 材工共 ティーケイケイエボ
リューション

セラミック水改質装置（材工） ＢＷΩ－２００　２００Ａ 台 475 9369 水処理装置（改修工事）

水処理装置【公表価格】 9369040008
水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷプレート 貯水槽内設置用（ＳＵＳ３０４） 施工規模－ 材工共 ティーケイケイエ
ボリューション

セラミック水改質装置（材工） ＢＷプレート　貯水槽内設置用 枚 475 9369 水処理装置（改修工事）

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010002 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） １５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　１５Ａ ｍ 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010004 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） ２０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　２０Ａ ｍ 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010006 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） ２５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　２５Ａ ｍ 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010008 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） ３２Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　３２Ａ ｍ 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010010 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） ４０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　４０Ａ ｍ 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010012 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） ５０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　５０Ａ ｍ 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010014 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） ６５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　６５Ａ ｍ 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010016 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） ８０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　８０Ａ ｍ 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010018 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） １００Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　１００Ａ ｍ 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011002 給水管更生工事（審査証明工法） 配管切断復旧工事 １ｍ以内　１５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 配管切断復旧工事　１５Ａ 箇所 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011004 給水管更生工事（審査証明工法） 配管切断復旧工事 １ｍ以内　２５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 配管切断復旧工事　２５Ａ 箇所 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011006 給水管更生工事（審査証明工法） 配管切断復旧工事 １ｍ以内　５０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 配管切断復旧工事　５０Ａ 箇所 477 9529 管更生工事
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給水管更生工事（審査証明工法） 9529011008 給水管更生工事（審査証明工法） 配管切断復旧工事 １ｍ以内　１００Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 配管切断復旧工事　１００Ａ 箇所 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011202 給水管更生工事（審査証明工法） 保温ラッキング工事（屋内） １ｍ以内　２５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 保温ラッキング工事屋内　２５Ａ 箇所 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011204 給水管更生工事（審査証明工法） 保温ラッキング工事（屋内） １ｍ以内　５０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 保温ラッキング工事屋内　５０Ａ 箇所 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011402 給水管更生工事（審査証明工法） 保温ラッキング工事（屋外） １ｍ以内　２５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 保温ラッキング工事屋外　２５Ａ 箇所 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011404 給水管更生工事（審査証明工法） 保温ラッキング工事（屋外） １ｍ以内　５０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 保温ラッキング工事屋外　５０Ａ 箇所 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011602 給水管更生工事（審査証明工法） 水栓脱着工事 １３Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 水栓脱着工事　１３Ａ 箇所 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011604 給水管更生工事（審査証明工法） 水栓脱着工事 ２０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 水栓脱着工事　２０Ａ 箇所 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011802 給水管更生工事（審査証明工法） 弁類脱着工事 ２５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 弁類脱着工事　２５Ａ 箇所 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011804 給水管更生工事（審査証明工法） 弁類脱着工事 ５０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 弁類脱着工事　５０Ａ 箇所 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012002 給水管更生工事（審査証明工法） 量水器脱着工事 ２５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 量水器脱着工事　２５Ａ 箇所 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012004 給水管更生工事（審査証明工法） 量水器脱着工事 ５０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 量水器脱着工事　５０Ａ 箇所 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012202 給水管更生工事（審査証明工法） 仮設給水工事 ＶＰ　１３Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 仮設給水工事　ＶＰ　１３Ａ ｍ 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012204 給水管更生工事（審査証明工法） 仮設給水工事 ＶＰ　２５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 仮設給水工事　ＶＰ　２５Ａ ｍ 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012206 給水管更生工事（審査証明工法） 仮設給水工事 ＶＰ　５０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 仮設給水工事　ＶＰ　５０Ａ ｍ 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012402 給水管更生工事（審査証明工法） モルタル壁面はつり復旧 ＲＣ厚１２０ｍｍ以下　１ｍ×１ｍ 材工共 給水管更生工事（材工） モルタル壁面はつり復旧　ＲＣ 箇所 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012602 給水管更生工事（審査証明工法） 天井解体復旧 ボード仕上げ　１ｍ×１ｍ 材工共 給水管更生工事（材工） 天井解体復旧　ボード仕上げ 箇所 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012802 給水管更生工事（審査証明工法） 水質検査費 一般飲用適否＋鉄分検査 材工共 給水管更生工事（材工） 水質検査費　飲用適否＋鉄分検査 回 477 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529013002 給水管更生工事（審査証明工法） 機械搬入搬出費 更生機械１セット 材工共 給水管更生工事（材工） 機械搬入搬出費　機械１セット 回 477 9529 管更生工事
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排水管更生工事（審査証明工法） 9529020010 排水管更生工事（審査証明工法） Ａタイプ 台所系統立て管のみ　１２ｍ　６５Ａ 材工共 排水管更生工事（材工） Ａタイプ　台所系統立て管のみ 系統 478 9529 管更生工事

排水管更生工事（審査証明工法） 9529020020 排水管更生工事（審査証明工法） Ｂタイプ 台所系統立て管　１２ｍ　６５Ａ 横枝管１口　１０ｍ　４０Ａ 材工共 排水管更生工事（材工） Ｂタイプ　台所系統立て管 系統 478 9529 管更生工事

排水管更生工事（審査証明工法） 9529020030 排水管更生工事（審査証明工法） Ｃタイプ 浴室洗面系統立て管　１２ｍ　８０Ａ 横枝管２口　２０ｍ　５０Ａ 材工共 排水管更生工事（材工） Ｃタイプ　浴室洗面系統立て管 系統 478 9529 管更生工事

排水管更生工事（審査証明工法） 9529020040
排水管更生工事（審査証明工法） Ｄタイプ 浴室洗面系統立て管　１２ｍ　８０Ａ 横枝管４口　２０ｍ　４０Ａ　５０Ａ
材工共

排水管更生工事（材工） Ｄタイプ　浴室洗面系統立て管 系統 478 9529 管更生工事

配線工事 9401010002 配線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 管内配線 １．０ｍｍ 材工共 ６００Ｖ　ＩＶ電線（材工） 管内配線　１ｍｍ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401010004 配線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 管内配線 １．２ｍｍ 材工共 ６００Ｖ　ＩＶ電線（材工） 管内配線　１．２ｍｍ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401010032 配線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 管内配線 １５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＩＶ電線（材工） 管内配線　１５０ｍｍ２ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401010034 配線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 管内配線 ２００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＩＶ電線（材工） 管内配線　２００ｍｍ２ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401010036 配線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 管内配線 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＩＶ電線（材工） 管内配線　２５０ｍｍ２ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401010038 配線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 管内配線 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＩＶ電線（材工） 管内配線　３２５ｍｍ２ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401220002 配線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） 管内配線 １．０ｍｍ 材工共 ＩＥ／Ｆ・ＥＭ－ＩＥ電線・材工 管内配線　１ｍｍ　６００Ｖ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401220004 配線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） 管内配線 １．２ｍｍ 材工共 ＩＥ／Ｆ・ＥＭ－ＩＥ電線・材工 管内配線　１．２ｍｍ　６００Ｖ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401220006 配線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） 管内配線 １５０ｍｍ２ 材工共 ＩＥ／Ｆ・ＥＭ－ＩＥ電線・材工 管内配線１５０ｍｍ２　６００Ｖ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401220008 配線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） 管内配線 ２００ｍｍ２ 材工共 ＩＥ／Ｆ・ＥＭ－ＩＥ電線・材工 管内配線２００ｍｍ２　６００Ｖ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401220010 配線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） 管内配線 ２５０ｍｍ２ 材工共 ＩＥ／Ｆ・ＥＭ－ＩＥ電線・材工 管内配線２５０ｍｍ２　６００Ｖ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401220012 配線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） 管内配線 ３２５ｍｍ２ 材工共 ＩＥ／Ｆ・ＥＭ－ＩＥ電線・材工 管内配線３２５ｍｍ２　６００Ｖ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401020002 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 １．２ｍｍ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　１．２ｍｍ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401020004 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 １．６ｍｍ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　１．６ｍｍ ｍ 482 9401 配線工事
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配線工事 9401020006 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ２．０ｍｍ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　２ｍｍ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401020016 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ５．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　５．５ｍｍ２ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401020018 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　８ｍｍ２ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401020020 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　１４ｍｍ２ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401020022 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　２２ｍｍ２ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401020024 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　３８ｍｍ２ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401020026 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　６０ｍｍ２ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401020028 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　１００ｍｍ２ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401020030 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 １５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　１５０ｍｍ２ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401020032 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ２００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　２００ｍｍ２ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401020034 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　２５０ｍｍ２ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401020036 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　３２５ｍｍ２ ｍ 482 9401 配線工事

配線工事 9401040002 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040004 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040006 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040008 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040010 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040012 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事
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配線工事 9401040014 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040016 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040018 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040020 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 １５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　１５０ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040022 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ２００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　２００ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040024 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　２５０ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040026 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　３２５ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040028 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040030 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040032 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040034 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040036 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040038 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040040 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040042 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040044 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040046 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040048 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事
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配線工事 9401040050 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040052 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040054 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040056 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040058 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040060 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040062 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　１４ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040064 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　２２ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040066 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　３８ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040068 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　６０ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040070 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　１００ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040072 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 １５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　１５０ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040074 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ２００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　２００ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040076 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　２５０ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040078 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　３２５ｍｍ２ ｍ 483 9401 配線工事

配線工事 9401040102 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ２心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040104 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ２心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040106 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ２心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

330/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

配線工事 9401040108 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ２心 ８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040110 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ２心 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040112 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ２心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040114 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ２心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040116 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ２心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040118 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ２心 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040120 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ３心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040122 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ３心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040124 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ３心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040126 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ３心 ８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040128 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040130 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040132 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040134 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040136 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040138 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ４心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040140 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ４心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040142 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ４心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事
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配線工事 9401040144 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ４心 ８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040146 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ４心 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　４心　１４ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040148 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ４心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　４心　２２ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040150 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ４心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　４心　３８ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040152 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ４心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　４心　６０ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040154 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） いんぺい配線 ４心 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 隠蔽配線　４心　１００ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040156 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040158 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040160 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040162 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040164 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040166 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040168 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040170 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040172 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040174 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 １５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　２心　１５０ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040176 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ２００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　２心　２００ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040178 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　２心　２５０ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事
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配線工事 9401040180 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　２心　３２５ｍｍ２ ｍ 484 9401 配線工事

配線工事 9401040182 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040184 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040186 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040188 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040190 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040192 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040194 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040196 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040198 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040200 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040202 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040204 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040206 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040208 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040210 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040212 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040214 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事
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配線工事 9401040216 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　４心　１４ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040218 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　４心　２２ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040220 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　４心　３８ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040222 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　４心　６０ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040224 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　４心　１００ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040226 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 １５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　４心　１５０ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040228 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ２００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　４心　２００ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040230 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　４心　２５０ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401040232 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　４心　３２５ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401050002 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ８ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401050004 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401050006 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401050008 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401050010 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401050012 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401050014 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401050016 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401050018 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事
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配線工事 9401050020 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 485 9401 配線工事

配線工事 9401050034 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ８ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401050036 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401050038 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401050040 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401050042 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401050044 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401050046 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401050048 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401050050 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401050052 配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工） ラック配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060080 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 管内配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060002 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 管内配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060004 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 管内配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060006 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 管内配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060008 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 管内配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060010 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 管内配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060012 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 管内配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事
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配線工事 9401060014 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 管内配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060016 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 管内配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060034 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） いんぺい配線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 隠蔽配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060036 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） いんぺい配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 隠蔽配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060038 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） いんぺい配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 隠蔽配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060040 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） いんぺい配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 隠蔽配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060042
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） いんぺい配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工
共

６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 隠蔽配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060082
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） いんぺい配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工
共

６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 隠蔽配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060084
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） いんぺい配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工
共

６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 隠蔽配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060086
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） いんぺい配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工
共

６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 隠蔽配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060088
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） いんぺい配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工
共

６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 隠蔽配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 486 9401 配線工事

配線工事 9401060044 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 ラック配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060046 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 ラック配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060048 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 ラック配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060050 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 ラック配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060052 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 ラック配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060054 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 ラック配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060056 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 ラック配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事
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配線工事 9401060058 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 ラック配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060060 配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工 ラック配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060018 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） 管内配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060020 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） 管内配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060022 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） 管内配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060024 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） 管内配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060026 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） 管内配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060028 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） 管内配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060030 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） 管内配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060032 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） 管内配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060064 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） ラック配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060066 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） ラック配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060068 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） ラック配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060070 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） ラック配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060072 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） ラック配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060074 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） ラック配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060076 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） ラック配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事

配線工事 9401060078 配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工） ラック配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 487 9401 配線工事
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配線工事 9401230002
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ２．０ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230004
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ３．５ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230006
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ５．５ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230008
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ８ｍｍ２ 材
工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230010
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 １４ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230012
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ２２ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230014
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ３８ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230016
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ６０ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230018
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 １００ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230020
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 １５０ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　２心　１５０ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230022
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ２００ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　２心　２００ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230024
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ２５０ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　２心　２５０ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230026
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ３２５ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　２心　３２５ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230028
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ３心 ２．０ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230030
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ３心 ３．５ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230032
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ３心 ５．５ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230034
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ３心 ８ｍｍ２ 材
工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230036
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ３心 １４ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事
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配線工事 9401230038
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ３心 ２２ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230040
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ３心 ３８ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230042
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ３心 ６０ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230044
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ３心 １００ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230046
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ３心 １５０ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230048
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ３心 ２００ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230050
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ３心 ２５０ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230052
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ３心 ３２５ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230054
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ４心 ２．０ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230056
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ４心 ３．５ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230058
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ４心 ５．５ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230060
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ４心 ８ｍｍ２ 材
工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230062
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ４心 １４ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　４心　１４ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230064
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ４心 ２２ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　４心　２２ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230066
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ４心 ３８ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　４心　３８ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230068
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ４心 ６０ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　４心　６０ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230070
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ４心 １００ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　４心　１００ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230072
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ４心 １５０ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　４心　１５０ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事
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配線工事 9401230074
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ４心 ２００ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　４心　２００ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230076
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ４心 ２５０ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　４心　２５０ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230078
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ４心 ３２５ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 管内配線　４心　３２５ｍｍ２ ｍ 488 9401 配線工事

配線工事 9401230080
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ２心 ２．０ｍ
ｍ２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230082
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ２心 ３．５ｍ
ｍ２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230084
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ２心 ５．５ｍ
ｍ２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230086
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ２心 ８ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230088
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ２心 １４ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230090
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ２心 ２２ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230092
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ２心 ３８ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230094
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ２心 ６０ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230096
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ２心 １００ｍ
ｍ２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230098
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ３心 ２．０ｍ
ｍ２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230100
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ３心 ３．５ｍ
ｍ２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230102
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ３心 ５．５ｍ
ｍ２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230104
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ３心 ８ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230106
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ３心 １４ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230108
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ３心 ２２ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事
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配線工事 9401230110
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ３心 ３８ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230112
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ３心 ６０ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230114
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ３心 １００ｍ
ｍ２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230116
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ４心 ２．０ｍ
ｍ２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230118
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ４心 ３．５ｍ
ｍ２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230120
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ４心 ５．５ｍ
ｍ２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230122
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ４心 ８ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230124
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ４心 １４ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　４心　１４ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230126
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ４心 ２２ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　４心　２２ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230128
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ４心 ３８ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　４心　３８ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230130
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ４心 ６０ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　４心　６０ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230132
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） いんぺい配線 ４心 １００ｍ
ｍ２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 隠蔽配線　４心　１００ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230134
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ２心 ２．０ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230136
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ２心 ３．５ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230138
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ２心 ５．５ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230140
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ２心 ８ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230142
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ２心 １４ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230144
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ２心 ２２ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事
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配線工事 9401230146
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ２心 ３８ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230148
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ２心 ６０ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230150
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ２心 １００ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230152
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ２心 １５０ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　２心　１５０ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230154
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ２心 ２００ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　２心　２００ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230156
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ２心 ２５０ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　２心　２５０ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230158
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ２心 ３２５ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　２心　３２５ｍｍ２ ｍ 489 9401 配線工事

配線工事 9401230160
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ３心 ２．０ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230162
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ３心 ３．５ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230164
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ３心 ５．５ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230166
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ３心 ８ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230168
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ３心 １４ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230170
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ３心 ２２ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230172
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ３心 ３８ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230174
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ３心 ６０ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230176
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ３心 １００ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230178
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ３心 １５０ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230180
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ３心 ２００ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事
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配線工事 9401230182
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ３心 ２５０ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230184
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ３心 ３２５ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230186
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ４心 ２．０ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230188
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ４心 ３．５ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230190
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ４心 ５．５ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230192
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ４心 ８ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230194
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ４心 １４ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　４心　１４ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230196
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ４心 ２２ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　４心　２２ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230198
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ４心 ３８ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　４心　３８ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230200
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ４心 ６０ｍｍ２
材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　４心　６０ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230202
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ４心 １００ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　４心　１００ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230204
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ４心 １５０ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　４心　１５０ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230206
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ４心 ２００ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　４心　２００ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230208
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ４心 ２５０ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　４心　２５０ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401230210
配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） ラック配線 ４心 ３２５ｍｍ
２ 材工共

ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工 ラック配線　４心　３２５ｍｍ２ ｍ 490 9401 配線工事

配線工事 9401240002
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） 管内配線
３心 １４ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 管内配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240004
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） 管内配線
３心 ２２ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 管内配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240006
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） 管内配線
３心 ３８ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 管内配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事
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配線工事 9401240008
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） 管内配線
３心 ６０ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 管内配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240010
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） 管内配線
３心 １００ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 管内配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240012
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） 管内配線
３心 １５０ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 管内配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240014
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） 管内配線
３心 ２００ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 管内配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240016
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） 管内配線
３心 ２５０ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 管内配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240018
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） 管内配線
３心 ３２５ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 管内配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240020
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい
配線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 隠蔽配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240022
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい
配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 隠蔽配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240024
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい
配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 隠蔽配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240026
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい
配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 隠蔽配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240028
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい
配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 隠蔽配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240030
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい
配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 隠蔽配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240032
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい
配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 隠蔽配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240034
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい
配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 隠蔽配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240036
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい
配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） 隠蔽配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240038
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配
線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） ラック配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240040
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配
線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） ラック配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240042
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配
線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） ラック配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事
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配線工事 9401240044
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配
線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） ラック配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240046
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配
線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） ラック配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240048
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配
線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） ラック配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240050
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配
線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） ラック配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240052
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配
線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） ラック配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401240054
配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配
線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工） ラック配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 491 9401 配線工事

配線工事 9401080002 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２心 １．２５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　２心　１．２５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080004 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080006 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080008 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080010 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２心 ８ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080016 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３心 １．２５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　３心　１．２５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080018 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080020 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080022 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080024 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３心 ８ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080030 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ４心 １．２５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　４心　１．２５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080032 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ４心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事
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配線工事 9401080034 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ４心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080036 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ４心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080038 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ４心 ８ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080044 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ５心 １．２５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　５心　１．２５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080046 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ５心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　５心　２ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080048 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ５心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　５心　３．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080050 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ５心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　５心　５．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080052 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ５心 ８ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　５心　８ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080056 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ６心 １．２５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　６心　１．２５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080058 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ６心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　６心　２ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080060 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ６心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　６心　３．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080062 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ６心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　６心　５．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080064 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ６心 ８ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　６心　８ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080068 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ７心 １．２５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　７心　１．２５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080070 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ７心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　７心　２ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080072 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ７心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　７心　３．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080074 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ７心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　７心　５．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080076 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ７心 ８ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　７心　８ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事
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配線工事 9401080078 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ８心 １．２５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　８心　１．２５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080080 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ８心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　８心　２ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080082 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ８心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　８心　３．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080084 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ８心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　８心　５．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080086 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ８心 ８ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　８心　８ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080088 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １０心 １．２５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線１０心　１．２５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080090 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １０心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　１０心　２ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080092 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １０心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　１０心　３．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080094 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １０心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　１０心　５．５ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080096 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １０心 ８ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　１０心　８ｍｍ２ ｍ 492 9401 配線工事

配線工事 9401080098 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １２心 １．２５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線１２心　１．２５ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401080100 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １２心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　１２心　２ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401080102 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １２心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　１２心　３．５ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401080104 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １２心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　１２心　５．５ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401080106 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １２心 ８ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　１２心　８ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401080108 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １５心 １．２５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線１５心　１．２５ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401080110 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １５心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　１５心　２ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401080112 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １５心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　１５心　３．５ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事
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配線工事 9401080114 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １５心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　１５心　５．５ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401080116 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２０心 １．２５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線２０心　１．２５ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401080118 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２０心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　２０心　２ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401080120 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２０心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　２０心　３．５ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401080122 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２０心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　２０心　５．５ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401080124 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３０心 １．２５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線３０心　１．２５ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401080126 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３０心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　３０心　２ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401080128 配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３０心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ＣＶＶケーブル（材工） 管内配線　３０心　３．５ｍｍ２ ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401090244 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　単心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401090246 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　単心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401090248 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　単心　２ｍｍ　丸形 ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401090252 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　単心　２ｍｍ２　丸形 ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401090254 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　単心　３．５ｍｍ２　丸形 ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401090256 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　単心　５．５ｍｍ２　丸形 ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401090258 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　単心　８ｍｍ２　丸形 ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401090260 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　単心　１４ｍｍ２　丸形 ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401090262 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　単心　２２ｍｍ２　丸形 ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401090264 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　単心　３８ｍｍ２　丸形 ｍ 493 9401 配線工事
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配線工事 9401090266 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　単心　６０ｍｍ２　丸形 ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401090268 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　単心　１００ｍｍ２　丸形 ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401090270 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　単心　１５０ｍｍ２　丸形 ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401090272 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　単心　２００ｍｍ２　丸形 ｍ 493 9401 配線工事

配線工事 9401090274 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090276 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090278 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２心　２ｍｍ　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090282 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２心　２ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090284 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２心　３．５ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090286 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２心　５．５ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090288 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２心　８ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090290 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２心　１４ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090292 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２心　２２ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090294 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２心　３８ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090296 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２心　６０ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090298 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２心　１００ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090300 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２心　１５０ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090302 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２心　２００ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事
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配線工事 9401090304 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090306 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090308 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３心　２ｍｍ　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090312 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３心　２ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090314 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３心　３．５ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090316 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３心　５．５ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090318 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３心　８ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090320 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３心　１４ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090322 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３心　２２ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090324 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３心　３８ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090326 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３心　６０ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090328 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３心　１００ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090330 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３心　１５０ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090332 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３心　２００ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090334 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　４心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090336 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　４心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090338 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　４心　２ｍｍ　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090340 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　４心　２ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事
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配線工事 9401090342 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　４心　３．５ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090344 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　４心　５．５ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090346 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　４心　８ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090348 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　４心　１４ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090350 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　４心　２２ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090352 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　４心　３８ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090354 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　４心　６０ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090356 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　４心　１００ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090358 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　４心　１５０ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090360 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　４心　２００ｍｍ２　丸形 ｍ 494 9401 配線工事

配線工事 9401090362 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ５心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　５心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090364 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ５心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　５心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090374 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ６心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　６心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090376 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ６心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　６心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090386 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ７心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　７心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090388 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ７心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　７心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090398 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ８心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　８心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090400 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ８心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　８心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事
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配線工事 9401090410 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 １０心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　１０心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090412 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 １０心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　１０心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090422 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 １２心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　１２心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090424 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 １２心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　１２心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090434 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 １５心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　１５心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090436 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 １５心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　１５心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090446 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２０心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２０心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090448 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２０心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　２０心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090458 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３０心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３０心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090460 配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３０心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 管内　３０心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090470 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　単心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090472 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　単心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090474 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　単心　２ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090478 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　単心　２ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090480 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　単心　３．５ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090482 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　単心　５．５ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090484 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　単心　８ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090486 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　単心　１４ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事
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配線工事 9401090488 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　単心　２２ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090490 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　単心　３８ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090492 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　単心　６０ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090494 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　単心　１００ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090496 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　単心　１５０ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090498 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　単心　２００ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090500 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090502 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090504 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２心　２ｍｍ　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090508 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２心　２ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090510 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２心　３．５ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090512 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２心　５．５ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090514 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２心　８ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090516 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２心　１４ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090518 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２心　２２ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090520 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２心　３８ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090522 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２心　６０ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090524 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２心　１００ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事
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配線工事 9401090526 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２心　１５０ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090528 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２心　２００ｍｍ２　丸形 ｍ 495 9401 配線工事

配線工事 9401090530 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090532 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090534 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３心　２ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090538 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３心　２ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090540 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３心　３．５ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090542 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３心　５．５ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090544 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３心　８ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090546 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３心　１４ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090548 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３心　２２ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090550 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３心　３８ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090552 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３心　６０ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090554 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３心　１００ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090556 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３心　１５０ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090558 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３心　２００ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090560 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　４心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090562 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　４心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事
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配線工事 9401090564 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　４心　２ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090568 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　４心　２ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090570 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　４心　３．５ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090572 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　４心　５．５ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090574 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　４心　８ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090576 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　４心　１４ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090578 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　４心　２２ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090580 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　４心　３８ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090582 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　４心　６０ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090584 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　４心　１００ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090586 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　４心　１５０ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090588 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　４心　２００ｍｍ２　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090590 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ５心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　５心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090592 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ５心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　５心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090600 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ６心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　６心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090602 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ６心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　６心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090610 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ７心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　７心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090612 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ７心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　７心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事
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配線工事 9401090620 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ８心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　８心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090622 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ８心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　８心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090630 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 １０心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　１０心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090632 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 １０心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　１０心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090640 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 １２心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　１２心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090642 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 １２心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　１２心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090650 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 １５心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　１５心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090652 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 １５心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　１５心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090660 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２０心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２０心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090662 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２０心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　２０心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090670 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３０心 １．２ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３０心　１．２ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401090672 配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３０心 １．６ｍｍ 丸形 材工共 耐火電線（ＦＰ）（材工） 隠蔽　３０心　１．６ｍｍ　丸形 ｍ 496 9401 配線工事

配線工事 9401100030 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ２心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　０．９ｍｍ　２心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100032 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ３心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　０．９ｍｍ　３心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100034 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ４心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　０．９ｍｍ　４心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100036 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ５心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　０．９ｍｍ　５心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100038 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ６心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　０．９ｍｍ　６心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100040 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ７心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　０．９ｍｍ　７心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事
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配線工事 9401100044 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ５Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　０．９ｍｍ　５Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100048 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ １０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100050 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ １５Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100052 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ２０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100054 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ２５Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　０．９ｍｍ　２５Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100056 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ３０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100136 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ５０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100140 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ １００Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内０．９ｍｍ　１００Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100058 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ２心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　１．２ｍｍ　２心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100060 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ３心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　１．２ｍｍ　３心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100062 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ４心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　１．２ｍｍ　４心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100064 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ５心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　１．２ｍｍ　５心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100066 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ６心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　１．２ｍｍ　６心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100068 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ７心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　１．２ｍｍ　７心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100072 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ５Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　１．２ｍｍ　５Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100076 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ １０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　１．２ｍｍ　１０Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100078 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ １５Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　１．２ｍｍ　１５Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100080 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ２０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　１．２ｍｍ　２０Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事
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配線工事 9401100082 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ２５Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　１．２ｍｍ　２５Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100084 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ３０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　１．２ｍｍ　３０Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100142 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ５０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内　１．２ｍｍ　５０Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100146 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ １００Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 管内１．２ｍｍ　１００Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100154 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ２心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　０．９ｍｍ　２心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100156 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ３心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　０．９ｍｍ　３心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100158 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ４心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　０．９ｍｍ　４心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100160 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ５心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　０．９ｍｍ　５心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100162 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ６心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　０．９ｍｍ　６心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100164 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ７心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　０．９ｍｍ　７心　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100168 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ５Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　０．９ｍｍ　５Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100172 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ １０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100174 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ １５Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100176 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ２０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100178 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ２５Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　０．９ｍｍ　２５Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100180 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ３０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100182 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ５０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事

配線工事 9401100186 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ １００Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽０．９ｍｍ　１００Ｐ　丸形 ｍ 497 9401 配線工事
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配線工事 9401100188 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ２心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　１．２ｍｍ　２心　丸形 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401100190 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ３心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　１．２ｍｍ　３心　丸形 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401100192 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ４心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　１．２ｍｍ　４心　丸形 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401100194 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ５心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　１．２ｍｍ　５心　丸形 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401100196 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ６心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　１．２ｍｍ　６心　丸形 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401100198 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ７心 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　１．２ｍｍ　７心　丸形 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401100202 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ５Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　１．２ｍｍ　５Ｐ　丸形 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401100206 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ １０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　１．２ｍｍ　１０Ｐ　丸形 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401100208 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ １５Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　１．２ｍｍ　１５Ｐ　丸形 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401100210 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ２０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　１．２ｍｍ　２０Ｐ　丸形 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401100212 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ２５Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　１．２ｍｍ　２５Ｐ　丸形 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401100214 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ３０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　１．２ｍｍ　３０Ｐ　丸形 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401100216 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ５０Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽　１．２ｍｍ　５０Ｐ　丸形 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401100220 配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ １００Ｐ 丸形 材工共 耐熱電線（ＨＰ）（材工） 隠蔽１．２ｍｍ　１００Ｐ　丸形 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110004 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ ３心 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．６５ｍｍ　３心 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110006 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ ４心 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．６５ｍｍ　４心 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110007 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ ６心 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．６５ｍｍ　６心 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110008 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ ５Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．６５ｍｍ　５Ｐ ｍ 498 9401 配線工事
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配線工事 9401110010 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ １０Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．６５ｍｍ　１０Ｐ ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110012 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ １５Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．６５ｍｍ　１５Ｐ ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110014 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ ２０Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．６５ｍｍ　２０Ｐ ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110016 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ ３０Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．６５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110054 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ ５０Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．６５ｍｍ　５０Ｐ ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110056 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ １００Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．６５ｍｍ１００Ｐ ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110020 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ ３心 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．９ｍｍ　３心 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110022 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ ４心 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．９ｍｍ　４心 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110023 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ ６心 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．９ｍｍ　６心 ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110024 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ ５Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．９ｍｍ　５Ｐ ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110026 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ １０Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．９ｍｍ　１０Ｐ ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110028 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ １５Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．９ｍｍ　１５Ｐ ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110030 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ ２０Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．９ｍｍ　２０Ｐ ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110032 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ ３０Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．９ｍｍ　３０Ｐ ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110058 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ ５０Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．９ｍｍ　５０Ｐ ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110060 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ １００Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　０．９ｍｍ　１００Ｐ ｍ 498 9401 配線工事

配線工事 9401110036 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ ３心 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　１．２ｍｍ　３心 ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401110038 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ ４心 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　１．２ｍｍ　４心 ｍ 499 9401 配線工事
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配線工事 9401110039 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ ６心 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　１．２ｍｍ　６心 ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401110040 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ ５Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　１．２ｍｍ　５Ｐ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401110042 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ １０Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　１．２ｍｍ　１０Ｐ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401110044 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ １５Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　１．２ｍｍ　１５Ｐ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401110046 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ ２０Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　１．２ｍｍ　２０Ｐ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401110048 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ ３０Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　１．２ｍｍ　３０Ｐ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401110050 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ ５０Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　１．２ｍｍ　５０Ｐ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401110052 配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ １００Ｐ 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 管内配線　１．２ｍｍ　１００Ｐ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401110062 配線工事 警報用電線（ＡＥ） いんぺい配線 ０．６５ｍｍ ２心 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 隠蔽　０．６５ｍｍ　２心 ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401110064 配線工事 警報用電線（ＡＥ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ２心 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 隠蔽　０．９ｍｍ　２心 ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401110066 配線工事 警報用電線（ＡＥ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ２心 材工共 警報用電線（ＡＥ）（材工） 隠蔽　１．２ｍｍ　２心 ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401120014 配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．５ｍｍ １０Ｐ 材工共 構内用ケーブル（材工） 管内配線　０．５ｍｍ　１０Ｐ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401120016 配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．５ｍｍ ２０Ｐ 材工共 構内用ケーブル（材工） 管内配線　０．５ｍｍ　２０Ｐ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401120018 配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．５ｍｍ ３０Ｐ 材工共 構内用ケーブル（材工） 管内配線　０．５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401120020 配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．５ｍｍ ５０Ｐ 材工共 構内用ケーブル（材工） 管内配線　０．５ｍｍ　５０Ｐ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401120022 配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．５ｍｍ １００Ｐ 材工共 構内用ケーブル（材工） 管内配線　０．５ｍｍ　１００Ｐ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401120024 配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．５ｍｍ ２００Ｐ 材工共 構内用ケーブル（材工） 管内配線　０．５ｍｍ　２００Ｐ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401120026 配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．６５ｍｍ １０Ｐ 材工共 構内用ケーブル（材工） 管内配線　０．６５ｍｍ　１０Ｐ ｍ 499 9401 配線工事
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配線工事 9401120028 配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．６５ｍｍ ２０Ｐ 材工共 構内用ケーブル（材工） 管内配線　０．６５ｍｍ　２０Ｐ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401120030 配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．６５ｍｍ ３０Ｐ 材工共 構内用ケーブル（材工） 管内配線　０．６５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401140002 配線工事 高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） 管内配線 ３Ｃ－２Ｖ 材工共 高周波同軸ケーブル（材工） 管内配線　３Ｃ－２Ｖ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401140004 配線工事 高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） 管内配線 ５Ｃ－２Ｖ 材工共 高周波同軸ケーブル（材工） 管内配線　５Ｃ－２Ｖ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401140006 配線工事 高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） 管内配線 ７Ｃ－２Ｖ 材工共 高周波同軸ケーブル（材工） 管内配線　７Ｃ－２Ｖ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401140008 配線工事 高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） 管内配線 １０Ｃ－２Ｖ 材工共 高周波同軸ケーブル（材工） 管内配線　１０Ｃ－２Ｖ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401190004 配線工事 電子釦電話用ケーブル 管内配線 ２Ｐ ０．４ｍｍ 材工共 電子釦電話用ケーブル（材工） 管内配線　２Ｐ　０．４ｍｍ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401200002 配線工事 通信用屋内線（ＴＩＶＦ） 管内配線 ２Ｃ ０．８ｍｍ 材工共 通信用屋内線（材工） 管内配線　２Ｃ　０．８ｍｍ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401210002 配線工事 マイクロホン用コード（ＭＶＶＳ） 管内配線 ２Ｃ ０．７５ｍｍ２ 材工共 マイクロホン用コード（材工） 管内配線　２Ｃ　０．７５ｍｍ２ ｍ 499 9401 配線工事

配線工事 9401210004 配線工事 マイクロホン用コード（ＭＶＶＳ） 管内配線 ３Ｃ ０．７５ｍｍ２ 材工共 マイクロホン用コード（材工） 管内配線　３Ｃ　０．７５ｍｍ２ ｍ 499 9401 配線工事

配管工事（電線管） 9403080002 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ３０ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　３０ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403080004 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ４０ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　４０ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403080006 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ５０ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　５０ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403080008 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ６５ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　６５ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403080010 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ８０ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　８０ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403080012 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 １００ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　１００ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403080014 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 １２５ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　１２５ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403080016 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 １５０ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　１５０ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事
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配管工事（電線管） 9403080018 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ２００ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　２００ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403090002 配管工事（電線管） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 地中配管 ４２ｍｍ 材工共 ＨＩＶＥ電線管（材工） 地中配管　４２ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403090004 配管工事（電線管） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 地中配管 ５４ｍｍ 材工共 ＨＩＶＥ電線管（材工） 地中配管　５４ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403090006 配管工事（電線管） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 地中配管 ７０ｍｍ 材工共 ＨＩＶＥ電線管（材工） 地中配管　７０ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403090008 配管工事（電線管） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 地中配管 ８２ｍｍ 材工共 ＨＩＶＥ電線管（材工） 地中配管　８２ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100002 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 １６ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　１６ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100004 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ２２ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　２２ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100006 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ２８ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　２８ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100008 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ３６ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　３６ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100010 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ４２ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　４２ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100012 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ５４ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　５４ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100014 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ７０ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　７０ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100016 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ８２ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　８２ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100018 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ９２ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　９２ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100020 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 １０４ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　１０４ｍｍ ｍ 501 9403 配管（電気）工事

電線管塗装工事 9505110002 電線管塗装工事 薄鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 １９φ 材工共 電線管（材工） 薄鋼　屋内露出　呼径１９ｍｍ ｍ 501 9505 設備塗装工事

電線管塗装工事 9505110004 電線管塗装工事 薄鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ２５φ 材工共 電線管（材工） 薄鋼　屋内露出　呼径２５ｍｍ ｍ 501 9505 設備塗装工事

電線管塗装工事 9505110006 電線管塗装工事 薄鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ３１φ 材工共 電線管（材工） 薄鋼　屋内露出　呼径３１ｍｍ ｍ 501 9505 設備塗装工事
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電線管塗装工事 9505110008 電線管塗装工事 薄鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ５１φ 材工共 電線管（材工） 薄鋼　屋内露出　呼径５１ｍｍ ｍ 501 9505 設備塗装工事

電線管塗装工事 9505110010 電線管塗装工事 薄鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ７５φ 材工共 電線管（材工） 薄鋼　屋内露出　呼径７５ｍｍ ｍ 501 9505 設備塗装工事

電線管塗装工事 9505110012 電線管塗装工事 厚鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 １６φ 材工共 電線管（材工） 厚鋼　屋内露出　呼径１６ｍｍ ｍ 501 9505 設備塗装工事

電線管塗装工事 9505110014 電線管塗装工事 厚鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ２８φ 材工共 電線管（材工） 厚鋼　屋内露出　呼径２８ｍｍ ｍ 501 9505 設備塗装工事

電線管塗装工事 9505110016 電線管塗装工事 厚鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ４２φ 材工共 電線管（材工） 厚鋼　屋内露出　呼径４２ｍｍ ｍ 501 9505 設備塗装工事

電線管塗装工事 9505110018 電線管塗装工事 厚鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ７０φ 材工共 電線管（材工） 厚鋼　屋内露出　呼径７０ｍｍ ｍ 501 9505 設備塗装工事

電線管塗装工事 9505110022 電線管塗装工事 厚鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ８２φ 材工共 電線管（材工） 厚鋼　屋内露出　呼径８２ｍｍ ｍ 501 9505 設備塗装工事

ボックス類取付け工事 9405020046 ボックス類取付け工事 アウトレットボックス（カバー付き） ４角 大浅形 １１９×４４ｍｍ 材工共 アウトレットボックス（材工） ４角大浅形１１９×４４カバー付 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405020048 ボックス類取付け工事 アウトレットボックス（カバー付き） ４角 大深形 １１９×５４ｍｍ 材工共 アウトレットボックス（材工） ４角大深形１１９×５４カバー付 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405030002 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 中浅形 １０２×４４ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） ４角　中浅形　１０２×４４ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405030006 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 中深形２ １０２×７５ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） ４角　中深形２　１０２×７５ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405030008 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 中深形３ １０２×９０ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） ４角　中深形３　１０２×９０ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405030010 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 中深形４ １０２×１００ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） ４角　中深形４　１０２×１００ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405030012 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 大浅形 １１９×４４ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） ４角　大浅形　１１９×４４ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405030014 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 大深形１ １１９×５４ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） ４角　大深形１　１１９×５４ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405030016 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 大深形２ １１９×７５ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） ４角　大深形２　１１９×７５ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405030018 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 大深形３ １１９×９０ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） ４角　大深形３　１１９×９０ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405030020 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 大深形４ １１９×１００ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） ４角　大深形４　１１９×１００ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事
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ボックス類取付け工事 9405030022 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ８角 浅形 ９５×４４ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） ８角　浅形　９５×４４ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405030024 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ８角 深形１ ９５×５４ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） ８角　深形１　９５×５４ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405030028 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ８角 深形３ ９５×９０ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） ８角　深形３　９５×９０ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405030030 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ８角 深形４ ９５×１００ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） ８角　深形４　９５×１００ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040042 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス １方出 １９（１６）ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） １方出　１９（１６）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040046 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス １方出 ３１（２８）ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） １方出　３１（２８）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040048 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス ２方出 １９（１６）ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ２方出　１９（１６）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040052 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス ２方出 ３１（２８）ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ２方出　３１（２８）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040054 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス ３方出 １９（１６）ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ３方出　１９（１６）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040058 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス ３方出 ３１（２８）ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ３方出　３１（２８）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040060 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス ４方出 １９（１６）ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ４方出　１９（１６）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040062 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス ４方出 ２５（２２）ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ４方出　２５（２２）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040064 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス ４方出 ３１（２８）ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ４方出　３１（２８）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405060002 ボックス類取付け工事 露出スイッチボックス １個用 １方出 １９（１６）ｍｍ 材工共 露出スイッチボックス（材工） １個・１方出　１９（１６）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405060006 ボックス類取付け工事 露出スイッチボックス １個用 １方出 ３１（２８）ｍｍ 材工共 露出スイッチボックス（材工） １個・１方出　３１（２８）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405060008 ボックス類取付け工事 露出スイッチボックス １個用 ２方出 １９（１６）ｍｍ 材工共 露出スイッチボックス（材工） １個・２方出　１９（１６）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405060012 ボックス類取付け工事 露出スイッチボックス １個用 ２方出 ３１（２８）ｍｍ 材工共 露出スイッチボックス（材工） １個・２方出　３１（２８）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405060014 ボックス類取付け工事 露出スイッチボックス ２個用 １方出 １９（１６）ｍｍ 材工共 露出スイッチボックス（材工） ２個・１方出　１９（１６）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事
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ボックス類取付け工事 9405060016 ボックス類取付け工事 露出スイッチボックス ２個用 １方出 ２５（２２）ｍｍ 材工共 露出スイッチボックス（材工） ２個・１方出　２５（２２）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405060018 ボックス類取付け工事 露出スイッチボックス ２個用 １方出 ３１（２８）ｍｍ 材工共 露出スイッチボックス（材工） ２個・１方出　３１（２８）ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405010016 ボックス類取付け工事 スイッチボックス（硬質ビニル製） 露出用 １方出 １４ｍｍ 材工共 スイッチボックス（材工） 露出用　１方出　１４ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405010018 ボックス類取付け工事 スイッチボックス（硬質ビニル製） 露出用 １方出 １６ｍｍ 材工共 スイッチボックス（材工） 露出用　１方出　１６ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405010020 ボックス類取付け工事 スイッチボックス（硬質ビニル製） 露出用 １方出 ２２ｍｍ 材工共 スイッチボックス（材工） 露出用　１方出　２２ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405010022 ボックス類取付け工事 スイッチボックス（硬質ビニル製） 露出用 ２方出 １４ｍｍ 材工共 スイッチボックス（材工） 露出用　２方出　１４ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405010024 ボックス類取付け工事 スイッチボックス（硬質ビニル製） 露出用 ２方出 １６ｍｍ 材工共 スイッチボックス（材工） 露出用　２方出　１６ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405010026 ボックス類取付け工事 スイッチボックス（硬質ビニル製） 露出用 ２方出 ２２ｍｍ 材工共 スイッチボックス（材工） 露出用　２方出　２２ｍｍ 個 502 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040002 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） １方出 １４ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） １方出　１４ｍｍ　硬質ビニル 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040004 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） １方出 １６ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） １方出　１６ｍｍ　硬質ビニル 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040008 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） １方出 ２８ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） １方出　２８ｍｍ　硬質ビニル 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040012 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ２方出 １４ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ２方出　１４ｍｍ　硬質ビニル 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040014 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ２方出 １６ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ２方出　１６ｍｍ　硬質ビニル 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040018 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ２方出 ２８ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ２方出　２８ｍｍ　硬質ビニル 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040022 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ３方出 １４ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ３方出　１４ｍｍ　硬質ビニル 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040024 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ３方出 １６ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ３方出　１６ｍｍ　硬質ビニル 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040028 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ３方出 ２８ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ３方出　２８ｍｍ　硬質ビニル 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040032 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ４方出 １４ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ４方出　１４ｍｍ　硬質ビニル 個 503 9405 ボックス類取り付け工事
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ボックス類取付け工事 9405040034 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ４方出 １６ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ４方出　１６ｍｍ　硬質ビニル 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040036 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ４方出 ２２ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ４方出　２２ｍｍ　硬質ビニル 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405040038 ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ４方出 ２８ｍｍ 材工共 丸形露出ボックス（材工） ４方出　２８ｍｍ　硬質ビニル 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405020024 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス（硬質ビニル製） 埋込用 ４角 中浅 １０２×４４ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） 埋込用　４角　中浅　４４ｍｍ 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405020028 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス（硬質ビニル製） 埋込用 ４角 中深２ １０２×７５ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） 埋込用　４角　中深２　７５ｍｍ 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405020032 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス（硬質ビニル製） 埋込用 ４角 大深１ １１９×５４ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） 埋込用　４角　大深１　５４ｍｍ 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405020034 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス（硬質ビニル製） 埋込用 ４角 大深２ １１９×７５ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） 埋込用　４角　大深２　７５ｍｍ 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

ボックス類取付け工事 9405020038 ボックス類取付け工事 コンクリートボックス（硬質ビニル製） 埋込用 ８角 深１ ９７×５４ｍｍ 材工共 コンクリートボックス（材工） 埋込用　８角　深１　５４ｍｍ 個 503 9405 ボックス類取り付け工事

線ぴ工事 9409040010 線ぴ工事 １種金属線ぴ 幅２５．４×高１２ｍｍ 材工共 線ぴ工事（材工） １種金属線ぴ　Ｗ２５．４ ｍ 503 9409 ダクト工事

線ぴ工事 9409040012 線ぴ工事 １種金属線ぴ 幅４０．４×高２０ｍｍ 材工共 線ぴ工事（材工） １種金属線ぴ　Ｗ４０．４ ｍ 503 9409 ダクト工事

線ぴ工事 9409040016 線ぴ工事 合成樹脂線ぴ 幅３５×高１８ｍｍ 材工共 線ぴ工事（材工） 合成樹脂線ぴ　Ｗ３５×Ｈ１８ ｍ 503 9409 ダクト工事

線ぴ工事 9409040018 線ぴ工事 合成樹脂線ぴ 幅６０×高１８ｍｍ 材工共 線ぴ工事（材工） 合成樹脂線ぴ　Ｗ６０×Ｈ１８ ｍ 503 9409 ダクト工事

接地工事【公表価格】 9419010034 接地工事 浅打方式 単極工法（１．５ｍ） 一般土質 スパットアース（銅棒） 手間のみ 日本地工 接地工事（工） 浅打方式　単極工法　１．５ｍ 本 503 9419 接地工事

接地工事【公表価格】 9419010036 接地工事 準深打方式 単極工法（５．０ｍ） 一般土質 パラアース（銅棒） 手間のみ 日本地工 接地工事（工） 準深打方式　単極工法　５ｍ 本 503 9419 接地工事

接地工事【公表価格】 9419010042
接地工事 深打方式（地下工事） 連結工法（機械打）（１．３ｍ×Ｎ本） 一般土質 ステップアース（亜鉛めっき鋼棒）
手間のみ 日本地工

接地工事（工） 深打方式（地下工事）　連結工法 本 503 9419 接地工事

接地工事【公表価格】 9419010038
接地工事 深打方式（地上工事） 連結工法（機械打）（１．３ｍ×Ｎ本） 一般土質 ステップアース（亜鉛めっき鋼棒）
手間のみ 日本地工

接地工事（工） 深打方式（地上工事）　連結工法 本 503 9419 接地工事

接地工事【公表価格】 9419010040 接地工事 ＶＢ方式 ボーリング工法（車輌搭載型）（深度２０ｍ） 全土質対象 手間のみ 日本地工 接地工事（工） ＶＢ方式　ボーリング工法 ｍ 503 9419 接地工事

照明器具工事 9411100354 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－２－１５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３－２－１５　ＬＮ 台 506 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411100356 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－２－３０ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３－２－３０　ＬＮ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100358 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－２３ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３－４－２３　ＬＮ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100360 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－２３ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３－４－２３　ＬＸ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100362 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３０ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３０　ＬＮ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100364 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３０ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３０　ＬＸ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100366 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３７　ＬＮ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100368 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３７ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３７　ＬＸ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100370 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－４８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３－４－４８　ＬＮ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100372 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－４８ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３－４－４８　ＬＸ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100374 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－６５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３－４－６５　ＬＮ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100376 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－６５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３－４－６５　ＬＸ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100394
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＮ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100396
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＸ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100398
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＮ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100400
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＸ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100402
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＮ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100404
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＸ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100406
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＮ 台 506 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411100408
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＸ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100410
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＮ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100412
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＸ 台 506 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100414
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＮ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100416
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＸ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100418
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＮ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100420
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＸ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100422
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＮ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100424
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＸ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100426
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ＬＮ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100428
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ＬＸ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100430
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ＬＮ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100432
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ＬＸ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100434
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－４６ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天
井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＭＰＲＰ－４－４６ＬＮ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100436
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－６２ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天
井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ３ＭＰＲＰ－４－６２ＬＮ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100438 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－２－１５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６－２－１５　ＬＮ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100440 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－２－３０ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６－２－３０　ＬＮ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100442 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－２３ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６－４－２３　ＬＮ 台 507 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411100444 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－２３ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６－４－２３　ＬＸ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100446 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３０ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３０　ＬＮ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100448 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３０ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３０　ＬＸ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100450 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３７　ＬＮ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100452 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３７ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３７　ＬＸ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100454 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－４８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６－４－４８　ＬＮ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100456 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－４８ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６－４－４８　ＬＸ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100458 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－６５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６－４－６５　ＬＮ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100460 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－６５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６－４－６５　ＬＸ 台 507 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100510
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＮ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100512
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＸ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100514
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＮ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100516
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＸ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100518
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＮ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100520
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＸ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100522
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ＬＮ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100524
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ＬＸ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100526
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ＬＮ 台 508 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411100528
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ＬＸ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100530
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ＬＮ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100532
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ＬＸ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100534
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ＬＮ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100536
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井
灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ＬＸ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100538 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ８－４－２０ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ８－４－２０　ＬＮ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100540 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ８－４－２６ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ８－４－２６　ＬＮ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100542 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ８－４－４３ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ８－４－４３　ＬＮ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100544 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ８－４－５８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ８－４－５８　ＬＮ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100546
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－２１ＬＮ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100548
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－２７ＬＮ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100550
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４４ 点灯方式：ＬＮ 埋込み
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－４４ＬＮ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100552
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－５８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－５８ＬＮ 台 508 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100818 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ９－４－４５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ９－４－４５　ＬＸ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100820 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ９－６－８４ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ９－６－８４　ＬＸ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100822
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－３７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－３７　ＬＮ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100824
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－３７ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－３７　ＬＸ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100826
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－４８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－４８　ＬＮ 台 509 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411100828
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－４８ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－４８　ＬＸ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100830
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－６５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－６５　ＬＮ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100832
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－６５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－６５　ＬＸ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100834
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天
井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－３１ＬＮ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100836
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天
井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－３１ＬＸ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100838
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天
井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－４１ＬＮ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100840
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天
井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－４１ＬＸ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100560
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－２－１５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１－２－１５　ＬＮ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100562
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－２－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１－２－３０　ＬＮ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100564
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－４－２３ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１－４－２３　ＬＮ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100566
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１－４－３０　ＬＮ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100568
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－４－３７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１－４－３７　ＬＮ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100570
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－４－４８ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１－４－４８　ＬＮ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100572
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－４－４８ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１－４－４８　ＬＸ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100574
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100576
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－４－６５ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１－４－６５　ＬＸ 台 509 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100578
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－０７ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰＲＰ２－０７　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100580
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－１４ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰＲＰ２－１４　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411100582
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－２２ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰＲＰ４－２２　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100584
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰＲＰ４－３０　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100586
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－４６ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰＲＰ４－４６　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100588
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－６４ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰＲＰ４－６４　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100590
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ６－４－２３ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ６－４－２３　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100592
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ６－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ６－４－３０　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100594
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ６－４－３７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ６－４－３７　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100596
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ６－４－４８ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ６－４－４８　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100598
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ６－４－４８ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ６－４－４８　ＬＸ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100600
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ６－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ６－４－６５　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100602
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ６－４－６５ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ６－４－６５　ＬＸ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100604
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ７－４－３８ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ７－４－３８　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100606
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ７－４－３８ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ７－４－３８　ＬＸ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100608
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ７－４－５６ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ７－４－５６　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100610
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ７－４－５６ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ７－４－５６　ＬＸ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100612
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－２－１５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ９－２－１５　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100614
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－２－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ９－２－３０　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100616
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－４－２３ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ９－４－２３　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411100618
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ９－４－３０　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100620
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－４－３７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ９－４－３７　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100622
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－４－４８ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ９－４－４８　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100624
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－４－４８ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ９－４－４８　ＬＸ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100626
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100628
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－４－６５ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工
共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ９－４－６５　ＬＸ 台 510 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100630
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－０７ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ２－０７ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100632
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－１４ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ２－１４ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100634
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－２２ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ４－２２ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100636
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ４－３０ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100638
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－４６ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ４－４６ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100640
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－６４ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ４－６４ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100642
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２２ 点灯方式：
ＬＮ じか付け天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－２２ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100644
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２９ 点灯方式：
ＬＮ じか付け天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－２９ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100646
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－４７ 点灯方式：
ＬＮ じか付け天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－４７ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100648
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－６５ 点灯方式：
ＬＮ じか付け天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－６５ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100650
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２２ 点灯方式：
ＬＮ じか付け天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－２２ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100652
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２９ 点灯方式：
ＬＮ じか付け天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－２９ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411100654
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－４７ 点灯方式：
ＬＮ じか付け天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－４７ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100656
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－６５ 点灯方式：
ＬＮ じか付け天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－６５ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100658
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－２－１５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１０－２－１５　ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100660
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－２－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１０－２－３０　ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100662
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－２３ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－２３　ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100664
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－３０　ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100666
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－３７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－３７　ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100668
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－４８ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100670
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－４８ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＸ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100672
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100674
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－６５ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＸ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100676
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４６ 点灯方式：ＬＮ じか付
け天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１０ＭＰＲＰ４－４６ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100678
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－６４ 点灯方式：ＬＮ じか付
け天井灯　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１０ＭＰＲＰ４－６４ＬＮ 台 511 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100680
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－４７ 点灯方
式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＤＳ１ＬＳＳ１０４－４７ＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100682
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－６５ 点灯方
式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＤＳ１ＬＳＳ１０４－６５ＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100684
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－４７ 点灯方
式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＤＳ２ＬＳＳ１０４－４７ＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100686
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－６５ 点灯方
式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＤＳ２ＬＳＳ１０４－６５ＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100842
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２０－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－２０－３０ＫＬＮ 台 512 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411100844
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２０－３０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－２０－３０ＫＬＸ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100846
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２７－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－２７－３０ＫＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100848
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２７－３０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－２７－３０ＫＬＸ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100850
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－３３－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－３３－３０ＫＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100852
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－３３－３０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－３３－３０ＫＬＸ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100854
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－４３－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－４３－３０ＫＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100856
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－４３－３０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－４３－３０ＫＬＸ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100858
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－５７－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－５７－３０ＫＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100860
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－５７－３０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－５７－３０ＫＬＸ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100862
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２２－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－２２－４０ＫＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100864
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２２－４０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－２２－４０ＫＬＸ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100866
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２８－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－２８－４０ＫＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100868
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２８－４０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－２８－４０ＫＬＸ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100870
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－３５－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－３５－４０ＫＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100872
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－３５－４０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－３５－４０ＫＬＸ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100874
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－４６－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－４６－４０ＫＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100876
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－４６－４０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－４６－４０ＫＬＸ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100878
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－６２－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－６２－４０ＫＬＮ 台 512 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411100880
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－６２－４０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け
天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１２４－６２－４０ＫＬＸ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100882
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－２１ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－２１　ＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100884
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－２９ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－２９　ＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100886
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－４５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－４５　ＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100888
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－６２ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材
工共

ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－６２　ＬＮ 台 512 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100700
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－０６ 点灯方式：ＬＮ ブラケット
（カバー、枠付き）　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－２－０６ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100702
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３ 点灯方式：ＬＮ ブラケット
（カバー、枠付き）　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－２－１３ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100704
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２０ 点灯方式：ＬＮ ブラケット
（カバー、枠付き）　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－４－２０ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100706
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２６ 点灯方式：ＬＮ ブラケット
（カバー、枠付き）　防湿防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－４－２６ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100708 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－０５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１－０５　ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100710 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－０８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１－０８　ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100712 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－０８ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１－０８　ＬＺ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100714 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－１３ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１－１３　ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100716 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－１３ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１－１３　ＬＺ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100718 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－１７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１－１７　ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100720 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－１７ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１－１７　ＬＺ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100722 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－２２ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１－２２　ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100724 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－２２ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１－２２　ＬＺ 台 513 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411100726 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－３３ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１－３３　ＬＺ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100728 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－４９ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１－４９　ＬＺ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100730 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－６５ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１－６５　ＬＺ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100732 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－８５ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１－８５　ＬＺ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100734
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形　人感センサ付 ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５ 点灯方式：ＬＮ
埋込み天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５　ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100736
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８ 点灯方式：ＬＮ
埋込み天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８　ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100738
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３ 点灯方式：ＬＮ
埋込み天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３　ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100740
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１７ 点灯方式：ＬＮ
埋込み天井灯 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１７　ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100746
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－０８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯　防雨
形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－０８　ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100748
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－１３ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯　防雨
形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－１３　ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100750
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－１７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯　防雨
形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－１７　ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100742 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ２－１２０ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ２－１２０　ＬＺ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100744 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ２－１６０ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ２－１６０　ＬＺ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100752 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１２－２１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１２－２１　ＬＮ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100754 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１２－２１ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１２－２１　ＬＺ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100756 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１２－３３ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１２－３３　ＬＺ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100758 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１２－４９ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１２－４９　ＬＺ 台 513 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100890
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０４－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０４－３０Ｋ　ＬＮ 台 514 9411 照明器具工事

378/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

照明器具工事 9411100892
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ　ＬＮ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100894
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100896
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ　ＬＮ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100898
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100900
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ　ＬＮ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100902
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100904
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ　ＬＮ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100906
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100908
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０５－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０５－４０Ｋ　ＬＮ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100910
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ　ＬＮ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100912
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100914
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ　ＬＮ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100916
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100918
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ　ＬＮ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100920
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100922
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ　ＬＮ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100924
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100926
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１６－１０－４０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１６－１０－４０Ｋ　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411100928
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１６－２６－４０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１６－２６－４０Ｋ　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100930
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ　ＬＮ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100932
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100934
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１７－１２－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯
材工共

ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形 ＬＲＳ１７－１２－３０Ｋ　ＬＮ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100760 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ１Ｍ－２００ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）高天井形 ＬＳＲ１Ｍ－２００　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100762 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ１Ｗ－２００ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）高天井形 ＬＳＲ１Ｗ－２００　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100764 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－２００ 点灯方式：ＬＪ じか付け天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＪ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100766 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－２００ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100768 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－２００ 点灯方式：ＬＪ じか付け天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＪ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100770 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－２００ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100772 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－４００ 点灯方式：ＬＪ じか付け天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＪ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100774 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－４００ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100776 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－４００ 点灯方式：ＬＪ じか付け天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＪ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100778 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－４００ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100780 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－１７０ 点灯方式：ＬＪ じか付け天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＪ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100782 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－１７０ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100784 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－３４０ 点灯方式：ＬＪ じか付け天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＪ 台 514 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100786 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－３４０ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共 ＬＥＤ灯（材工）高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＺ 台 514 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411100320 照明器具工事（公共施設用） 照明制御装置（センサ） ＤＳ１－Ａ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井埋込形 材工共 照明制御装置（材工）センサ ＤＳ１－Ａ 台 515 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100322 照明器具工事（公共施設用） 照明制御装置（センサ） ＤＳ１－ＡＮ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井埋込形 材工共 照明制御装置（材工）センサ ＤＳ１－ＡＮ 台 515 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100326 照明器具工事（公共施設用） 照明制御装置（センサ） ＤＳ１－ＮＴ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井埋込形 材工共 照明制御装置（材工）センサ ＤＳ１－ＮＴ 台 515 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100324 照明器具工事（公共施設用） 照明制御装置（センサ） ＤＳ１－Ｎ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井埋込形 材工共 照明制御装置（材工）センサ ＤＳ１－Ｎ 台 515 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100328 照明器具工事（公共施設用） 照明制御装置（センサ） ＤＳ２－Ａ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井じか付け形 材工共 照明制御装置（材工）センサ ＤＳ２－Ａ 台 515 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100330
照明器具工事（公共施設用） 照明制御装置（センサ） ＤＳ２－ＡＮ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井じか付け形 材工
共

照明制御装置（材工）センサ ＤＳ２－ＡＮ 台 515 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100334
照明器具工事（公共施設用） 照明制御装置（センサ） ＤＳ２－ＮＴ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井じか付け形 材工
共

照明制御装置（材工）センサ ＤＳ２－ＮＴ 台 515 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100332 照明器具工事（公共施設用） 照明制御装置（センサ） ＤＳ２－Ｎ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井じか付け形 材工共 照明制御装置（材工）センサ ＤＳ２－Ｎ 台 515 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100790 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｍ－１８０ 点灯方式：ＬＪ 投光器 材工共 ＬＥＤ灯（材工）投光器形 ＬＰＪ１Ｍ－１８０　ＬＪ 台 515 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100792 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｗ－１８０ 点灯方式：ＬＪ 投光器 材工共 ＬＥＤ灯（材工）投光器形 ＬＰＪ１Ｗ－１８０　ＬＪ 台 515 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100794 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｎ－５００ 点灯方式：ＬＪ 投光器 材工共 ＬＥＤ灯（材工）投光器形 ＬＰＪ１Ｎ－５００　ＬＪ 台 515 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100796 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｍ－５００ 点灯方式：ＬＪ 投光器 材工共 ＬＥＤ灯（材工）投光器形 ＬＰＪ１Ｍ－５００　ＬＪ 台 515 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100798 照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｗ－５００ 点灯方式：ＬＪ 投光器 材工共 ＬＥＤ灯（材工）投光器形 ＬＰＪ１Ｗ－５００　ＬＪ 台 515 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100800
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ブラケット形（屋外用） ＬＢＦ２ＲＰ－１０ 点灯方式：ＬＮ ブラケット
（カバー、枠付き）　防雨形 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ブラケット形 ＬＢＦ２ＲＰ－１０　ＬＮ 台 515 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100802
照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ガーデンライト形（屋外用） ＬＰＴ１－０２ 点灯方式：ＬＮ ガーデンラ
イト 材工共

ＬＥＤ灯（材工）ガデンライト形 ＬＰＴ１－０２　ＬＮ 台 515 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100804
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） ブラケット形　人感センサ付 ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１ 点
灯方式：ＬＮ ブラケット（カバー、枠付き） 材工共

非常用照明（材工）ブラケット形 ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100806
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） ブラケット形　人感センサ付 ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１－
６０ 点灯方式：ＬＮ ブラケット（カバー、枠付き） 材工共

非常用照明（材工）ブラケット形 ＬＤＳ１Ｋ１－ＬＢＦ１１－６０ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100808
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） ブラケット形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１
点灯方式：ＬＮ ブラケット（カバー、枠付き） 材工共

非常用照明（材工）ブラケット形 ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１ 台 516 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411100810
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） ブラケット形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１
－６０ 点灯方式：ＬＮ ブラケット（カバー、枠付き） 材工共

非常用照明（材工）ブラケット形 ＬＤＳ２ＳＫ１ＬＢＦ１１－６０ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100812
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井埋込形 Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ６ 点灯方式：－ 埋込み天
井灯 材工共

非常用照明（材工）天井埋込形 Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ６ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100814
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井埋込形 Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ１０ 点灯方式：－ 埋込み
天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井埋込形 Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ１０ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100336
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－１ 点灯方式：－ 埋込み天井
灯 材工共

非常用照明（材工）天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－１ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100338
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－２ 点灯方式：－ 埋込み天井
灯 材工共

非常用照明（材工）天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－２ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100340
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０ 点灯方式：－ 埋込
み天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100342
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－３ 点灯方式：－ 埋込み天井
灯 材工共

非常用照明（材工）天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－３ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100344
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－１ 点灯方式：－ じか付け天
井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－１ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100346
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－２ 点灯方式：－ じか付け天
井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－２ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100816
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０ 点灯方式：－ じか
付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100348
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－３ 点灯方式：－ じか付け天
井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－３ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100350
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２ 点灯方式：－ じか付
け天井灯　防湿形 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100352
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３ 点灯方式：－ じか付
け天井灯　防湿形 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100936
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－２－１５ 点灯方式：ＬＮ じか
付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－２－１５　ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100938
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－２３ 点灯方式：ＬＮ じか
付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－２３　ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100940
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか
付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３０　ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100942
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３７ 点灯方式：ＬＮ じか
付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３７　ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100944
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－４８ 点灯方式：ＬＮ じか
付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－４８　ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

382/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

照明器具工事 9411100946
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか
付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100948
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－２－１５ 点灯方式：ＬＮ じか
付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－２－１５　ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100950
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－２３ 点灯方式：ＬＮ じか
付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－２３　ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100952
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか
付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３０　ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100954
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３７ 点灯方式：ＬＮ じか
付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３７　ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100956
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－４８ 点灯方式：ＬＮ じか
付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－４８　ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100958
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか
付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100960
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－２－１５ 点灯方式：ＬＮ じ
か付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－２－１５ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100962
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－２３ 点灯方式：ＬＮ じ
か付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－２３ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100964
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じ
か付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３０ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100966
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３７ 点灯方式：ＬＮ じ
か付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３７ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100968
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－４８ 点灯方式：ＬＮ じ
か付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－４８ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411100970
照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じ
か付け天井灯 材工共

非常用照明（材工）天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－６５ＬＮ 台 516 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051060 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ 点灯方式：－ 天井埋込み　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ 台 517 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051062 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ６０ 台 517 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051064 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井埋込み　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ 台 517 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051066 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ６０ 台 517 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051068 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井埋込み　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ 台 517 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411051070 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ６０ 台 517 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051076 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ 点灯方式：－ 天井埋込み　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ 台 517 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051078 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ６０ 台 517 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051080 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井埋込み　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ 台 517 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051082 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ６０ 台 517 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051084 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井埋込み　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ 台 517 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051086 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ６０ 台 517 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051072 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井埋込み　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ 台 517 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051074 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井埋込み　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ 台 517 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051088 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井埋込み　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ 台 517 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051090 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井埋込み　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ 台 517 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051092 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051094 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ６０ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051096 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051098 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ６０ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051100 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051102 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ６０ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051104 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ 台 518 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411051148 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ６０ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051122 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051124 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ６０ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051126 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051128 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ６０ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051130 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051132 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ６０ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051114 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051116 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ６０ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051118 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051120 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ６０ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051140 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051154 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ６０ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051142 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051156 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ６０ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051106 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051108
照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工
共

避難口誘導灯（材工） ＳＨ１ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051110 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ 台 518 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411051112
照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工
共

避難口誘導灯（材工） ＳＨ１ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051136 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051150
照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工
共

避難口誘導灯（材工） ＳＨ１ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ６０ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051138 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051152
照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工
共

避難口誘導灯（材工） ＳＨ１ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ６０ 台 518 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051032 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051034 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ６０ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051036 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051038 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ６０ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051040 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051042 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ６０ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051044 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051144 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ６０ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051052 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051054 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ６０ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051056 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051058 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ６０ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051046 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ 台 519 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411051048 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051050 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051146 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051002 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051004 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ６０ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051006 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051008 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ６０ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051010 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051012 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ６０ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051024 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051026 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ６０ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051028 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051030 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ６０ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051016 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051018 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ６０ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051020 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051022 照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 避難口誘導灯（材工） ＳＨ１ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ６０ 台 519 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090030 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ 点灯方式：－ 天井埋込み　片面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ 台 520 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411090032 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み　片面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ６０ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090034 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井埋込み　片面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090036 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み　片面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ６０ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090038 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井埋込み　片面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090040 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み　片面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ６０ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090042 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ 点灯方式：－ 天井埋込み　両面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090044 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み　両面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ６０ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090046 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井埋込み　両面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090048 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み　両面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ６０ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090050 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井埋込み　両面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090052 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み　両面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ６０ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090054 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090056 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ６０ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090058 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090060 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ６０ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090062 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090064 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ６０ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090066 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ 台 520 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411090084 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　片面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ６０ 台 520 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090068 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090070 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ６０ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090072 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090074 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ６０ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090076 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090078 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け　両面 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ６０ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090016 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090018 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ６０ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090020 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090022 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ６０ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090024 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090026 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ６０ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090028 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090082 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ６０ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090002 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090004 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ６０ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090006 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ 台 521 9411 照明器具工事
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照明器具工事 9411090008 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ６０ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090010 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ 台 521 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090012 照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共 通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ６０ 台 521 9411 照明器具工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010002 弱電設備工事 電話設備 端子接続 ５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 ５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010004 弱電設備工事 電話設備 端子接続 １０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 １０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010006 弱電設備工事 電話設備 端子接続 １５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 １５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010008 弱電設備工事 電話設備 端子接続 ２０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 ２０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010010 弱電設備工事 電話設備 端子接続 ２５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 ２５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010012 弱電設備工事 電話設備 端子接続 ３０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 ３０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010014 弱電設備工事 電話設備 端子接続 ５０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 ５０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010016 弱電設備工事 電話設備 端子接続 １００Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 １００Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010060 弱電設備工事 電話設備 端子接続 １５０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 １５０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010062 弱電設備工事 電話設備 端子接続 ２００Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 ２００Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010068 弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 主装置　３０８形 手間のみ 電話設備（工） 電子ボタン　主装置　３０８形 台 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010070 弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 主装置　６１６形 手間のみ 電話設備（工） 電子ボタン　主装置　６１６形 台 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010072 弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 主装置　８２４形 手間のみ 電話設備（工） 電子ボタン　主装置　８２４形 台 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010074 弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 主装置　１２３２形 手間のみ 電話設備（工） 電子ボタン　主装置　１２３２形 台 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010076 弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 主装置　１６４８形 手間のみ 電話設備（工） 電子ボタン　主装置　１６４８形 台 523 9417 弱電設備工事
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弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010078 弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 電話機　３０８形，６１６形，８２４形，１２３２形，１６４８形 手間のみ 電話設備（工） 電子ボタン　電話機　３０８形他 個 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010018 弱電設備工事 電話設備 電話機 手間のみ 電話設備（工） 電話機 台 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010036 弱電設備工事 電話設備 加入者保安器 手間のみ 電話設備（工） 加入者保安器 個 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010038 弱電設備工事 電話設備 ローテンションアウトレット 手間のみ 電話設備（工） ローテンションアウトレット 個 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010042 弱電設備工事 電話設備 ハトメプレート 手間のみ 電話設備（工） ハトメプレート 枚 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010046 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） １０Ｐ／１０Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　１０Ｐ／１０Ｐ 面 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010048 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） ２０Ｐ／２０Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　２０Ｐ／２０Ｐ 面 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010050 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） ３０Ｐ／３０Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　３０Ｐ／３０Ｐ 面 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010066 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） ４０Ｐ／４０Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　４０Ｐ／４０Ｐ 面 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010052 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） ６０Ｐ／６０Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　６０Ｐ／６０Ｐ 面 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010054 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） １００Ｐ／１００Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　１００Ｐ／１００Ｐ 面 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010056 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） １５０Ｐ／１５０Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　１５０Ｐ／１５０Ｐ 面 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010058 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） ２００Ｐ／２００Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　２００Ｐ／２００Ｐ 面 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010064 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） ３００Ｐ／３００Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　３００Ｐ／３００Ｐ 面 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020002 弱電設備工事 電気時計設備 水晶式親時計 壁掛形　３回線以下 手間のみ 電気時計設備（工）　壁掛形 水晶式親時計　３回線以下 台 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020004 弱電設備工事 電気時計設備 水晶式親時計 ラック形　６回線以下 手間のみ 電気時計設備（工）　ラック形 水晶式親時計　６回線以下 台 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020008 弱電設備工事 電気時計設備 アナログ子時計 ５００ｍｍ以下　壁掛形 手間のみ 電気時計設備（工）　壁掛形 アナログ子時計　５００ｍｍ以下 個 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020014 弱電設備工事 電気時計設備 アナログ子時計 ５００ｍｍ以下　半埋込形 手間のみ 電気時計設備（工）　半埋込形 アナログ子時計　５００ｍｍ以下 個 523 9417 弱電設備工事
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弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020010 弱電設備工事 電気時計設備 アナログ子時計 ５００ｍｍ以下　埋込形 手間のみ 電気時計設備（工）　埋込形 アナログ子時計　５００ｍｍ以下 個 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020016 弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 壁掛形　文字高８０ｍｍ 手間のみ 電気時計設備（工）　壁掛形 デジタル子時計　文字高８０ｍｍ 個 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020018 弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 壁掛形　文字高１００ｍｍ 手間のみ 電気時計設備（工）　壁掛形 デジタル子時計　文字高１００ 個 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020020 弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 壁掛形　文字高１２０ｍｍ 手間のみ 電気時計設備（工）　壁掛形 デジタル子時計　文字高１２０ 個 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020022 弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 壁掛形　文字高２００ｍｍ 手間のみ 電気時計設備（工）　壁掛形 デジタル子時計　文字高２００ 個 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020024 弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 半埋込形　文字高８０ｍｍ 手間のみ 電気時計設備（工）　半埋込形 デジタル子時計　文字高８０ｍｍ 個 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020026 弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 半埋込形　文字高１００ｍｍ 手間のみ 電気時計設備（工）　半埋込形 デジタル子時計　文字高１００ 個 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020028 弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 半埋込形　文字高１２０ｍｍ 手間のみ 電気時計設備（工）　半埋込形 デジタル子時計　文字高１２０ 個 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020030 弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 半埋込形　文字高２００ｍｍ 手間のみ 電気時計設備（工）　半埋込形 デジタル子時計　文字高２００ 個 523 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030004 弱電設備工事 拡声設備 増幅器 ３０Ｗ以下　卓上形 手間のみ 拡声設備（工） 増幅器　３０Ｗ以下　卓上形 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030024 弱電設備工事 拡声設備 増幅器 ６０Ｗ以下　ラック形 手間のみ 拡声設備（工） 増幅器　６０Ｗ以下　ラック形 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030026 弱電設備工事 拡声設備 増幅器 １２０Ｗ以下　ラック形 手間のみ 拡声設備（工） 増幅器　１２０Ｗ以下　ラック形 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030010 弱電設備工事 拡声設備 スピーカ 壁掛形 手間のみ 拡声設備（工） スピーカ　壁掛形 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030014 弱電設備工事 拡声設備 スピーカ 天井埋込形 手間のみ 拡声設備（工） スピーカ　天井埋込形 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030016 弱電設備工事 拡声設備 スピーカ 天井つり下げ形 手間のみ 拡声設備（工） スピーカ　天井つり下げ形 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030018 弱電設備工事 拡声設備 スピーカ ホーン形 手間のみ 拡声設備（工） スピーカ　ホーン形 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030020 弱電設備工事 拡声設備 音量調整器 プレート付 手間のみ 拡声設備（工） 音量調整器　プレート付 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040002 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 親アンテナ取り付け １段 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 親アンテナ取り付け　１段 組 527 9417 弱電設備工事
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弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040004 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 親アンテナ取り付け ２段 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 親アンテナ取り付け　２段 組 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040006 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 アンテナマスト取り付け 建物上 手間のみ テレビ共同受信設備（工） アンテナマスト取り付け　建物上 基 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040009 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 アンテナマスト取り付け 壁面 手間のみ テレビ共同受信設備（工） アンテナマスト取り付け　壁面 基 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040010 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分配器 ２分配 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 分配器　２分配 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040012 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分配器 ４分配 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 分配器　４分配 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040014 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分配器 ６分配 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 分配器　６分配 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040040 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分配器 ８分配 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 分配器　８分配 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040042 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分岐器 １分岐 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 分岐器　１分岐 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040016 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分岐器 ２分岐 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 分岐器　２分岐 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040018 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分岐器 ４分岐 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 分岐器　４分岐 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040022 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 直列ユニット 中間　プレート付 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 直列ユニット　中間　プレート付 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040044 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 直列ユニット 端末　プレート付 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 直列ユニット　端末　プレート付 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040024 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 混合器 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 混合器 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040028 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 増幅器 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 増幅器 個 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040030 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱 Ｗ３００×Ｈ３００ 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 機器収容箱　Ｗ３００×Ｈ３００ 面 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040032 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱 Ｗ４００×Ｈ４００ 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 機器収容箱　Ｗ４００×Ｈ４００ 面 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040034 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱 Ｗ４５０×Ｈ４５０ 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 機器収容箱　Ｗ４５０×Ｈ４５０ 面 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040036 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱 Ｗ５００×Ｈ５００ 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 機器収容箱　Ｗ５００×Ｈ５００ 面 527 9417 弱電設備工事
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弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040038 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱 Ｗ５００×Ｈ６００ 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 機器収容箱　Ｗ５００×Ｈ６００ 面 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備
工事）

9417050022 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ２局用 手間のみ インターホン設備（工） インターホン親機　２局用 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備
工事）

9417050024 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ３局用 手間のみ インターホン設備（工） インターホン親機　３局用 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備
工事）

9417050006 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ５局用 手間のみ インターホン設備（工） インターホン親機　５局用 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備
工事）

9417050026 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ６局用 手間のみ インターホン設備（工） インターホン親機　６局用 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備
工事）

9417050008 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 １０局用 手間のみ インターホン設備（工） インターホン親機　１０局用 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備
工事）

9417050014 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 １２局用 手間のみ インターホン設備（工） インターホン親機　１２局用 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備
工事）

9417050010 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ２０局用 手間のみ インターホン設備（工） インターホン親機　２０局用 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備
工事）

9417050016 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ２４局用 手間のみ インターホン設備（工） インターホン親機　２４局用 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備
工事）

9417050028 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ３０局用 手間のみ インターホン設備（工） インターホン親機　３０局用 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備
工事）

9417050012 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン子機 手間のみ インターホン設備（工） インターホン子機 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備
工事）

9417060002 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 表示盤 ２窓 手間のみ 表示設備（工） 表示盤　２窓 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備
工事）

9417060004 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 表示盤 ５窓 手間のみ 表示設備（工） 表示盤　５窓 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備
工事）

9417060006 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 表示盤 １０窓 手間のみ 表示設備（工） 表示盤　１０窓 台 527 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070002 弱電設備工事 火災報知設備 スポット型感知器 定温式・差動式 手間のみ 火災報知設備　スポット型感知器 定温式・差動式 個 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070058 弱電設備工事 火災報知設備 スポット型感知器 定温式・差動式（システム天井に取付） 手間のみ 火災報知設備　スポット型感知器 定温式差動式　システム天井取付 個 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070004 弱電設備工事 火災報知設備 煙感知器 手間のみ 火災報知設備（工） 煙感知器 個 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070060 弱電設備工事 火災報知設備 煙感知器 システム天井に取付 手間のみ 火災報知設備（工） 煙感知器　システム天井に取付 個 529 9417 弱電設備工事
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弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070008 弱電設備工事 火災報知設備 分布型検出部 １個用 手間のみ 火災報知設備（工） 分布型検出部　１個用 個 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070010 弱電設備工事 火災報知設備 分布型検出部 ２個用 手間のみ 火災報知設備（工） 分布型検出部　２個用 個 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070012 弱電設備工事 火災報知設備 分布型検出部 ３個用 手間のみ 火災報知設備（工） 分布型検出部　３個用 個 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070014 弱電設備工事 火災報知設備 分布型感知器（空気管式） 木造又はテックス張り 手間のみ 火災報知設備（工）分布型感知器 空気管式　木造又はテックス張り ｍ 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070016 弱電設備工事 火災報知設備 分布型感知器（空気管式） コンクリート造又はプラスター吹付 手間のみ 火災報知設備（工）分布型感知器 空気管式　コンクリート造 ｍ 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070018 弱電設備工事 火災報知設備 発信機 Ｐ型１級 手間のみ 火災報知設備（工） 発信機　Ｐ型１級 個 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070020 弱電設備工事 火災報知設備 発信機 Ｐ型２級 手間のみ 火災報知設備（工） 発信機　Ｐ型２級 個 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070022 弱電設備工事 火災報知設備 総合盤 単独 手間のみ 火災報知設備（工） 総合盤　単独 個 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070024 弱電設備工事 火災報知設備 総合盤 消火栓箱に組込 手間のみ 火災報知設備（工） 総合盤　消火栓箱に組込 個 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070026 弱電設備工事 火災報知設備 警報ベル 手間のみ 火災報知設備（工） 警報ベル 個 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070028 弱電設備工事 火災報知設備 試験器 １個用 手間のみ 火災報知設備（工） 試験器　１個用 個 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070062 弱電設備工事 火災報知設備 試験器 ２個用 手間のみ 火災報知設備（工） 試験器　２個用 個 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070064 弱電設備工事 火災報知設備 試験器 ３個用 手間のみ 火災報知設備（工） 試験器　３個用 個 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070032 弱電設備工事 火災報知設備 表示灯 手間のみ 火災報知設備（工） 表示灯 個 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070036 弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級６回線 手間のみ 火災報知設備（工） 受信機　Ｐ型１級６回線 面 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070038 弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級１０回線 手間のみ 火災報知設備（工） 受信機　Ｐ型１級１０回線 面 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070040 弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級１５回線 手間のみ 火災報知設備（工） 受信機　Ｐ型１級１５回線 面 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070042 弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級２０回線 手間のみ 火災報知設備（工） 受信機　Ｐ型１級２０回線 面 529 9417 弱電設備工事
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弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070044 弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級２５回線 手間のみ 火災報知設備（工） 受信機　Ｐ型１級２５回線 面 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070046 弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級３０回線 手間のみ 火災報知設備（工） 受信機　Ｐ型１級３０回線 面 529 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070048 弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型２級５回線 手間のみ 火災報知設備（工） 受信機　Ｐ型２級５回線 面 529 9417 弱電設備工事

ハンドホール設置工事 9421010002 ハンドホール設置工事 ハンドホール（機械据付け） 中耐ふた付き ６００ｍｍ×６００ｍｍ×６００ｍｍ 材工共 ハンドホール設置工事機械据付け 中耐ふた付き　６００×６００ 組 529 9421 ハンドホールマンホール工事

ハンドホール設置工事 9421010004 ハンドホール設置工事 ハンドホール（機械据付け） 中耐ふた付き ６００ｍｍ×６００ｍｍ×９００ｍｍ 材工共 ハンドホール設置工事機械据付け 中耐ふた付き　６００×９００ 組 529 9421 ハンドホールマンホール工事

ハンドホール設置工事 9421010010 ハンドホール設置工事 ハンドホール（機械据付け） 中耐ふた付き ９００ｍｍ×９００ｍｍ×６００ｍｍ 材工共 ハンドホール設置工事機械据付け 中耐ふた付き　９００×６００ 組 529 9421 ハンドホールマンホール工事

ハンドホール設置工事 9421010008 ハンドホール設置工事 ハンドホール（機械据付け） 中耐ふた付き ９００ｍｍ×９００ｍｍ×９００ｍｍ 材工共 ハンドホール設置工事機械据付け 中耐ふた付き　９００×９００ 組 529 9421 ハンドホールマンホール工事

コンクリートトラフ布設工事（地中布設） 9410010002 コンクリートトラフ布設工事（地中布設） コンクリートトラフ 幅１２０ｍｍ 手間のみ コンクリートトラフ布設（工） 地中布設　Ｗ１２０ｍｍ ｍ 529 9410 ケーブルトラフ工事

コンクリートトラフ布設工事（地中布設） 9410010004 コンクリートトラフ布設工事（地中布設） コンクリートトラフ 幅１５０ｍｍ 手間のみ コンクリートトラフ布設（工） 地中布設　Ｗ１５０ｍｍ ｍ 529 9410 ケーブルトラフ工事

コンクリートトラフ布設工事（地中布設） 9410010006 コンクリートトラフ布設工事（地中布設） コンクリートトラフ 幅２００ｍｍ 手間のみ コンクリートトラフ布設（工） 地中布設　Ｗ２００ｍｍ ｍ 529 9410 ケーブルトラフ工事

コンクリートトラフ布設工事（地中布設） 9410010008 コンクリートトラフ布設工事（地中布設） コンクリートトラフ 幅２５０ｍｍ 手間のみ コンクリートトラフ布設（工） 地中布設　Ｗ２５０ｍｍ ｍ 529 9410 ケーブルトラフ工事

コンクリートトラフ布設工事（地中布設） 9410010010 コンクリートトラフ布設工事（地中布設） コンクリートトラフ 幅３００ｍｍ 手間のみ コンクリートトラフ布設（工） 地中布設　Ｗ３００ｍｍ ｍ 529 9410 ケーブルトラフ工事

コンクリートトラフ布設工事（地中布設） 9410010012 コンクリートトラフ布設工事（地中布設） コンクリートトラフ 幅４００ｍｍ 手間のみ コンクリートトラフ布設（工） 地中布設　Ｗ４００ｍｍ ｍ 529 9410 ケーブルトラフ工事

配管工事（機械設備） 9501010002
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
ねじ接合 １５Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ねじ接合　１５Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010004
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
ねじ接合 ２０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ねじ接合　２０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010006
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
ねじ接合 ２５Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ねじ接合　２５Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010008
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
ねじ接合 ３２Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ねじ接合　３２Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010010
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
ねじ接合 ４０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ねじ接合　４０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事
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配管工事（機械設備） 9501010012
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
ねじ接合 ５０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ねじ接合　５０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010014
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
ねじ接合 ６５Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ねじ接合　６５Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010016
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
ねじ接合 ８０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ねじ接合　８０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010052
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
フランジ接合 ８０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　フランジ接合　８０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010054
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
フランジ接合 １００Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　フランジ接合１００Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010056
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
フランジ接合 １２５Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　フランジ接合１２５Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010058
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
フランジ接合 １５０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　フランジ接合１５０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010060
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
フランジ接合 ２００Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　フランジ接合２００Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010062
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
フランジ接合 ２５０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　フランジ接合２５０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010064
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
フランジ接合 ３００Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　フランジ接合３００Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010078
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
ハウジング形接合 ６５Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ハウジング形　６５Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010080
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
ハウジング形接合 ８０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ハウジング形　８０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010082
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
ハウジング形接合 １００Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ハウジング形１００Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010084
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
ハウジング形接合 １２５Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ハウジング形１２５Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010086
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
ハウジング形接合 １５０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ハウジング形１５０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010088
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
ハウジング形接合 ２００Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ハウジング形２００Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010090
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管
ハウジング形接合 ２５０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ハウジング形２５０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010026 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ２０Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　２０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事
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配管工事（機械設備） 9501010028 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ２５Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　２５Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010030 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ３２Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　３２Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010032 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ４０Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　４０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010034 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ５０Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　５０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010036 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ６５Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　６５Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010038 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ８０Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　８０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010040 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 １００Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　１００Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010042 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 １２５Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　１２５Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010044 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 １５０Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　１５０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010046 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ２００Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　２００Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010048 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ２５０Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　２５０Ａ ｍ 532 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501150002 配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 ５０Ａ 手間のみ 排水用塩ビライニング鋼管（工） 屋内一般　ＭＤ接合　５０Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501150004 配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 ６５Ａ 手間のみ 排水用塩ビライニング鋼管（工） 屋内一般　ＭＤ接合　６５Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501150006 配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 ８０Ａ 手間のみ 排水用塩ビライニング鋼管（工） 屋内一般　ＭＤ接合　８０Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501150008 配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 １００Ａ 手間のみ 排水用塩ビライニング鋼管（工） 屋内一般　ＭＤ接合　１００Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501150010 配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 １２５Ａ 手間のみ 排水用塩ビライニング鋼管（工） 屋内一般　ＭＤ接合　１２５Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501150012 配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 １５０Ａ 手間のみ 排水用塩ビライニング鋼管（工） 屋内一般　ＭＤ接合　１５０Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020002
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 １５Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　１５Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事
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配管工事（機械設備） 9501020004
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 ２０Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　２０Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020006
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 ２５Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　２５Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020008
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 ３２Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　３２Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020010
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 ４０Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　４０Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020012
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 ５０Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　５０Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020014
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 ６５Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　６５Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020016
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 ８０Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　８０Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020018
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 １００Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　１００Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020019
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 １２５Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　１２５Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020020
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 １５０Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　１５０Ａ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030002 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 １３Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　圧縮・プレス１３Ｓｕ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030004 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ２０Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　圧縮・プレス２０Ｓｕ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030006 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ２５Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　圧縮・プレス２５Ｓｕ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030008 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ３０Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　圧縮・プレス３０Ｓｕ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030010 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ４０Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　圧縮・プレス４０Ｓｕ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030012 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ５０Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　圧縮・プレス５０Ｓｕ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030014 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ６０Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　圧縮・プレス６０Ｓｕ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030032 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 ７５Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　フランジ　７５Ｓｕ ｍ 533 9501 配管（機械）工事
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配管工事（機械設備） 9501030034 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 １００Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　フランジ　１００Ｓｕ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030036 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 １２５Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　フランジ　１２５Ｓｕ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030038 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 １５０Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　フランジ　１５０Ｓｕ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030040 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 ２００Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　フランジ　２００Ｓｕ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030042 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 ２５０Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　フランジ　２５０Ｓｕ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030044 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 ３００Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　フランジ　３００Ｓｕ ｍ 533 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501050004 配管工事（機械設備） 排水用鉛管 機械室・便所配管 プラスタン接合 ３０Ａ 手間のみ 排水用鉛管（工） 機械・便所　プラスタン　３０Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501050006 配管工事（機械設備） 排水用鉛管 機械室・便所配管 プラスタン接合 ４０Ａ 手間のみ 排水用鉛管（工） 機械・便所　プラスタン　４０Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501050008 配管工事（機械設備） 排水用鉛管 機械室・便所配管 プラスタン接合 ５０Ａ 手間のみ 排水用鉛管（工） 機械・便所　プラスタン　５０Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501050010 配管工事（機械設備） 排水用鉛管 機械室・便所配管 プラスタン接合 ６５Ａ 手間のみ 排水用鉛管（工） 機械・便所　プラスタン　６５Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501050012 配管工事（機械設備） 排水用鉛管 機械室・便所配管 プラスタン接合 ７５Ａ 手間のみ 排水用鉛管（工） 機械・便所　プラスタン　７５Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501050014 配管工事（機械設備） 排水用鉛管 機械室・便所配管 プラスタン接合 １００Ａ 手間のみ 排水用鉛管（工） 機械・便所　プラスタン１００Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060002 配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 １５Ａ　１／２Ｂ 手間のみ 建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　１５Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060004 配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ２０Ａ　３／４Ｂ 手間のみ 建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　２０Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060006 配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ２５Ａ　１Ｂ 手間のみ 建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　２５Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060008
配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ３２Ａ　１・１／４Ｂ 手間
のみ

建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　３２Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060010
配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ４０Ａ　１　１／２Ｂ 手間
のみ

建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　４０Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060012 配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ５０Ａ　２Ｂ 手間のみ 建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　５０Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事
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配管工事（機械設備） 9501060014
配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ６５Ａ　２・１／２Ｂ 手間
のみ

建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　６５Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060016 配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ８０Ａ　３Ｂ 手間のみ 建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　８０Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060018 配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 １００Ａ　４Ｂ 手間のみ 建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　１００Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060020 配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 １２５Ａ　５Ｂ 手間のみ 建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　１２５Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060022 配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 １５０Ａ　６Ｂ 手間のみ 建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　１５０Ａ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501110002 配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 ６．４ｍｍ　１／４Ｂ 手間のみ 冷媒配管用銅管（工） 保温無し直管　６．４ｍｍ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501110004 配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 ９．５ｍｍ　３／８Ｂ 手間のみ 冷媒配管用銅管（工） 保温無し直管　９．５ｍｍ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501110006 配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 １２．７ｍｍ　１／２Ｂ 手間のみ 冷媒配管用銅管（工） 保温無し直管　１２．７ｍｍ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501110008 配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 １５．９ｍｍ　５／８Ｂ 手間のみ 冷媒配管用銅管（工） 保温無し直管　１５．９ｍｍ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501110010 配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 １９．１ｍｍ　３／４Ｂ 手間のみ 冷媒配管用銅管（工） 保温無し直管　１９．１ｍｍ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501110012 配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 ２５．４ｍｍ　１Ｂ 手間のみ 冷媒配管用銅管（工） 保温無し直管　２５．４ｍｍ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501110014 配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 ３１．８ｍｍ　１・１／４Ｂ 手間のみ 冷媒配管用銅管（工） 保温無し直管　３１．８ｍｍ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501110016 配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 ３８．１ｍｍ　１・１／２Ｂ 手間のみ 冷媒配管用銅管（工） 保温無し直管　３８．１ｍｍ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501130002 配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） シングルコイル 保温厚８ｍｍ 管径９．５ｍｍ 保温付冷媒配管　シングルコイル Ｔ８×９．５ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501130004 配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） シングルコイル 保温厚１０ｍｍ 管径１２．７ｍｍ 保温付冷媒配管　シングルコイル Ｔ１０×１２．７ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501130006 配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） シングルコイル 保温厚１０ｍｍ 管径１５．９ｍｍ 保温付冷媒配管　シングルコイル Ｔ１０×１５．９ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501130008 配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） シングルコイル 保温厚１０ｍｍ 管径１９．１ｍｍ 保温付冷媒配管　シングルコイル Ｔ１０×１９．１ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501130010 配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） シングルコイル 保温厚１０ｍｍ 管径２２．２ｍｍ 保温付冷媒配管　シングルコイル Ｔ１０×２２．２ ｍ 534 9501 配管（機械）工事
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配管工事（機械設備） 9501130012 配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） ペアコイル 保温厚８／８ｍｍ 管径６．４／９．５ｍｍ 保温付冷媒配管　ペアコイル Ｔ８／８×６．４／９．５ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501130014 配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） ペアコイル 保温厚８／１０ｍｍ 管径６．４／１２．７ｍｍ 保温付冷媒配管　ペアコイル Ｔ８／１０×６．４／１２．７ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501130016 配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） ペアコイル 保温厚８／１０ｍｍ 管径６．４／１５．９ｍｍ 保温付冷媒配管　ペアコイル Ｔ８／１０×６．４／１５．９ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501130018 配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） ペアコイル 保温厚８／１０ｍｍ 管径９．５／１５．９ｍｍ 保温付冷媒配管　ペアコイル Ｔ８／１０×９．５／１５．９ ｍ 534 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080038
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接
着接合 １３Ａ 手間のみ

硬質塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　１３ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080040
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接
着接合 ２０Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　２０ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080042
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接
着接合 ２５Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　２５ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080044
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接
着接合 ３０Ａ 手間のみ

硬質塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　３０ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080046
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接
着接合 ４０Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　４０ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080048
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接
着接合 ５０Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　５０ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080004
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接
着接合 ６５Ａ 手間のみ

硬質塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　６５ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080006
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接
着接合 ７５Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　７５ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080008
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接
着接合 １００Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　１００ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080010
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接
着接合 １２５Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　１２５ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080012
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接
着接合 １５０Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　１５０ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080014
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接
着接合 ２００Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　２００ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080016
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接
着接合 ２５０Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　２５０ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080018
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接
着接合 ３００Ａ 手間のみ

硬質塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　３００ ｍ 535 9501 配管（機械）工事
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配管工事（機械設備） 9501080020
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接
合 ５０Ａ 手間のみ

硬質塩化ビニル管（工） 地中　冷間接着　５０ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080022
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接
合 ６５Ａ 手間のみ

硬質塩化ビニル管（工） 地中　冷間接着　６５ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080024
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接
合 ７５Ａ 手間のみ

硬質塩化ビニル管（工） 地中　冷間接着　７５ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080026
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接
合 １００Ａ 手間のみ

硬質塩化ビニル管（工） 地中　冷間接着　１００ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080028
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接
合 １２５Ａ 手間のみ

硬質塩化ビニル管（工） 地中　冷間接着　１２５ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080030
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接
合 １５０Ａ 手間のみ

硬質塩化ビニル管（工） 地中　冷間接着　１５０ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080032
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接
合 ２００Ａ 手間のみ

硬質塩化ビニル管（工） 地中　冷間接着　２００ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080034
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接
合 ２５０Ａ 手間のみ

硬質塩化ビニル管（工） 地中　冷間接着　２５０ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080036
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接
合 ３００Ａ 手間のみ

硬質塩化ビニル管（工） 地中　冷間接着　３００ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501100008 配管工事（機械設備） 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 地中配管 ソケット接合 １５０Ａ 手間のみ ヒューム管（工） 地中　ソケット　１５０Ａ 本 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501100010 配管工事（機械設備） 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 地中配管 ソケット接合 ２００Ａ 手間のみ ヒューム管（工） 地中　ソケット　２００Ａ 本 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501100012 配管工事（機械設備） 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 地中配管 ソケット接合 ２５０Ａ 手間のみ ヒューム管（工） 地中　ソケット　２５０Ａ 本 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501100014 配管工事（機械設備） 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 地中配管 ソケット接合 ３００Ａ 手間のみ ヒューム管（工） 地中　ソケット　３００Ａ 本 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501090002 配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 ４０Ａ 手間のみ 耐火二層管（工） 屋内一般　冷間接着　４０Ａ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501090004 配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 ５０Ａ 手間のみ 耐火二層管（工） 屋内一般　冷間接着　５０Ａ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501090006 配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 ６５Ａ 手間のみ 耐火二層管（工） 屋内一般　冷間接着　６５Ａ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501090008 配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 ７５Ａ 手間のみ 耐火二層管（工） 屋内一般　冷間接着　７５Ａ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501090010 配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 １００Ａ 手間のみ 耐火二層管（工） 屋内一般　冷間接着　１００Ａ ｍ 535 9501 配管（機械）工事
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配管工事（機械設備） 9501090012 配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 １２５Ａ 手間のみ 耐火二層管（工） 屋内一般　冷間接着　１２５Ａ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501090014 配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 １５０Ａ 手間のみ 耐火二層管（工） 屋内一般　冷間接着　１５０Ａ ｍ 535 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管附属品） 9501120002 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 １５Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） ねじ込形　１５Ａ 個 536 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管附属品） 9501120004 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 ２０Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） ねじ込形　２０Ａ 個 536 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管附属品） 9501120006 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 ２５Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） ねじ込形　２５Ａ 個 536 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管附属品） 9501120008 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 ３２Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） ねじ込形　３２Ａ 個 536 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管附属品） 9501120010 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 ４０Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） ねじ込形　４０Ａ 個 536 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管附属品） 9501120012 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 ５０Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） ねじ込形　５０Ａ 個 536 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管附属品） 9501120014 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 ６５Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） フランジ形　６５Ａ 個 536 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管附属品） 9501120016 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 ８０Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） フランジ形　８０Ａ 個 536 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管附属品） 9501120018 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 １００Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） フランジ形　１００Ａ 個 536 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管附属品） 9501120020 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 １２５Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） フランジ形　１２５Ａ 個 536 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管附属品） 9501120022 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 １５０Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） フランジ形　１５０Ａ 個 536 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管附属品） 9501120024 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 ２００Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） フランジ形　２００Ａ 個 536 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管附属品） 9501120026 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 ２５０Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） フランジ形　２５０Ａ 個 536 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管附属品） 9501120028 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 ３００Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） フランジ形　３００Ａ 個 536 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管附属品） 9521010002
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２）
一次側　３２Ａ－二次側　４０Ａ 減圧弁口径２０Ａ 手間のみ

蒸気用減圧装置（工） 一次側３２Ａ－二次側４０Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521010004
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２）
一次側　３２Ａ－二次側　５０Ａ 減圧弁口径２５Ａ 手間のみ

蒸気用減圧装置（工） 一次側３２Ａ－二次側５０Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事
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配管工事（配管附属品） 9521010006
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２）
一次側　３２Ａ－二次側　６５Ａ 減圧弁口径３２Ａ 手間のみ

蒸気用減圧装置（工） 一次側３２Ａ－二次側６５Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521010008
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２）
一次側　４０Ａ－二次側　６５Ａ 減圧弁口径４０Ａ 手間のみ

蒸気用減圧装置（工） 一次側４０Ａ－二次側６５Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521010010
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２）
一次側　５０Ａ－二次側　６５Ａ 減圧弁口径５０Ａ 手間のみ

蒸気用減圧装置（工） 一次側５０Ａ－二次側６５Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521010012
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２）
一次側　６５Ａ－二次側　８０Ａ 減圧弁口径６５Ａ 手間のみ

蒸気用減圧装置（工） 一次側６５Ａ－二次側８０Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521010014
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２）
一次側　８０Ａ－二次側１００Ａ 減圧弁口径８０Ａ 手間のみ

蒸気用減圧装置（工） 一次側８０Ａ－二次側１００Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521010016
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２）
一次側１００Ａ－二次側１２５Ａ 減圧弁口径１００Ａ 手間のみ

蒸気用減圧装置（工） 一次側１００Ａ－二次側１２５Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521020002
配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置 （温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２） 蒸気圧３
ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径２０Ａ 手間のみ

温度調整装置（工） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　２０Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521020004
配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置 （温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２） 蒸気圧３
ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径２５Ａ 手間のみ

温度調整装置（工） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　２５Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521020006
配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置 （温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２） 蒸気圧３
ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径３２Ａ 手間のみ

温度調整装置（工） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　３２Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521020008
配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置 （温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２） 蒸気圧３
ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径４０Ａ 手間のみ

温度調整装置（工） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　４０Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521020010
配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置 （温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２） 蒸気圧３
ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径５０Ａ 手間のみ

温度調整装置（工） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　５０Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521020012
配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置 （温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２） 蒸気圧３
ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径６５Ａ 手間のみ

温度調整装置（工） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　６５Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521020014
配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置 （温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２） 蒸気圧３
ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径８０Ａ 手間のみ

温度調整装置（工） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　８０Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521020016
配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置 （温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２） 蒸気圧３
ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径１００Ａ 手間のみ

温度調整装置（工） 蒸気３ｋｇｆ／ｃｍ２　１００Ａ 組 536 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070002 配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　複式 ２０Ａ 手間のみ 伸縮継手　ベローズ・スリーブ形 フランジ形　複式　２０Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070019 配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　複式 ２５～４０Ａ 手間のみ 伸縮継手　ベローズ・スリーブ形 フランジ形　複式　２５～４０Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070008 配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　複式 ５０Ａ 手間のみ 伸縮継手　ベローズ・スリーブ形 フランジ形　複式　５０Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070010 配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　複式 ６５Ａ 手間のみ 伸縮継手　ベローズ・スリーブ形 フランジ形　複式　６５Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事
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配管工事（配管附属品） 9521070012 配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　複式 ８０Ａ 手間のみ 伸縮継手　ベローズ・スリーブ形 フランジ形　複式　８０Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070014 配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　複式 １００Ａ 手間のみ 伸縮継手　ベローズ・スリーブ形 フランジ形　複式　１００Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070016 配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　複式 １２５Ａ 手間のみ 伸縮継手　ベローズ・スリーブ形 フランジ形　複式　１２５Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070018 配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　複式 １５０Ａ 手間のみ 伸縮継手　ベローズ・スリーブ形 フランジ形　複式　１５０Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070040 配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　単式 ２０Ａ 手間のみ 伸縮継手　ベローズ・スリーブ形 フランジ形　単式　２０Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070054 配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　単式 ２５～４０Ａ 手間のみ 伸縮継手　ベローズ・スリーブ形 フランジ形　単式　２５～４０Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070046 配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　単式 ５０Ａ 手間のみ 伸縮継手　ベローズ・スリーブ形 フランジ形　単式　５０Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070048 配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　単式 ６５Ａ 手間のみ 伸縮継手　ベローズ・スリーブ形 フランジ形　単式　６５Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070050 配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　単式 ８０Ａ 手間のみ 伸縮継手　ベローズ・スリーブ形 フランジ形　単式　８０Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070052 配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　単式 １００Ａ 手間のみ 伸縮継手　ベローズ・スリーブ形 フランジ形　単式　１００Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070020
配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成
ゴム共），ボールジョイント ２０Ａ 手間のみ

防振継手　ボール・フレキシブル ベローズ形　２０Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070022
配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成
ゴム共），ボールジョイント ２５Ａ 手間のみ

防振継手　ボール・フレキシブル ベローズ形　２５Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070024
配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成
ゴム共），ボールジョイント ３２Ａ 手間のみ

防振継手　ボール・フレキシブル ベローズ形　３２Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070026
配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成
ゴム共），ボールジョイント ４０Ａ 手間のみ

防振継手　ボール・フレキシブル ベローズ形　４０Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070028
配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成
ゴム共），ボールジョイント ５０Ａ 手間のみ

防振継手　ボール・フレキシブル ベローズ形　５０Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070030
配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成
ゴム共），ボールジョイント ６５Ａ 手間のみ

防振継手　ボール・フレキシブル ベローズ形　６５Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070032
配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成
ゴム共），ボールジョイント ８０Ａ 手間のみ

防振継手　ボール・フレキシブル ベローズ形　８０Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070034
配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成
ゴム共），ボールジョイント １００Ａ 手間のみ

防振継手　ボール・フレキシブル ベローズ形　１００Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事
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配管工事（配管附属品） 9521070036
配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成
ゴム共），ボールジョイント １２５Ａ 手間のみ

防振継手　ボール・フレキシブル ベローズ形　１２５Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521070038
配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成
ゴム共），ボールジョイント １５０Ａ 手間のみ

防振継手　ボール・フレキシブル ベローズ形　１５０Ａ 個 537 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9517070016 配管工事（機械設備）　配管付属品 油用ストレーナ 複式 ２５Ａ 手間のみ 地下貯油槽用付属品（工） 油用ストレーナ　複式　２５Ａ 個 537 9517 空気調和機器設備工事

配管工事（配管附属品） 9517070018 配管工事（機械設備）　配管付属品 油用ストレーナ 複式 ３２Ａ 手間のみ 地下貯油槽用付属品（工） 油用ストレーナ　複式　３２Ａ 個 537 9517 空気調和機器設備工事

配管工事（配管附属品） 9517070020 配管工事（機械設備）　配管付属品 油用ストレーナ 複式 ４０Ａ 手間のみ 地下貯油槽用付属品（工） 油用ストレーナ　複式　４０Ａ 個 537 9517 空気調和機器設備工事

配管工事（配管附属品） 9517070022 配管工事（機械設備）　配管付属品 油用ストレーナ 複式 ５０Ａ 手間のみ 地下貯油槽用付属品（工） 油用ストレーナ　複式　５０Ａ 個 537 9517 空気調和機器設備工事

配管工事（配管附属品） 9521030002
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 高（低）圧トラップ装置（バケット式） 管末トラップ 口径２０Ａ
手間のみ

高低圧トラップ装置（工） 管末トラップ　口径２０Ａ 組 538 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521030004
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 高（低）圧トラップ装置（バケット式） 管末トラップ 口径２５Ａ
手間のみ

高低圧トラップ装置（工） 管末トラップ　口径２５Ａ 組 538 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521030006
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 高（低）圧トラップ装置（バケット式） 管末トラップ 口径３２Ａ
手間のみ

高低圧トラップ装置（工） 管末トラップ　口径３２Ａ 組 538 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521030008
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 高（低）圧トラップ装置（バケット式） 管末トラップ 口径４０Ａ
手間のみ

高低圧トラップ装置（工） 管末トラップ　口径４０Ａ 組 538 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521040002
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 多量トラップ装置（フロート式） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口
径２０Ａ 手間のみ

多量トラップ装置（工） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　２０Ａ 組 538 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521040004
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 多量トラップ装置（フロート式） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口
径２５Ａ 手間のみ

多量トラップ装置（工） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　２５Ａ 組 538 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521040006
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 多量トラップ装置（フロート式） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口
径３２Ａ 手間のみ

多量トラップ装置（工） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　３２Ａ 組 538 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9521040008
配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 多量トラップ装置（フロート式） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口
径４０Ａ 手間のみ

多量トラップ装置（工） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　４０Ａ 組 538 9521 装置類組立取付工事

配管工事（配管附属品） 9511030002 配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器 （給水・給湯メーター） 径２０Ａ 手間のみ 量水器（工） 径２０Ａ 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511030004 配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器 （給水・給湯メーター） 径２５Ａ 手間のみ 量水器（工） 径２５Ａ 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511030006 配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器 （給水・給湯メーター） 径３２Ａ 手間のみ 量水器（工） 径３２Ａ 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511030008 配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器 （給水・給湯メーター） 径４０Ａ 手間のみ 量水器（工） 径４０Ａ 個 538 9511 給排水設備工事
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配管工事（配管附属品） 9511030010 配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器 （水道メーター） 副管付き 径５０Ａ 手間のみ 量水器（工） 径５０Ａ　副管付き 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511030012 配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器 （水道メーター） 副管付き 径６５Ａ 手間のみ 量水器（工） 径６５Ａ　副管付き 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511030014 配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器 （水道メーター） 副管付き 径８０Ａ 手間のみ 量水器（工） 径８０Ａ　副管付き 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511030016 配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器 （水道メーター） 副管付き 径１００Ａ 手間のみ 量水器（工） 径１００Ａ　副管付き 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511030018 配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器 （水道メーター） 副管付き 径１２５Ａ 手間のみ 量水器（工） 径１２５Ａ　副管付き 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511040002 配管工事（機械設備）　配管付属品 ボールタップ 径１５Ａ 手間のみ ボールタップ（工） 径１５Ａ 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511040004 配管工事（機械設備）　配管付属品 ボールタップ 径２０Ａ 手間のみ ボールタップ（工） 径２０Ａ 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511040006 配管工事（機械設備）　配管付属品 ボールタップ 径２５Ａ 手間のみ ボールタップ（工） 径２５Ａ 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511040008 配管工事（機械設備）　配管付属品 ボールタップ 径３２Ａ 手間のみ ボールタップ（工） 径３２Ａ 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511040010 配管工事（機械設備）　配管付属品 ボールタップ 径４０Ａ 手間のみ ボールタップ（工） 径４０Ａ 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511040012 配管工事（機械設備）　配管付属品 ボールタップ 径５０Ａ 手間のみ ボールタップ（工） 径５０Ａ 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511040014 配管工事（機械設備）　配管付属品 ボールタップ 径１００Ａ 手間のみ ボールタップ（工） 径１００Ａ 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511050008 配管工事（機械設備）　配管付属品 定水位弁 副弁は含まない 径５０Ａ 手間のみ 定水位弁（工） 径５０Ａ　副弁は含まない 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511050010 配管工事（機械設備）　配管付属品 定水位弁 副弁は含まない 径６５Ａ 手間のみ 定水位弁（工） 径６５Ａ　副弁は含まない 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511050012 配管工事（機械設備）　配管付属品 定水位弁 副弁は含まない 径８０Ａ 手間のみ 定水位弁（工） 径８０Ａ　副弁は含まない 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511050014 配管工事（機械設備）　配管付属品 定水位弁 副弁は含まない 径１００Ａ 手間のみ 定水位弁（工） 径１００Ａ　副弁は含まない 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511050016 配管工事（機械設備）　配管付属品 定水位弁 副弁は含まない 径１２５Ａ 手間のみ 定水位弁（工） 径１２５Ａ　副弁は含まない 個 538 9511 給排水設備工事

配管工事（配管附属品） 9511050018 配管工事（機械設備）　配管付属品 定水位弁 副弁は含まない 径１５０Ａ 手間のみ 定水位弁（工） 径１５０Ａ　副弁は含まない 個 538 9511 給排水設備工事
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配管工事（配管附属品） 9521160002 配管工事（機械設備）　配管付属品 地中埋設標 （コンクリート製） 手間のみ 地中埋設標（工） 取付費　コンクリート製 個 538 9521 装置類組立取付工事

配管工事（計器その他） 9521080002 配管工事（機械設備）　計器その他 圧力計 目盛板外径　１００ｍｍ 手間のみ 圧力計（工） 目盛板外径　１００ｍｍ 組 539 9521 装置類組立取付工事

配管工事（計器その他） 9521090002 配管工事（機械設備）　計器その他 連成計 連成計 手間のみ 連成計（工） 取付費 組 539 9521 装置類組立取付工事

配管工事（計器その他） 9521110002 配管工事（機械設備）　計器その他 温度計 温度計 手間のみ 温度計（工） 取付費 個 539 9521 装置類組立取付工事

配管工事（計器その他） 9521170002 配管工事（機械設備）　計器その他 水面計 ガラス水面計 手間のみ 水面計（工） ガラス水面計 組 539 9521 装置類組立取付工事

配管工事（計器その他） 9521180002 配管工事（機械設備）　計器その他 油面制御装置 フロートスイッチ　５０Ａフランジ 手間のみ 油面制御装置（工） フロートスイッチ５０Ａフランジ セット 539 9521 装置類組立取付工事

配管工事（計器その他） 9517070040 配管工事（機械設備）　計器その他 遠隔油量指示計 アームフロート式　屋内壁取付け 電気配管配線は含まず 手間のみ 地下貯油槽用付属品（工） 遠隔油量指示計アームフロート式 組 539 9517 空気調和機器設備工事

配管工事（計器その他） 9521140002 配管工事（機械設備）　計器その他 瞬間流量計 面積式流量計フランジ形　２０Ａ 手間のみ 瞬間流量計（工） 面積式　フランジ形　２０Ａ 個 539 9521 装置類組立取付工事

配管工事（計器その他） 9521140004 配管工事（機械設備）　計器その他 瞬間流量計 面積式流量計フランジ形　２５Ａ 手間のみ 瞬間流量計（工） 面積式　フランジ形　２５Ａ 個 539 9521 装置類組立取付工事

配管工事（計器その他） 9521140006 配管工事（機械設備）　計器その他 瞬間流量計 ピトー管式　２０Ａ 手間のみ 瞬間流量計（工） ピトー管式　２０Ａ 個 539 9521 装置類組立取付工事

配管工事（計器その他） 9521140008 配管工事（機械設備）　計器その他 瞬間流量計 ピトー管式　２５Ａ 手間のみ 瞬間流量計（工） ピトー管式　２５Ａ 個 539 9521 装置類組立取付工事

配管工事（計器その他） 9511100002
配管工事（機械設備）　計器その他 定水位制御用電極 保持器５Ｐ用　口径５０ｍｍ 電極棒３ｍ，２．５ｍ，２ｍ，１．
５ｍ，０．５ｍ セパレータ付き 手間のみ

定水位制御用電極（工） 保持器５Ｐ用　口径５０ｍｍ 個 539 9511 給排水設備工事

配管工事（計器その他） 9511130002 配管工事（機械設備）　計器その他 レベルスイッチ フロートつり下げ式　ウェイトロープ係留 手間のみ レベルスイッチ（工） フロートつり下げ式 式 539 9511 給排水設備工事

配管工事（計器その他） 9521120002 配管工事（機械設備）　計器その他 地震感知器 機械式（電気工事別途） 手間のみ 地震感知器（工） 機械式　電気工事別途 組 539 9521 装置類組立取付工事

配管工事（計器その他） 9521130002 配管工事（機械設備）　計器その他 ばい煙濃度計 光透過式（電気工事別途） 手間のみ 煤煙濃度計（工） 光透過式　電気工事別途 組 539 9521 装置類組立取付工事

保温工事 9503010168
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ
３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　屋内　居室　１５Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010170
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ
３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　屋内　居室　２０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010172
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ
３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　屋内　居室　２５Ａ ｍ 541 9503 保温工事
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保温工事 9503010174
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ
３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ３２Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　屋内　居室　３２Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010176
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ
３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ４０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　屋内　居室　４０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010178
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ
３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　屋内　居室　５０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010180
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ
３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ６５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　屋内　居室　６５Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010182
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ
３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ８０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　屋内　居室　８０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010184
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ
３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　屋内　居室　１００Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010186
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ
３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １２５Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　屋内　居室　１２５Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010188
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ
３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　屋内　居室　１５０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010190
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ
３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　屋内　居室　２００Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010192
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ
３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２５０Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　屋内　居室　２５０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010194
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ
３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ３００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　屋内　居室　３００Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010030
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．粘着テープ
３．アルミガラスクロス ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　機械室・書庫　２０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010032
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．粘着テープ
３．アルミガラスクロス ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　機械室・書庫　２５Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010034
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．粘着テープ
３．アルミガラスクロス ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　機械室・書庫　５０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010196
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．粘着テープ
３．アルミガラスクロス １００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　機械室・書庫１００Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010198
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．粘着テープ
３．アルミガラスクロス １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　機械室・書庫１５０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010040
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒
１．アルミガラスクロス粘着テープ ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　天井・ＰＳ内　２０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010042
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒
２．アルミガラスクロス粘着テープ ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　天井・ＰＳ内　２５Ａ ｍ 541 9503 保温工事
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保温工事 9503010044
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒
２．アルミガラスクロス粘着テープ ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　天井・ＰＳ内　５０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010200
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒
２．アルミガラスクロス粘着テープ １００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　天井・ＰＳ内１００Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010202
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒
２．アルミガラスクロス粘着テープ １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　天井・ＰＳ内１５０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010050
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレ
ンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　床下・暗渠内　２０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010052
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレ
ンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　床下・暗渠内　２５Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010054
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレ
ンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　床下・暗渠内　５０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010204
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレ
ンフィルム　４．着色アルミガラスクロス １００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　床下・暗渠内１００Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010206
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレ
ンフィルム　４．着色アルミガラスクロス １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　床下・暗渠内１５０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010060
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリ
エチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　２０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010062
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリ
エチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　２５Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010064
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリ
エチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　５０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010208
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリ
エチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　１００Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010210
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリ
エチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　１５０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010070
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリ
エチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給排水管　屋外・多湿　２０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010072
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリ
エチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給排水管　屋外・多湿　２５Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010158
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリ
エチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ３２Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給排水管　屋外・多湿　３２Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010160
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリ
エチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ４０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給排水管　屋外・多湿　４０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010074
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリ
エチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給排水管　屋外・多湿　５０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

411/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

保温工事 9503010162
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリ
エチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ６５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給排水管　屋外・多湿　６５Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010164
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリ
エチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ８０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給排水管　屋外・多湿　８０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010212
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリ
エチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給排水管　屋外・多湿　１００Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010214
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリ
エチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １２５Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給排水管　屋外・多湿　１２５Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503010216
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリ
エチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給排水管　屋外・多湿　１５０Ａ ｍ 541 9503 保温工事

保温工事 9503020266
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　屋内　居室　１５Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020268
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　屋内　居室　２０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020270
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　屋内　居室　２５Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020272
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ３２Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　屋内　居室　３２Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020274
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ４０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　屋内　居室　４０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020276
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　屋内　居室　５０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020278
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ６５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　屋内　居室　６５Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020280
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ８０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　屋内　居室　８０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020282
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　屋内　居室　１００Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020284
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １２５Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　屋内　居室　１２５Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020286
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　屋内　居室　１５０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020288
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　屋内　居室　２００Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020290
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　屋内　居室　２５０Ａ ｍ 542 9503 保温工事
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保温工事 9503020292
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒
２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ３００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　屋内　居室　３００Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020030
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒
２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　機械室・書庫　２０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020032
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒
２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　機械室・書庫　２５Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020034
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒
２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　機械室・書庫　５０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020036
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒
２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス １００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　機械室・書庫　１００Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020038
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒
２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　機械室・書庫　１５０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020040
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラ
スクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　天井・ＰＳ内　２０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020042
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラ
スクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　天井・ＰＳ内　２５Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020044
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラ
スクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　天井・ＰＳ内　５０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020046
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラ
スクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ １００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　天井・ＰＳ内　１００Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020048
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラ
スクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　天井・ＰＳ内　１５０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020050
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　床下・暗渠内　２０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020052
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　床下・暗渠内　２５Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020054
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　床下・暗渠内　５０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020056
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス １００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　床下・暗渠内　１００Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020058
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　床下・暗渠内　１５０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020060
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給湯管　屋外・多湿　２０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020062
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給湯管　屋外・多湿　２５Ａ ｍ 542 9503 保温工事
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保温工事 9503020064
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給湯管　屋外・多湿　５０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020066
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給湯管　屋外・多湿　１００Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020068
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給湯管　屋外・多湿　１５０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020070
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給湯管　屋外・多湿　２０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020072
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給湯管　屋外・多湿　２５Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020236
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ３２Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給湯管　屋外・多湿　３２Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020238
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ４０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給湯管　屋外・多湿　４０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020074
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給湯管　屋外・多湿　５０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020240
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ６５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給湯管　屋外・多湿　６５Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020242
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ８０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給湯管　屋外・多湿　８０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020076
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給湯管　屋外・多湿　１００Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020244
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １２５Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給湯管　屋外・多湿　１２５Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020078
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 給湯管　屋外・多湿　１５０Ａ ｍ 542 9503 保温工事

保温工事 9503020294
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １５Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　屋内　居室　１５Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020296
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　屋内　居室　２０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020298
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２５Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　屋内　居室　２５Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020300
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ３２Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　屋内　居室　３２Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020302
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ４０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　屋内　居室　４０Ａ ｍ 543 9503 保温工事
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保温工事 9503020304
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　屋内　居室　５０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020306
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　屋内　居室　６５Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020308
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　屋内　居室　８０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020310
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　屋内　居室　１００Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020312
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　屋内　居室　１２５Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020314
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　屋内　居室　１５０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020316
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　屋内　居室　２００Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020318
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２５０Ａ×５０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　屋内　居室　２５０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020320
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ３００Ａ×５０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　屋内　居室　３００Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020108
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス ２０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　機械室・書庫　２０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020110
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス ２５Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　機械室・書庫　２５Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020112
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス ５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　機械室・書庫　５０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020114
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　機械室・書庫１００Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020116
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．原紙　５．アルミガラスクロス １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　機械室・書庫１５０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020118
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス ２０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　天井・ＰＳ内　２０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020120
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス ２５Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　天井・ＰＳ内　２５Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020122
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス ５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　天井・ＰＳ内　５０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020124
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　天井・ＰＳ内１００Ａ ｍ 543 9503 保温工事
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保温工事 9503020126
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　天井・ＰＳ内１５０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020128
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ２０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　床下・暗渠内　２０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020130
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ２５Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　床下・暗渠内　２５Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020132
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　床下・暗渠内　５０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020134
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．着色アルミガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　床下・暗渠内１００Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020136
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチ
レンフィルム　４．着色アルミガラスクロス １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　床下・暗渠内１５０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020138
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　２０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020140
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２５Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　２５Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020142
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　５０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020144
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　１００Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020146
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　１５０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020148
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ２０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 冷温水管　屋外・多湿　２０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020150
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ２５Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 冷温水管　屋外・多湿　２５Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020246
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ３２Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 冷温水管　屋外・多湿　３２Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020248
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ４０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 冷温水管　屋外・多湿　４０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020152
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 冷温水管　屋外・多湿　５０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020250
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 冷温水管　屋外・多湿　６５Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020252
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 冷温水管　屋外・多湿　８０Ａ ｍ 543 9503 保温工事
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保温工事 9503020154
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 冷温水管　屋外・多湿　１００Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020254
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 冷温水管　屋外・多湿　１２５Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020156
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 冷温水管　屋外・多湿　１５０Ａ ｍ 543 9503 保温工事

保温工事 9503020322
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー
（ピン留め施工） １５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　屋内　居室　１５Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020324
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー
（ピン留め施工） ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　屋内　居室　２０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020326
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー
（ピン留め施工） ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　屋内　居室　２５Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020328
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー
（ピン留め施工） ３２Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　屋内　居室　３２Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020330
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー
（ピン留め施工） ４０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　屋内　居室　４０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020332
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー
（ピン留め施工） ５０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　屋内　居室　５０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020334
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー
（ピン留め施工） ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　屋内　居室　６５Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020336
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー
（ピン留め施工） ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　屋内　居室　８０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020338
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー
（ピン留め施工） １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　屋内　居室　１００Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020340
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー
（ピン留め施工） １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　屋内　居室　１２５Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020342
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー
（ピン留め施工） １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　屋内　居室　１５０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020344
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー
（ピン留め施工） ２００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　屋内　居室　２００Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020346
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー
（ピン留め施工） ２５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　屋内　居室　２５０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020348
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー
（ピン留め施工） ３００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　屋内　居室　３００Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020350
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミ
ガラスクロス ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　機械室・書庫　２０Ａ ｍ 544 9503 保温工事
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保温工事 9503020352
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミ
ガラスクロス ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　機械室・書庫　２５Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020190
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミ
ガラスクロス ５０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　機械室・書庫　５０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020192
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミ
ガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　機械室・書庫　１００Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020194
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミ
ガラスクロス １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　機械室・書庫　１５０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020354
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガ
ラスクロス粘着テープ ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　天井・ＰＳ内　２０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020356
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガ
ラスクロス粘着テープ ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　天井・ＰＳ内　２５Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020200
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガ
ラスクロス粘着テープ ５０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　天井・ＰＳ内　５０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020202
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガ
ラスクロス粘着テープ １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　天井・ＰＳ内　１００Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020204
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガ
ラスクロス粘着テープ １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　天井・ＰＳ内　１５０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020358
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色
アルミガラスクロス ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　床下・暗渠内　２０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020360
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色
アルミガラスクロス ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　床下・暗渠内　２５Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020210
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色
アルミガラスクロス ５０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　床下・暗渠内　５０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020212
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色
アルミガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　床下・暗渠内　１００Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020214
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム　４．着色
アルミガラスクロス １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 蒸気管　床下・暗渠内　１５０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020362
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　２０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020364
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　２５Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020220
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 ５０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　５０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020222
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　１００Ａ ｍ 544 9503 保温工事
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保温工事 9503020224
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　１５０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020366
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．ステンレス鋼板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 蒸気管　屋外・多湿　２０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020368
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．ステンレス鋼板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 蒸気管　屋外・多湿　２５Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020256
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．ステンレス鋼板 ３２Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 蒸気管　屋外・多湿　３２Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020258
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．ステンレス鋼板 ４０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 蒸気管　屋外・多湿　４０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020230
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．ステンレス鋼板 ５０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 蒸気管　屋外・多湿　５０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020260
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．ステンレス鋼板 ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 蒸気管　屋外・多湿　６５Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020262
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．ステンレス鋼板 ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 蒸気管　屋外・多湿　８０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020232
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．ステンレス鋼板 １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 蒸気管　屋外・多湿　１００Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020264
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．ステンレス鋼板 １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 蒸気管　屋外・多湿　１２５Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503020234
保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．ステンレス鋼板 １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ 蒸気管　屋外・多湿　１５０Ａ ｍ 544 9503 保温工事

保温工事 9503030266
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　１５Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030060
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　２０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030062
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　２５Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030268
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ３２Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　３２Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030270
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ４０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　４０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030064
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　５０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030272
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ６５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　６５Ａ ｍ 545 9503 保温工事
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保温工事 9503030274
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ８０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　８０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030066
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　１００Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030276
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １２５Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　１２５Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030068
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　１５０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030278
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　２００Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030320
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　２５０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030322
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄
線　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ３００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 給排水管　屋外・多湿　３００Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030284
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １５Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　１５Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030138
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　２０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030140
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２５Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　２５Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030286
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ３２Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　３２Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030288
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ４０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　４０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030142
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　５０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030290
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　６５Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030292
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　８０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030144
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　１００Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030294
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　１２５Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030146
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　１５０Ａ ｍ 545 9503 保温工事
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保温工事 9503030296
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　２００Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030298
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２５０Ａ×５０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　２５０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030300
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポ
リエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ３００Ａ×５０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 冷温水管　屋外・多湿　３００Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030324
保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 １５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　１５Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030326
保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　２０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030328
保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　２５Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030304
保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 ３２Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　３２Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030306
保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 ４０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　４０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030220
保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 ５０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　５０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030308
保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　６５Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030310
保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　８０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030222
保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　１００Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030312
保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　１２５Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030224
保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　１５０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030330
保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 ２００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　２００Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030332
保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 ２５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　２５０Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503030334
保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム
４．カラー亜鉛鉄板 ３００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温筒（材工）　外装鉄板 蒸気管　屋外・多湿　３００Ａ ｍ 545 9503 保温工事

保温工事 9503050036
保温工事 消音内貼り 《グラスウール保温板２号４０Ｋ》 サプライチャンバー １．鋲　２．保温板　３．ガラスクロス
４．銅きっ甲金網 ５０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温板（材工）２号４０Ｋ サプライチャンパー　Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 546 9503 保温工事
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保温工事 9503050038
保温工事 消音内貼り 《グラスウール保温板２号４０Ｋ》 消音エルボ １．鋲　２．保温板　３．ガラスクロス ２５ｍｍ
材工共

ＧＷ保温板（材工）２号４０Ｋ 消音エルボ　Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 546 9503 保温工事

保温工事 9503040016
保温工事 機器類 《ロックウール保温板１号鋼枠なし》 煙道 １．ロックウールブランケット　２．鉄線　３．カラー亜鉛
鉄板 ７５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温板（材工）１号鋼枠なし 煙道　Ｔ７５ｍｍ ｍ２ 546 9503 保温工事

保温工事 9503040018
保温工事 機器類 《ロックウール保温板１号鋼枠なし》 冷水・冷温水タンク １．鋲　２．保温板　３．ポリエチレンフィ
ルム　４．鉄線　５．カラー亜鉛鉄板 ５０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温板（材工）１号鋼枠なし 冷水・冷温水タンク　Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 546 9503 保温工事

保温工事 9503040020
保温工事 機器類 《ロックウール保温板１号鋼枠なし》 冷水・冷温水ヘッダー １．鋲　２．保温板　３．ポリエチレン
フィルム　４．鉄線　５．カラー亜鉛鉄板 ５０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温板（材工）１号鋼枠なし 冷水・冷温水ヘッダーＴ５０ｍｍ ｍ２ 546 9503 保温工事

保温工事 9503040022
保温工事 機器類 《ロックウール保温板１号鋼枠なし》 温水・還水タンク・貯湯タンク １．鋲　２．保温板　３．鉄線
５．カラー亜鉛鉄板 ５０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温板（材工）１号鋼枠なし 温水・還水・貯湯　Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 546 9503 保温工事

保温工事 9503040024
保温工事 機器類 《ロックウール保温板１号鋼枠なし》 温水・蒸気ヘッダー １．鋲　２．保温板　３．鉄線　５．カラー
亜鉛鉄板 ５０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温板（材工）１号鋼枠なし 温水・蒸気ヘッダー　Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 546 9503 保温工事

保温工事 9503040026
保温工事 機器類 《ロックウール保温板１号鋼枠付き》 膨張タンク １．鋲　２．保温板　３．鉄線　５．カラー亜鉛鉄板
２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温板（材工）１号鋼枠付き 膨張タンク　Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 546 9503 保温工事

保温工事 9503050022
保温工事 機器類 《グラスウール保温板２号４０Ｋ鋼枠なし》 冷水・冷温水タンク １．鋲　２．保温板　３．ポリエチレ
ンフィルム　４．鉄線　５．カラー亜鉛鉄板 ５０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温板（材工）２号４０Ｋ 冷水・冷温水タンク　Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 546 9503 保温工事

保温工事 9503050024
保温工事 機器類 《グラスウール保温板２号４０Ｋ鋼枠なし》 冷水・冷温水ヘッダー １．鋲　２．保温板　３．ポリエチ
レンフィルム　４．鉄線　５．カラー亜鉛鉄板 ５０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温板（材工）２号４０Ｋ 冷水・冷温水ヘッダーＴ５０ｍｍ ｍ２ 546 9503 保温工事

保温工事 9503050026
保温工事 機器類 《グラスウール保温板２号４０Ｋ鋼枠なし》 温水・還水タンク・貯湯タンク １．鋲　２．保温板　３．
鉄線　５．カラー亜鉛鉄板 ５０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温板（材工）２号４０Ｋ 温水・還水・貯湯　Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 546 9503 保温工事

保温工事 9503050028
保温工事 機器類 《グラスウール保温板２号４０Ｋ鋼枠なし》 温水・蒸気ヘッダー １．鋲　２．保温板　３．鉄線　５．
カラー亜鉛鉄板 ５０ｍｍ 材工共

ＧＷ保温板（材工）２号４０Ｋ 温水・蒸気ヘッダー　Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 546 9503 保温工事

保温工事 9503050030
保温工事 機器類 《グラスウール保温板２号４０Ｋ鋼枠付き》 膨張タンク １．鋲　２．保温板　３．鉄線　５．カラー亜
鉛鉄板 ２５ｍｍ 材工共

ＧＷ保温板（材工）２号４０Ｋ 膨張タンク　Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 546 9503 保温工事

保温工事 9503080042
保温工事 弁類 給水（屋内露出） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．カラー亜鉛鉄板 ６５Ａ×３０
ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 屋内露出　６５Ａ×３０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080044
保温工事 弁類 給水（屋内露出） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．カラー亜鉛鉄板 ８０Ａ×３０
ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 屋内露出　８０Ａ×３０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080006
保温工事 弁類 給水（屋内露出） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×４
０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 屋内露出　１００Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080046
保温工事 弁類 給水（屋内露出） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．カラー亜鉛鉄板 １２５Ａ×４
０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 屋内露出　１２５Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080008
保温工事 弁類 給水（屋内露出） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×４
０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 屋内露出　１５０Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080056
保温工事 弁類 給水（屋外露出） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．ステンレス鋼板 ６５Ａ×３０
ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 屋外露出　６５Ａ×３０ｍｍ 個 547 9503 保温工事
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保温工事 9503080058
保温工事 弁類 給水（屋外露出） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．ステンレス鋼板 ８０Ａ×３０
ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 屋外露出　８０Ａ×３０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080014
保温工事 弁類 給水（屋外露出） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．ステンレス鋼板 １００Ａ×４
０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 屋外露出　１００Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080060
保温工事 弁類 給水（屋外露出） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．ステンレス鋼板 １２５Ａ×４
０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 屋外露出　１２５Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080016
保温工事 弁類 給水（屋外露出） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．ステンレス鋼板 １５０Ａ×４
０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 屋外露出　１５０Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080062
保温工事 弁類 給水（天井内・ＰＳ内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．アルミガラスクロス ６
５Ａ×３０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 天井・ＰＳ内　６５Ａ×３０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080064
保温工事 弁類 給水（天井内・ＰＳ内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．アルミガラスクロス ８
０Ａ×３０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 天井・ＰＳ内　８０Ａ×３０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080022
保温工事 弁類 給水（天井内・ＰＳ内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．アルミガラスクロス １
００Ａ×４０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 天井・ＰＳ内１００Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080068
保温工事 弁類 給水（天井内・ＰＳ内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．アルミガラスクロス １
２５Ａ×４０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 天井・ＰＳ内１２５Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080024
保温工事 弁類 給水（天井内・ＰＳ内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．アルミガラスクロス １
５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 天井・ＰＳ内１５０Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080072
保温工事 弁類 給水（床下・暗渠内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム
４．着色アルミガラスクロス ６５Ａ×３０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 床下・暗渠内　６５Ａ×３０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080074
保温工事 弁類 給水（床下・暗渠内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム
４．着色アルミガラスクロス ８０Ａ×３０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 床下・暗渠内　８０Ａ×３０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080076
保温工事 弁類 給水（床下・暗渠内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム
４．着色アルミガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 床下・暗渠内１００Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080078
保温工事 弁類 給水（床下・暗渠内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム
４．着色アルミガラスクロス １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 床下・暗渠内１２５Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503080080
保温工事 弁類 給水（床下・暗渠内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム
４．着色アルミガラスクロス １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

給水弁類（材工） 床下・暗渠内１５０Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100128
保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋内露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グ
ラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 屋内露出　６５Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100098
保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋内露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グ
ラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 屋内露出　８０Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100038
保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋内露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グ
ラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 屋内露出　１００Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100100
保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋内露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グ
ラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 屋内露出　１２５Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事
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保温工事 9503100040
保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋内露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グ
ラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 屋内露出　１５０Ａ　４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100106
保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋外露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グ
ラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 屋外露出　６５Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100108
保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋外露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グ
ラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 屋外露出　８０Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100046
保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋外露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グ
ラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 屋外露出　１００Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100110
保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋外露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グ
ラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 屋外露出　１２５Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100048
保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋外露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グ
ラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 屋外露出　１５０Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100112
保温工事 弁類 冷水・冷温水（天井内・ＰＳ内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温
板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 天井・ＰＳ内　６５Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100114
保温工事 弁類 冷水・冷温水（天井内・ＰＳ内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温
板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 天井・ＰＳ内　８０Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100054
保温工事 弁類 冷水・冷温水（天井内・ＰＳ内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温
板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 天井・ＰＳ内１００Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100116
保温工事 弁類 冷水・冷温水（天井内・ＰＳ内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温
板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 天井・ＰＳ内１２５Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100056
保温工事 弁類 冷水・冷温水（天井内・ＰＳ内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温
板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 天井・ＰＳ内１５０Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100118
保温工事 弁類 冷水・冷温水（床下・暗渠内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板
グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 床下・暗渠内　６５Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100120
保温工事 弁類 冷水・冷温水（床下・暗渠内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板
グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 床下・暗渠内　８０Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100122
保温工事 弁類 冷水・冷温水（床下・暗渠内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板
グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 床下・暗渠内１００Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100124
保温工事 弁類 冷水・冷温水（床下・暗渠内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板
グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 床下・暗渠内１２５Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9503100126
保温工事 弁類 冷水・冷温水（床下・暗渠内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板
グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

冷水・冷温水弁類（材工） 床下・暗渠内１５０Ａ×４０ｍｍ 個 547 9503 保温工事

保温工事 9501140002 保温工事 冷媒配管用化粧ケース（材工共） ステンレス製 幅１５０ｍｍ高１１０ｍｍ 材工共 冷媒配管用化粧ケース（材工） Ｗ１５０×Ｈ１１０　ステンレス ｍ 547 9501 配管（機械）工事

保温工事 9501140004 保温工事 冷媒配管用化粧ケース（材工共） ステンレス製 幅３００ｍｍ高１３０ｍｍ 材工共 冷媒配管用化粧ケース（材工） Ｗ３００×Ｈ１３０　ステンレス ｍ 547 9501 配管（機械）工事
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保温工事 9501140006 保温工事 冷媒配管用化粧ケース（材工共） ステンレス製 幅４５０ｍｍ高１３０ｍｍ 材工共 冷媒配管用化粧ケース（材工） Ｗ４５０×Ｈ１３０　ステンレス ｍ 547 9501 配管（機械）工事

保温工事 9501140008 保温工事 冷媒配管用化粧ケース（材工共） ステンレス製 幅６００ｍｍ高１３０ｍｍ 材工共 冷媒配管用化粧ケース（材工） Ｗ６００×Ｈ１３０　ステンレス ｍ 547 9501 配管（機械）工事

設備塗装工事 9505010002 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径１５Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　１５Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010004 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径２０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　２０Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010006 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径２５Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　２５Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010008 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径３２Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　３２Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010010 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径４０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　４０Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010012 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径５０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　５０Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010014 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径６５Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　６５Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010016 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径８０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　８０Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010018 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径１００Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　１００Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010020 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径１２５Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　１２５Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010022 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径１５０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　１５０Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010024 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径２００Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　２００Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010026 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径２０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　裸管隠ぺい　２０Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010027 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径２５Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　裸管隠ぺい　２５Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010028 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径５０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　裸管隠ぺい　５０Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010030 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径１００Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　裸管隠ぺい　１００Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事
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設備塗装工事 9505010032 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径１５０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　裸管隠ぺい　１５０Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010034 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径２００Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　裸管隠ぺい　２００Ａ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030002 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２０ｍｍ 管径１５Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　１５Ａ×２０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030004 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２０ｍｍ 管径２０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　２０Ａ×２０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030006 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２０ｍｍ 管径２５Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　２５Ａ×２０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030008 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２０ｍｍ 管径３２Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　３２Ａ×２０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030010 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２０ｍｍ 管径４０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　４０Ａ×２０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030012 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２０ｍｍ 管径５０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　５０Ａ×２０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030014 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２０ｍｍ 管径６５Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　６５Ａ×２０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030016 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２０ｍｍ 管径８０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　８０Ａ×２０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030018 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２０ｍｍ 管径１００Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　１００Ａ×２０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030020 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２０ｍｍ 管径１２５Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　１２５Ａ×２０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030022 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２０ｍｍ 管径１５０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　１５０Ａ×２０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030024 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２５ｍｍ 管径２０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　２０Ａ×２５ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030025 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２５ｍｍ 管径２５Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　２５Ａ×２５ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030026 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２５ｍｍ 管径３２Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　３２Ａ×２５ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030100 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２５ｍｍ 管径４０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　４０Ａ×２５ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030028 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２５ｍｍ 管径５０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　５０Ａ×２５ ｍ 549 9505 設備塗装工事

426/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

設備塗装工事 9505030102 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２５ｍｍ 管径６５Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　６５Ａ×２５ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030104 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２５ｍｍ 管径８０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　８０Ａ×２５ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030030 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２５ｍｍ 管径１００Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　１００Ａ×２５ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030106 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２５ｍｍ 管径１２５Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　１２５Ａ×２５ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030032 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚２５ｍｍ 管径１５０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　１５０Ａ×２５ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030034 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚３０ｍｍ 管径２０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　２０Ａ×３０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030108 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚３０ｍｍ 管径２５Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　２５Ａ×３０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030110 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚３０ｍｍ 管径３２Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　３２Ａ×３０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030112 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚３０ｍｍ 管径４０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　４０Ａ×３０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030036 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚３０ｍｍ 管径５０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　５０Ａ×３０ ｍ 549 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030114 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚３０ｍｍ 管径６５Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　６５Ａ×３０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030116 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚３０ｍｍ 管径８０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　８０Ａ×３０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030038 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚３０ｍｍ 管径１００Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　１００Ａ×３０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030118 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚３０ｍｍ 管径１２５Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　１２５Ａ×３０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030040 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚３０ｍｍ 管径１５０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　１５０Ａ×３０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030042 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚３０ｍｍ 管径２００Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　２００Ａ×３０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030120 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚４０ｍｍ 管径３２Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　３２Ａ×４０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030122 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚４０ｍｍ 管径４０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　４０Ａ×４０ ｍ 550 9505 設備塗装工事
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設備塗装工事 9505030044 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚４０ｍｍ 管径５０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　５０Ａ×４０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030124 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚４０ｍｍ 管径６５Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　６５Ａ×４０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030126 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚４０ｍｍ 管径８０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　８０Ａ×４０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030046 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚４０ｍｍ 管径１００Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　１００Ａ×４０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030128 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚４０ｍｍ 管径１２５Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　１２５Ａ×４０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030048 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚４０ｍｍ 管径１５０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　１５０Ａ×４０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030050 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚４０ｍｍ 管径２００Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　２００Ａ×４０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030052 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚５０ｍｍ 管径２００Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　２００Ａ×５０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030054 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚５０ｍｍ 管径２５０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　２５０Ａ×５０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030056 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚５０ｍｍ 管径３００Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　３００Ａ×５０ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010036
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２
回 管径１５Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　１５Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010038
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２
回 管径２０Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　２０Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010040
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２
回 管径２５Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　２５Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010042
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２
回 管径３２Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　３２Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010044
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２
回 管径４０Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　４０Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010046
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２
回 管径５０Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　５０Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010048
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２
回 管径６５Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　６５Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010050
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２
回 管径８０Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　８０Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事
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設備塗装工事 9505010052
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２
回 管径１００Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　１００Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010054
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２
回 管径１２５Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　１２５Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010056
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２
回 管径１５０Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　１５０Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010058
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２
回 管径２００Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　２００Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010070 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 地中埋設 エポタール２回 ２０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　地中　エポ　２０Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010072 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 地中埋設 エポタール２回 ５０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　地中　エポ　５０Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010074 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 地中埋設 エポタール２回 １００Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　地中　エポ　１００Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010076 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 地中埋設 エポタール２回 １５０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　地中　エポ　１５０Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010078 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 地中埋設 エポタール２回 ２００Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　地中　エポ　２００Ａ ｍ 550 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505060002 設備塗装工事 機器，その他 鋳鉄製放熱器 露出　さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 材工共 鋳鉄製放熱器（材工） 露出　アルミニウム２回 ｍ２ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505070002 設備塗装工事 機器，その他 支持金物及び架台類 露出　さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 材工共 支持金物・架台類（材工） 露出　アルミニウム２回 ｍ２ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505070004 設備塗装工事 機器，その他 支持金物及び架台類 露出　さび止めペイント２回・調合ペイント２回 材工共 支持金物・架台類（材工） 露出　調合２回 ｍ２ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505070006 設備塗装工事 機器，その他 支持金物及び架台類 隠ぺい　さび止めペイント２回 材工共 支持金物・架台類（材工） 隠ぺい　さび止め２回 ｍ２ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505080002 設備塗装工事 機器，その他 鋼板製煙道 耐熱さび止めペイント１回，耐熱塗料２回 材工共 鋼板製煙道（材工） 耐熱さび止め１回　耐熱塗料２回 ｍ２ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505090002
設備塗装工事 ダクト 亜鉛鉄板製ダクト 露出　エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２回 材
工共

ダクト（材工） 亜鉛鉄板製　露出 ｍ２ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505090006 設備塗装工事 ダクト 保温外装（綿布） 露出　目止め材１回・調合ペイント２回 材工共 ダクト（材工） 綿布　保温外装 ｍ２ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505090014 設備塗装工事 ダクト 亜鉛鉄板製ダクト 内部　調合ペイント（黒つや消し）２回 材工共 ダクト（材工） 亜鉛鉄板製　内部 ｍ２ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505100002 設備塗装工事 防錆工事 コンクリート内鉛管 プラスチックテープ（１／２重ね１回巻き） 幅２５ｍｍ 管径２０Ａ 材工共 鉛管防錆工事（材工） プラスチックテープ　２０Ａ ｍ 551 9505 設備塗装工事
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設備塗装工事 9505100004 設備塗装工事 防錆工事 コンクリート内鉛管 プラスチックテープ（１／２重ね１回巻き） 幅５０ｍｍ 管径５０Ａ 材工共 鉛管防錆工事（材工） プラスチックテープ　５０Ａ ｍ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505100006
設備塗装工事 防錆工事 コンクリート内鉛管 プラスチックテープ（１／２重ね１回巻き） 幅７５ｍｍ 管径１００Ａ 材工
共

鉛管防錆工事（材工） プラスチックテープ　１００Ａ ｍ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505100008
設備塗装工事 防錆工事 コンクリート内鉛管 プラスチックテープ（１／２重ね１回巻き） 幅７５ｍｍ 管径１５０Ａ 材工
共

鉛管防錆工事（材工） プラスチックテープ　１５０Ａ ｍ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505100018 設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 ペトロラタム系防食テープ・プラスチックテープ 幅５０ｍｍ 管径２０Ａ 材工共 地中埋設鋼管防錆工事（材工） ペトロラタム系テープ　２０Ａ ｍ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505100020 設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 ペトロラタム系防食テープ・プラスチックテープ 幅１００ｍｍ 管径５０Ａ 材工共 地中埋設鋼管防錆工事（材工） ペトロラタム系テープ　５０Ａ ｍ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505100022
設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 ペトロラタム系防食テープ・プラスチックテープ 幅１００ｍｍ 管径１００Ａ 材工
共

地中埋設鋼管防錆工事（材工） ペトロラタム系テープ　１００Ａ ｍ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505100024
設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 ペトロラタム系防食テープ・プラスチックテープ 幅１５０ｍｍ 管径１５０Ａ 材工
共

地中埋設鋼管防錆工事（材工） ペトロラタム系テープ　１５０Ａ ｍ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505100026 設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 ブチル系防食テープ 幅５０ｍｍ 管径２０Ａ 材工共 地中埋設鋼管防錆工事（材工） ブチル系防食テープ　２０Ａ ｍ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505100028 設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 ブチル系防食テープ 幅１００ｍｍ 管径５０Ａ 材工共 地中埋設鋼管防錆工事（材工） ブチル系防食テープ　５０Ａ ｍ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505100030 設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 ブチル系防食テープ 幅１００ｍｍ 管径１００Ａ 材工共 地中埋設鋼管防錆工事（材工） ブチル系防食テープ　１００Ａ ｍ 551 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505100032 設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 ブチル系防食テープ 幅１５０ｍｍ 管径１５０Ａ 材工共 地中埋設鋼管防錆工事（材工） ブチル系防食テープ　１５０Ａ ｍ 551 9505 設備塗装工事

空気調和設備工事 9517010004 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋳鉄製ボイラ 温水・蒸気用共 １０５ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋳鉄製　１０５ｋＷ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010006 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋳鉄製ボイラ 温水・蒸気用共 １５１ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋳鉄製　１５１ｋＷ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010008 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋳鉄製ボイラ 温水・蒸気用共 １９２ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋳鉄製　１９２ｋＷ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010010 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋳鉄製ボイラ 温水・蒸気用共 ２３３ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋳鉄製　２３３ｋＷ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010012 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋳鉄製ボイラ 温水・蒸気用共 ３１４ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋳鉄製　３１４ｋＷ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010014 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋳鉄製ボイラ 温水・蒸気用共 ３５５ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋳鉄製　３５５ｋＷ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010016 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製無圧ボイラ ４６．５ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋼板製無圧　４６．５ｋＷ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

430/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

空気調和設備工事 9517010018 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製無圧ボイラ ７３．３ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋼板製無圧　７３．３ｋＷ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010020 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製無圧ボイラ ９３ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋼板製無圧　９３ｋＷ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010022 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製無圧ボイラ １５１ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋼板製無圧　１５１ｋＷ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010024 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製無圧ボイラ １８６ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋼板製無圧　１８６ｋＷ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010032 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製温水ボイラ ８１．４ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋼板製　８１．４ｋＷ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010034 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製温水ボイラ １４０ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋼板製　１４０ｋＷ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010036 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製温水ボイラ １７４ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋼板製　１７４ｋＷ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010038 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製温水ボイラ ２７９ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋼板製　２７９ｋＷ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010040 空気調和機器設備工事 ボイラ 貫流ボイラ 蒸発量 ５００ｋｇ／ｈ以下 手間のみ ボイラ（工）　貫流 蒸発量５００ｋｇ／ｈ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010042 空気調和機器設備工事 ボイラ 貫流ボイラ 蒸発量 １０００ｋｇ／ｈ以下 手間のみ ボイラ（工）　貫流 蒸発量１０００ｋｇ／ｈ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010044 空気調和機器設備工事 ボイラ 貫流ボイラ 蒸発量 １５００ｋｇ／ｈ以下 手間のみ ボイラ（工）　貫流 蒸発量１５００ｋｇ／ｈ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010046 空気調和機器設備工事 ボイラ 炉筒煙管ボイラ 定格出力 ２４００ｋｇ／ｈ以下 手間のみ ボイラ（工）　炉筒煙管 ２４００ｋｇ／ｈ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010048 空気調和機器設備工事 ボイラ 炉筒煙管ボイラ 定格出力 ３０００ｋｇ／ｈ以下 手間のみ ボイラ（工）　炉筒煙管 ３０００ｋｇ／ｈ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010050 空気調和機器設備工事 ボイラ 炉筒煙管ボイラ 定格出力 ３６００ｋｇ／ｈ以下 手間のみ ボイラ（工）　炉筒煙管 ３６００ｋｇ／ｈ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517020002 空気調和機器設備工事 温風暖房機 温風暖房機 送風機内蔵立形 ５０，０００ｋｃａｌ／ｈ以下 手間のみ 温風暖房機（工）送風機内蔵 ５００００ｋｃａｌ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517020004 空気調和機器設備工事 温風暖房機 温風暖房機 送風機内蔵立形 １００，０００ｋｃａｌ／ｈ以下 手間のみ 温風暖房機（工）送風機内蔵 １０００００ｋｃａｌ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517020006 空気調和機器設備工事 温風暖房機 温風暖房機 送風機内蔵立形 １５０，０００ｋｃａｌ／ｈ以下 手間のみ 温風暖房機（工）送風機内蔵 １５００００ｋｃａｌ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517020008 空気調和機器設備工事 温風暖房機 温風暖房機 送風機内蔵立形 ２００，０００ｋｃａｌ／ｈ以下 手間のみ 温風暖房機（工）送風機内蔵 ２０００００ｋｃａｌ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517020010 空気調和機器設備工事 温風暖房機 温風暖房機 送風機内蔵立形 ３００，０００ｋｃａｌ／ｈ以下 手間のみ 温風暖房機（工）送風機内蔵 ３０００００ｋｃａｌ以下 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517030002 空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量１，０００ｌ 手間のみ 貯油槽（工） 丸形埋設槽　容量１０００Ｌ 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517030004 空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量２，０００ｌ 手間のみ 貯油槽（工） 丸形埋設槽　容量２０００Ｌ 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517030006 空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量３，０００ｌ 手間のみ 貯油槽（工） 丸形埋設槽　容量３０００Ｌ 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517030008 空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量５，０００ｌ 手間のみ 貯油槽（工） 丸形埋設槽　容量５０００Ｌ 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517030010 空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量７，０００ｌ 手間のみ 貯油槽（工） 丸形埋設槽　容量７０００Ｌ 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517030012 空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量１０，０００ｌ 手間のみ 貯油槽（工） 丸形埋設槽　容量１００００Ｌ 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517030014 空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量１５，０００ｌ 手間のみ 貯油槽（工） 丸形埋設槽　容量１５０００Ｌ 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517040002 空気調和機器設備工事 槽類 オイルサービスタンク 架台共 容量９０ｌ 手間のみ オイルサービスタンク（工） 容量９０Ｌ　架台共 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517040004 空気調和機器設備工事 槽類 オイルサービスタンク 架台共 容量１５０ｌ 手間のみ オイルサービスタンク（工） 容量１５０Ｌ　架台共 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517040006 空気調和機器設備工事 槽類 オイルサービスタンク 架台共 容量２００ｌ 手間のみ オイルサービスタンク（工） 容量２００Ｌ　架台共 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517040008 空気調和機器設備工事 槽類 オイルサービスタンク 架台共 容量３００ｌ 手間のみ オイルサービスタンク（工） 容量３００Ｌ　架台共 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517040010 空気調和機器設備工事 槽類 オイルサービスタンク 架台共 容量４５０ｌ 手間のみ オイルサービスタンク（工） 容量４５０Ｌ　架台共 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517040012 空気調和機器設備工事 槽類 オイルサービスタンク 架台共 容量９５０ｌ 手間のみ オイルサービスタンク（工） 容量９５０Ｌ　架台共 基 553 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517050002 空気調和機器設備工事 槽類 管寄せ（ヘッダ） ２００φ×１，２００ｍｍ 手間のみ 管寄せ（ヘッダ）（工） 径２００×１２００ｍｍ 基 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517050004 空気調和機器設備工事 槽類 管寄せ（ヘッダ） ２５０φ×２，５００ｍｍ 手間のみ 管寄せ（ヘッダ）（工） 径２５０×２５００ｍｍ 基 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517050006 空気調和機器設備工事 槽類 管寄せ（ヘッダ） ３００φ×３，０００ｍｍ 手間のみ 管寄せ（ヘッダ）（工） 径３００×３０００ｍｍ 基 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517050008 空気調和機器設備工事 槽類 管寄せ（ヘッダ） ３５０φ×４，０００ｍｍ 手間のみ 管寄せ（ヘッダ）（工） 径３５０×４０００ｍｍ 基 554 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517060002 空気調和機器設備工事 槽類 開放形膨張タンク 容量１００ｌ 手間のみ 膨張タンク（工） 開放形　容量１００Ｌ 基 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517060004 空気調和機器設備工事 槽類 開放形膨張タンク 容量２００ｌ 手間のみ 膨張タンク（工） 開放形　容量２００Ｌ 基 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517060006 空気調和機器設備工事 槽類 開放形膨張タンク 容量３００ｌ 手間のみ 膨張タンク（工） 開放形　容量３００Ｌ 基 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517060008 空気調和機器設備工事 槽類 開放形膨張タンク 容量５００ｌ 手間のみ 膨張タンク（工） 開放形　容量５００Ｌ 基 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517060010 空気調和機器設備工事 槽類 開放形膨張タンク 容量７５０ｌ 手間のみ 膨張タンク（工） 開放形　容量７５０Ｌ 基 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517060012 空気調和機器設備工事 槽類 開放形膨張タンク 容量１，０００ｌ 手間のみ 膨張タンク（工） 開放形　容量１０００Ｌ 基 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517200002 空気調和機器設備工事 槽類 貯湯タンク（ＴＨＷ　ＴＶＷ） 容量５００ｌ 手間のみ 貯湯タンク（工） 容量５００Ｌ　ＴＨＷ　ＴＶＷ 基 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517200004 空気調和機器設備工事 槽類 貯湯タンク（ＴＨＷ　ＴＶＷ） 容量８００ｌ 手間のみ 貯湯タンク（工） 容量８００Ｌ　ＴＨＷ　ＴＶＷ 基 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517200006 空気調和機器設備工事 槽類 貯湯タンク（ＴＨＷ　ＴＶＷ） 容量１，０００ｌ 手間のみ 貯湯タンク（工） 容量１０００Ｌ　ＴＨＷ　ＴＶＷ 基 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517200008 空気調和機器設備工事 槽類 貯湯タンク（ＴＨＷ　ＴＶＷ） 容量２，０００ｌ 手間のみ 貯湯タンク（工） 容量２０００Ｌ　ＴＨＷ　ＴＶＷ 基 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517200010 空気調和機器設備工事 槽類 貯湯タンク（ＴＨＷ　ＴＶＷ） 容量３，０００ｌ 手間のみ 貯湯タンク（工） 容量３０００Ｌ　ＴＨＷ　ＴＶＷ 基 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070002 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油槽ふた ４５０φ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 油槽ふた　径４５０ 組 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070004 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油槽ふた ５００φ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 油槽ふた　径５００ 組 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070006 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油槽ふた ６００φ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 油槽ふた　径６００ 組 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070008 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油槽ふた ７００φ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 油槽ふた　径７００ 組 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070010 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 漏えい検査管ボックス（除水口ボックス） 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 漏えい検査管ボックス　除水口 個 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070012 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 給油口壁埋込ボックス 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 給油口壁埋込ボックス 個 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070014 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 漏えい検査管口（除水口） ３２Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 漏えい検査管口　除水口　３２Ａ 個 554 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517070024 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 鋳鋼製仕切弁 油用　２５Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 鋳鋼製仕切弁　油用　２５Ａ 個 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070026 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 鋳鋼製仕切弁 油用　３２Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 鋳鋼製仕切弁　油用　３２Ａ 個 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070028 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 鋳鋼製仕切弁 油用　４０Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 鋳鋼製仕切弁　油用　４０Ａ 個 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070030 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 鋳鋼製仕切弁 油用　５０Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 鋳鋼製仕切弁　油用　５０Ａ 個 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070032 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油流量計 ２０Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 油流量計　２０Ａ 組 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070034 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油流量計 ２５Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 油流量計　２５Ａ 組 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070036 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油流量計 ３２Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 油流量計　３２Ａ 組 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070038 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油流量計 ４０Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 油流量計　４０Ａ 組 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070042 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 乾燥砂 （充填手間のみ） 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 乾燥砂　充填手間のみ ｍ３ 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070044 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 注油口 ストレーナ付き　５０Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 注油口　ストレーナ付　５０Ａ 個 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070046 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 注油口 ストレーナ付き　６５Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 注油口　ストレーナ付　６５Ａ 個 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070048 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 計量口 ３２Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 計量口　３２Ａ 個 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070050 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 吸油逆止弁 ２５Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 吸油逆止弁　２５Ａ 個 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070052 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 吸油逆止弁 ３２Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 吸油逆止弁　３２Ａ 個 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070054 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 吸油逆止弁 ４０Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 吸油逆止弁　４０Ａ 個 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070056 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 吸油逆止弁 ５０Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 吸油逆止弁　５０Ａ 個 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070058 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油用通気金物 ３２Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 油用通気金物　３２Ａ 個 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517070060 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油用通気金物 ４０Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 油用通気金物　４０Ａ 個 554 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517070062 空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油用通気金物 ５０Ａ 手間のみ 地下貯油槽用附属品（工） 油用通気金物　５０Ａ 個 554 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080002 空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力３．７５ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力１３．２ｋＷ 手間のみ 冷凍機（工）チリングユニット 冷却能力１３．２ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080004 空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力５．５ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力２０ｋＷ 手間のみ 冷凍機（工）チリングユニット 冷却能力２０ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080006 空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力１１．０ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力４０ｋＷ 手間のみ 冷凍機（工）チリングユニット 冷却能力４０ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080008 空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力２２．０ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力８０ｋＷ 手間のみ 冷凍機（工）チリングユニット 冷却能力８０ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080010 空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力３７．０ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力１５０ｋＷ 手間のみ 冷凍機（工）チリングユニット 冷却能力１５０ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080012 空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力６０．０ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力２３６ｋＷ 手間のみ 冷凍機（工）チリングユニット 冷却能力２３６ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080014 空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力７５．０ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力３００ｋＷ 手間のみ 冷凍機（工）チリングユニット 冷却能力３００ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080016 空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力９０．０ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力３５５ｋＷ 手間のみ 冷凍機（工）チリングユニット 冷却能力３５５ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080018
空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力２．２ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力６．７ｋＷ 手
間のみ

冷凍機（工）ヒートポンプ 冷却能力６．７ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080020
空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力３．７５ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力１１．２ｋＷ
手間のみ

冷凍機（工）ヒートポンプ 冷却能力１１．２ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080022
空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力５．５ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力１７ｋＷ 手間
のみ

冷凍機（工）ヒートポンプ 冷却能力１７ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080024
空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力７．５ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力２２．４ｋＷ
手間のみ

冷凍機（工）ヒートポンプ 冷却能力２２．４ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080026
空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力１１．０ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力３３．５ｋＷ
手間のみ

冷凍機（工）ヒートポンプ 冷却能力３３．５ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080028
空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力１５．０ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力４５ｋＷ 手
間のみ

冷凍機（工）ヒートポンプ 冷却能力４５ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080032
空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力２２．０ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力６７ｋＷ 手
間のみ

冷凍機（工）ヒートポンプ 冷却能力６７ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080035
空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力３７．０ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力１３２ｋＷ
手間のみ

冷凍機（工）ヒートポンプ 冷却能力１３２ｋＷ 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080036 空気調和機器設備工事 冷凍機 小型二重効用直だき吸収冷温水機 冷凍能力７０ｋＷ以下 ２０ＵＳＲＴ 手間のみ 冷凍機（工）直だき吸収冷温水機 冷凍能力７０ｋＷ以下 基 555 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517080038 空気調和機器設備工事 冷凍機 小型二重効用直だき吸収冷温水機 冷凍能力１０５ｋＷ以下 ３０ＵＳＲＴ 手間のみ 冷凍機（工）直だき吸収冷温水機 冷凍能力１０５ｋＷ以下 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080040 空気調和機器設備工事 冷凍機 小型二重効用直だき吸収冷温水機 冷凍能力１４０ｋＷ以下 ４０ＵＳＲＴ 手間のみ 冷凍機（工）直だき吸収冷温水機 冷凍能力１４０ｋＷ以下 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080042 空気調和機器設備工事 冷凍機 小型二重効用直だき吸収冷温水機 冷凍能力１７６ｋＷ以下 ５０ＵＳＲＴ 手間のみ 冷凍機（工）直だき吸収冷温水機 冷凍能力１７６ｋＷ以下 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080044 空気調和機器設備工事 冷凍機 直だき吸収冷温水機 冷凍能力２６４ｋＷ以下 ７５ＵＳＲＴ 手間のみ 冷凍機（工）直だき吸収冷温水機 冷凍能力２６４ｋＷ以下 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080046 空気調和機器設備工事 冷凍機 直だき吸収冷温水機 冷凍能力３５２ｋＷ以下 １００ＵＳＲＴ 手間のみ 冷凍機（工）直だき吸収冷温水機 冷凍能力３５２ｋＷ以下 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080048 空気調和機器設備工事 冷凍機 直だき吸収冷温水機 冷凍能力５２８ｋＷ以下 １５０ＵＳＲＴ 手間のみ 冷凍機（工）直だき吸収冷温水機 冷凍能力５２８ｋＷ以下 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080050 空気調和機器設備工事 冷凍機 直だき吸収冷温水機 冷凍能力７２１ｋＷ以下 ２０５ＵＳＲＴ 手間のみ 冷凍機（工）直だき吸収冷温水機 冷凍能力７２１ｋＷ以下 基 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090008
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接続形
室内外機 ＪＩＳ冷房能力１２．５ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工室内外 空気熱源直吹　１２．５ｋＷ以下 台 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090164
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接続形
室内外機 ＪＩＳ冷房能力１８ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工室内外 空気熱源　直吹　１８ｋＷ以下 台 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090012
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接続形
室内外機 ＪＩＳ冷房能力２５ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工室内外 空気熱源　直吹　２５ｋＷ以下 台 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090166
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接続形
室内外機 ＪＩＳ冷房能力３５．５ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工室内外 空気熱源直吹　３５．５ｋＷ以下 台 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090016
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接続形
室内外機 ＪＩＳ冷房能力５０ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工室内外 空気熱源　直吹　５０ｋＷ以下 台 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090168
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接続形
室内外機 ＪＩＳ冷房能力５６ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工室内外 空気熱源　直吹　５６ｋＷ以下 台 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090020
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接続形
室内外機 ＪＩＳ冷房能力７１ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工室内外 空気熱源　直吹　７１ｋＷ以下 台 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090170
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋外形）ビルマルチタイプ　屋
外機 ２．８ＨＰ ＪＩＳ冷房能力７．１ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工　屋外 空気熱源　ビル用７．１ｋＷ以下 台 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090172
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋外形）ビルマルチタイプ　屋
外機 ３．７ＨＰ ＪＩＳ冷房能力１０ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工　屋外 空気熱源　ビル用１０ｋＷ以下 台 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090174
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋外形）ビルマルチタイプ　屋
外機 ５ＨＰ ＪＩＳ冷房能力１４ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工　屋外 空気熱源　ビル用　１４ｋＷ以下 台 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090176
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋外形）ビルマルチタイプ　屋
外機 ７．５ＨＰ ＪＩＳ冷房能力２０ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工　屋外 空気熱源　ビル用２０ｋＷ以下 台 555 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517090104
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋外形）ビルマルチタイプ　屋
外機 １０ＨＰ ＪＩＳ冷房能力２８ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工　屋外 空気熱源　ビル用　２８ｋＷ以下 台 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090106
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋外形）ビルマルチタイプ　屋
外機 ２０ＨＰ ＪＩＳ冷房能力５６ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工　屋外 空気熱源　ビル用　５６ｋＷ以下 台 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090108
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋外形）ビルマルチタイプ　屋
外機 ３０ＨＰ ＪＩＳ冷房能力８０ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工　屋外 空気熱源　ビル用　８０ｋＷ以下 台 555 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090110
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 ビルトイン ＪＩＳ冷房能力４．０ｋＷ以下
手間のみ

パッケージ形空気調和機工　室内 ビル用ビルトイン　４ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090112
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 ビルトイン ＪＩＳ冷房能力５．６ｋＷ以下
手間のみ

パッケージ形空気調和機工　室内 ビル用ビルトイン５．６ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090114
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 ビルトイン ＪＩＳ冷房能力８．０ｋＷ以下
手間のみ

パッケージ形空気調和機工　室内 ビル用ビルトイン　８ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090116
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井カセット形 ＪＩＳ冷房能力４．５ｋＷ以
下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工　室内 ビル用カセット　４．５ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090118
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井カセット形 ＪＩＳ冷房能力７．１ｋＷ以
下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工　室内 ビル用カセット　７．１ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090120
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井カセット形 ＪＩＳ冷房能力１０．０ｋＷ
以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工　室内 ビル用カセット　１０ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090122
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井埋込形 ＪＩＳ冷房能力５．６ｋＷ以下
手間のみ

パッケージ形空気調和機工　室内 ビル用天井埋込形５．６ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090124
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井埋込形 ＪＩＳ冷房能力８．０ｋＷ以下
手間のみ

パッケージ形空気調和機工　室内 ビル用天井埋込形　８ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090126
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井埋込形 ＪＩＳ冷房能力１４．０ｋＷ以下
手間のみ

パッケージ形空気調和機工　室内 ビル用天井埋込形　１４ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090155
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井吊形 ＪＩＳ冷房能力５．６ｋＷ以下 手
間のみ

パッケージ形空気調和機工　室内 ビル用天井吊　５．６ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090157
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井吊形 ＪＩＳ冷房能力８．０ｋＷ以下 手
間のみ

パッケージ形空気調和機工　室内 ビル用天井吊　８ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090159
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井吊形 ＪＩＳ冷房能力１４．０ｋＷ以下
手間のみ

パッケージ形空気調和機工　室内 ビル用天井吊　１４ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090024
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式） 天井吊形 ＪＩＳ冷房能力２．５ｋＷ
以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機（工） 水冷式　天井吊形２．５ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090026
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式） 天井吊形 ＪＩＳ冷房能力５ｋＷ以下
手間のみ

パッケージ形空気調和機（工） 水冷式　天井吊形　５ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090028
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式） 天井吊形 ＪＩＳ冷房能力９ｋＷ以下
手間のみ

パッケージ形空気調和機（工） 水冷式　天井吊形　９ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517090030
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式） 天井吊形 ＪＩＳ冷房能力１４ｋＷ以
下 手間のみ

パッケージ形空気調和機（工） 水冷式　天井吊形　１４ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090032
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式） 床置形 ＪＩＳ冷房能力１４ｋＷ以下
手間のみ

パッケージ形空気調和機（工） 水冷式　床置形　１４ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090034
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式） 床置形 ＪＩＳ冷房能力２２．４ｋＷ
以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機（工） 水冷式　床置形２２．４ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090036
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式） 床置形 ＪＩＳ冷房能力２８ｋＷ以下
手間のみ

パッケージ形空気調和機（工） 水冷式　床置形　２８ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090038
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式） 床置形 ＪＩＳ冷房能力４５ｋＷ以下
手間のみ

パッケージ形空気調和機（工） 水冷式　床置形　４５ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090040
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式） 床置形 ＪＩＳ冷房能力５６ｋＷ以下
手間のみ

パッケージ形空気調和機（工） 水冷式　床置形　５６ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090042
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式） 床置形 ＪＩＳ冷房能力７１ｋＷ以下
手間のみ

パッケージ形空気調和機（工） 水冷式　床置形　７１ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090044
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式） 床置形 ＪＩＳ冷房能力９０ｋＷ以下
手間のみ

パッケージ形空気調和機（工） 水冷式　床置形　９０ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517190014
空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート　室内外機 室内機床置形 ＪＩＳ冷房能力２．５ｋＷ以下
手間のみ

ルームエアコン（工）床置 セパレート　冷房２．５ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517190016
空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート　室内外機 室内機床置形 ＪＩＳ冷房能力３．６ｋＷ以下
手間のみ

ルームエアコン（工）床置 セパレート　冷房３．６ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517190018
空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート　室内外機 室内機床置形 ＪＩＳ冷房能力４．５ｋＷ以下
手間のみ

ルームエアコン（工）床置 セパレート　冷房４．５ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517190020
空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート　室内外機 室内機床置形 ＪＩＳ冷房能力５．６ｋＷ以下
手間のみ

ルームエアコン（工）床置 セパレート　冷房５．６ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517190030
空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート　室内外機 室内機壁掛形 ＪＩＳ冷房能力１．８ｋＷ以下
手間のみ

ルームエアコン（工）壁掛 セパレート　冷房１．８ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517190022
空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート　室内外機 室内機壁掛形 ＪＩＳ冷房能力２．５ｋＷ以下
手間のみ

ルームエアコン（工）壁掛 セパレート　冷房２．５ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517190024
空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート　室内外機 室内機壁掛形 ＪＩＳ冷房能力３．６ｋＷ以下
手間のみ

ルームエアコン（工）壁掛 セパレート　冷房３．６ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517190026
空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート　室内外機 室内機壁掛形 ＪＩＳ冷房能力４．５ｋＷ以下
手間のみ

ルームエアコン（工）壁掛 セパレート　冷房４．５ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517190032
空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート　室内外機 室内機壁掛形 ＪＩＳ冷房能力６．３ｋＷ以下
手間のみ

ルームエアコン（工）壁掛 セパレート　冷房６．３ｋＷ以下 台 556 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517100002 空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　５ＲＴ以下 冷却能力２０．９ｋＷ以下 手間のみ 冷却塔（工）ＦＲＰ製 冷却能力２０．９ｋＷ以下 基 557 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517100004 空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　７．５ＲＴ以下 冷却能力３１．４ｋＷ以下 手間のみ 冷却塔（工）ＦＲＰ製 冷却能力３１．４ｋＷ以下 基 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517100006 空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　１０ＲＴ以下 冷却能力４１．８ｋＷ以下 手間のみ 冷却塔（工）ＦＲＰ製 冷却能力４１．８ｋＷ以下 基 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517100008 空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　１５ＲＴ以下 冷却能力６２．７ｋＷ以下 手間のみ 冷却塔（工）ＦＲＰ製 冷却能力６２．７ｋＷ以下 基 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517100010 空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　２０ＲＴ以下 冷却能力８３．７ｋＷ以下 手間のみ 冷却塔（工）ＦＲＰ製 冷却能力８３．７ｋＷ以下 基 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517100012 空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　２５ＲＴ以下 冷却能力１０４ｋＷ以下 手間のみ 冷却塔（工）ＦＲＰ製 冷却能力１０４ｋＷ以下 基 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517100014 空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　３０ＲＴ以下 冷却能力１２５ｋＷ以下 手間のみ 冷却塔（工）ＦＲＰ製 冷却能力１２５ｋＷ以下 基 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517100016 空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　４０ＲＴ以下 冷却能力１６７ｋＷ以下 手間のみ 冷却塔（工）ＦＲＰ製 冷却能力１６７ｋＷ以下 基 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517100018 空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　５０ＲＴ以下 冷却能力２０９ｋＷ以下 手間のみ 冷却塔（工）ＦＲＰ製 冷却能力２０９ｋＷ以下 基 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517100020 空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　６０ＲＴ以下 冷却能力２５１ｋＷ以下 手間のみ 冷却塔（工）ＦＲＰ製 冷却能力２５１ｋＷ以下 基 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517100022 空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　８０ＲＴ以下 冷却能力３３４ｋＷ以下 手間のみ 冷却塔（工）ＦＲＰ製 冷却能力３３４ｋＷ以下 基 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517100024 空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　２００ＲＴ以下　角形 冷却能力８３７ｋＷ以下 手間のみ 冷却塔（工）ＦＲＰ製 角形　冷却能力８３７ｋＷ以下 基 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517110002 空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット ９，７８０ｍ３／ｈ以下 手間のみ ユニット形空気調和機（工） ９７８０ｍ３／ｈ以下 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517110004 空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット １１，３００ｍ３／ｈ以下 手間のみ ユニット形空気調和機（工） １１３００ｍ３／ｈ以下 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517110006 空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット １７，１００ｍ３／ｈ以下 手間のみ ユニット形空気調和機（工） １７１００ｍ３／ｈ以下 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517110008 空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット ２５，９００ｍ３／ｈ以下 手間のみ ユニット形空気調和機（工） ２５９００ｍ３／ｈ以下 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517110010 空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット ３０，７００ｍ３／ｈ以下 手間のみ ユニット形空気調和機（工） ３０７００ｍ３／ｈ以下 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517110012 空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット ３５，７００ｍ３／ｈ以下 手間のみ ユニット形空気調和機（工） ３５７００ｍ３／ｈ以下 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517110014 空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット ３９，４００ｍ３／ｈ以下 手間のみ ユニット形空気調和機（工） ３９４００ｍ３／ｈ以下 台 557 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517110016 空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット ４３，８００ｍ３／ｈ以下 手間のみ ユニット形空気調和機（工） ４３８００ｍ３／ｈ以下 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517120002 空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 床置形 ＃２００ 手間のみ ファンコイルユニット（工） 床置形　＃２００ 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517120004 空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 床置形 ＃４００ 手間のみ ファンコイルユニット（工） 床置形　＃４００ 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517120006 空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 床置形 ＃８００ 手間のみ ファンコイルユニット（工） 床置形　＃８００ 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517120008 空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 床置形 ＃１，２００ 手間のみ ファンコイルユニット（工） 床置形　＃１２００ 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517120010 空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 天井吊形 ＃２００ 手間のみ ファンコイルユニット（工） 天井吊形　＃２００ 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517120012 空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 天井吊形 ＃４００ 手間のみ ファンコイルユニット（工） 天井吊形　＃４００ 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517120014 空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 天井吊形 ＃８００ 手間のみ ファンコイルユニット（工） 天井吊形　＃８００ 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517120016 空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 天井吊形 ＃１，２００ 手間のみ ファンコイルユニット（工） 天井吊形　＃１２００ 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517120018 空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット カセット形 ＃２００ 手間のみ ファンコイルユニット（工） カセット形　＃２００ 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517120020 空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット カセット形 ＃４００ 手間のみ ファンコイルユニット（工） カセット形　＃４００ 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517120022 空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット カセット形 ＃８００ 手間のみ ファンコイルユニット（工） カセット形　＃８００ 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517120024 空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット カセット形 ＃１，２００ 手間のみ ファンコイルユニット（工） カセット形　＃１２００ 台 557 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130001 空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 ６００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）　回転形 床置形　６００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130002 空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 １，５００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）　回転形 床置形　１５００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130004 空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 ２，４００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）　回転形 床置形　２４００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130006 空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 ３，９００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）　回転形 床置形　３９００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130008 空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 ５，４００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）　回転形 床置形　５４００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517130010 空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 ７，５００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）　回転形 床置形　７５００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130012 空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 １１，４００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）　回転形 床置形　１１４００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130014 空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 １６，２００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）　回転形 床置形　１６２００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130016 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 １，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）静止形　単体 床置形　１０００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130018 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 ２，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）静止形　単体 床置形　２０００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130056 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 ３，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）静止形　単体 床置形　３０００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130020 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 ４，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）静止形　単体 床置形　４０００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130058 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 ５，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）静止形　単体 床置形　５０００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130060 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 ７，５００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）静止形　単体 床置形　７５００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130062 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 １０，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）静止形　単体 床置形　１００００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130024 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 １５，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）静止形　単体 床置形　１５０００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130064 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 ２０，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）静止形　単体 床置形　２００００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130026 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 ２５，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）静止形　単体 床置形　２５０００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130040 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 １００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器　静止形　ユニット形 床置形　１００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130042 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 ３００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器　静止形　ユニット形 床置形　３００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130044 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 ５００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器　静止形　ユニット形 床置形　５００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130046 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 １，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器　静止形　ユニット形 床置形　１０００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130048 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 ２，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器　静止形　ユニット形 床置形　２０００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517130050 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 ４，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器　静止形　ユニット形 床置形　４０００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130052 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 ６，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器　静止形　ユニット形 床置形　６０００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130066 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 １０，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器　静止形　ユニット形 床置形　１００００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130054 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 １５，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器　静止形　ユニット形 床置形　１５０００ｍ３／ｈ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140002 空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） １６７ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ 空気清浄装置（工）電気集じん器 １６７ｍ３／ｍｉｎ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140004 空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） ２５０ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ 空気清浄装置（工）電気集じん器 ２５０ｍ３／ｍｉｎ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140006 空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） ３３３ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ 空気清浄装置（工）電気集じん器 ３３３ｍ３／ｍｉｎ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140008 空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） ５００ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ 空気清浄装置（工）電気集じん器 ５００ｍ３／ｍｉｎ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140010 空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） ６６７ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ 空気清浄装置（工）電気集じん器 ６６７ｍ３／ｍｉｎ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140012 空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） １，０００ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ 空気清浄装置（工）電気集じん器 １０００ｍ３／ｍｉｎ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140014 空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） １，６６７ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ 空気清浄装置（工）電気集じん器 １６６７ｍ３／ｍｉｎ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140015 空気調和機器設備工事 空気清浄装置 パネル形エアフィルタ ５００×５００×２５ 枠取付け共 手間のみ 空気清浄装置（工） パネル形エアフィルタ　２５ｍｍ 枚 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140016 空気調和機器設備工事 空気清浄装置 パネル形エアフィルタ ５００×５００×５０ 枠取付け共 手間のみ 空気清浄装置（工） パネル形エアフィルタ　５０ｍｍ 枚 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140020 空気調和機器設備工事 空気清浄装置 折込形エアフィルタ ６１０×６１０ 枠取付け共 手間のみ 空気清浄装置（工） 折込形エアフィルタ 枚 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140022
空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） １５０ｍ３／ｍｉｎ以下 手
間のみ

空気清浄装置（工）自動巻取り １５０ｍ３／ｍｉｎ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140024
空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） ２００ｍ３／ｍｉｎ以下 手
間のみ

空気清浄装置（工）自動巻取り ２００ｍ３／ｍｉｎ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140026
空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） ３００ｍ３／ｍｉｎ以下 手
間のみ

空気清浄装置（工）自動巻取り ３００ｍ３／ｍｉｎ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140028
空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） ４００ｍ３／ｍｉｎ以下 手
間のみ

空気清浄装置（工）自動巻取り ４００ｍ３／ｍｉｎ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517140030
空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） ５００ｍ３／ｍｉｎ以下 手
間のみ

空気清浄装置（工）自動巻取り ５００ｍ３／ｍｉｎ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140032
空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） ６００ｍ３／ｍｉｎ以下 手
間のみ

空気清浄装置（工）自動巻取り ６００ｍ３／ｍｉｎ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140034
空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） ７００ｍ３／ｍｉｎ以下 手
間のみ

空気清浄装置（工）自動巻取り ７００ｍ３／ｍｉｎ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140036
空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） ８００ｍ３／ｍｉｎ以下 手
間のみ

空気清浄装置（工）自動巻取り ８００ｍ３／ｍｉｎ以下 台 558 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517150002 空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 鋳鉄製柱状放熱器 床置形 ２０節以下 手間のみ 放熱器（工） 鋳鉄製柱状　床置形　２０節以下 組 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517150004 空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 鋳鉄製柱状放熱器 床置形 ２１節以上 手間のみ 放熱器（工） 鋳鉄製柱状　床置形　２１節以上 組 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517160002 空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 コンベクタ エレメント １．５ｍ未満 手間のみ 放熱器附属品（工） コンベクタ　１．５ｍ未満 組 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517160004 空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 コンベクタ エレメント １．５ｍ以上 手間のみ 放熱器附属品（工） コンベクタ　１．５ｍ以上 組 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517160006 空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 ベースボードヒータ エレメント １段２ｍ未満 手間のみ 放熱器附属品（工） ベースボードヒータ１段２ｍ未満 組 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517160008 空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 ベースボードヒータ エレメント １段２ｍ～３ｍ未満 手間のみ 放熱器附属品（工） ベースボードヒータ１段２～３ｍ 組 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517160010 空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 ベースボードヒータ エレメント １段３ｍ～４ｍ未満 手間のみ 放熱器附属品（工） ベースボードヒータ１段３～４ｍ 組 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517160012 空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 ベースボードヒータ エレメント １段４ｍ～５ｍ未満 手間のみ 放熱器附属品（工） ベースボードヒータ１段４～５ｍ 組 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170002 空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．１・１／４以下 手間のみ 送風機（工）片吸込多翼形 床置形　１・１／４以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170004 空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．１・１／２以下 手間のみ 送風機（工）片吸込多翼形 床置形　１・１／２以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170006 空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．２以下 手間のみ 送風機（工）片吸込多翼形 床置形　ＮＯ．２以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170005 空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．３以下 手間のみ 送風機（工）片吸込多翼形 床置形　ＮＯ．３以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170008 空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．４以下 手間のみ 送風機（工）片吸込多翼形 床置形　ＮＯ．４以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170010 空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．５以下 手間のみ 送風機（工）片吸込多翼形 床置形　ＮＯ．５以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517170012 空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．６以下 手間のみ 送風機（工）片吸込多翼形 床置形　ＮＯ．６以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170013 空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．７以下 手間のみ 送風機（工）片吸込多翼形 床置形　ＮＯ．７以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170014 空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．８以下 手間のみ 送風機（工）片吸込多翼形 床置形　ＮＯ．８以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170044 空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．９以下 手間のみ 送風機（工）片吸込多翼形 床置形　ＮＯ．９以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170046 空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．１０以下 手間のみ 送風機（工）片吸込多翼形 床置形　ＮＯ．１０以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170018 空気調和機器設備工事 送風機 両吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．２以下 手間のみ 送風機（工）両吸込多翼形 床置形　ＮＯ．２以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170020 空気調和機器設備工事 送風機 両吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．４以下 手間のみ 送風機（工）両吸込多翼形 床置形　ＮＯ．４以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170022 空気調和機器設備工事 送風機 両吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．６以下 手間のみ 送風機（工）両吸込多翼形 床置形　ＮＯ．６以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170024 空気調和機器設備工事 送風機 両吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．８以下 手間のみ 送風機（工）両吸込多翼形 床置形　ＮＯ．８以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170025 空気調和機器設備工事 送風機 両吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．１０以下 手間のみ 送風機（工）両吸込多翼形 床置形　ＮＯ．１０以下 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170026 空気調和機器設備工事 送風機 小型送風機 ミニシロッコファン 手間のみ 送風機（工） ミニシロッコファン　小型 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170028 空気調和機器設備工事 送風機 小型送風機 ファンユニット 手間のみ 送風機（工） ファンユニット　小型 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170030 空気調和機器設備工事 送風機 小型送風機 天井埋込形換気扇 手間のみ 送風機（工） 天井埋込形換気扇　小型 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170032 空気調和機器設備工事 送風機 小型送風機 パイプ用ファン 手間のみ 送風機（工） パイプ用ファン　小型 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170034 空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇） ２００φ 手間のみ 送風機（工） 換気扇　圧力扇　径２００ｍｍ 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170036 空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇） ２５０φ 手間のみ 送風機（工） 換気扇　圧力扇　径２５０ｍｍ 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170038 空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇） ３００φ 手間のみ 送風機（工） 換気扇　圧力扇　径３００ｍｍ 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170040 空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇） ４００φ 手間のみ 送風機（工） 換気扇　圧力扇　径４００ｍｍ 台 559 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517170042 空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇） ５００φ 手間のみ 送風機（工） 換気扇　圧力扇　径５００ｍｍ 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170054 空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇） ６００φ 手間のみ 送風機（工） 換気扇　圧力扇　径６００ｍｍ 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170056 空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇） ７００φ 手間のみ 送風機（工） 換気扇　圧力扇　径７００ｍｍ 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170058 空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇） ８００φ 手間のみ 送風機（工） 換気扇　圧力扇　径８００ｍｍ 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170060 空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ２００φ 手間のみ 送風機（工） ウェザーカバー　径２００ｍｍ 個 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170062 空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ２５０φ 手間のみ 送風機（工） ウェザーカバー　径２５０ｍｍ 個 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170064 空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ３００φ 手間のみ 送風機（工） ウェザーカバー　径３００ｍｍ 個 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170066 空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ４００φ 手間のみ 送風機（工） ウェザーカバー　径４００ｍｍ 個 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170068 空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ５００φ 手間のみ 送風機（工） ウェザーカバー　径５００ｍｍ 個 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170070 空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ６００φ 手間のみ 送風機（工） ウェザーカバー　径６００ｍｍ 個 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170072 空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ７００φ 手間のみ 送風機（工） ウェザーカバー　径７００ｍｍ 個 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170074 空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ８００φ 手間のみ 送風機（工） ウェザーカバー　径８００ｍｍ 個 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170048 空気調和機器設備工事 送風機 定（変）風量ユニット（電子式絞り型） ４型 ０～３７８０ＣＭＨ 手間のみ 送風機　定（変）風量ユニット 電子式絞り型　４型 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170050 空気調和機器設備工事 送風機 定（変）風量ユニット（電子式絞り型） ５型 ３７８１～７３００ＣＭＨ 手間のみ 送風機　定（変）風量ユニット 電子式絞り型　５型 台 559 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170052 空気調和機器設備工事 送風機 定（変）風量ユニット（電子式絞り型） ５０２型 ７３０１～１４６００ＣＭＨ 手間のみ 送風機　定（変）風量ユニット 電子式絞り型　５０２型 台 559 9517 空気調和機器設備工事

ダクト設備工事 9519010086 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スライド工法 亜鉛鉄板 厚０．５ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）スライド工法 亜鉛鉄板　Ｔ０．５ ｍ２ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010088 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スライド工法 亜鉛鉄板 厚０．６ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）スライド工法 亜鉛鉄板　Ｔ０．６ ｍ２ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010090 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スライド工法 亜鉛鉄板 厚０．８ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）スライド工法 亜鉛鉄板　Ｔ０．８ ｍ２ 561 9519 ダクト設備工事
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ダクト設備工事 9519010120 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スライド工法 亜鉛鉄板 厚１．０ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）スライド工法 亜鉛鉄板　Ｔ１．０ ｍ２ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010122 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スライド工法 亜鉛鉄板 厚１．２ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）スライド工法 亜鉛鉄板　Ｔ１．２ ｍ２ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010040 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スパイラルダクト ステンレス鋼板 厚０．５ｍｍ 口径１００ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）　スパイラル ステンレス　Ｔ０．５口径１００ ｍ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010042 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スパイラルダクト ステンレス鋼板 厚０．５ｍｍ 口径１５０ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）　スパイラル ステンレス　Ｔ０．５口径１５０ ｍ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010044 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スパイラルダクト ステンレス鋼板 厚０．５ｍｍ 口径２００ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）　スパイラル ステンレス　Ｔ０．５口径２００ ｍ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010046 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スパイラルダクト ステンレス鋼板 厚０．５ｍｍ 口径３００ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）　スパイラル ステンレス　Ｔ０．５口径３００ ｍ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010048 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スパイラルダクト ステンレス鋼板 厚０．６ｍｍ 口径４００ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）　スパイラル ステンレス　Ｔ０．６口径４００ ｍ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010092 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 排煙円型ダクト 亜鉛鉄板 厚０．８ｍｍ 口径３００ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）　排煙円型 亜鉛鉄板　Ｔ０．８　口径３００ ｍ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010094 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 排煙円型ダクト 亜鉛鉄板 厚０．８ｍｍ 口径４００ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）　排煙円型 亜鉛鉄板　Ｔ０．８　口径４００ ｍ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010096 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 排煙円型ダクト 亜鉛鉄板 厚１．０ｍｍ 口径５００ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）　排煙円型 亜鉛鉄板　Ｔ１ｍｍ　口径５００ ｍ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010098 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 排煙円型ダクト 亜鉛鉄板 厚１．０ｍｍ 口径６００ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）　排煙円型 亜鉛鉄板　Ｔ１ｍｍ　口径６００ ｍ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010100 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 排煙円型ダクト 亜鉛鉄板 厚１．２ｍｍ 口径８００ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）　排煙円型 亜鉛鉄板　Ｔ１．２　口径８００ ｍ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010050 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 連絡ケーシング 亜鉛鉄板 厚１．０ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）　ケーシング 亜鉛鉄板　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010052 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 連絡ケーシング 亜鉛鉄板 厚１．２ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）　ケーシング 亜鉛鉄板　Ｔ１．２ｍｍ ｍ２ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010054 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 連絡ケーシング 亜鉛鉄板 厚１．６ｍｍ 材工共 ダクト取付（材工）　ケーシング 亜鉛鉄板　Ｔ１．６ｍｍ ｍ２ 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010102 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト アルミ保温なし（Ｓ） 口径１００ｍｍ（１ｍ） 材工共 ダクト取付（材工）フレキシブル アルミ保温なしＳ　径１００ｍｍ 本 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010104 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト アルミ保温なし（Ｓ） 口径１５０ｍｍ（１ｍ） 材工共 ダクト取付（材工）フレキシブル アルミ保温なしＳ　径１５０ｍｍ 本 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010106 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト アルミ保温なし（Ｓ） 口径２００ｍｍ（１ｍ） 材工共 ダクト取付（材工）フレキシブル アルミ保温なしＳ　径２００ｍｍ 本 561 9519 ダクト設備工事
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ダクト設備工事 9519010108 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト アルミ保温なし（Ｓ） 口径２５０ｍｍ（１ｍ） 材工共 ダクト取付（材工）フレキシブル アルミ保温なしＳ　径２５０ｍｍ 本 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010110 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト アルミ保温なし（Ｓ） 口径３００ｍｍ（１ｍ） 材工共 ダクト取付（材工）フレキシブル アルミ保温なしＳ　径３００ｍｍ 本 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010112 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト アルミ保温なし（Ｓ） 口径３５０ｍｍ（１ｍ） 材工共 ダクト取付（材工）フレキシブル アルミ保温なしＳ　径３５０ｍｍ 本 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010114 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト アルミ保温なし（Ｗ） 口径４００ｍｍ（１ｍ） 材工共 ダクト取付（材工）フレキシブル アルミ保温なしＷ　径４００ｍｍ 本 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010066 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト 保温付き 口径１００ｍｍ（１ｍ以内） 材工共 ダクト取付（材工）フレキシブル 保温付き　口径１００ｍｍ 本 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010070 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト 保温付き 口径２００ｍｍ（１ｍ以内） 材工共 ダクト取付（材工）フレキシブル 保温付き　口径２００ｍｍ 本 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010074 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト 保温付き 口径３００ｍｍ（１ｍ以内） 材工共 ダクト取付（材工）フレキシブル 保温付き　口径３００ｍｍ 本 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010078 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト 保温付き 口径４００ｍｍ（１ｍ以内） 材工共 ダクト取付（材工）フレキシブル 保温付き　口径４００ｍｍ 本 561 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020088 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 照明器具組込形吹出口，吸込口 １連形 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 照明器具組込形吹出吸込口１連形 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020090 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 照明器具組込形吹出口，吸込口 ２連形 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 照明器具組込形吹出吸込口２連形 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020092 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 照明器具組込形吹出口，吸込口 ３連形 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 照明器具組込形吹出吸込口３連形 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020034 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．１ｍ２以下 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ０．１ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020094 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．２ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ０．２ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020096 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．３ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ０．３ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020098 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．４ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ０．４ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020036 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．５ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ０．５ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020100 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．６ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ０．６ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020102 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．７ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ０．７ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事
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ダクト設備工事 9519020104 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．８ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ０．８ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020106 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．９ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ０．９ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020038 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ １．０ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ１ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020108 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ １．２ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ１．２ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020110 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ １．４ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ１．４ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020112 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ １．６ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ１．６ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020114 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ １．８ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ１．８ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020040 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ２．０ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ２ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020116 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ２．２ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ２．２ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020118 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ２．４ｍ２ 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ２．４ｍ２ 個 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020062 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 排気フード 一重 投影面積当たり 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 排気フード　一重　投影面積当り ｍ２ 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020064 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 排気フード 二重 投影面積当たり 手間のみ ダクト附属品取付け（工） 排気フード　二重　投影面積当り ｍ２ 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020066 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） グリスフィルタ フード用Ｖ形 ０．３ｍ２未満 手間のみ ダクト附属品取付け（工） グリスフィルタ　０．３ｍ２未満 組 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020068 ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） グリスフィルタ フード用Ｖ形 ０．３ｍ２以上 手間のみ ダクト附属品取付け（工） グリスフィルタ　０．３ｍ２以上 組 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030002 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．２ 材工共 たわみ継手（材工）　両吸込形 吐出口のみ　ＮＯ．２ 組 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030004 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．３ 材工共 たわみ継手（材工）　両吸込形 吐出口のみ　ＮＯ．３ 組 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030006 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．４ 材工共 たわみ継手（材工）　両吸込形 吐出口のみ　ＮＯ．４ 組 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030008 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．５ 材工共 たわみ継手（材工）　両吸込形 吐出口のみ　ＮＯ．５ 組 562 9519 ダクト設備工事
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ダクト設備工事 9519030010 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．６ 材工共 たわみ継手（材工）　両吸込形 吐出口のみ　ＮＯ．６ 組 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030012 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．７ 材工共 たわみ継手（材工）　両吸込形 吐出口のみ　ＮＯ．７ 組 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030014 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．８ 材工共 たわみ継手（材工）　両吸込形 吐出口のみ　ＮＯ．８ 組 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030016 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 片吸込形 吸込口吐出口共 Ｎｏ．２ 材工共 たわみ継手（材工）　片吸込形 吸込口　吐出口共　ＮＯ．２ 組 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030018 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 片吸込形 吸込口吐出口共 Ｎｏ．３ 材工共 たわみ継手（材工）　片吸込形 吸込口　吐出口共　ＮＯ．３ 組 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030020 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 片吸込形 吸込口吐出口共 Ｎｏ．４ 材工共 たわみ継手（材工）　片吸込形 吸込口　吐出口共　ＮＯ．４ 組 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030022 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 片吸込形 吸込口吐出口共 Ｎｏ．５ 材工共 たわみ継手（材工）　片吸込形 吸込口　吐出口共　ＮＯ．５ 組 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030024 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 片吸込形 吸込口吐出口共 Ｎｏ．６ 材工共 たわみ継手（材工）　片吸込形 吸込口　吐出口共　ＮＯ．６ 組 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030026 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 片吸込形 吸込口吐出口共 Ｎｏ．７ 材工共 たわみ継手（材工）　片吸込形 吸込口　吐出口共　ＮＯ．７ 組 562 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030028 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 片吸込形 吸込口吐出口共 Ｎｏ．８ 材工共 たわみ継手（材工）　片吸込形 吸込口　吐出口共　ＮＯ．８ 組 562 9519 ダクト設備工事

自動制御設備工事 9521190002 自動制御設備工事 温度調整器・湿度調節器 室内形 電気式 手間のみ 調節器・検出器（工） 温・湿度　室内形　電気式 個 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521190004 自動制御設備工事 温度検出器・湿度検出器 挿入形 ダクト用 手間のみ 調節器・検出器（工） 温・湿度　挿入形　ダクト用 個 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521190006 自動制御設備工事 温度検出器・湿度検出器 挿入形 配管用 手間のみ 調節器・検出器（工） 温・湿度　挿入形　配管用 個 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521190012 自動制御設備工事 サーモプレート 手間のみ 調節器・検出器（工） サーモプレート 個 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521190008 自動制御設備工事 圧力調節器・圧力検出器 電気式・電子式 手間のみ 調節器・検出器（工） 圧力　電気・電子式 個 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521200002 自動制御設備工事 電動弁 弁モーター（弁本体の取付け別途，リンケージ取付け含む） 手間のみ 電動弁（工） 弁モーター 個 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521210002
自動制御設備工事 コントロールダンパ ダンパモーター（ダンパ本体の取付け別途，リンケージ・架台取付け含む） 手間
のみ

コントロールダンパ（工） ダンパモーター 個 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521050002 自動制御設備工事 三方弁装置 本管２５×２０ｍｍ 三方弁口径２０Ａ 手間のみ 三方弁装置（工） ２５×２０　口径２０Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事
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自動制御設備工事 9521050004 自動制御設備工事 三方弁装置 本管３２×２５ｍｍ 三方弁口径２５Ａ 手間のみ 三方弁装置（工） ３２×２５　口径２５Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521050006 自動制御設備工事 三方弁装置 本管４０×３２ｍｍ 三方弁口径３２Ａ 手間のみ 三方弁装置（工） ４０×３２　口径３２Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521050008 自動制御設備工事 三方弁装置 本管５０×４０ｍｍ 三方弁口径４０Ａ 手間のみ 三方弁装置（工） ５０×４０　口径４０Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521050010 自動制御設備工事 三方弁装置 本管６５×５０ｍｍ 三方弁口径５０Ａ 手間のみ 三方弁装置（工） ６５×５０　口径５０Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521050012 自動制御設備工事 三方弁装置 本管８０×６５ｍｍ 三方弁口径６５Ａ 手間のみ 三方弁装置（工） ８０×６５　口径６５Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521050014 自動制御設備工事 三方弁装置 本管１００×８０ｍｍ 三方弁口径８０Ａ 手間のみ 三方弁装置（工） １００×８０　口径８０Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521050016 自動制御設備工事 三方弁装置 本管１２５×１００ｍｍ 三方弁口径１００Ａ 手間のみ 三方弁装置（工） １２５×１００　口径１００Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521050018 自動制御設備工事 三方弁装置 本管１５０×１２５ｍｍ 三方弁口径１２５Ａ 手間のみ 三方弁装置（工） １５０×１２５　口径１２５Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521060002 自動制御設備工事 二方弁装置 本管２５×２０ｍｍ 二方弁口径２０Ａ 手間のみ 二方弁装置（工） ２５×２０　口径２０Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521060004 自動制御設備工事 二方弁装置 本管３２×２５ｍｍ 二方弁口径２５Ａ 手間のみ 二方弁装置（工） ３２×２５　口径２５Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521060006 自動制御設備工事 二方弁装置 本管４０×３２ｍｍ 二方弁口径３２Ａ 手間のみ 二方弁装置（工） ４０×３２　口径３２Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521060008 自動制御設備工事 二方弁装置 本管５０×４０ｍｍ 二方弁口径４０Ａ 手間のみ 二方弁装置（工） ５０×４０　口径４０Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521060010 自動制御設備工事 二方弁装置 本管６５×５０ｍｍ 二方弁口径５０Ａ 手間のみ 二方弁装置（工） ６５×５０　口径５０Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521060012 自動制御設備工事 二方弁装置 本管８０×６５ｍｍ 二方弁口径６５Ａ 手間のみ 二方弁装置（工） ８０×６５　口径６５Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521060014 自動制御設備工事 二方弁装置 本管１００×８０ｍｍ 二方弁口径８０Ａ 手間のみ 二方弁装置（工） １００×８０　口径８０Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521060016 自動制御設備工事 二方弁装置 本管１２５×１００ｍｍ 二方弁口径１００Ａ 手間のみ 二方弁装置（工） １２５×１００　口径１００Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521060018 自動制御設備工事 二方弁装置 本管１５０×１２５ｍｍ 二方弁口径１２５Ａ 手間のみ 二方弁装置（工） １５０×１２５　口径１２５Ａ 組 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521220002 自動制御設備工事 電磁弁装置 電磁弁のみ取付け 口径１５ 管寸法２０Ａ 手間のみ 電磁弁装置（工） 電磁弁のみ取付　２０Ａ 個 563 9521 装置類組立取付工事
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自動制御設備工事 9521220004 自動制御設備工事 電磁弁装置 電磁弁のみ取付け 口径２０ 管寸法２５Ａ 手間のみ 電磁弁装置（工） 電磁弁のみ取付　２５Ａ 個 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521220006 自動制御設備工事 電磁弁装置 電磁弁のみ取付け 口径２５ 管寸法３２Ａ 手間のみ 電磁弁装置（工） 電磁弁のみ取付　３２Ａ 個 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521220008 自動制御設備工事 電磁弁装置 電磁弁のみ取付け 口径３２ 管寸法４０Ａ 手間のみ 電磁弁装置（工） 電磁弁のみ取付　４０Ａ 個 563 9521 装置類組立取付工事

自動制御設備工事 9521220010 自動制御設備工事 電磁弁装置 電磁弁のみ取付け 口径４０ 管寸法５０Ａ 手間のみ 電磁弁装置（工） 電磁弁のみ取付　５０Ａ 個 563 9521 装置類組立取付工事

ポンプ工事 9507010002 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力０．７５ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力０．７５ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010004 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力１．５ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力１．５ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010006 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力２．２ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力２．２ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010008 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力３．７ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力３．７ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010010 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力５．５ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力５．５ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010012 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力７．５ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力７．５ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010014 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力１１．０ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力１１ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010016 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力１５．０ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力１５ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010018 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力１８．５ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力１８．５ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010020 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力２２．０ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力２２ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010022 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力３０．０ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力３０ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010024 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力３７．０ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力３７ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020002 ポンプ工事 多段ポンプ 出力１．５ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力１．５ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020004 ポンプ工事 多段ポンプ 出力２．２ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力２．２ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事
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ポンプ工事 9507020006 ポンプ工事 多段ポンプ 出力３．７ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力３．７ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020008 ポンプ工事 多段ポンプ 出力５．５ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力５．５ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020010 ポンプ工事 多段ポンプ 出力７．５ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力７．５ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020012 ポンプ工事 多段ポンプ 出力１１．０ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力１１ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020014 ポンプ工事 多段ポンプ 出力１５．０ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力１５ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020016 ポンプ工事 多段ポンプ 出力１８．５ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力１８．５ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020018 ポンプ工事 多段ポンプ 出力２２．０ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力２２ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020020 ポンプ工事 多段ポンプ 出力３０．０ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力３０ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020022 ポンプ工事 多段ポンプ 出力３７．０ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力３７ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507030002 ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力０．４ｋＷ 手間のみ 汚水汚物水中ポンプ（工） 出力０．４ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507030004 ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力０．７５ｋＷ 手間のみ 汚水汚物水中ポンプ（工） 出力０．７５ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507030006 ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力１．５ｋＷ 手間のみ 汚水汚物水中ポンプ（工） 出力１．５ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507030008 ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力２．２ｋＷ 手間のみ 汚水汚物水中ポンプ（工） 出力２．２ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507030010 ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力３．７ｋＷ 手間のみ 汚水汚物水中ポンプ（工） 出力３．７ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507030012 ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力５．５ｋＷ 手間のみ 汚水汚物水中ポンプ（工） 出力５．５ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507030014 ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力７．５ｋＷ 手間のみ 汚水汚物水中ポンプ（工） 出力７．５ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507030016 ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力１１．０ｋＷ 手間のみ 汚水汚物水中ポンプ（工） 出力１１ｋＷ 台 564 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507110002 ポンプ工事 給水ポンプ（ユニット形） 口径４０ 出力０．７５ｋＷ×２ 手間のみ 給水ポンプ（工）　ユニット形 口径４０　出力０．７５ｋＷ×２ 台 565 9507 ポンプ工事
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ポンプ工事 9507110004 ポンプ工事 給水ポンプ（ユニット形） 口径４０ 出力１．５ｋＷ×２ 手間のみ 給水ポンプ（工）　ユニット形 口径４０　出力　１．５ｋＷ×２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507110006 ポンプ工事 給水ポンプ（ユニット形） 口径４０ 出力２．２ｋＷ×２ 手間のみ 給水ポンプ（工）　ユニット形 口径４０　出力　２．２ｋＷ×２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507110008 ポンプ工事 給水ポンプ（ユニット形） 口径６５ 出力３．７ｋＷ×２ 手間のみ 給水ポンプ（工）　ユニット形 口径６５　出力　３．７ｋＷ×２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507110010 ポンプ工事 給水ポンプ（ユニット形） 口径６５ 出力５．５ｋＷ×２ 手間のみ 給水ポンプ（工）　ユニット形 口径６５　出力　５．５ｋＷ×２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507040002 ポンプ工事 真空給水ポンプ 単式 放熱面積７００ｍ２ 手間のみ 真空給水ポンプ（工） 単式　放熱面積７００ｍ２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507040004 ポンプ工事 真空給水ポンプ 単式 放熱面積９００ｍ２ 手間のみ 真空給水ポンプ（工） 単式　放熱面積９００ｍ２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507040006 ポンプ工事 真空給水ポンプ 複式 放熱面積７００ｍ２ 手間のみ 真空給水ポンプ（工） 複式　放熱面積７００ｍ２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507040008 ポンプ工事 真空給水ポンプ 複式 放熱面積１，０００ｍ２ 手間のみ 真空給水ポンプ（工） 複式　放熱面積１０００ｍ２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507040010 ポンプ工事 真空給水ポンプ 複式 放熱面積１，８００ｍ２ 手間のみ 真空給水ポンプ（工） 複式　放熱面積１８００ｍ２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507040012 ポンプ工事 真空給水ポンプ 複式 放熱面積２，４００ｍ２ 手間のみ 真空給水ポンプ（工） 複式　放熱面積２４００ｍ２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507040014 ポンプ工事 真空給水ポンプ 複式 放熱面積３，５００ｍ２ 手間のみ 真空給水ポンプ（工） 複式　放熱面積３５００ｍ２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507100002 ポンプ工事 凝縮水ポンプ 単式 放熱面積７００ｍ２ 手間のみ 凝縮水ポンプ（工） 単式　放熱面積７００ｍ２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507100004 ポンプ工事 凝縮水ポンプ 単式 放熱面積９００ｍ２ 手間のみ 凝縮水ポンプ（工） 単式　放熱面積９００ｍ２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507100006 ポンプ工事 凝縮水ポンプ 複式 放熱面積７００ｍ２ 手間のみ 凝縮水ポンプ（工） 複式　放熱面積７００ｍ２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507100008 ポンプ工事 凝縮水ポンプ 複式 放熱面積１，０００ｍ２ 手間のみ 凝縮水ポンプ（工） 複式　放熱面積１０００ｍ２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507100010 ポンプ工事 凝縮水ポンプ 複式 放熱面積１，８００ｍ２ 手間のみ 凝縮水ポンプ（工） 複式　放熱面積１８００ｍ２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507100012 ポンプ工事 凝縮水ポンプ 複式 放熱面積２，４００ｍ２ 手間のみ 凝縮水ポンプ（工） 複式　放熱面積２４００ｍ２ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507050002 ポンプ工事 消火ポンプ ユニット形 出力５．５ｋＷ 手間のみ 消火ポンプ（工） ユニット形　出力５．５ｋＷ 台 565 9507 ポンプ工事
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ポンプ工事 9507050004 ポンプ工事 消火ポンプ ユニット形 出力７．５ｋＷ 手間のみ 消火ポンプ（工） ユニット形　出力７．５ｋＷ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507050006 ポンプ工事 消火ポンプ ユニット形 出力１１．０ｋＷ 手間のみ 消火ポンプ（工） ユニット形　出力１１ｋＷ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507050008 ポンプ工事 消火ポンプ ユニット形 出力１５．０ｋＷ 手間のみ 消火ポンプ（工） ユニット形　出力１５ｋＷ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507050010 ポンプ工事 消火ポンプ ユニット形 出力１９．０ｋＷ 手間のみ 消火ポンプ（工） ユニット形　出力１９ｋＷ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507050012 ポンプ工事 消火ポンプ ユニット形 出力２２．０ｋＷ 手間のみ 消火ポンプ（工） ユニット形　出力２２ｋＷ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507060002 ポンプ工事 油ポンプ 出力０．４ｋＷ 手間のみ 油ポンプ（工） 出力０．４ｋＷ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507060004 ポンプ工事 油ポンプ 出力０．７５ｋＷ 手間のみ 油ポンプ（工） 出力０．７５ｋＷ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507060006 ポンプ工事 油ポンプ 出力１．５ｋＷ 手間のみ 油ポンプ（工） 出力１．５ｋＷ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507070002 ポンプ工事 ラインポンプ 出力０．４ｋＷ 手間のみ ラインポンプ（工） 出力０．４ｋＷ 台 565 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507070004 ポンプ工事 ラインポンプ 出力０．７５ｋＷ 手間のみ ラインポンプ（工） 出力０．７５ｋＷ 台 565 9507 ポンプ工事

衛生器具設備工事 9509030004 衛生器具設備工事 大便器 身障者用大便器 ロータンク方式 手間のみ 身障者用便器（工） 大便器　ロータンク方式 組 567 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9509040002 衛生器具設備工事 小便器等 壁掛形小便器 フラッシュ弁方式 手間のみ 小便器（工） 壁掛形　フラッシュ弁方式 組 567 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9509040020 衛生器具設備工事 小便器等 床置形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　２人立 手間のみ 小便器（工） 床置形ストール　大型　２人立 組 567 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9509040022 衛生器具設備工事 小便器等 床置形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　３人立 手間のみ 小便器（工） 床置形ストール　大型　３人立 組 567 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9509040024 衛生器具設備工事 小便器等 床置形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　４人立 手間のみ 小便器（工） 床置形ストール　大型　４人立 組 567 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9509040026 衛生器具設備工事 小便器等 床置形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　５人立 手間のみ 小便器（工） 床置形ストール　大型　５人立 組 567 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9509040028 衛生器具設備工事 小便器等 壁掛形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　２人立 手間のみ 小便器（工） 壁掛形ストール　大型　２人立 組 567 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9509040030 衛生器具設備工事 小便器等 壁掛形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　３人立 手間のみ 小便器（工） 壁掛形ストール　大型　３人立 組 567 9509 衛生器具設備工事
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衛生器具設備工事 9509040032 衛生器具設備工事 小便器等 壁掛形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　４人立 手間のみ 小便器（工） 壁掛形ストール　大型　４人立 組 567 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9509040034 衛生器具設備工事 小便器等 壁掛形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　５人立 手間のみ 小便器（工） 壁掛形ストール　大型　５人立 組 567 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9509140002 衛生器具設備工事 小便器等 仕切板 小便器用　陶製 手間のみ 仕切板（工） 小便器用　陶製 個 567 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9509180004
衛生器具設備工事 小便器用節水装置 連立小便器感知洗浄装置 （焦電センサー，コントローラー，自動フラッシュバル
ブ） 手間のみ

小便器用節水装置（工） 連立小便器感知洗浄装置 組 567 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9509200002 衛生器具設備工事 便器ユニット等 大便器ユニット 手間のみ 便器ユニット（工） 大便器 組 568 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9509200004 衛生器具設備工事 便器ユニット等 小便器ユニット 手間のみ 便器ユニット（工） 小便器 組 568 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9509210002 衛生器具設備工事 便器ユニット等 洗面器ユニット カウンターはめ込み形 手間のみ 洗面器ユニット（工） カウンターはめ込み形 組 568 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9511010018 衛生器具設備工事 水栓等 一般水栓 径１３Ａ 手間のみ 水栓（工） 一般水栓　径１３Ａ 個 568 9511 給排水設備工事

衛生器具設備工事 9511010004 衛生器具設備工事 水栓等 一般水栓 径２０Ａ 手間のみ 水栓（工） 一般水栓　径２０Ａ 個 568 9511 給排水設備工事

衛生器具設備工事 9511010020 衛生器具設備工事 水栓等 一般水栓 径２５Ａ 手間のみ 水栓（工） 一般水栓　径２５Ａ 個 568 9511 給排水設備工事

衛生器具設備工事 9511010008 衛生器具設備工事 水栓等 混合水栓 径１３Ａ，２０Ａ 手間のみ 水栓（工） 混合水栓　径１３Ａ・２０Ａ 個 568 9511 給排水設備工事

衛生器具設備工事 9511010022 衛生器具設備工事 水栓等 湯屋カラン 径１３Ａ 手間のみ 水栓（工） 湯屋カラン　径１３Ａ 個 568 9511 給排水設備工事

衛生器具設備工事 9511010024 衛生器具設備工事 水栓等 湯屋カラン 径２０Ａ 手間のみ 水栓（工） 湯屋カラン　径２０Ａ 個 568 9511 給排水設備工事

衛生器具設備工事 9511010010 衛生器具設備工事 水栓等 散水栓・靴洗栓 径１３Ａ，２０Ａ　箱取付け共 手間のみ 水栓（工） 散水・靴洗栓　径１３Ａ・２０Ａ 個 568 9511 給排水設備工事

衛生器具設備工事 9511010012 衛生器具設備工事 水栓等 水抜栓 径１５Ａ，２０Ａ 手間のみ 水栓（工） 水抜栓　径１５Ａ・２０Ａ 個 568 9511 給排水設備工事

衛生器具設備工事 9511010014 衛生器具設備工事 水栓等 不凍水栓 径１５Ａ，２０Ａ 手間のみ 水栓（工） 不凍水栓　径１５Ａ・２０Ａ 個 568 9511 給排水設備工事

衛生器具設備工事 9511010016 衛生器具設備工事 水栓等 水栓柱 手間のみ 水栓（工） 水栓柱 個 568 9511 給排水設備工事

衛生器具設備工事 9511010026 衛生器具設備工事 水栓等 弁きょう 径５０Ａ 手間のみ 水栓（工） 弁きょう　径５０Ａ 個 568 9511 給排水設備工事
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衛生器具設備工事 9511010028 衛生器具設備工事 水栓等 弁きょう 径１００Ａ 手間のみ 水栓（工） 弁きょう　径１００Ａ 個 568 9511 給排水設備工事

衛生器具設備工事 9511010030 衛生器具設備工事 水栓等 弁きょう 径１５０Ａ 手間のみ 水栓（工） 弁きょう　径１５０Ａ 個 568 9511 給排水設備工事

衛生器具設備工事 9511010032 衛生器具設備工事 水栓等 量水器きょう 径２０Ａ，２５Ａ，４０Ａ 手間のみ 水栓（工）　量水器きょう 径２０Ａ・２５Ａ・４０Ａ 個 568 9511 給排水設備工事

衛生器具設備工事 9509090006 衛生器具設備工事 洗面附属品 冷水水飲器 立形冷水水飲器 手間のみ 水飲み器（工） 立形冷水水飲器 組 568 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9509150002 衛生器具設備工事 洗面附属品 メディシングキャビネット 露出形　４００×６００ｍｍ 手間のみ メディシングキャビネット（工） 露出形　４００×６００ｍｍ 個 568 9509 衛生器具設備工事

衛生器具設備工事 9509160002 衛生器具設備工事 洗面附属品 タオル掛け 金属製 手間のみ タオル掛け（工） 金属製 個 568 9509 衛生器具設備工事

給排水設備工事 9511120002 給排水設備工事 給水タンク ＦＲＰタンク 一体形　５ｍ３ 手間のみ 給水タンク（工） ＦＲＰ製　一体形　５ｍ３ 基 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511120008 給排水設備工事 給水タンク ＦＲＰタンク 一体形　１０ｍ３ 手間のみ 給水タンク（工） ＦＲＰ製　一体形　１０ｍ３ 基 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511120004 給排水設備工事 給水タンク ＦＲＰタンク 一体形　２０ｍ３ 手間のみ 給水タンク（工） ＦＲＰ製　一体形　２０ｍ３ 基 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511120010 給排水設備工事 給水タンク 鋼板製タンク 一体形　５ｍ３ 手間のみ 給水タンク（工） 鋼板製　一体形　５ｍ３ 基 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511120012 給排水設備工事 給水タンク 鋼板製タンク 一体形　１０ｍ３ 手間のみ 給水タンク（工） 鋼板製　一体形　１０ｍ３ 基 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511120014 給排水設備工事 給水タンク 鋼板製タンク 一体形　２０ｍ３ 手間のみ 給水タンク（工） 鋼板製　一体形　２０ｍ３ 基 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060002 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 非防水層形　口径４０Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床上　非防水層形　口径４０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060004 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 非防水層形　口径５０Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床上　非防水層形　口径５０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060006 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 非防水層形　口径６５Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床上　非防水層形　口径６５Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060008 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 非防水層形　口径８０Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床上　非防水層形　口径８０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060010 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 非防水層形　口径１００Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床上　非防水層形　口径１００Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060012 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 防水層形　口径４０Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床上　防水層形　口径４０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事
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給排水設備工事 9511060014 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 防水層形　口径５０Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床上　防水層形　口径５０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060016 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 防水層形　口径６５Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床上　防水層形　口径６５Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060018 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 防水層形　口径８０Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床上　防水層形　口径８０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060020 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 防水層形　口径１００Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床上　防水層形　口径１００Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060022 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床下掃除口 黄銅製　口径４０Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床下　黄銅製　口径４０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060024 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床下掃除口 黄銅製　口径５０Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床下　黄銅製　口径５０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060026 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床下掃除口 黄銅製　口径６５Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床下　黄銅製　口径６５Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060028 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床下掃除口 黄銅製　口径８０Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床下　黄銅製　口径８０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060030 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床下掃除口 黄銅製　口径１００Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床下　黄銅製　口径１００Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511070002 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 非防水層形　口径４０Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） 床　非防水層形　口径４０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511070004 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 非防水層形　口径５０Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） 床　非防水層形　口径５０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511070006 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 非防水層形　口径６５Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） 床　非防水層形　口径６５Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511070008 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 非防水層形　口径８０Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） 床　非防水層形　口径８０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511070010 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 非防水層形　口径１００Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） 床　非防水層形　口径１００Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511070012 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 防水層形　口径４０Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） 床　防水層形　口径４０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511070014 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 防水層形　口径５０Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） 床　防水層形　口径５０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511070016 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 防水層形　口径６５Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） 床　防水層形　口径６５Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511070018 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 防水層形　口径８０Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） 床　防水層形　口径８０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事
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給排水設備工事 9511070020 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 防水層形　口径１００Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） 床　防水層形　口径１００Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511070022 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 洗濯機用トラップ 非防水層形　口径５０Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） 洗濯機用非防水層形　口径５０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511070024 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 洗濯機用トラップ 防水層形　口径５０Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） 洗濯機用　防水層形　口径５０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511070026 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 浴槽用トラップ （Ｔ３Ｃ）　口径５０Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） 浴槽用　Ｔ３Ｃ　口径５０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511070028 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 ドラムトラップ 鋳鉄製　口径５０Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） ドラムトラップ　鋳鉄製　５０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511080006 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 間接排水口 口径６５Ａ 手間のみ 排水口（工） 間接　口径６５Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511080008 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 間接排水口 口径８０Ａ 手間のみ 排水口（工） 間接　口径８０Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511080010 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 間接排水口 口径１００Ａ 手間のみ 排水口（工） 間接　口径１００Ａ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511090006 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 通気金具 ５０ＶＡ２ 手間のみ 通気金具（工） ５０ＶＡ２ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511090008 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 通気金具 ８０ＶＡ２ 手間のみ 通気金具（工） ８０ＶＡ２ 個 569 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511090010 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 通気金具 １００ＶＡ２ 手間のみ 通気金具（工） １００ＶＡ２ 個 569 9511 給排水設備工事

給湯設備工事 9515010002 給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（置台形） 貯湯量２０ｌ以下 手間のみ ガス湯沸器（工） 貯湯式　置台形　２０Ｌ以下 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010004 給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（置台形） 貯湯量４０ｌ 手間のみ ガス湯沸器（工） 貯湯式　置台形　４０Ｌ 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010006 給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（置台形） 貯湯量６０ｌ 手間のみ ガス湯沸器（工） 貯湯式　置台形　６０Ｌ 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010008 給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（置台形） 貯湯量９０ｌ 手間のみ ガス湯沸器（工） 貯湯式　置台形　９０Ｌ 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010010 給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（置台形） 貯湯量１２５ｌ 手間のみ ガス湯沸器（工） 貯湯式　置台形　１２５Ｌ 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010012 給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（壁掛形） 貯湯量２０ｌ以下 手間のみ ガス湯沸器（工） 貯湯式　壁掛形　２０Ｌ以下 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010014 給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（壁掛形） 貯湯量４０ｌ 手間のみ ガス湯沸器（工） 貯湯式　壁掛形　４０Ｌ 台 570 9515 給湯設備工事
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給湯設備工事 9515010016 給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（壁掛形） 貯湯量６０ｌ 手間のみ ガス湯沸器（工） 貯湯式　壁掛形　６０Ｌ 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010020 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力５号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　壁掛形　能力５号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010022 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力６号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　壁掛形　能力６号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010036 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力８号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　壁掛形　能力８号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010038 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力１０号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　壁掛形　能力１０号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010040 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力１４号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　壁掛形　能力１４号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010042 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力１６号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　壁掛形　能力１６号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010044 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力２０号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　壁掛形　能力２０号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010046 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力２４号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　壁掛形　能力２４号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010048 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力３０号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　壁掛形　能力３０号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010050 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（据置形） 能力１６号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　据置形　１６号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010052 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（据置形） 能力２０号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　据置形　２０号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010054 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（据置形） 能力２４号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　据置形　２４号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010056 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（追炊付壁掛形） 能力１６号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　追炊付壁掛形　１６号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010058 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（追炊付壁掛形） 能力２０号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　追炊付壁掛形　２０号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010060 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（追炊付壁掛形） 能力２４号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　追炊付壁掛形　２４号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010062 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（追炊付据置形） 能力１６号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　追炊付据置形　１６号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515010064 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（追炊付据置形） 能力２０号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　追炊付据置形　２０号 台 570 9515 給湯設備工事
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給湯設備工事 9515010066 給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（追炊付据置形） 能力２４号 手間のみ ガス湯沸器（工） 瞬間　追炊付据置形　２４号 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515020002 給湯設備工事 電気湯沸器類 貯湯式電気湯沸器（置台形） 貯湯量２０ｌ以下 手間のみ 電気湯沸器（工） 貯湯式　置台形　２０Ｌ以下 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515020004 給湯設備工事 電気湯沸器類 貯湯式電気湯沸器（置台形） 貯湯量６０ｌ 手間のみ 電気湯沸器（工） 貯湯式　置台形　６０Ｌ 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515020006 給湯設備工事 電気湯沸器類 貯湯式電気湯沸器（置台形） 貯湯量９０ｌ 手間のみ 電気湯沸器（工） 貯湯式　置台形　９０Ｌ 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515020008 給湯設備工事 電気湯沸器類 貯湯式電気湯沸器（壁掛形） 貯湯量２０ｌ以下 手間のみ 電気湯沸器（工） 貯湯式　壁掛形　２０Ｌ以下 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515020014 給湯設備工事 電気湯沸器類 貯湯式電気湯沸器（壁掛形） 貯湯量４０ｌ 手間のみ 電気湯沸器（工） 貯湯式　壁掛形　４０Ｌ 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515020010 給湯設備工事 電気湯沸器類 貯湯式電気湯沸器（壁掛形） 貯湯量６０ｌ 手間のみ 電気湯沸器（工） 貯湯式　壁掛形　６０Ｌ 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515030002 給湯設備工事 電気湯沸器類 電気温水器 ３００ｌ　３．４ｋＷ 手間のみ 電気温水器（工） ３００Ｌ　３．４ｋＷ 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515030004 給湯設備工事 電気湯沸器類 電気温水器 ３７０ｌ　４．４ｋＷ 手間のみ 電気温水器（工） ３７０Ｌ　４．４ｋＷ 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515030006 給湯設備工事 電気湯沸器類 電気温水器 ４６０ｌ　５．４ｋＷ 手間のみ 電気温水器（工） ４６０Ｌ　５．４ｋＷ 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515040018 給湯設備工事 風呂釜・浴槽 バランス形風呂釜 上り湯シャワー付き 手間のみ 風呂釜（工） バランス形　上り湯シャワー付き 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515040020 給湯設備工事 風呂釜・浴槽 バランス形風呂釜 上り湯シャワー無し 手間のみ 風呂釜（工） バランス形　上り湯シャワー無し 台 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515060002 給湯設備工事 風呂釜・浴槽 排気筒 口径１００φ 手間のみ 排気筒（工） 口径１００ｍｍ ｍ 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515060004 給湯設備工事 風呂釜・浴槽 排気筒 口径２００φ 手間のみ 排気筒（工） 口径２００ｍｍ ｍ 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515060006 給湯設備工事 風呂釜・浴槽 多翼形トップ（傾斜Ｈ形） 口径１００φ 手間のみ 多翼形トップ（工） 傾斜Ｈ形　口径１００ｍｍ 個 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515060008 給湯設備工事 風呂釜・浴槽 多翼形トップ（傾斜Ｈ形） 口径２００φ 手間のみ 多翼形トップ（工） 傾斜Ｈ形　口径２００ｍｍ 個 570 9515 給湯設備工事

給湯設備工事 9515050002 給湯設備工事 風呂釜・浴槽 浴槽（据置形） ８００ｍｍ×７００ｍｍ×６４０ｍｍ 手間のみ 浴槽（工） 据置形　８００×７００×６４０ 個 570 9515 給湯設備工事

消火設備工事 9513010002 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋内消火栓箱（埋込形） 弁，ホース，ノズル，ホース掛，箱 手間のみ 消火栓（工） 屋内消火栓箱　埋込形 組 571 9513 消火設備工事
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消火設備工事 9513010004 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋内消火栓箱（露出形） 弁，ホース，ノズル，ホース掛，箱 手間のみ 消火栓（工） 屋内消火栓箱　露出形 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010006
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋内消火栓箱（埋込形，放水口付き） 弁，ホース，ノズル，ホース掛，箱，放
水口 手間のみ

消火栓（工） 屋内消火栓箱　埋込形　放水口付 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010008
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋内消火栓箱（露出形，放水口付き） 弁，ホース，ノズル，ホース掛，箱，放
水口 手間のみ

消火栓（工） 屋内消火栓箱　露出形　放水口付 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010010
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水用具格納箱（埋込形） 放水口，ホース（２本），ノズル，ホース掛，格納
箱 手間のみ

消火栓（工） 放水用具格納箱　埋込形ホース２ 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010012
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水用具格納箱（露出形） 放水口，ホース（２本），ノズル，ホース掛，格納
箱 手間のみ

消火栓（工） 放水用具格納箱　露出形ホース２ 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010014
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水用具格納箱（埋込形） 放水口（２個），ホース（４本），ノズル，ホース
掛，格納箱 手間のみ

消火栓（工） 放水用具格納箱　埋込形放水口２ 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010016
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水用具格納箱（露出形） 放水口（２個），ホース（４本），ノズル，ホース
掛，格納箱 手間のみ

消火栓（工） 放水用具格納箱　露出形放水口２ 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010018 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水口格納箱（埋込形） 放水口，格納箱 手間のみ 消火栓（工） 放水口格納箱　埋込形 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010020 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水口格納箱（露出形） 放水口，格納箱 手間のみ 消火栓（工） 放水口格納箱　露出形 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010022
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋外消火栓箱（地上式） 消火栓弁，ホース，ノズル，ホース掛，消火栓箱 手間
のみ

消火栓（工） 屋外消火栓箱　地上式 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010024
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋外消火栓ホース格納箱（地上式） 格納箱，ホース，ノズル，開閉栓回し 手間
のみ

消火栓（工） 屋外消火栓ホース格納箱　地上式 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010026 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 送水口，採水口 手間のみ 消火栓（工） 送水口・採水口 個 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010028 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 テスト弁 ４０Ａ 手間のみ 消火栓（工） テスト弁　４０Ａ 個 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010030 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 テスト弁 ６５Ａ 手間のみ 消火栓（工） テスト弁　６５Ａ 個 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010032 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 消火器保管箱 １本用 手間のみ 消火栓（工） 消火器保管箱　１本用 個 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010034 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 消火器保管箱 ２本用 手間のみ 消火栓（工） 消火器保管箱　２本用 個 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513020002 消火設備工事 スプリンクラ消火装置 流水検知装置 ８０Ａ 手間のみ スプリンクラ消火装置（工） 流水検知装置　８０Ａ 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513020004 消火設備工事 スプリンクラ消火装置 流水検知装置 １００Ａ 手間のみ スプリンクラ消火装置（工） 流水検知装置　１００Ａ 組 571 9513 消火設備工事

461/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

消火設備工事 9513020006 消火設備工事 スプリンクラ消火装置 流水検知装置 １２５Ａ 手間のみ スプリンクラ消火装置（工） 流水検知装置　１２５Ａ 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513020008 消火設備工事 スプリンクラ消火装置 流水検知装置 １５０Ａ 手間のみ スプリンクラ消火装置（工） 流水検知装置　１５０Ａ 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513020010 消火設備工事 スプリンクラ消火装置 ポンプ制御盤 ７．５ｋＷ以下 手間のみ スプリンクラ消火装置（工） ポンプ制御盤　７．５ｋＷ以下 面 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513020012 消火設備工事 スプリンクラ消火装置 ポンプ制御盤 １１～１９ｋＷ 手間のみ スプリンクラ消火装置（工） ポンプ制御盤　１１～１９ｋＷ 面 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513020014 消火設備工事 スプリンクラ消火装置 ポンプ制御盤 ２２ｋＷ 手間のみ スプリンクラ消火装置（工） ポンプ制御盤　２２ｋＷ 面 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513020016 消火設備工事 スプリンクラ消火装置 ポンプ制御盤 ３７ｋＷ以上 手間のみ スプリンクラ消火装置（工） ポンプ制御盤　３７ｋＷ以上 面 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513020018 消火設備工事 スプリンクラ消火装置 スプリンクラヘッド 天井穴あけ，附属品共 手間のみ スプリンクラ消火装置（工） スプリンクラヘッド 個 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513020020 消火設備工事 スプリンクラ消火装置 スプリンクラヘッド用保護網 手間のみ スプリンクラ消火装置（工） スプリンクラヘッド用保護網 個 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513020022 消火設備工事 スプリンクラ消火装置 末端試験弁 ２５Ａ，仕切弁，テスト用放水口，圧力計共 手間のみ スプリンクラ消火装置（工） 末端試験弁　２５Ａ 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513020024 消火設備工事 スプリンクラ消火装置 起動用水圧開閉装置 １００ｌ，圧力タンク，附属品取付け共 手間のみ スプリンクラ消火装置（工） 起動用水圧開閉装置　１００Ｌ 組 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513020026 消火設備工事 スプリンクラ消火装置 呼水槽 １００ｌ，１５０ｌ，ブラケット共 手間のみ スプリンクラ消火装置（工） 呼水槽　１００Ｌ　１５０Ｌ 基 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513020028 消火設備工事 スプリンクラ消火装置 スプリンクラ用送水口 ６５Ａ　埋込形　銘板共 手間のみ スプリンクラ消火装置（工） スプリンクラ用送水口　６５Ａ 個 571 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513020030 消火設備工事 スプリンクラ消火装置 ベル 手間のみ スプリンクラ消火装置（工） ベル 個 571 9513 消火設備工事

防災設備保守点検料金 8902010005 防災設備保守点検料金 消火器 基本料金 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 基本料金　外観 式 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010010 防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １０型 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 泡消火器　１０型　外観 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010015 防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １００型 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 泡消火器　１００型　外観 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010060 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５０本以下 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 蓄圧式　５０本以下　外観 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010065 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 蓄圧式　５１本以上　外観 本 574 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902010070 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 １０１本以上 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 蓄圧式　１０１本以上　外観 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010020 防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５０本以下 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 強化液　５０本以下　外観 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010025 防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５１本以上　１００本以下 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 強化液　５１本以上　外観 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010030 防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 １０１本以上 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 強化液　１０１本以上　外観 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010035 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５０本以下 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 加圧式　５０本以下　外観 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010040 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 加圧式　５１本以上　外観 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010045 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 １０１本以上 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 加圧式　１０１本以上　外観 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010050 防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 １０型 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 二酸化炭素消火器　１０型　外観 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010055 防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 ５０型 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 二酸化炭素消火器　５０型　外観 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015005 防災設備保守点検料金 消火器 基本料金 機器（機能）点検１回／６カ月 消化器 基本料金　機能 式 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015010 防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １０型 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 泡消火器　１０型　機能 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015015 防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １００型 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 泡消火器　１００型　機能 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015060 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５０本以下 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 蓄圧式　５０本以下　機能 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015065 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 蓄圧式　５１本以上　機能 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015070 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 １０１本以上 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 蓄圧式　１０１本以上　機能 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015020 防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５０本以下 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 強化液　５０本以下　機能 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015025 防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５１本以上　１００本以下 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 強化液　５１本以上　機能 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015030 防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 １０１本以上 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 強化液　１０１本以上　機能 本 574 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902015035 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５０本以下 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 加圧式　５０本以下　機能 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015040 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 加圧式　５１本以上　機能 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015045 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 １０１本以上 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 加圧式　１０１本以上　機能 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015050 防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 １０型 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 二酸化炭素消火器　１０型　機能 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015055 防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 ５０型 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 二酸化炭素消火器　５０型　機能 本 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020005 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 基本料金 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 基本料金　点検 式 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020010 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 加圧送水装置　点検 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020015 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 操作盤 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 操作盤　点検 面 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020020 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 消火栓 屋内　屋外 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 消火栓　屋内　屋外　点検 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020025 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 起動用スイッチ 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 起動用スイッチ　点検 個 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020030 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示灯 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 表示灯　点検 灯 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020035 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 音響装置 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 音響装置　点検 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020040 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示盤 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 表示盤　点検 面 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020045 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 呼水装置 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 呼水装置　点検 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030005 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 基本料金 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 基本料金　点検 式 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030010 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 加圧送水装置　点検 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030015 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 起動装置 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 起動装置　点検 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030020 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 ヘッド 閉鎖　開放型 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 ヘッド　閉鎖　開放型　点検 １００個 574 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902030025 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 操作盤 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 操作盤　点検 面 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030030 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 流水検知装置 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 流水検知装置　点検 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030035 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 表示盤 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 表示盤　点検 面 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030040 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 呼水装置 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 呼水装置　点検 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030045 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 送水口 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 送水口　点検 箇所 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030050 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 圧力スイッチ 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 圧力スイッチ　点検 個 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030055 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 一斉開放弁 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 一斉開放弁　点検 個 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030060 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 手動開放弁 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 手動開放弁　点検 個 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025005 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 基本料金 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 基本料金　総合 式 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025010 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 加圧送水装置　総合 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025015 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 操作盤 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 操作盤　総合 面 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025020 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 消火栓 屋内　屋外 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 消火栓　屋内　屋外　総合 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025025 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 起動用スイッチ 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 起動用スイッチ　総合 個 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025030 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示灯 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 表示灯　総合 灯 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025035 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 音響装置 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 音響装置　総合 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025040 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示盤 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 表示盤　総合 面 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025045 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 呼水装置 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 呼水装置　総合 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025050 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 放水試験 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 放水試験　総合 式 574 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902035005 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 基本料金 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 基本料金　総合 式 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035010 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 加圧送水装置　総合 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035015 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 起動装置 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 起動装置　総合 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035020 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 ヘッド 閉鎖　開放型 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 ヘッド　閉鎖　開放型　総合 １００個 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035025 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 操作盤 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 操作盤　総合 面 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035030 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 流水検知装置 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 流水検知装置　総合 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035035 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 表示盤 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 表示盤　総合 面 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035040 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 呼水装置 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 呼水装置　総合 組 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035045 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 送水口 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 送水口　総合 箇所 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035050 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 圧力スイッチ 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 圧力スイッチ　総合 個 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035055 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 一斉開放弁 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 一斉開放弁　総合 個 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035060 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 手動開放弁 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 手動開放弁　総合 個 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035065 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 連動又は放水試験 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 連動又は放水試験　総合 式 574 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040005 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 基本料金 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 基本料金　点検 式 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040010 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級 １０回線以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級１０回線以下点検 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040015 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級 １１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備　１０回線増 受信機Ｐ型１級１１回線以上点検 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040020 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型２級 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 受信機Ｐ型２級　点検 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040025 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機 １０回線以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 副受信機　１０回線以下　点検 台 575 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902040030 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機 １１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備　１０回線増 副受信機　１１回線以上　点検 台 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040035 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 ５０個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 分布型感知器　５０個以下　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040040 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 ５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 分布型感知器　５１個以上　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040045 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 １０１個以上 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 分布型感知器　１０１個以上点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040050 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 ５０個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 補償スポット　５０個以下　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040055 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 ５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 補償スポット　５１個以上　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040060 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 １０１個以上 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 補償スポット　１０１個以上点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040065 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５０個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 定温スポット　５０個以下　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040070 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 定温スポット　５１個以上　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040075 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 １０１個以上 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 定温スポット　１０１個以上点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040080 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５０個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 煙感知器　５０個以下　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040085 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 煙感知器　５１個以上　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040090 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １０１個以上　１５０個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 煙感知器　１０１個以上　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040095 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １５１個以上 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 煙感知器　１５１個以上　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040100 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 Ｐ型１，２級発信機 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 Ｐ型１・２級発信機　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040105 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 音響装置 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 音響装置　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040110 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 消火栓起動装置 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 消火栓起動装置　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040115 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 常用電源　交流電源 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 常用電源　交流電源　点検 組 575 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902050005 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 基本料金 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 基本料金　点検 式 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050010 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重） １０回線以下 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 受信機多重　１０回線以下　点検 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050015 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重） １１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置１０回線増 受信機多重　１１回線以上　点検 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050020 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤 １０回線以下 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 表示盤　１０回線以下　点検 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050025 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤 １１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置１０回線増 表示盤　１１回線以上　点検 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050030 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし） ５０個以下 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 検知器　５０個以下　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050035 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし） ５１個以上 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 検知器　５１個以上　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050040 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 中継器 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 中継器　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050045 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 警報装置 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 警報装置　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050050 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示灯 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 表示灯　点検 灯 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050055 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 常用電源 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 常用電源　点検 組 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050060 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 予備電源（受信機のみ） 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 予備電源　受信機のみ　点検 組 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050065 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別） １０回線以下 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 受信機個別　１０回線以下　点検 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050070 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別） １１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置１０回線増 受信機個別　１１回線以上　点検 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902060005 防災設備保守点検料金 連結送水管 基本料金 機器点検１回／６カ月 連結送水管 基本料金　点検 式 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902060010 防災設備保守点検料金 連結送水管 操作盤 機器点検１回／６カ月 連結送水管 操作盤　点検 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902060015 防災設備保守点検料金 連結送水管 放水用器具格納箱 機器点検１回／６カ月 連結送水管 放水用器具格納箱　点検 式 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902060020 防災設備保守点検料金 連結送水管 起動用スイッチ 機器点検１回／６カ月 連結送水管 起動用スイッチ　点検 個 575 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902060025 防災設備保守点検料金 連結送水管 表示灯 機器点検１回／６カ月 連結送水管 表示灯　点検 灯 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902060030 防災設備保守点検料金 連結送水管 表示盤 機器点検１回／６カ月 連結送水管 表示盤　点検 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902060035 防災設備保守点検料金 連結送水管 送水口 機器点検１回／６カ月 連結送水管 送水口　点検 組 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902060040 防災設備保守点検料金 連結送水管 放水口 機器点検１回／６カ月 連結送水管 放水口　点検 組 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045005 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 基本料金 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 基本料金　総合 式 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045010 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級 １０回線以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級１０回線以下総合 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045015 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級 １１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備　１０回線増 受信機Ｐ型１級１１回線以上総合 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045020 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型２級 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 受信機Ｐ型２級　総合 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045025 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機 １０回線以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 副受信機　１０回線以下　総合 台 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045030 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機 １１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備　１０回線増 副受信機　１１回線以上　総合 台 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045035 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 分布型感知器　５０個以下　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045040 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 分布型感知器　５１個以上　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045045 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 １０１個以上 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 分布型感知器　１０１個以上総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045050 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 補償スポット　５０個以下　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045055
防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検１回
／年

自動火災報知設備 補償スポット　５１個以上　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045060 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 １０１個以上 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 補償スポット　１０１個以上総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045065 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 定温スポット　５０個以下　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045070 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 定温スポット　５１個以上　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902045075 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 １０１個以上 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 定温スポット　１０１個以上総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045080 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 煙感知器　５０個以下　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045085 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 煙感知器　５１個以上　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045090 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １０１個以上　１５０個以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 煙感知器　１０１個以上　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045095 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １５１個以上 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 煙感知器　１５１個以上　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045100 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 Ｐ型１，２級発信機 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 Ｐ型１・２級発信機　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045105 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 音響装置 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 音響装置　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045110 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 消火栓起動装置 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 消火栓起動装置　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045115 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 常用電源　交流電源 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 常用電源　交流電源　総合 組 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055005 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 基本料金 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 基本料金　総合 式 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055010 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重） １０回線以下 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 受信機多重　１０回線以下　総合 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055015 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重） １１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置１０回線増 受信機多重　１１回線以上　総合 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055020 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤 １０回線以下 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 表示盤　１０回線以下　総合 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055025 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤 １１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置１０回線増 表示盤　１１回線以上　総合 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055030 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし） ５０個以下 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 検知器　５０個以下　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055035 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし） ５１個以上 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 検知器　５１個以上　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055040 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 中継器 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 中継器　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055045 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 警報装置 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 警報装置　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902055050 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示灯 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 表示灯　総合 灯 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055055 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 常用電源 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 常用電源　総合 組 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055060 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 予備電源（受信機のみ） 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 予備電源　受信機のみ　総合 組 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055065 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別） １０回線以下 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 受信機個別　１０回線以下　総合 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055070 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別） １１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置１０回線増 受信機個別　１１回線以上　総合 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902065005 防災設備保守点検料金 連結送水管 基本料金 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 基本料金　総合 式 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902065010 防災設備保守点検料金 連結送水管 操作盤 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 操作盤　総合 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902065015 防災設備保守点検料金 連結送水管 放水用器具格納箱 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 放水用器具格納箱　総合 式 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902065020 防災設備保守点検料金 連結送水管 起動用スイッチ 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 起動用スイッチ　総合 個 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902065025 防災設備保守点検料金 連結送水管 表示灯 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 表示灯　総合 灯 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902065030 防災設備保守点検料金 連結送水管 表示盤 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 表示盤　総合 面 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902065035 防災設備保守点検料金 連結送水管 送水口 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 送水口　総合 組 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902065040 防災設備保守点検料金 連結送水管 放水口 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 放水口　総合 組 575 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902070010
防災設備保守点検料金 配線点検 絶縁測定 機器及び総合点検１回／年 電気系統のある設備について、総合点検（１回／
年）時、絶縁抵抗測定等の配線点検として各種別ごとに計上する。

防災設備配線 配線点検　絶縁測定　総合 式 575 8902 防災設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010005
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 直流ギヤレス １５０ｍ／分 １２箇所止 定員
２０人 積載量１，３５０ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 直流ギヤレス　１５０ｍ／分 基・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010010
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 直流ギヤード ９０ｍ／分 １０箇所止 定員１
５人 積載量１，０００ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 直流ギヤード　９０ｍ／分 基・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010015
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速 １２０～１５０ｍ／分 １２箇所止
定員９人 積載量６００ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 交流高速　１２０～１５０ｍ／分 基・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010020
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速 ９０～１０５ｍ／分 １０箇所止 定
員９人 積載量６００ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 交流高速　９０～１０５ｍ／分 基・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

471/477



【建築コスト】2023年01月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建築コスト頁 中分類コード 中分類名称

昇降設備保守点検料金 8901010025
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 １２０～１５０ｍ／分 １
２箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 高速　監視１２０～１５０ｍ／分 基・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010030
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 ９０～１０５ｍ／分 １０
箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 高速　監視　９０～１０５ｍ／分 基・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010035
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流中速 ４５～６０ｍ／分 ８箇所止 定員９
人 積載量６００ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 中速　４５～６０ｍ／分 基・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010040
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流中速遠隔監視 ４５～６０ｍ／分 ８箇所
止 定員９人 積載量６００ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 中速　監視　４５～６０ｍ／分 基・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010045
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流低速 ３０ｍ／分 ６箇所止 定員６人 積
載量４５０ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 低速　３０ｍ／分 基・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010505
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 油圧式エレベータ 直接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人
積載量４５０ｋｇ

保守契約　油圧式エレベータ 直接式　３０～４５ｍ／分 基・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010510
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 油圧式エレベータ 間接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人
積載量４５０ｋｇ

保守契約　油圧式エレベータ 間接式　３０～４５ｍ／分 基・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010515
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 油圧式エレベータ 間接式遠隔監視 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定
員６人 積載量４５０ｋｇ

保守契約　油圧式エレベータ 間接式　監視　３０～４５ｍ／分 基・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901011005 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 小荷物専用昇降機（ダムウェータ） ３０ｍ／分 ３箇所止 保守契約　小荷物専用昇降機 ３０ｍ／分 基・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901011505 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） エスカレータ １２００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ 保守契約　エスカレータ １２００型　３０ｍ／分 基・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901011510 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） エスカレータ ８００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ 保守契約　エスカレータ ８００型　３０ｍ／分 基・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901012005 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 停電時自動着床装置 保守契約 停電時自動着床装置 台・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901012010 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 地震時管制運転装置 Ｓ波 保守契約 地震時管制運転装置　Ｓ波 台・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901012020 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 地震時管制運転装置 Ｐ波付き 保守契約 地震時管制運転装置　Ｐ波付き 台・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901012015 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 火災時管制運転装置 保守契約 火災時管制運転装置 台・月 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901012505 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 エレベータ 直流式 保守契約　エレベータ 階床割増・減　直流 箇所 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901012510 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 エレベータ 交流式・油圧式 保守契約　エレベータ 階床割増・減　交流・油圧 箇所 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901012515 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 小荷物専用昇降機（ダムウェータ） 保守契約　小荷物専用昇降機 階床割増・減 箇所 576 8901 昇降設備保守・点検料金
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昇降設備保守点検料金 8901012520 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 エスカレータ 保守契約　エスカレータ 階床割増・減 ０．５ｍ 576 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020005
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 直流ギヤレス １５０ｍ／分 １２箇所止 定員２０人 積
載量１，３５０ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 直流ギヤレス　１５０ｍ／分 基・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020010
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 直流ギヤード ９０ｍ／分 １０箇所止 定員１５人 積載
量１，０００ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 直流ギヤード　９０ｍ／分 基・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020015
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速 １２０～１５０ｍ／分 １２箇所止 定員９人
積載量６００ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 交流高速　１２０～１５０ｍ／分 基・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020020
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速 ９０～１０５ｍ／分 １０箇所止 定員９人 積
載量６００ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 交流高速　９０～１０５ｍ／分 基・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020025
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 １２０～１５０ｍ／分 １２箇所止 定
員９人 積載量６００ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 高速　監視１２０～１５０ｍ／分 基・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020030
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 ９０～１０５ｍ／分 １０箇所止 定員
９人 積載量６００ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 高速　監視　９０～１０５ｍ／分 基・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020035
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流中速 ４５～６０ｍ／分 ８箇所止 定員９人 積載量
６００ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 交流中速　４５～６０ｍ／分 基・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020040
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流中速遠隔監視 ４５～６０ｍ／分 ８箇所止 定員９人
積載量６００ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 中速　監視　４５～６０ｍ／分 基・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020045
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流低速 ３０ｍ／分 ６箇所止 定員６人 積載量４５０
ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 交流低速　３０ｍ／分 基・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020505
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 油圧式エレベータ 直接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４５
０ｋｇ

点検契約　油圧式エレベータ 直接式　３０～４５ｍ／分 基・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020510
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 油圧式エレベータ 間接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４５
０ｋｇ

点検契約　油圧式エレベータ 間接式　３０～４５ｍ／分 基・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020515
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 油圧式エレベータ 間接式遠隔監視 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積
載量４５０ｋｇ

点検契約　油圧式エレベータ 間接式　監視　３０～４５ｍ／分 基・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901021005 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 小荷物専用昇降機（ダムウェータ） ３０ｍ／分 ３箇所止 点検契約　小荷物専用昇降機 ３０ｍ／分 基・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901021505 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） エスカレータ １２００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ 点検契約　エスカレータ １２００型　３０ｍ／分 基・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901021510 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） エスカレータ ８００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ 点検契約　エスカレータ ８００型　３０ｍ／分 基・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901022005 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 停電時自動着床装置 点検契約 停電時自動着床装置 台・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901022010 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 地震時管制運転装置 Ｓ波 点検契約 地震時管制運転装置　Ｓ波 台・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金
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昇降設備保守点検料金 8901022020 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 地震時管制運転装置 Ｐ波付き 点検契約 地震時管制運転装置　Ｐ波付き 台・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901022015 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 火災時管制運転装置 点検契約 火災時管制運転装置 台・月 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901022505 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 エレベータ 直流式 点検契約　エレベータ 階床割増・減　直流 箇所 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901022510 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 エレベータ 交流式・油圧式 点検契約　エレベータ 階床割増・減　交流・油圧 箇所 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901022515 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 小荷物専用昇降機（ダムウェータ） 点検契約　小荷物専用昇降機 階床割増・減 箇所 577 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901022520 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 エスカレータ 点検契約　エスカレータ 階床割増・減 ０．５ｍ 577 8901 昇降設備保守・点検料金

清掃管理費 8990010010
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積　３，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実
作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 弾性床材　延べ床３０００ｍ２ ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010020
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積　５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実
作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 弾性床材　延べ床５０００ｍ２ ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010030
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積　１０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は
実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 弾性床材　延べ床１００００ｍ２ ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010040
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積　１５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は
実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 弾性床材　延べ床１５０００ｍ２ ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010050
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積　２０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は
実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 弾性床材　延べ床２００００ｍ２ ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010060
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積　３，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は
実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 カーペット　延べ床３０００ｍ２ ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010070
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積　５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は
実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 カーペット　延べ床５０００ｍ２ ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010080
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積　１０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積
は実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 カーペット延べ床１００００ｍ２ ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010090
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積　１５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積
は実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 カーペット延べ床１５０００ｍ２ ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010100
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積　２０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積
は実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 カーペット延べ床２００００ｍ２ ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990020010 清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） 弾性床材 毎日 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である 日常清掃 弾性床材　毎日 ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990020020 清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） 弾性床材 １回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である 日常清掃 弾性床材　１回／週 ｍ２・月 578 8990 清掃管理費
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清掃管理費 8990020030 清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） 弾性床材 ２回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である 日常清掃 弾性床材　２回／週 ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990020040 清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） カーペット 毎日 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である 日常清掃 カーペット　毎日 ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990020050 清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） カーペット １回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である 日常清掃 カーペット　１回／週 ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990020060 清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） カーペット ２回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である 日常清掃 カーペット　２回／週 ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990030010
清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 水性ワックス仕上げ　１回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は実
作業面積である

定期清掃 弾性床材　水性ワックス１回／月 ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990030020
清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 水性ワックス仕上げ　２回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は実
作業面積である

定期清掃 弾性床材　水性ワックス２回／月 ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990030030
清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 樹脂ワックス仕上げ　１回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は実
作業面積である

定期清掃 弾性床材　樹脂ワックス１回／月 ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990030040
清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 樹脂ワックス仕上げ　２回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は実
作業面積である

定期清掃 弾性床材　樹脂ワックス２回／月 ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990030050
清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） カーペット 部分洗浄　１回／月　全面洗浄　１回／年 条件１，０００ｍ２
床面積は実作業面積である

定期清掃 カーペット　全面洗浄　１回／年 ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990030060
清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） カーペット 部分洗浄　１回／月　全面洗浄　２回／年 条件１，０００ｍ２
床面積は実作業面積である

定期清掃 カーペット　全面洗浄　２回／年 ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990030070 清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 外窓ガラス 開き窓　１回／月 条件１，０００ｍ２ 定期清掃 外窓ガラス　開き窓　１回／月 ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990030080 清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 外窓ガラス はめ込み窓（仮設費用別途）　１回／月 条件１，０００ｍ２ 定期清掃 外窓ガラス　はめ込み窓１回／月 ｍ２・月 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040010 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 床面清掃 水性ワックス仕上げ 条件５００ｍ２ 床面積は実作業面積である 臨時清掃 床面清掃　水性ワックス仕上げ ｍ２ 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040020 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 床面清掃 樹脂ワックス仕上げ 条件５００ｍ２ 床面積は実作業面積である 臨時清掃 床面清掃　樹脂ワックス仕上げ ｍ２ 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040030 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 外窓ガラス 開き窓 条件５００ｍ２ 臨時清掃 外窓ガラス　開き窓 ｍ２ 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040040 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 外窓ガラス はめ込み窓（仮設費用別途） 条件５００ｍ２ 臨時清掃 外窓ガラス　はめ込み窓 ｍ２ 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040050 清掃管理費 臨時清掃（不定期） サッシ磨き（洗浄仕上げ） アルミ　はめ込み窓（仮設費用別途） 条件１００ｍ２ 臨時清掃 サッシ磨き　アルミ ｍ２ 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040060 清掃管理費 臨時清掃（不定期） サッシ磨き（洗浄仕上げ） ステンレス　はめ込み窓（仮設費用別途） 条件１００ｍ２ 臨時清掃 サッシ磨き　ステンレス ｍ２ 578 8990 清掃管理費
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清掃管理費 8990040070 清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 ベネシャン　取り付けたまま清掃 条件１００ｍ２ 臨時清掃 ベネシャン　取り付けたまま清掃 ｍ２ 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040080 清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 ベネシャン　取りはずして清掃 条件１００ｍ２ 臨時清掃 ベネシャン　取りはずして清掃 ｍ２ 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040090 清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 バーチカル　取り付けたまま清掃 条件１００ｍ２ 臨時清掃 バーチカル　取り付けたまま清掃 ｍ２ 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040100 清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 バーチカル　取りはずして清掃 条件１００ｍ２ 臨時清掃 バーチカル　取りはずして清掃 ｍ２ 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040110 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃 ４０Ｗ　２灯付き（露出型） 条件５０基 臨時清掃 蛍光灯清掃　４０Ｗ　露出型 基 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040120 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃 ４０Ｗ　２灯付き（カバー付き） 条件５０基 臨時清掃 蛍光灯清掃　４０Ｗ　カバー付き 基 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040130 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃 １１０Ｗ　２灯付き（露出型） 条件５０基 臨時清掃 蛍光灯清掃　１１０Ｗ　露出型 基 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040140 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃 １１０Ｗ　２灯付き（カバー付き） 条件５０基 臨時清掃 蛍光灯清掃　１１０Ｗカバー付き 基 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040150 清掃管理費 臨時清掃（不定期） アネモ清掃 洗浄仕上げ　φ５０ｃｍ以内 条件５０個 臨時清掃 アネモ清掃　径５０ｃｍ以内 個 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040160 清掃管理費 臨時清掃（不定期） カーペット清掃 敷いたままでのクリーニング 条件５０ｍ２ 床面積は実作業面積である 臨時清掃 カーペット清掃　敷いたまま ｍ２ 578 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040170 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 外壁タイル 施釉タイル（仮設費用別途） 条件１００ｍ２ 臨時清掃 外壁タイル　施釉タイル ｍ２ 578 8990 清掃管理費

飲料水槽清掃費 8930010010 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１０ｍ３ 受水タンク 貯水容量１０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010020 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量２０ｍ３ 受水タンク 貯水容量２０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010030 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量３０ｍ３ 受水タンク 貯水容量３０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010040 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量４０ｍ３ 受水タンク 貯水容量４０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010050 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量５０ｍ３ 受水タンク 貯水容量５０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010060 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量６０ｍ３ 受水タンク 貯水容量６０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010070 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量７０ｍ３ 受水タンク 貯水容量７０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費
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飲料水槽清掃費 8930010080 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量８０ｍ３ 受水タンク 貯水容量８０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010090 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量９０ｍ３ 受水タンク 貯水容量９０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010100 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１００ｍ３ 受水タンク 貯水容量１００ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010120 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１２０ｍ３ 受水タンク 貯水容量１２０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010140 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１４０ｍ３ 受水タンク 貯水容量１４０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010160 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１６０ｍ３ 受水タンク 貯水容量１６０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010180 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１８０ｍ３ 受水タンク 貯水容量１８０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010200 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量２００ｍ３ 受水タンク 貯水容量２００ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020010 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量１０ｍ３ 高置タンク 貯水容量１０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020020 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量２０ｍ３ 高置タンク 貯水容量２０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020030 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量３０ｍ３ 高置タンク 貯水容量３０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020040 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量４０ｍ３ 高置タンク 貯水容量４０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020050 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量５０ｍ３ 高置タンク 貯水容量５０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020060 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量６０ｍ３ 高置タンク 貯水容量６０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020070 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量７０ｍ３ 高置タンク 貯水容量７０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020080 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量８０ｍ３ 高置タンク 貯水容量８０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020090 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量９０ｍ３ 高置タンク 貯水容量９０ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020100 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量１００ｍ３ 高置タンク 貯水容量１００ｍ３ 回 580 8930 飲料水槽清掃費

477/477


