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細目名称 摘要名称 単　位 単価（円） 備　考

解体養生ｼｰﾄ張り H=1.8 単管組防音ｼｰﾄ張り ｍ 2,800 材工共

解体養生ｼｰﾄ張り H=3.6 単管組防音ｼｰﾄ張り ｍ 3,900 材工共

解体養生ｼｰﾄ張り H=5.4 単管組防音ｼｰﾄ張り ｍ 5,000 材工共

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 掛払い手間             10m未満 W=600  ㎡ 320 労務費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 掛払い手間             10m未満 W=900  ㎡ 350 労務費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 掛払い手間             10m未満 W=1200 ㎡ 370 労務費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 掛払い手間             20m未満 W=600  ㎡ 350 労務費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 掛払い手間             20m未満 W=900  ㎡ 400 労務費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 掛払い手間             20m未満 W=1200 ㎡ 430 労務費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 掛払い手間             20m以上 W=600  ㎡ 420 労務費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 掛払い手間             20m以上 W=900  ㎡ 450 労務費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 掛払い手間             20m以上 W=1200 ㎡ 480 労務費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 供用1日賃料 修理費含む 10m未満 W=600  ㎡ 5 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 供用1日賃料 修理費含む 10m未満 W=900  ㎡ 6 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 供用1日賃料 修理費含む 10m未満 W=1200 ㎡ 6 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 供用1日賃料 修理費含む 20m未満 W=600  ㎡ 5 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 供用1日賃料 修理費含む 20m未満 W=900  ㎡ 6 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 供用1日賃料 修理費含む 20m未満 W=1200 ㎡ 6 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 供用1日賃料 修理費含む 20m以上 W=600  ㎡ 5 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 供用1日賃料 修理費含む 20m以上 W=900  ㎡ 6 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 供用1日賃料 修理費含む 20m以上 W=1200 ㎡ 6 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 基本料 修理費含む      10m未満 W=600  ㎡ 180 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 基本料 修理費含む      10m未満 W=900  ㎡ 210 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 基本料 修理費含む      10m未満 W=1200 ㎡ 220 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 基本料 修理費含む      20m未満 W=600  ㎡ 180 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 基本料 修理費含む      20m未満 W=900  ㎡ 210 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 基本料 修理費含む      20m未満 W=1200 ㎡ 220 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 基本料 修理費含む      20m以上 W=600  ㎡ 180 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 基本料 修理費含む      20m以上 W=900  ㎡ 210 材料費

くさび緊結式足場（手すり先行方式） 基本料 修理費含む      20m以上 W=1200 ㎡ 220 材料費

仮設材運搬費(くさび緊結式足場)   W=600  ㎡ 50 材工共

仮設材運搬費(くさび緊結式足場)   W=900  ㎡ 60 材工共

仮設材運搬費(くさび緊結式足場)   W=1200 ㎡ 72 材工共

ＰＲ看板(木枠)   掲示板タイプ     W1,800×H1,200 程度 枚 10,800 材料費

ＰＲ看板(木枠)   工事用看板タイプ W1,100×H1,600 程度 枚 12,000 材料費

中空ｽﾗﾌﾞ用ﾊﾟｲﾌﾟ付属品共   ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ (ｵｰﾊﾞﾙ型) 2DK(55㎡ﾀｲﾌﾟ) t=0.4 200×100φ 式 116,000 材工共

中空ｽﾗﾌﾞ用ﾊﾟｲﾌﾟ付属品共   ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ (ｵｰﾊﾞﾙ型) 2DK(50㎡ﾀｲﾌﾟ) t=0.4 200×100φ 式 109,000 材工共

中空ｽﾗﾌﾞ用ﾊﾟｲﾌﾟ付属品共   ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ (ｵｰﾊﾞﾙ型) 3DK(70㎡ﾀｲﾌﾟ) t=0.4 200×100φ 式 136,000 材工共

中空ｽﾗﾌﾞ用ﾊﾟｲﾌﾟ付属品共   ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ (ｵｰﾊﾞﾙ型) 3DK(65㎡ﾀｲﾌﾟ) t=0.4 200×100φ 式 134,000 材工共

中空ｽﾗﾌﾞ用ﾊﾟｲﾌﾟ付属品共   ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ (ｵｰﾊﾞﾙ型) 4DK(80㎡ﾀｲﾌﾟ) t=0.4 225×125φ 式 163,000 材工共

中空ｽﾗﾌﾞ用ﾊﾟｲﾌﾟ付属品共   ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ (ｵｰﾊﾞﾙ型) 4DK(75㎡ﾀｲﾌﾟ) t=0.4 225×125φ 式 162,000 材工共

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水 露出単層防水用（R種） ㎡ 2,370 材工共

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水 露出複層防水用（R種） ㎡ 3,540 材工共

塗膜防水 樹脂系 ㎡ 2,340 材工共

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦形ろく屋根用(ｺｰﾅｰ) ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP75 (差込み式) 個 3,840 材料費

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦形ろく屋根用(ｺｰﾅｰ) ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP100(差込み式) 個 4,730 材料費

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦形ろく屋根用(ｺｰﾅｰ) 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用  VP75 (差込み式) 個 3,480 材料費

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦形ろく屋根用(ｺｰﾅｰ) 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用  VP100(差込み式) 個 3,740 材料費

ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺 常温工法 特殊繊維不織布ｱｽﾌｧﾙﾄ1層 ㎡ 3,970 材工共

ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺 棟加工   ｍ 1,100 材工共

ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺 谷加工   ｍ 1,590 材工共

軒樋落とし口   塩ビ製 か所 800 材料費

水切り金物 ｱﾙﾐ製 軒先用     ｍ 2,910 材料費

水切り金物 ｱﾙﾐ製 ｹﾗﾊﾞ用     ｍ 3,160 材料費

水切り金物 ｱﾙﾐ製 立上り部用 ｍ 3,540 材料費

水切り金物(ｺｰﾅｰ用) ｱﾙﾐ製 軒先用     か所 6,180 材料費

水切り金物(ｺｰﾅｰ用) ｱﾙﾐ製 ｹﾗﾊﾞ用     か所 6,800 材料費

水切り金物(ｺｰﾅｰ用) ｱﾙﾐ製 立上り部用 か所 4,620 材料費

ｱﾙﾐ笠木 平物 W-150 ｍ 2,760 材料費

ｱﾙﾐ笠木 平物 W-200 ｍ 3,760 材料費

ｱﾙﾐ笠木 平物 W-250 ｍ 4,560 材料費

角樋受金物   180×180 個 580 材料費

塩ビ角樋   180×180 ｍ 1,280 材料費

進入防止柵 ｱﾙﾐ製　格子ﾀｲﾌﾟ    H=～1500 （支持金具含む） ｍ 26,400 材料費

進入防止柵 ｱﾙﾐ製　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ H=～1500 （支持金具含む） ｍ 27,600 材料費

進入防止柵 ｱﾙﾐ製　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ H=～2800 （支持金具含む） ｍ 48,000 材料費

進入防止柵用扉 ｱﾙﾐ製　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ W700×H1800 （支持金具含む） か所 144,000 材料費

床避難口(ﾊﾞﾙｺﾆｰ用) ｽﾃﾝﾚｽ製 緩降ｽﾗｲﾄﾞ式 上下蓋･枠共 個 78,500 材料費

ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔壁板枠 ｱﾙﾐ枠 H=1800 W=645      個 18,000 材料費

ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔壁板枠 ｱﾙﾐ枠 H=1800 W=900以下  個 18,000 材料費

ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔壁板枠 ｱﾙﾐ枠 H=1800 W=1060以下 個 23,700 材料費

ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔壁板枠 ｱﾙﾐ枠 H=1800 W=1245以下 個 23,700 材料費

窓用面格子 ｱﾙﾐ製 H=1000 W=1200 か所 16,400 材料費

窓用面格子 ｱﾙﾐ製 H=1000 W=1300 か所 17,100 材料費

窓用面格子 ｱﾙﾐ製 H=1000 W=1600 か所 18,900 材料費

手摺 I型　φ32　(ｽﾃﾝﾚｽ製) L=350      か所 6,200 材料費

手摺 I型　φ32　(ｽﾃﾝﾚｽ製) L=500      か所 6,330 材料費

手摺 I型　φ32　(ｽﾃﾝﾚｽ製) L=600      か所 6,600 材料費

手摺 I型　φ32　(ｽﾃﾝﾚｽ製) L=700      か所 7,560 材料費

手摺 L型　φ32　(ｽﾃﾝﾚｽ製) L=500×700 か所 14,000 材料費

手摺 L型　φ32　(ｽﾃﾝﾚｽ製) L=600×700 か所 14,500 材料費

壁付手摺 ｽﾃﾝﾚｽ製 φ34×2.0 ｍ 8,640 材料費

壁付手摺 ｱﾙﾐ製   φ34×3.0 ｍ 7,200 材料費

BL手摺(ｱﾙﾐ製) ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 手摺子ﾀｲﾌﾟ(壁支持金具共)    ｍ 12,200 材料費

BL手摺(ｱﾙﾐ製) ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ（壁支持金具共） ｍ 25,800 材料費

BL手摺(ｱﾙﾐ製) 廊下手摺   手摺子ﾀｲﾌﾟ(壁支持金具共)    ｍ 14,200 材料費

BL手摺(ｱﾙﾐ製) 廊下手摺   ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ（壁支持金具共） ｍ 25,800 材料費

BL手摺(ｱﾙﾐ製) 手摺支柱   か所 3,430 材料費

流し水切りｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ0.6 L=1930 W=150 H=180 個 11,400 材料費

流し水切りｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ0.6 L=2200 W=150 H=250 個 13,200 材料費

物干し金物 ｱﾙﾐ棒ﾊﾟｲﾌﾟ　自在式 一般階用　L=780  ｲﾝｻｰﾄ　ﾎﾞﾙﾄ共 個 3,820 材料費

物干し金物 ｱﾙﾐ棒ﾊﾟｲﾌﾟ　自在式 一般階用　L=1000 ｲﾝｻｰﾄ　ﾎﾞﾙﾄ共 個 6,130 材料費

ｸｰﾗｰ取付ｲﾝｻｰﾄ部品 天井 4連 個 620 材料費

ｸｰﾗｰ取付ｲﾝｻｰﾄ部品 壁 2連   個 270 材料費

ｸｰﾗｰ取付ｲﾝｻｰﾄ部品 ﾌﾟﾚｰﾄ    個 59 材料費

ｸｰﾗｰ取付ｲﾝｻｰﾄ部品 ﾎﾞﾙﾄ     個 26 材料費



細目名称 摘要名称 単　位 単価（円） 備　考

ｸｰﾗｰ取付ｲﾝｻｰﾄ部品 袋ﾅｯﾄ    個 26 材料費

珪藻土吹付塗材  ㎡ 1,850 材工共

すり板ｶﾞﾗｽ 厚さ3 ㎡ 1,110 材料費

防犯合わせｶﾞﾗｽ  <透明ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ/中間膜> 厚3.0mm+30mil+3.0mm ㎡ 5,300 材料費

クレセント   追加分 個 1,000 材料費

玄関両面フラッシュ戸   二重片引き W850 電気錠 ﾁｪｰﾝ錠 自閉装置 ﾄﾞｱｱｲ×2 か所 340,000 材料費

玄関両面フラッシュ戸   二重片引き W850 自閉装置 ﾄﾞｱｱｲ×2               か所 320,000 材料費

ＥＰＳ片面フラッシュ戸（廊下型）   隔壁板 手摺取付補強共 2400×1900 か所 189,000 材料費

錠前 R-Ⅱ型   個 4,830 材料費

鋼製ﾌﾗｯｼｭ戸 BL玄関両面 気密枠 W850          枚 82,700 材料費

鋼製ﾌﾗｯｼｭ戸 PS片面ﾌﾗｯｼｭ 廊下型 550×1800    枚 27,400 材料費

鋼製ﾌﾗｯｼｭ戸 片開両面 W800×H1900 錠前丁番共 枚 60,700 材料費

集会室用ﾌﾗｯｼｭ戸 WD-1　親子開 W1200×H1910                 枚 24,200 材料費

集会室用ﾌﾗｯｼｭ戸 WD-2　片開き W 720×H1910(ｶﾞﾗﾘ付)         枚 21,000 材料費

集会室用ﾌﾗｯｼｭ戸 WD-3　片開き W 600×H1820                 枚 11,800 材料費

集会室用ﾌﾗｯｼｭ戸 WD-4　片引き W 850×H2000                 枚 17,500 材料費

集会室用ﾌﾗｯｼｭ戸 WD-5　片引き W 910×H2000(ｶﾞﾗﾘ付)         枚 26,100 材料費

集会室用ﾌﾗｯｼｭ戸 WD-6　片引き W 660×H2000(ｶﾞﾗﾘ付)         枚 23,300 材料費

集会室用ﾌﾗｯｼｭ戸 WD-7　片引き W 900×H1800(樹脂ｶﾞﾗｽ小窓付) 枚 14,000 材料費

集会室用ﾌﾗｯｼｭ戸 WD-8　片引き W 825×H1800                 枚 9,450 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い窓             耐風圧　S-4　枠見込70 W=900 H=1000  個 11,700 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い窓             耐風圧　S-4　枠見込70 W=1050 H=1000 個 12,200 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い窓             耐風圧　S-4　枠見込70 W=1100 H=1000 個 12,300 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い窓             耐風圧　S-4　枠見込70 W=1200 H=1000 個 12,500 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い窓             耐風圧　S-4　枠見込70 W=1300 H=1000 個 12,800 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い窓             耐風圧　S-4　枠見込70 W=1400 H=1000 個 13,100 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い窓             耐風圧　S-4　枠見込70 W=1500 H=1000 個 13,600 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い窓             耐風圧　S-4　枠見込70 W=1600 H=1000 個 13,900 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い窓             耐風圧　S-5　枠見込70 W=700 H=750   個 11,200 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い窓             耐風圧　S-5　枠見込70 W=1800 H=1200 個 16,500 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸             耐風圧　S-4　枠見込70 W=1400 H=1800 個 20,400 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸             耐風圧　S-4　枠見込70 W=1500 H=1800 個 20,700 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸             耐風圧　S-4　枠見込70 W=1600 H=1800 個 21,100 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸             耐風圧　S-4　枠見込70 W=1700 H=1800 個 21,500 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸             耐風圧　S-4　枠見込70 W=1800 H=1800 個 21,900 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸             耐風圧　S-4　枠見込70 W=1900 H=1800 個 22,300 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸             耐風圧　S-4　枠見込70 W=2000 H=1800 個 22,700 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸             耐風圧　S-4　枠見込70 W=2100 H=1800 個 23,100 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸　中桟(横)付 耐風圧　S-4　枠見込70 W=1400 H=1800 個 22,200 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸　中桟(横)付 耐風圧　S-4　枠見込70 W=1500 H=1800 個 22,600 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸　中桟(横)付 耐風圧　S-4　枠見込70 W=1600 H=1800 個 23,000 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸　中桟(横)付 耐風圧　S-4　枠見込70 W=1700 H=1800 個 23,700 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸　中桟(横)付 耐風圧　S-4　枠見込70 W=1800 H=1800 個 24,100 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸　中桟(横)付 耐風圧　S-4　枠見込70 W=1900 H=1800 個 24,600 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸　中桟(横)付 耐風圧　S-4　枠見込70 W=2000 H=1800 個 25,100 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸　中桟(横)付 耐風圧　S-4　枠見込70 W=2100 H=1800 個 25,400 材料費

ｱﾙﾐ製建具 引違い戸　中桟(横)付 耐風圧　S-5　枠見込70 W=1900 H=2100 個 31,600 材料費

床 防塵塗装 厚0.3mm ㎡ 900 材工共

棟番号 公団型 300×700(数字0,1-9) ｽﾃﾝﾚｽ製   個 40,600 材料費

棟番号 400×650                   ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 6,370 材料費

ﾊﾞﾙｺﾆｰ用避難ｽﾃｯｶｰ ｱﾙﾐ箔150×400(ﾋﾞﾆﾙ被覆) 枚 300 材料費

室名札 樹脂製 270×135 個 430 材料費

室名札 ｱﾙﾐ製  210×75  個 1,030 材料費

避難表示 ｱｸﾘﾙ製 t10 100×300 個 2,200 材料費

集合連絡板 50戸用    個 108,000 材料費

集合連絡板 100戸以上 個 217,000 材料費

集合郵便受 ｽﾃﾝﾚｽ製 D=300 4戸型  個 12,800 材料費

集合郵便受 ｽﾃﾝﾚｽ製 D=300 6戸型  個 19,200 材料費

集合郵便受 ｽﾃﾝﾚｽ製 D=300 8戸型  個 25,600 材料費

集合郵便受 ｽﾃﾝﾚｽ製 D=300 10戸型 個 33,300 材料費

集合郵便受 ｽﾃﾝﾚｽ製 D=300 12戸型 個 39,900 材料費

集合郵便受 ｽﾃﾝﾚｽ製 D=300 18戸型 個 59,900 材料費

階数表示板 ｱｸﾘﾙ製 t5　A型225×130 個 1,750 材料費

階数表示板 ｱﾙﾐ製  t5　B型360×130 個 2,380 材料費

箱文字 ｽﾃﾝﾚｽ製　120×120 か所 8,400 材料費

水切り棚 ｽﾃﾝﾚｽ製 W=270 L=900(公団型2段) か所 4,620 材料費

ｺﾝﾛ台 BL型 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付 幅600 台 17,500 材料費

ｺﾝﾛ台 BL型 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付 幅700 台 18,100 材料費

つり戸棚 幅600 か所 9,120 材料費

浴室ﾕﾆｯﾄ BL1216型 窓枠無              手摺･浴槽･水栓共 組 385,000 材料費

浴室ﾕﾆｯﾄ BL1416型 窓枠無 身障者対応型 手摺･浴槽･水栓共 組 450,000 材料費

建築札花こう岩450×300　彫込共 か所 83,000 材料費

ｸｰﾗｰ用ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ VU φ75     ｽﾘｰﾌﾞ共        か所 640 材料費

ｸｰﾗｰ用ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ VU φ75     ｽﾘｰﾌﾞ･止水板共 か所 690 材料費

ｸｰﾗｰ用ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 耐火ｽﾘｰﾌﾞ用 か所 1,000 材料費

床下換気孔 VU φ50 L400     SUS網付　ﾋﾟｯﾄ-PS間用 個 1,920 材料費

床下換気孔 VU φ150 ﾊﾟｲﾌﾟ共 SUS網付              個 1,300 材料費

床下換気孔 VU φ150 ﾊﾟｲﾌﾟ共 SUS網無              個 880 材料費

床下換気孔 鋳鉄製 420×170  SUS網付              個 1,510 材料費

室内固定換気孔   VU φ100 ﾊﾟｲﾌﾟ共 ｶﾞﾗﾘ･網付              個 2,030 材料費

天井換気孔   VU φ50 ﾊﾟｲﾌﾟ共 ｴﾙﾎﾞ･網付              個 190 材料費

消火器 粉末4型　 ﾌﾞﾗｯｹﾄ共 個 3,720 材料費

消火器 粉末6型 　ﾌﾞﾗｯｹﾄ共 個 4,380 材料費

消火器 粉末10型　ﾌﾞﾗｯｹﾄ共 個 3,870 材料費

車止め   基礎無し           P-20　擬石　固定       φ250           基 20,400 材料費

車止め   基礎無し           P-20　擬石　固定       φ300           基 22,900 材料費

車止め   基礎無し           P-20　擬石　可動       φ250           基 23,800 材料費

車止め   基礎無し           P-20　擬石　可動       φ300           基 25,900 材料費

車止め   基礎無し           P-22　ﾀｲﾌﾟC            鋼製            基 16,100 材料費

車止め   基礎無し           P-22　ﾀｲﾌﾟD            鋼製            基 23,800 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ鎖（車止用)φ5mm  ｍ 1,010 材料費

ﾊﾟｰｺﾞﾗ P-25　1連 基 1,070,000 材料費

ﾊﾟｰｺﾞﾗ P-25　2連 基 1,420,000 材料費

ﾊﾟｰｺﾞﾗ P-25　3連 基 1,840,000 材料費

ﾊﾟｰｺﾞﾗ P-25　4連 基 2,290,000 材料費

標識･看板･案内板 防火水槽標識        P-10 基 16,800 材料費
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標識･看板･案内板 消防用活動ｽﾍﾟｰｽ標識 P-11 基 47,600 材料費

標識･看板･案内板 立看板              P-13 基 65,800 材料費

標識･看板･案内板 立看板              P-14 基 77,400 材料費

標識･看板･案内板 案内板              P-21 基 474,000 材料費

消防用空地板(P-12)   個 51,700 材料費

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(P-19)  個 3,800 材料費

遊具等 ｽｸｳｪｱｼﾞｬﾝｸﾞﾙ(塗装共) P-2       基 444,000 材料費

遊具等 ｽﾃﾝﾚｽ滑り台(塗装共)  P-4       基 468,000 材料費

遊具等 木製ﾍﾞﾝﾁA(背無)      P-5       基 60,800 材料費

遊具等 木製ﾍﾞﾝﾁB(背有）     P-6       基 58,400 材料費

遊具等 3連鉄棒(塗装共)      P-7 TB-3H 基 193,000 材料費

遊具等 3連鉄棒(塗装共)      P-7 TB-3L 基 90,000 材料費

ｽﾂｰﾙ P-23　磁器製 基 51,000 材料費

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾍﾞﾝﾁ P-24 ﾀｲﾌﾟA 基 99,000 材料費

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾍﾞﾝﾁ P-24 ﾀｲﾌﾟB 基 93,600 材料費

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾍﾞﾝﾁ P-24 ﾀｲﾌﾟC 基 130,000 材料費

ﾌｪﾝｽ ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ     UN-50　H=1800 基礎無し（忍返付） ｍ 8,710 材料費

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 片開き（鍵付） H=1800(忍返付)  UN(A型) 基 46,000 材料費

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 両開き（鍵付） H=1800(忍返付)  UN(A型) 基 92,300 材料費

案内板印刷(P-21)   ｼﾙｸ3色              P-21                   台 412,000 材料費

案内板印刷(P-21)   ｼﾙｸ6色              P-21                   台 504,000 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み   機 械 ｍ3 1,000 材工共

地業とりこわし 機 械 集積・積込み共   ｍ3 1,900 材工共

鉄筋切断 集積共           ｍ3 500 材工共

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし CB造  地上部 圧砕機             標 準    ｍ3 3,000 材工共

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし CB造  地上部 圧砕機             屋上設置 ｍ3 3,500 材工共

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし CB造  基礎部 圧砕機             -        ｍ3 5,800 材工共

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし CB造  基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 -        ｍ3 6,000 材工共

PCB含有ｼｰﾘﾝｸﾞ材判定試験費 検体 20,000 材工共

ﾓﾙﾀﾙ欠損処理(ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填) 1０㎝×３０㎝（大） （はつり鉄筋補修共） か所 2,300 材工共

ﾓﾙﾀﾙ欠損処理(ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填) 1０㎝×２０㎝（中） （はつり鉄筋補修共） か所 1,700 材工共

ﾓﾙﾀﾙ欠損処理(ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填) 1０㎝×１０㎝（小） （はつり鉄筋補修共） か所 1,000 材工共

ｸﾗｯｸ処理 Ｕｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法        ｍ 1,200 材工共

ｸﾗｯｸ処理 自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｍ 3,600 材工共

ｸﾗｯｸ処理 ｼｰﾙ工法                   ｍ 450 材工共

ﾓﾙﾀﾙ浮き補修(全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法) 一般部            ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 13本 注入口１２穴 ㎡ 6,400 材工共

ﾓﾙﾀﾙ浮き補修(全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法) 指定部            ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 20本 注入口２０穴 ㎡ 10,200 材工共

ﾓﾙﾀﾙ浮き補修（全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法） 狭幅部 幅200程度 ｍ 2,550 材工共

可とう型外装薄塗材E 下地不陸調整1mm以下      下地調整塗材C-1共 ㎡ 1,200 材工共

可とう型外装薄塗材E 下地不陸調整1mm超3mm以下 下地調整塗材C-2共 ㎡ 1,430 材工共

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ４mm 見込み４０mm      笠木・幅木ｽﾃﾝﾚｽ      金物・吊込別途 ㎡ 17,100 材料費

ｶﾞﾗﾘ付き割り増し   木製     Ｈ650×Ｗ300程度 か所 4,890 材料費

ｶﾞﾗﾘ付き割り増し   ｱﾙﾐ製    Ｈ650×Ｗ300程度 か所 8,000 材料費

ｽﾃﾝﾚｽﾛｯｸ錠 両面ｼﾘﾝﾀﾞｰ 個 5,500 材料費

ｽﾃﾝﾚｽﾛｯｸ錠 片面ｻﾑﾀｰﾝ 片面ｼﾘﾝﾀﾞｰ 個 4,160 材料費

ｽﾃﾝﾚｽﾛｯｸ錠 片面空錠  片面ｼﾘﾝﾀﾞｰ 個 4,160 材料費

ｽﾃﾝﾚｽﾛｯｸ錠 両面空錠  個 2,190 材料費

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 両面 個 3,960 材料費

ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ 両面      ｽﾃﾝﾚｽ 個 2,360 材料費

ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ 片面空ﾉﾌﾞ ｽﾃﾝﾚｽ 個 2,700 材料費

ﾄﾞｱﾁｪｯｸ 正規ｽﾄｯﾌﾟ付き  ４５㎏ 個 4,140 材料費

ﾄﾞｱﾁｪｯｸ 正規ｽﾄｯﾌﾟなし  ４５㎏ 個 3,420 材料費

ﾄﾞｱﾁｪｯｸ 正規ﾋｭｰｽﾞ付き  ４５㎏ 個 4,920 材料費

ﾄﾞｱﾁｪｯｸ ﾊﾟﾗﾚﾙｽﾄｯﾌﾟ付き ４５㎏ 個 4,320 材料費

ﾄﾞｱﾁｪｯｸ ﾊﾟﾗﾚﾙｽﾄｯﾌﾟなし ４５㎏ 個 3,600 材料費

ﾄﾞｱﾁｪｯｸ ﾊﾟﾗﾚﾙﾋｭｰｽﾞ付き ４５㎏ 個 5,100 材料費

ﾌﾛｱｰﾋﾝｼﾞ 100㎏ 両開き 個 12,700 材料費

ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ 扉寸法1000×2500程度 持出吊 100㎏ 組 2,820 材料費

ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ 扉寸法1000×2500程度 中心吊 150㎏ 組 4,410 材料費

ﾛｰﾗｰ錠 ｽﾃﾝﾚｽ 個 230 材料費

固定握玉 ｽﾃﾝﾚｽ 個 660 材料費

戸車 ｽﾃﾝﾚｽ    径36 出入口用 個 470 材料費

戸車 ｽﾃﾝﾚｽ    径30 一般窓用 個 310 材料費

戸車 合成樹脂 径36 出入口用 個 75 材料費

戸車 合成樹脂 径30 一般窓用 個 60 材料費

内倒金物 ステンレス 個 620 材料費

内倒金物ﾌｯｸ棒 Ｌ＝1.2ｍ 個 1,440 材料費

内倒金物ﾌｯｸ棒 Ｌ＝1.8ｍ 個 1,570 材料費

引違戸錠 個 2,730 材料費

黒板線文字記入（黒板別途）   Ｈ 900×Ｗ1200     面 6,000 材料費

黒板線文字記入（黒板別途）   Ｈ 900×Ｗ1800     面 9,000 材料費

黒板線文字記入（黒板別途）   Ｈ 900×Ｗ2700     面 13,000 材料費

黒板線文字記入（黒板別途）   Ｈ 900×Ｗ3600     面 22,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製黒板   黒板取り替え （木枠別途、下地共、押縁共） 面 16,200 材料費

ｽﾁｰﾙ製黒板   黒板張り重ね （下地ベニヤ共、押縁共）     面 25,400 材料費

掲示板   ﾄｯﾌﾟｼｰﾄ貼り          （木枠別途、下地共、押縁共） ㎡ 2,490 材料費

掲示板   ﾄｯﾌﾟｼｰﾄ張り替え      （枠別途下地補修共、押縁共） ㎡ 6,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製曲面黒板   木枠Ｈ 900×Ｗ3600 面 111,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製曲面黒板   木枠Ｈ1200×Ｗ3600 面 123,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製曲面黒板   木枠Ｈ1200×Ｗ4500 面 181,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製曲面黒板   木枠Ｈ1200×Ｗ5400 面 213,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製平面黒板   木枠Ｈ 900×Ｗ1100 面 27,800 材料費

ｽﾁｰﾙ製平面黒板   木枠Ｈ 900×Ｗ1200 面 27,800 材料費

ｽﾁｰﾙ製平面黒板   木枠Ｈ 900×Ｗ1800 面 38,300 材料費

ｽﾁｰﾙ製平面黒板   木枠Ｈ 900×Ｗ2700 面 53,500 材料費

ｽﾁｰﾙ製平面黒板   木枠Ｈ 900×Ｗ3000 面 61,600 材料費

ｽﾁｰﾙ製平面黒板   木枠Ｈ 900×Ｗ3600 面 69,500 材料費

ｽﾁｰﾙ製平面黒板   木枠Ｈ 900×Ｗ4500 面 103,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製平面黒板   木枠Ｈ1200×Ｗ1800 面 46,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製平面黒板   木枠Ｈ1200×Ｗ2700 面 64,700 材料費

ｽﾁｰﾙ製平面黒板   木枠Ｈ1200×Ｗ3600 面 83,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製平面黒板   木枠Ｈ1200×Ｗ4500 面 122,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製引分黒板   木枠Ｈ1200×Ｗ3600 面 164,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製引分黒板   木枠Ｈ1200×Ｗ4800 面 231,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製上下黒板   木枠Ｈ1800×Ｗ2700 面 176,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製上下黒板   木枠Ｈ1800×Ｗ3600 面 214,000 材料費



細目名称 摘要名称 単　位 単価（円） 備　考

ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾀﾞｰ曲面黒板   ｱﾙﾐ枠Ｈ1200×Ｗ3600    面 186,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾀﾞｰ曲面黒板   ｱﾙﾐ枠Ｈ1200×Ｗ4500    面 248,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾀﾞｰ平面黒板   ｱﾙﾐ枠Ｈ1200×Ｗ3600    面 172,000 材料費

ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾀﾞｰ平面黒板   ｱﾙﾐ枠Ｈ1200×Ｗ4500    面 230,000 材料費

ﾎｰﾛｰ製平面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ｱﾙﾐﾁｮｰｸBOX2個･ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ共   Ｈ 900×Ｗ1200     ｱﾙﾐ枠    面 32,100 材料費

ﾎｰﾛｰ製平面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ｱﾙﾐﾁｮｰｸBOX2個･ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ共   Ｈ 900×Ｗ1800     ｱﾙﾐ枠    面 45,000 材料費

ﾎｰﾛｰ製平面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ｱﾙﾐﾁｮｰｸBOX2個･ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ共   Ｈ 900×Ｗ2700     ｱﾙﾐ枠    面 65,200 材料費

ﾎｰﾛｰ製平面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ｱﾙﾐﾁｮｰｸBOX2個･ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ共   Ｈ 900×Ｗ3600     ｱﾙﾐ枠    面 85,100 材料費

ﾎｰﾛｰ製平面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ｱﾙﾐﾁｮｰｸBOX2個･ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ共   Ｈ1200×Ｗ1200     ｱﾙﾐ枠    面 39,200 材料費

ﾎｰﾛｰ製平面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ｱﾙﾐﾁｮｰｸBOX2個･ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ共   Ｈ1200×Ｗ1800     ｱﾙﾐ枠    面 55,600 材料費

ﾎｰﾛｰ製平面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ｱﾙﾐﾁｮｰｸBOX2個･ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ共   Ｈ1200×Ｗ2700     ｱﾙﾐ枠    面 80,100 材料費

ﾎｰﾛｰ製平面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ｱﾙﾐﾁｮｰｸBOX2個･ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ共   Ｈ1200×Ｗ3600     ｱﾙﾐ枠    面 104,000 材料費

室名札 Ａ型（文字書込共） 学校標準 か所 3,810 材料費

室名札 Ｂ型（文字書込共） 学校標準 か所 3,510 材料費

室名札 Ｃ型（ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ）   学校標準 か所 3,280 材料費

階段表示板 ｱｸﾘﾙ５mm 学校標準 か所 2,210 材料費

非常口誘導案内板 アクリル５mm か所 2,800 材料費

ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ L=４ｍ（B－７） 学校標準（下地組補強金物共） ｍ 14,400 材料費

暗幕ﾎﾞｯｸｽ（下地組補強金物共） Ｗ150×Ｈ120（B-8）  学校標準 ｍ 7,840 材料費

暗幕ﾎﾞｯｸｽ（下地組補強金物共） Ｗ150×Ｈ100（B-9）  学校標準 ｍ 7,840 材料費

暗幕ﾎﾞｯｸｽ（下地組補強金物共） Ｗ120×Ｈ100（B-10） 学校標準 ｍ 7,800 材料費

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ（下地組補強金物共） Ｗ345×Ｈ300（B-11） 学校標準 ｍ 12,800 材料費

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ（下地組補強金物共） Ｗ345×Ｈ275（B-12） 学校標準 ｍ 12,800 材料費

ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 6φ 径100 ＠50 ｍ 389 材料費

ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 6φ 径120 ＠50 ｍ 467 材料費

ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 6φ 径150 ＠50 ｍ 581 材料費

ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 D10 径100 ＠50 ｍ 883 材料費

ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 D10 径120 ＠50 ｍ 1,050 材料費

ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 D10 径150 ＠50 ｍ 1,320 材料費

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ Ｆ8Ｔ Ｍ20×45 組 132 材料費

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ Ｆ8Ｔ Ｍ20×50 組 137 材料費

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ Ｆ8Ｔ Ｍ20×55 組 142 材料費

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ Ｆ8Ｔ Ｍ20×60 組 146 材料費

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ Ｆ8Ｔ Ｍ20×65 組 151 材料費

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ Ｆ8Ｔ Ｍ20×70 組 156 材料費

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ Ｆ8Ｔ Ｍ20×75 組 160 材料費

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ Ｆ8Ｔ Ｍ16×40 組 79 材料費

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ Ｆ8Ｔ Ｍ16×45 組 82 材料費

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ Ｆ8Ｔ Ｍ16×50 組 85 材料費

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ Ｆ8Ｔ Ｍ16×55 組 88 材料費

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ Ｆ8Ｔ Ｍ16×60 組 91 材料費

ﾌﾞﾚｽ被覆鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ　ｔ=1.5 ＨＬ　320×320 ｍ 77,000 材料費

接着系ｱﾝｶｰ Ｄ13 Ｌ=560 本 490 材料費

接着系ｱﾝｶｰ Ｄ16 Ｌ=570 本 630 材料費

接着系ｱﾝｶｰ Ｄ19 Ｌ=305 ﾅｯﾄ付     本 570 材料費

接着系ｱﾝｶｰ Ｍ16 Ｌ=210 全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ 本 440 材料費

水切 ｽﾃﾝﾚｽ　ｔ=1.5 ＨＬ　Ｗ=220 ｍ 18,400 材料費

水切 ｽﾃﾝﾚｽ　ｔ=1.5 ＨＬ　Ｗ=420 ｍ 28,100 材料費

窓膳板 積層材　30×400 ｍ 12,000 材料費

三方枠 積層材　30×400 ｍ 12,000 材料費

幅木 米ﾂｶﾞ　25×66 ｍ 1,200 材料費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ﾋﾞﾆﾙ被覆） 金網♯10×50 控付 Ｈ=1200  ｱﾝｸﾞﾙ型 V-GS2 ｍ 3,160 材料費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ﾋﾞﾆﾙ被覆） 金網♯10×50 控付 Ｈ=1500  ｱﾝｸﾞﾙ型 V-GS2 ｍ 3,500 材料費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ﾋﾞﾆﾙ被覆） 金網♯10×50 控付 Ｈ=1800  ｱﾝｸﾞﾙ型 V-GS2 ｍ 3,940 材料費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ﾋﾞﾆﾙ被覆） 金網♯10×50 控付 Ｈ=3000  ｱﾝｸﾞﾙ型 V-GS2 ｍ 6,930 材料費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ﾋﾞﾆﾙ被覆） 金網♯10×40 控付 Ｈ=1200  ｱﾝｸﾞﾙ型 V-GS2 ｍ 3,540 材料費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ﾋﾞﾆﾙ被覆） 金網♯10×40 控付 Ｈ=1500  ｱﾝｸﾞﾙ型 V-GS2 ｍ 3,970 材料費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ﾋﾞﾆﾙ被覆） 金網♯10×40 控付 Ｈ=1800  ｱﾝｸﾞﾙ型 V-GS2 ｍ 4,490 材料費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ﾋﾞﾆﾙ被覆） 金網♯10×40 控付 Ｈ=3000  ｱﾝｸﾞﾙ型 V-GS2 ｍ 7,880 材料費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉上部H1200ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 金網♯10×50 門　Ｈ=3000　W=1000　片開き か所 45,600 材料費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉上部H1200ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 金網♯10×50 門　Ｈ=3000　W=2000　両開き か所 82,800 材料費

床点字鋲   点字鋲 (硬床施工ﾀｲﾌﾟ)   ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｲｴﾛｰ/基本配列25 ㎡ 14,400 材工共

床点字鋲   線鋲   (硬床施工ﾀｲﾌﾟ)   ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｲｴﾛｰ/基本配列4  ㎡ 14,400 材工共

手摺（器具） Ｉ型手摺             L=1000                       SUS304φ34 軟質樹脂皮膜   本 8,050 材料費

手摺（器具） Ｉ型手摺             L=600                        SUS304φ34 軟質樹脂皮膜   本 7,040 材料費

手摺（器具） Ｌ型手摺             700×800(段差壁取付用)       SUS304φ34 軟質樹脂皮膜   本 23,400 材料費

手摺（器具） Ｌ型手摺             700×800(垂直壁取付用)       SUS304φ34 軟質樹脂皮膜   本 22,900 材料費

手摺（器具） 小便器用手摺         壁付                         SUS304φ34 軟質樹脂皮膜   本 31,300 材料費

手摺（器具） 小便器用手摺         床付                         SUS304φ34 軟質樹脂皮膜   本 25,900 材料費

手摺（器具） 壁掛洗面器用手摺     SUS304φ34 軟質樹脂皮膜   本 31,400 材料費

手摺（器具） 多目的便所用可動手摺 壁付横スイング型（標準図型） SUS304φ34 軟質樹脂皮膜   本 58,500 材料費

ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ 樹脂製 参考寸法 700×100×1286 (使用時寸法 700×563×866） 台 94,200 材料費

幼児用便座 既設便座取付 台 1,250 材料費

ﾄｲﾚ用ｻｲﾝ札 多目的トイレ用サイン札 300×200 SUS製      t=1.0 ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷　　接着貼 枚 16,800 材料費

ﾄｲﾚ用ｻｲﾝ札 多目的トイレ用サイン札 300×200 アルミ製   t=1.0 ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷　　接着貼 枚 13,300 材料費

ﾄｲﾚ用ｻｲﾝ札 多目的トイレ用サイン札 300×200 アクリル製 t=5.0 ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷　　接着貼 枚 7,880 材料費

ﾄｲﾚ用ｻｲﾝ札 洋式トイレ用サイン札   120×50  アクリル製 t=5.0 接着貼                 枚 7,170 材料費

車椅子用駐車場案内表示板 文字焼付塗装 SUS304HL仕上　450×600 t=2.0 角ﾊﾟｲﾌﾟSUS304HL仕上 50×50(1本) 枚 264,000 材料費

車椅子用駐車場案内表示板 文字焼付塗装 SUS304HL仕上　450×900 t=2.0 角ﾊﾟｲﾌﾟSUS304HL仕上 25×40(2本) 枚 365,000 材料費

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ 樹脂製 支柱付 台 49,700 材料費

汚物流し 壁掛式（水栓等は別途） 個 31,300 材料費

汚物流し 水栓器具・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ・ 手荷物置き台・鏡共(側板含まず) 個 262,000 材料費

汚物流し 側板                         個 16,300 材料費

多目的ｼｰﾄ 折りたたみ式（手摺付） 台 218,000 材料費

着替用ﾎﾞｰﾄﾞ 壁・床固定 個 41,200 材料費

ｵｽﾄﾒｲﾄ対応表示板 ｱｸﾘﾙ製　t=5.0 接着貼　150×150程度 枚 5,260 材料費

しびん洗浄水洗 ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰﾀｲﾌﾟ、止水栓部取付型 逆支弁付、ﾊﾝｶﾞｰ付き 個 11,800 材料費

ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定   分析・報告書共 共通仮設費に計上 式 90,000 材工共

保護衣 保護衣・手袋・靴ｶﾊﾞｰ・ﾏｽｸ 枚 4,090 材料費

EM-HIE電線 1.2㎜  ｍ 86 材料費

EM-HIE電線 1.6㎜  ｍ 95 材料費

EM-HIE電線 2.0㎜  ｍ 124 材料費

EM-HIE電線 2.0mm2 ｍ 116 材料費

EM-HIE電線 3.5mm2 ｍ 151 材料費

EM-HIE電線 5.5mm2 ｍ 184 材料費

EM-HIE電線   8mm2 ｍ 210 材料費
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EM-HIE電線  14mm2 ｍ 344 材料費

EM-HIE電線  22mm2 ｍ 457 材料費

EM-HIE電線  38mm2 ｍ 683 材料費

EM-HIE電線  60mm2 ｍ 1,071 材料費

EM-HIE電線 100mm2 ｍ 1,591 材料費

EM-HIE電線 150mm2 ｍ 2,463 材料費

EM-HIE電線 200mm2 ｍ 2,937 材料費

EM-HIE電線 250mm2 ｍ 3,758 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.4 ㎜-  10P ｍ 141 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.4 ㎜-  30P ｍ 246 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.4 ㎜-  50P ｍ 359 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.4 ㎜- 100P ｍ 639 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.4 ㎜- 200P ｍ 1,190 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.5 ㎜-  10P ｍ 159 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.5 ㎜-  30P ｍ 318 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.5 ㎜-  50P ｍ 477 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.5 ㎜- 100P ｍ 864 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.5 ㎜- 200P ｍ 1,650 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.65㎜-  10P ｍ 213 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.65㎜-  30P ｍ 450 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.65㎜-  50P ｍ 695 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.65㎜- 100P ｍ 1,310 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.65㎜- 200P ｍ 2,470 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  10P ｍ 309 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  30P ｍ 760 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  50P ｍ 1,200 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜- 100P ｍ 2,280 材料費

EM-CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜- 200P ｍ 4,380 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-   2C ｍ 34 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-   3C ｍ 50 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-   4C ｍ 70 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-   5C ｍ 88 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-   6C ｍ 100 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-   5P ｍ 167 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  10P ｍ 323 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  15P ｍ 477 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  20P ｍ 606 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  25P ｍ 781 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  30P ｍ 907 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  50P ｍ 1,470 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜- 100P ｍ 3,044 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜- 200P ｍ 5,518 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   2C ｍ 52 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   3C ｍ 74 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   4C ｍ 99 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   5C ｍ 125 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   6C ｍ 143 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   5P ｍ 240 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-  10P ｍ 468 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-  15P ｍ 692 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-  20P ｍ 920 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-  25P ｍ 1,130 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-  30P ｍ 1,371 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-  50P ｍ 2,209 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 100P ｍ 3,996 材料費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 200P ｍ 7,896 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ有 20P　500×600×140   個 34,100 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ有 30P　500×800×140   個 43,000 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ有 40P　900×600×140   個 57,000 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ有 50P　775×705×100   個 57,500 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ有 75P　800×1015×100  個 90,700 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ有 100P　800×1015×100 個 125,000 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ有 125P　1200x1300x150  個 168,000 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ有 150P　1200x1700x170  個 238,000 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ無 10P　300×400×140   個 22,500 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ無 20P　300×400×140   個 22,500 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ無 30P　300×700×140   個 32,500 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ無 40P　360×470×100   個 32,500 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ無 50P　360×585×100   個 43,000 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ無 75P　360×700×100   個 54,500 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ無 100P　360×815×100  個 71,000 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ無 125P　480×815×100  個 71,000 材料費

電話端子函 鋼板製・木板付　保安器ｽﾍﾟｰｽ無 150P　480×815×100  個 77,500 材料費

積算電力計取付板 公団用　1φ3w30A　1戸用　ｶﾊﾞｰ付 枚 2,450 材料費

ﾌﾞｰｽﾀｰ分配器収納函 鋼製 600×500×140 個 52,000 材料費

ﾌﾞｰｽﾀｰ分配器収納函 鋼製 500×700×140 個 57,000 材料費

ﾌﾞｰｽﾀｰ分配器収納函 鋼製 600×700×140 個 63,200 材料費

ﾌﾞｰｽﾀｰ分配器収納函 鋼製 600×900×140 個 76,800 材料費

ﾌﾞｰｽﾀｰ分配器収納函 鋼製 700×700×140 個 72,800 材料費

ﾎﾟﾝﾌﾟ室引込開閉器盤(P-1) 3φ200V2.2kwx2　ELB3P50AF/50AT  面 69,600 材料費

ﾎﾟﾝﾌﾟ室引込開閉器盤(P-1) 3φ200V3.7kwx2　ELB3P100AF/75A  面 103,000 材料費

ﾎﾟﾝﾌﾟ室引込開閉器盤(P-1) 3φ200V5.5kwx2　ELB3P225AF/125AT 面 103,000 材料費

分電盤(樹脂製) 各戸 50AF/40AT 2P2E-1･2P1E-5･ELB付  6回路  個 16,100 材料費

分電盤(樹脂製) 各戸 50AF/40AT 2P2E-2･2P1E-6･ELB付  8回路  個 17,600 材料費

分電盤(樹脂製) 各戸 50AF/40AT  2P2E-4･2P1E-6･ELB付 10回路 個 20,700 材料費

分電盤(樹脂製) 共用 2P2E-2･2P1E-4･ELB付            6回路  個 16,100 材料費

分電盤(樹脂製) 電灯 2P2E-1･2P1E-3･ELB付            個 14,900 材料費

分電盤(樹脂製) 電灯 2P2E-1･2P1E-4･ELB付            個 15,500 材料費

引込開閉器手ﾋｭｰｽﾞ･ﾎﾞｯｸｽ共  (PS内) 1φ3W MCB 3P 100AF/100AT 個 64,000 材料費

引込開閉器手ﾋｭｰｽﾞ･ﾎﾞｯｸｽ共  (PS内) 1φ3W MCB 3P 150AF/150AT 個 96,000 材料費

引込開閉器手ﾋｭｰｽﾞ･ﾎﾞｯｸｽ共  (PS内) 1φ3W MCB 3P 200AF/200AT 個 96,000 材料費

引込開閉器手ﾋｭｰｽﾞ･ﾎﾞｯｸｽ共  (PS内) 1φ3W MCB 3P 225AF/125AT 個 96,000 材料費

引込開閉器手ﾋｭｰｽﾞ･ﾎﾞｯｸｽ共  (屋外) 1φ3W MCB 3P 225AF/125AT 個 118,000 材料費

引込開閉器手ﾋｭｰｽﾞ･ﾎﾞｯｸｽ共  (屋外) 1φ3W MCB 3P 225AF/150AT 個 118,000 材料費

引込開閉器手ﾋｭｰｽﾞ･ﾎﾞｯｸｽ共  (屋外) 1φ3W MCB 3P 225AF/200AT 個 118,000 材料費

引込開閉器手ﾋｭｰｽﾞ･ﾎﾞｯｸｽ共  (屋外) 1φ3W MCB 3P 300AF/250AT 個 224,000 材料費
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片切ｽｲｯﾁ ﾌﾟﾚｰﾄ･枠付              1P15A×1WP(防水ｽｲｯﾁ) 個 960 材料費

片切ｽｲｯﾁ OFF表示灯付             1P15A×1             個 320 材料費

片切ｽｲｯﾁ OFF表示灯付             1P15A×2             個 610 材料費

片切ｽｲｯﾁ OFF表示灯付             1P15A×2+PL×1       個 1,270 材料費

片切ｽｲｯﾁ OFF表示灯付             1P15A×3             個 910 材料費

片切ｽｲｯﾁ OFF表示灯付             1P15A×4             個 1,230 材料費

TV端子付ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2+TV(端末用) 個 1,160 材料費

TV端子付ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2+TV(中継用) 個 1,250 材料費

埋込接地ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A/20A兼用取付枠込     個 290 材料費

埋込接地ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1ET付WP(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) 個 900 材料費

ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ付ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2+TEL(6極2心) 個 470 材料費

露出設置ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1E付      個 160 材料費

露出設置ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2E付      個 270 材料費

露出設置ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A/20A兼用E付 個 280 材料費

3路ｽｲｯﾁ 3W15A　OFF表示灯付    個 410 材料費

3路ｽｲｯﾁ 3W15A(WP)　ﾌﾟﾚｰﾄ･枠付 個 1,020 材料費

露出ｽｲｯﾁ 防雨ｽｲｯﾁ　1P15A(WP) 個 610 材料費

ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(OFF表示灯･ﾈｰﾑ付) 3路兼用15A×1       個 560 材料費

ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(OFF表示灯･ﾈｰﾑ付) 3路兼用15A×2       個 1,020 材料費

ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(OFF表示灯･ﾈｰﾑ付) 3路兼用15A×3       個 1,480 材料費

ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(OFF表示灯･ﾈｰﾑ付) 3路兼用15A×1+PL×1 個 1,020 材料費

ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(OFF表示灯･ﾈｰﾑ付) 3路兼用15A×2+PL×1 個 1,950 材料費

ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(OFF表示灯･ﾈｰﾑ付) 照明+換気扇用       個 3,870 材料費

自動ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ 熱ｾﾝｻ-付      個 5,700 材料費

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ   露 出    1P15A 個 130 材料費

照明器具 流し元             (20W)      か所 1,540 材料費

照明器具 洗面所             (60W)      防湿型       か所 2,610 材料費

照明器具 共用倉庫           (20W)      防湿・防雨型 か所 2,910 材料費

照明器具 共用廊下・屋外階段 (20W)      防湿・防雨型 か所 3,240 材料費

照明器具 屋外階段           (20W)      防湿・防雨型 壁付           か所 8,640 材料費

照明器具 自転車置場         (20W)      防湿・防雨型 ｶﾞｰﾄﾞ付(鋼製)  か所 4,350 材料費

照明器具 自転車置場         (20W)      防湿・防雨型 ｶﾞｰﾄﾞ付(SUS製) か所 6,840 材料費

照明器具 玄関・便所         (40W・60W) か所 1,710 材料費

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(中耐蓋付) 600×600×H600 個 80,100 材料費

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(中耐蓋付) 600×600×H900 個 86,400 材料費

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(中耐蓋付) 900×900×H900 個 114,000 材料費

非常用ﾌﾞｻﾞｰ 埋込型音量調節ﾌﾞｻﾞｰ　樹脂製 個 1,020 材料費

非常用押釦 赤色ﾌﾟﾚｰﾄ付 樹脂製　ﾎﾞﾀﾝｶﾊﾞｰ付 個 450 材料費

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ大透明  個 140 材料費

ﾌﾞﾗﾝﾁﾎﾞｯｸｽ 200A　300V 2線用 個 390 材料費

ﾌﾞﾗﾝﾁﾎﾞｯｸｽ 200A　300V 3線用 個 490 材料費

引込金具幹線･電話共DVｽﾄﾗｯﾌﾟ大  個 950 材料費

自動点滅機3A 100V  個 3,800 材料費

回転灯  個 8,500 材料費

非常用照明器具 FL 20W*1  K1-FSS4-201-GL 個 9,360 材料費

非常用照明器具 FL 20W*2  K1-FSS4-202-GL 個 12,300 材料費

外灯 HF100W*1ﾎﾟｰﾙ H=4000共           個 63,300 材料費

外灯 HF100W*1ﾎﾟｰﾙ H=4000共遮光ﾙｰﾊﾞｰ付 個 67,900 材料費

混合器   U-U     個 10,500 材料費

熱感知器 差動式 ｽﾎﾟｯﾄ型 遠隔試験機能付         台 3,630 材料費

熱感知器 定温式 ｽﾎﾟｯﾄ型 遠隔試験機能付(防水型) 台 4,350 材料費

住戸用受信機P型3級 非常警報連動                    個 8,910 材料費

住戸用受信機P型3級 ｲﾝﾀｰﾎﾝ付　非常警報連動　ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ 個 23,500 材料費

住戸用受信機P型3級 ｲﾝﾀｰﾎﾝ無                        個 8,910 材料費

戸外表示器 遠隔試験機能付      台 5,280 材料費

戸外表示器 遠隔試験機 ｲﾝﾀｰﾎﾝ付 台 5,510 材料費

吊線柱間分岐金物  個 598 材料費

吊線十字分岐金物  個 380 材料費

柱間引込線留金具   引込線引留金具共 個 65 材料費

前置増幅器   UHF用          台 32,600 材料費

前置増幅器   UV40db         台 39,600 材料費

電源供給器   宅内用         30V　0.5A 台 9,430 材料費

電源供給器   屋外用         30V　3A   台 59,500 材料費

保安器 個 1,860 材料費

分岐器   幹線1分岐 F型  個 5,370 材料費

分岐器   幹線2分岐 F型  個 4,800 材料費

分岐器 個 5,440 材料費

分配器   幹線2分配 F型  個 4,800 材料費

分配器 個 5,440 材料費

分配器   屋内3分配      個 2,240 材料費

接栓   12C-SP         個 4,030 材料費

接栓   8C-SP          個 3,840 材料費

接栓   FT-F           個 640 材料費

接栓   FT-7C          個 2,560 材料費

ﾀﾞﾐｰ抵抗   FTD            個 1,720 材料費

ﾀﾞﾐｰ抵抗   FD             個 240 材料費

機器収納函   FRP- 4   850×850×250  個 48,000 材料費

機器収納函   FRP-16   800×1200×300 個 74,400 材料費

分線金物 個 168 材料費

樋除金物 個 650 材料費

支線(22mm2) ｍ 65 材料費

仮設用ｱﾝﾃﾅ UHF(家庭用) 　14素子 基 3,490 材料費

水栓器具類 胴短横水栓           T23A13V29N ﾚﾊﾞｰ                 個 4,000 材料費

水栓器具類 自在水栓             T30ARQ13 ﾚﾊﾞｰ                   個 5,750 材料費

水栓器具類 横型自在水栓         T31S13V14 ﾚﾊﾞｰ                  個 5,420 材料費

水栓器具類 竪型自在水栓         T36S13V39 ﾚﾊﾞｰ                  個 6,570 材料費

水栓器具類 泡沫式自在水栓       T130ARQ13V2 ﾚﾊﾞｰ                個 6,070 材料費

水栓器具類 手洗用衛生水栓       LF-8                            個 1,080 材料費

水栓器具類   洗濯用水栓           TW11R/LF-HN50KQ                 個 3,260 材料費

衛生器具類 ﾛｰﾀﾝｸ密結型洋風便器    ＢＬ型 ﾌﾀ付 紙巻器 手洗有  床下 組 30,900 材料費

衛生器具類 ﾛｰﾀﾝｸ密結型洋風便器    ＢＬ型 ﾌﾀ付 紙巻器 手洗有　床上 組 31,700 材料費

衛生器具類 洗面器ユニット         BL 600型　2ﾊﾞﾙﾌﾞ  混合水栓付    組 41,700 材料費

衛生器具類 洗面器ユニット         BL 600型　ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓付   組 49,900 材料費

衛生器具類 化粧キャビネット       BL-500型（一般）                組 10,100 材料費

衛生器具類 化粧キャビネット       BL-600型（特賃）                組 11,500 材料費

衛生器具類 洗濯機防水パン         BL-900　FEP製　鋳鉄ﾄﾗｯﾌﾟ付      組 17,200 材料費
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衛生器具類 洗濯機防水パン         BL-900　FEP製　ABSﾄﾗｯﾌﾟ付       組 12,000 材料費

衛生器具類 洗濯機防水パン         BL-800　FEP製　鋳鉄ﾄﾗｯﾌﾟ付      組 13,500 材料費

衛生器具類 洗濯機防水パン         BL-800　FEP製　ABSﾄﾗｯﾌﾟ付       組 8,250 材料費

衛生器具類 ｻﾆﾀﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ耐火二層管製 組 1,090 材料費

排水器具類 ﾌﾗﾝｼﾞ型掃除口              CO 65   塩ﾋﾞ製 個 2,310 材料費

排水器具類 ﾌﾗﾝｼﾞ型掃除口              CO 75   塩ﾋﾞ製 個 665 材料費

排水器具類 ﾌﾗﾝｼﾞ型掃除口              CO 100  塩ﾋﾞ製 個 4,840 材料費

排水器具類 耐火二層管掃除口           CO 50   個 377 材料費

排水器具類 耐火二層管掃除口           CO 65   個 432 材料費

排水器具類 耐火二層管掃除口           CO 75   個 513 材料費

排水器具類 耐火二層管掃除口           CO 100  個 733 材料費

排水器具類 耐火二層管掃除口           CO 125  個 1,240 材料費

排水器具類 耐火二層管掃除口           CO 150  個 1,820 材料費

排水器具類 通気口                     65      塩ﾋﾞ製 個 1,680 材料費

排水器具類 通気口                     80      塩ﾋﾞ製 個 1,830 材料費

換気扇 φ200　天井埋込(一般居室用)     組 6,960 材料費

換気扇 φ300　壁付　一般居室用（電気式 組 11,100 材料費

換気扇 レンジ用フードファン（浅型）    BL排気Ⅲ型手元ｽｲｯﾁ(3速ﾚﾊﾞｰ+照明) 組 34,000 材料費

ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝBL便所用 台 4,080 材料費

ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(BL) φ125 ｱﾙﾐ製(通気管用) 個 1,500 材料費

ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(BL) φ125 SUS製           個 1,400 材料費

24時間換気扇（中間取付け型） φ100(吸込口3ケ付)              組 62,400 材料費

差圧式吸気口 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付(φ150 SUS製 FD付) 個 5,870 材料費

消火用補助水槽 SUS444 1000*500*1000  床置型   基 326,000 材料費

消火用補助水槽 SUS444 1000*500*1000  ﾌﾞﾗｹｯﾄ型 基 348,000 材料費

消火用補助水槽 SUS444 1000*1000*1000 床置型   基 405,000 材料費

消火用補助水槽 SUS444 1000*1000*1000 ﾌﾞﾗｹｯﾄ型 基 456,000 材料費

雨水貯留槽 SUS製 500L K=1.0G 亜鉛ﾒｯｷ架台 基 343,000 材工共

ﾎﾞｯｸｽ 散水栓ボックス B3    鋳鉄製             個 6,400 材料費

ﾎﾞｯｸｽ 止水栓ボックス B1    鋳鉄製    50A      個 2,700 材料費

ﾎﾞｯｸｽ 止水栓ボックス B2-1  鋳鉄製    65A-100A 個 8,900 材料費

ﾎﾞｯｸｽ 止水栓ボックス B2-2  鋳鉄製   125A-200A 個 15,600 材料費

ﾎﾞｯｸｽ 量水器ボックス MB    鋳鉄製    13A-20A  個 7,690 材料費

量水器 13A 乾式  鋼管・金具付 個 6,150 材料費

量水器 20A 乾式  鋼管・金具付 個 11,700 材料費

量水器 25A 乾式  鋼管・金具付 個 12,900 材料費

量水器 30A 乾式  鋼管・金具付 個 21,600 材料費

量水器 40A 乾式  鋼管・金具付 個 25,100 材料費

量水器 13mm 二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 18,000 材料費

量水器 20mm 二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 24,100 材料費

量水器 25mm 二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 25,700 材料費

量水器 13A  三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 18,000 材料費

量水器 20A  三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 24,100 材料費

量水器 25A  三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 25,700 材料費

集中検針盤 屋内 20戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 288,000 材料費

集中検針盤 屋内 20戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 288,000 材料費

集中検針盤 屋内 30戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 313,000 材料費

集中検針盤 屋内 30戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 313,000 材料費

集中検針盤 屋内 40戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 339,000 材料費

集中検針盤 屋内 40戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 339,000 材料費

集中検針盤 屋内 50戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 383,000 材料費

集中検針盤 屋内 50戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 383,000 材料費

集中検針盤 屋内 60戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 409,000 材料費

集中検針盤 屋内 60戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 409,000 材料費

集中検針盤 屋内 70戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 453,000 材料費

集中検針盤 屋内 70戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 453,000 材料費

集中検針盤 屋内 80戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 478,000 材料費

集中検針盤 屋内 80戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 478,000 材料費

集中検針盤 屋内 90戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 505,000 材料費

集中検針盤 屋内 90戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 505,000 材料費

集中検針盤 屋内 100戸        二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 531,000 材料費

集中検針盤 屋内 100戸        三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 531,000 材料費

集中検針盤 屋内 端末転送器用 二線、三線                  個 40,100 材料費

集中検針盤 屋外 20戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 346,000 材料費

集中検針盤 屋外 20戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 346,000 材料費

集中検針盤 屋外 30戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 375,000 材料費

集中検針盤 屋外 30戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 375,000 材料費

集中検針盤 屋外 40戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 407,000 材料費

集中検針盤 屋外 40戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 407,000 材料費

集中検針盤 屋外 50戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 460,000 材料費

集中検針盤 屋外 50戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 460,000 材料費

集中検針盤 屋外 60戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 491,000 材料費

集中検針盤 屋外 60戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 491,000 材料費

集中検針盤 屋外 70戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 543,000 材料費

集中検針盤 屋外 70戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 543,000 材料費

集中検針盤 屋外 80戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 574,000 材料費

集中検針盤 屋外 80戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 574,000 材料費

集中検針盤 屋外 90戸         二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 606,000 材料費

集中検針盤 屋外 90戸         三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 606,000 材料費

集中検針盤 屋外 100戸        二線記憶,自動呼出記憶装置付 個 637,000 材料費

集中検針盤 屋外 100戸        三線記憶,自動呼出記憶装置付 個 637,000 材料費

防火区画貫通措置材   CD28用 組 800 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 300×150×75(35kg程度)  個 1,530 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 300×300×75(70kg程度)  個 2,520 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 450×150×90(67kg程度)  個 2,580 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 450×300×90(125kg程度) 個 4,290 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 600×150×90(86kg程度)  個 3,940 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 600×300×90(163kg程度) 個 6,600 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 750×150×90(104kg程度) 個 5,300 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 750×300×90(200kg程度) 個 8,850 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝用桝格子蓋(鎖付) CA中荷重 700用 組 39,300 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300 個 4,390 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 450 個 6,470 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 600 個 12,100 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 750 個 16,900 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(鎖付) MHA φ750 組 61,900 材料費



細目名称 摘要名称 単　位 単価（円） 備　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(鎖付) MHB φ750 組 57,400 材料費

VP・VUｿｹｯﾄ 100φ 個 344 材料費

VP・VUｿｹｯﾄ 125φ 個 1,040 材料費

VP・VUｿｹｯﾄ 150φ 個 1,430 材料費

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(鎖付) T-2  750(鎖付) 個 39,000 材料費

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(鎖付) T-14 750(鎖付) 個 63,700 材料費

追焚付給湯器(BL20号) 普通幅　風呂ﾘﾓｺﾝ共 台 127,000 材料費

追焚付給湯器(BL20号) 細幅　風呂ﾘﾓｺﾝ共   台 131,000 材料費

給湯器用追焚配管 高断熱ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ ｍ 1,140 材料費

循環金具(無極性ﾊﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ)  個 3,340 材料費

給湯器台所ﾘﾓｺﾝ  台 5,720 材料費

浴室ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ  ｍ 121 材料費

BL給湯器 20号 新ﾀｲﾌﾟ か所 147,000 材料費


