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資材コード表

2022年夏号
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（施工単価）



準備費 104頁1表

準備費　敷地測量　［手間］

H1110-1010 -050 平面測量　敷地内の各種物件の測量　規模５００ ｍ２ 1-01

-100 平面測量　敷地内の各種物件の測量　規模１０００ ｍ２ 1-02

-300 平面測量　敷地内の各種物件の測量　規模３０００ ｍ２ 1-03

-500 平面測量　敷地内の各種物件の測量　規模５０００ ｍ２ 1-04

-2010 -050 地積測量　敷地の広さの測量　規模５００ ｍ２ 1-05

-100 地積測量　敷地の広さの測量　規模１０００ ｍ２ 1-06

-300 地積測量　敷地の広さの測量　規模３０００ ｍ２ 1-07

-500 地積測量　敷地の広さの測量　規模５０００ ｍ２ 1-08

-3010 -050 高低測量　敷地の高低差の測量　規模５００ ｍ２ 1-09

-100 高低測量　敷地の高低差の測量　規模１０００ ｍ２ 1-10

-300 高低測量　敷地の高低差の測量　規模３０００ ｍ２ 1-11

-500 高低測量　敷地の高低差の測量　規模５０００ ｍ２ 1-12

準備費　敷地整理　［手間］

H1130-1010 -100 草刈　肩掛エンジン式 ｍ２ 1-13

準備費　仮設道路　［材工］

H1140-1010 -030 公道・歩道乗り入れ、切下げ後Ｃｏ舗装１０ｍ２程度 個所 1-14

-020 公道・歩道乗り入れ、切下げ後Ｃｏ舗装２０ｍ２程度 個所 1-15

-1510 -010 公道・歩道乗り入れ復旧費、Ａｓ舗装１０ｍ２程度 個所 1-16

-020 公道・歩道乗り入れ復旧費、Ａｓ舗装２０ｍ２程度 個所 1-17

-2000 -100 道路補強　砕石舗装　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-18

-150 道路補強　砕石舗装　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-19

-200 道路補強　砕石舗装　厚２００ｍｍ ｍ２ 1-20

-2500 -100 道路補強　砕石舗装撤去　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-21

-150 道路補強　砕石舗装撤去　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-22

-200 道路補強　砕石舗装撤去　厚２００ｍｍ ｍ２ 1-23

-3000 -150 簡易舗装　砕石　厚１５０ｍｍ＋乳剤 ｍ２ 1-24

-3500 -155 簡易舗装撤去　砕石撤去　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-25

準備費　通路・道板　［材工］

H1150-3010 -063 鋼製覆工板　厚６５ｍｍ　存置３カ月 ｍ２ 1-26

-066 鋼製覆工板　厚６５ｍｍ　存置６カ月 ｍ２ 1-27

-103 鋼製覆工板　厚１００ｍｍ　存置３カ月 ｍ２ 1-28

-106 鋼製覆工板　厚１００ｍｍ　存置６カ月 ｍ２ 1-29

-4022 -003 鋼板敷き　厚２２ｍｍ　存置３カ月 ｍ２ 1-30

-006 鋼板敷き　厚２２ｍｍ　存置６カ月 ｍ２ 1-31

工事施設費 106頁1表

工事施設費　仮囲い　成形鋼板

H1210-5000 -303 高３．０ｍ　存置３カ月 ｍ 1-01

-306 高３．０ｍ　存置６カ月 ｍ 1-02

-309 高３．０ｍ　存置９カ月 ｍ 1-03

-312 高３．０ｍ　存置１２カ月 ｍ 1-04

工事施設費　仮囲い　波形亜鉛鉄板

H1210-4000 -018 高１．８ｍ　全損 ｍ 1-05

工事施設費　仮囲い　有刺鉄線柵

H1210-1000 -015 高１．５ｍ　５条張り　全損 ｍ 1-06

-020 高１．２ｍ　４条張り　全損 ｍ 1-07

工事施設費　仮囲い　シート張り

H1210-2000 -203 高３．０ｍ　存置３カ月 ｍ 1-08

-206 高３．０ｍ　存置６カ月 ｍ 1-09

-209 高３．０ｍ　存置９カ月 ｍ 1-10

-212 高３．０ｍ　存置１２カ月 ｍ 1-11

工事施設費　仮囲い　防音シート張り

H1210-3000 -303 高３．０ｍ　存置３カ月 ｍ 1-12

-306 高３．０ｍ　存置６カ月 ｍ 1-13

-309 高３．０ｍ　存置９カ月 ｍ 1-14

-312 高３．０ｍ　存置１２カ月 ｍ 1-15

工事施設費　仮門　シート・ゲート　防炎・防水

H1220-1020 -103 幅５．４×高４．５ｍ　柱無し　存置３カ月 個所 1-16

-106 幅５．４×高４．５ｍ　柱無し　存置６カ月 個所 1-17

-109 幅５．４×高４．５ｍ　柱無し　存置９カ月 個所 1-18

-112 幅５．４×高４．５ｍ　柱無し　存置１２カ月 個所 1-19

工事施設費　仮門　パネル・ゲート　鋼製複層板

H1220-2020 -103 幅５．４×高４．５ｍ　柱無し　存置３カ月 個所 1-20

-106 幅５．４×高４．５ｍ　柱無し　存置６カ月 個所 1-21

-109 幅５．４×高４．５ｍ　柱無し　存置９カ月 個所 1-22

-112 幅５．４×高４．５ｍ　柱無し　存置１２カ月 個所 1-23

-2030 -103 幅５．４×高４．５ｍ　柱付き　存置３カ月 個所 1-24

-106 幅５．４×高４．５ｍ　柱付き　存置６カ月 個所 1-25

-109 幅５．４×高４．５ｍ　柱付き　存置９カ月 個所 1-26

-112 幅５．４×高４．５ｍ　柱付き　存置１２カ月 個所 1-27

工事施設費　仮門クロスゲート（キャスターゲート）

H1220-3010 -103 幅３．０×高１．８ｍ　片開き　存置３カ月 個所 1-28

-106 幅３．０×高１．８ｍ　片開き　存置６カ月 個所 1-29

-109 幅３．０×高１．８ｍ　片開き　存置９カ月 個所 1-30

-112 幅３．０×高１．８ｍ　片開き　存置１２カ月 個所 1-31

-3020 -103 幅６．０×高１．８ｍ　片開き　存置３カ月 個所 1-32

-106 幅６．０×高１．８ｍ　片開き　存置６カ月 個所 1-33

-109 幅６．０×高１．８ｍ　片開き　存置９カ月 個所 1-34

-112 幅６．０×高１．８ｍ　片開き　存置１２カ月 個所 1-35

整理清掃費 106頁2表

整理清掃費　敷地内清掃　［手間］

H1410-1020 -010 建物外 ｍ２ 1-01

整理清掃費　周辺道路清掃　［手間］

H1410-1020 -020 車両出入口共 ｍ２・月 1-02

遣り方・墨出し 110頁1表

遣り方　［材工］

H5110-0010 -010 Ｓ造　工場、倉庫 建ｍ２ 1-01

-0020 -020 ＲＣ、ＳＲＣ造　事務所 建ｍ２ 1-02

-0040 -040 木造　２階建 建ｍ２ 1-03

平遣り方　［材工］

H5114-0100 -001 平遣り方 個所 1-04

隅遣り方　［材工］

H5118-0100 -001 隅遣り方 個所 1-05

たて遣り方　［材工］

H5122-0100 -001 たて遣り方 個所 1-06

躯体墨出し　［手間］

H5160-0010 -010 Ｓ造　工場、倉庫 延ｍ２ 1-07

-0020 -020 ＲＣ、ＳＲＣ造　事務所 延ｍ２ 1-08

-030 ＲＣ、ＳＲＣ造　集合住宅 延ｍ２ 1-09

仕上墨出し　［手間］

H5164-0010 -010 Ｓ造　工場、倉庫 延ｍ２ 1-10

-0020 -020 ＲＣ、ＳＲＣ造　事務所 延ｍ２ 1-11

-030 ＲＣ、ＳＲＣ造　集合住宅 延ｍ２ 1-12

墨出し　［手間］

H5168-0040 -040 木造　２階建 延ｍ２ 1-13

養生・清掃・片付け 112頁1表

躯体養生　［材工］

H5550-0110 -010 Ｓ造　工場、倉庫 延ｍ２ 1-01

-0120 -020 ＲＣ、ＳＲＣ造　事務所ビル 延ｍ２ 1-02

-030 ＲＣ、ＳＲＣ造　集合住宅 延ｍ２ 1-03

仕上養生　［材工］

H5554-0110 -010 Ｓ造　工場、倉庫 延ｍ２ 1-04

-0120 -020 ＲＣ、ＳＲＣ造　事務所ビル 延ｍ２ 1-05

-030 ＲＣ、ＳＲＣ造　集合住宅 延ｍ２ 1-06

清掃、片付け　［手間］

H5610-0110 -010 Ｓ造　工場、倉庫 延ｍ２ 1-07

-0120 -020 ＲＣ造　事務所 延ｍ２ 1-08

-0130 -020 ＳＲＣ造　事務所 延ｍ２ 1-09

-0120 -030 ＲＣ造　集合住宅 延ｍ２ 1-10

竣工後・引渡し前清掃　［材工］

H5650-2010 -010 床ワックス（水性） ｍ２ 1-11

-2020 -010 床ワックス（樹脂ワックス） ｍ２ 1-12

-4500 -010 ガラスクリーニング　内外両面 ｍ２ 1-13

-4000 -010 サッシクリーニング ｍ２ 1-14

竣工後・引渡し前清掃　［手間］

H5650-5000 -010 Ｓ造　工場、倉庫 ｍ２ 1-15

-5010 -020 ＲＣ、ＳＲＣ造　事務所 ｍ２ 1-16

-5020 -030 ＲＣ、ＳＲＣ造　集合住宅 ｍ２ 1-17

外部足場工事 114頁1表

外部足場工事　枠組本足場手すり先行方式

H5220-0100 -103 建地幅１２００ｍｍ　高１２ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-01

-106 建地幅１２００ｍｍ　高１２ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-02

-109 建地幅１２００ｍｍ　高１２ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-03

-112 建地幅１２００ｍｍ　高１２ｍ未満　存置１２カ月 架ｍ２ 1-04

-203 建地幅１２００ｍｍ　高２２ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-05

-206 建地幅１２００ｍｍ　高２２ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-06

-209 建地幅１２００ｍｍ　高２２ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-07

-212 建地幅１２００ｍｍ　高２２ｍ未満　存置１２カ月 架ｍ２ 1-08

-303 建地幅１２００ｍｍ　高２２ｍ以上　存置３カ月 架ｍ２ 1-09

-306 建地幅１２００ｍｍ　高２２ｍ以上　存置６カ月 架ｍ２ 1-10

-309 建地幅１２００ｍｍ　高２２ｍ以上　存置９カ月 架ｍ２ 1-11

-312 建地幅１２００ｍｍ　高２２ｍ以上　存置１２カ月 架ｍ２ 1-12

-0200 -103 建地幅９００ｍｍ　高１２ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-13

-106 建地幅９００ｍｍ　高１２ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-14

-109 建地幅９００ｍｍ　高１２ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-15

-112 建地幅９００ｍｍ　高１２ｍ未満　存置１２カ月 架ｍ２ 1-16

-203 建地幅９００ｍｍ　高２２ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-17

-206 建地幅９００ｍｍ　高２２ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-18

-209 建地幅９００ｍｍ　高２２ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-19

-212 建地幅９００ｍｍ　高２２ｍ未満　存置１２カ月 架ｍ２ 1-20

-303 建地幅９００ｍｍ　高２２ｍ以上　存置３カ月 架ｍ２ 1-21

-306 建地幅９００ｍｍ　高２２ｍ以上　存置６カ月 架ｍ２ 1-22

-309 建地幅９００ｍｍ　高２２ｍ以上　存置９カ月 架ｍ２ 1-23

-312 建地幅９００ｍｍ　高２２ｍ以上　存置１２カ月 架ｍ２ 1-24

-0300 -103 建地幅６００ｍｍ　高１２ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-25

-106 建地幅６００ｍｍ　高１２ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-26

-109 建地幅６００ｍｍ　高１２ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-27

-112 建地幅６００ｍｍ　高１２ｍ未満　存置１２カ月 架ｍ２ 1-28

外部足場工事 116頁1表

外部足場工事　枠組本足場

H5210-0100 -103 建地幅１２００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-01

-106 建地幅１２００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-02

-109 建地幅１２００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-03

-203 建地幅１２００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-04

-206 建地幅１２００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-05

-209 建地幅１２００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-06

-212 建地幅１２００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置１２カ月 架ｍ２ 1-07

-303 建地幅１２００ｍｍ　高３０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-08

－1－

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表



H5210-0100 -306 建地幅１２００ｍｍ　高３０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-09

-309 建地幅１２００ｍｍ　高３０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-10

-312 建地幅１２００ｍｍ　高３０ｍ未満　存置１２カ月 架ｍ２ 1-11

-0200 -103 建地幅９００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-12

-106 建地幅９００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-13

-109 建地幅９００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-14

-203 建地幅９００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-15

-206 建地幅９００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-16

-209 建地幅９００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-17

-212 建地幅９００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置１２カ月 架ｍ２ 1-18

-303 建地幅９００ｍｍ　高３０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-19

-306 建地幅９００ｍｍ　高３０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-20

-309 建地幅９００ｍｍ　高３０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-21

-312 建地幅９００ｍｍ　高３０ｍ未満　存置１２カ月 架ｍ２ 1-22

外部足場工事　安全手摺

H5242-0010 -103 枠組本足場用（ 上部）　存置３カ月 ｍ 1-23

-106 枠組本足場用（ 上部）　存置６カ月 ｍ 1-24

-109 枠組本足場用（ 上部）　存置９カ月 ｍ 1-25

-112 枠組本足場用（ 上部）　存置１２カ月 ｍ 1-26

外部足場工事　単管本足場

H5214-1000 -103 パイプ足場　高１０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-27

-106 パイプ足場　高１０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-28

-109 パイプ足場　高１０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-29

-203 パイプ足場　高２０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-30

-206 パイプ足場　高２０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-31

-209 パイプ足場　高２０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-32

-212 パイプ足場　高２０ｍ未満　存置１２カ月 架ｍ２ 1-33

-303 パイプ足場　高３０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-34

-306 パイプ足場　高３０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-35

-309 パイプ足場　高３０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-36

-312 パイプ足場　高３０ｍ未満　存置１２カ月 架ｍ２ 1-37

外部足場工事　単管抱足場

H5218-0100 -103 パイプ足場　高１０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-38

-106 パイプ足場　高１０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-39

-109 パイプ足場　高１０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-40

外部足場工事　単管一本足場

H5222-0100 -103 パイプ足場　高１０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-41

-106 パイプ足場　高１０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-42

-109 パイプ足場　高１０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-43

外部足場工事　安全手摺

H5242-0020 -103 単管本足場用　存置３カ月 ｍ 1-44

-106 単管本足場用　存置６カ月 ｍ 1-45

-109 単管本足場用　存置９カ月 ｍ 1-46

-112 単管本足場用　存置１２カ月 ｍ 1-47

外部足場工事 118頁1表

外部足場工事　ブラケット足場

H5226-0100 -101 高１０ｍ未満　存置１カ月 架ｍ２ 1-01

-103 高１０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-02

-106 高１０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-03

-109 高１０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-04

外部足場工事　くさび緊結式足場　従来型

H5227-0100 -101 手摺先行　幅９００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置１カ月 架ｍ２ 1-05

-103 手摺先行　幅９００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-06

-106 手摺先行　幅９００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-07

-109 手摺先行　幅９００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-08

-201 手摺先行　幅９００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置１カ月 架ｍ２ 1-09

-203 手摺先行　幅９００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-10

-206 手摺先行　幅９００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-11

-209 手摺先行　幅９００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-12

-0200 -101 手摺先行　幅６００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置１カ月 架ｍ２ 1-13

-103 手摺先行　幅６００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-14

-106 手摺先行　幅６００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-15

-109 手摺先行　幅６００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-16

-201 手摺先行　幅６００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置１カ月 架ｍ２ 1-17

-203 手摺先行　幅６００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-18

-206 手摺先行　幅６００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-19

-209 手摺先行　幅６００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-20

外部足場工事　くさび緊結式足場　抜け止め機能付型

H5227-1100 -103 手摺先行　幅９００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-21

-106 手摺先行　幅９００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-22

-109 手摺先行　幅９００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-23

-203 手摺先行　幅９００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-24

-206 手摺先行　幅９００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-25

-209 手摺先行　幅９００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-26

-303 手摺先行　幅９００ｍｍ　高３０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-27

-306 手摺先行　幅９００ｍｍ　高３０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-28

-309 手摺先行　幅９００ｍｍ　高３０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-29

-1200 -103 手摺先行　幅６００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-30

-106 手摺先行　幅６００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-31

-109 手摺先行　幅６００ｍｍ　高１０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-32

-203 手摺先行　幅６００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-33

-206 手摺先行　幅６００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-34

-209 手摺先行　幅６００ｍｍ　高２０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-35

-303 手摺先行　幅６００ｍｍ　高３０ｍ未満　存置３カ月 架ｍ２ 1-36

-306 手摺先行　幅６００ｍｍ　高３０ｍ未満　存置６カ月 架ｍ２ 1-37

-309 手摺先行　幅６００ｍｍ　高３０ｍ未満　存置９カ月 架ｍ２ 1-38

内部足場工事 120頁1表

内部足場工事　脚立足場

H5260-0110 -181 高１．８ｍ　並列　存置１カ月 床ｍ２ 1-01

-183 高１．８ｍ　並列　存置３カ月 床ｍ２ 1-02

内部足場工事　単管足場

H5268-0100 -203 高２．０ｍ　存置３カ月 架ｍ２ 1-03

-206 高２．０ｍ　存置６カ月 架ｍ２ 1-04

内部足場工事　内部枠組仕上足場

H5282-0011 -020 階高４．０ｍ以上５．７ｍ未満　存置２カ月 床ｍ２ 1-05

-120 階高５．７ｍ以上７．４ｍ未満　存置２カ月 床ｍ２ 1-06

-220 階高７．４ｍ以上９．１ｍ未満　存置２カ月 床ｍ２ 1-07

内部足場工事　内部階段仕上足場

H5282-0020 -010 存置１カ月 床ｍ２ 1-08

-030 存置３カ月 床ｍ２ 1-09

内部足場工事　躯体支保工

H5282-0030 -010 階高５．０ｍ以上５．７ｍ未満　存置１カ月 床ｍ２ 1-10

-020 階高５．０ｍ以上５．７ｍ未満　存置２カ月 床ｍ２ 1-11

-110 階高５．７ｍ以上７．４ｍ未満　存置１カ月 床ｍ２ 1-12

-120 階高５．７ｍ以上７．４ｍ未満　存置２カ月 床ｍ２ 1-13

-210 階高７．４ｍ以上９．１ｍ未満　存置１カ月 床ｍ２ 1-14

-220 階高７．４ｍ以上９．１ｍ未満　存置２カ月 床ｍ２ 1-15

内部足場工事　吊棚足場

H5282-0100 -101 存置１カ月 水平ｍ２ 1-16

-103 存置３カ月 水平ｍ２ 1-17

内部足場工事　吊枠足場

H5286-1010 -010 パイハンガー　存置１カ月 ｍ 1-18

-030 パイハンガー　存置３カ月 ｍ 1-19

内部足場工事　ローリング足場

H5290-1500 -110 幅１．５ｍ　高２．０ｍ以下　１段　存置１カ月 台 1-20

-120 幅１．５ｍ　高３．５ｍ以下　２段　存置１カ月 台 1-21

-130 幅１．５ｍ　高５．０ｍ以下　３段　存置１カ月 台 1-22

災害防止設備 122頁1表

災害防止設備　外部落下物養生　［材工］

H5310-1000 -403 朝顔　枠組本足場用　＠１８２９ｍｍ　存置３カ月 ｍ 1-01

-406 朝顔　枠組本足場用　＠１８２９ｍｍ　存置６カ月 ｍ 1-02

-409 朝顔　枠組本足場用　＠１８２９ｍｍ　存置９カ月 ｍ 1-03

-412 朝顔　枠組本足場用　＠１８２９ｍｍ　存置１２カ月 ｍ 1-04

災害防止設備　外部金網養生　［材工］

H5314-2000 -103 １８２０×８６０×２５ｍｍ　存置３カ月 ｍ２ 1-05

-106 １８２０×８６０×２５ｍｍ　存置６カ月 ｍ２ 1-06

-109 １８２０×８６０×２５ｍｍ　存置９カ月 ｍ２ 1-07

-112 １８２０×８６０×２５ｍｍ　存置１２カ月 ｍ２ 1-08

災害防止設備　シート養生　［材工］

H5318-1000 -103 防炎シート張り　ＪＩＳⅠ類　存置３カ月 ｍ２ 1-09

-106 防炎シート張り　ＪＩＳⅠ類　存置６カ月 ｍ２ 1-10

-109 防炎シート張り　ＪＩＳⅠ類　存置９カ月 ｍ２ 1-11

-112 防炎シート張り　ＪＩＳⅠ類　存置１２カ月 ｍ２ 1-12

災害防止設備　ネット養生　［材工］

H5322-2000 -103 垂直養生　メッシュシート　存置３カ月 ｍ２ 1-13

-106 垂直養生　メッシュシート　存置６カ月 ｍ２ 1-14

-109 垂直養生　メッシュシート　存置９カ月 ｍ２ 1-15

-112 垂直養生　メッシュシート　存置１２カ月 ｍ２ 1-16

H5326-1000 -103 安全ネット張り　水平　網目１５ｍｍ　存置３カ月 ｍ２ 1-17

-106 安全ネット張り　水平　網目１５ｍｍ　存置６カ月 ｍ２ 1-18

-109 安全ネット張り　水平　網目１５ｍｍ　存置９カ月 ｍ２ 1-19

災害防止設備　安全手摺　［材工］

H5334-1010 -101 ガードポスト（手すり柱）　存置１カ月 ｍ 1-20

-103 ガードポスト（手すり柱）　存置３カ月 ｍ 1-21

-106 ガードポスト（手すり柱）　存置６カ月 ｍ 1-22

-1000 -103 単管　存置３カ月 ｍ 1-23

-106 単管　存置６カ月 ｍ 1-24

-109 単管　存置９カ月 ｍ 1-25

-112 単管　存置１２カ月 ｍ 1-26

災害防止設備　遮音パネル　［材工］

H5346-1010 -103 防音パネル　アルミ製　存置３カ月 ｍ２ 1-27

-106 防音パネル　アルミ製　存置６カ月 ｍ２ 1-28

-109 防音パネル　アルミ製　存置９カ月 ｍ２ 1-29

-112 防音パネル　アルミ製　存置１２カ月 ｍ２ 1-30

根切り・埋戻し・盛土工事 154頁1表

根切り工事　［手間］

I1150-3000 -110 つぼ掘り、布掘り　手掘り　深さ０．５ｍ以内 ｍ３ 1-01

-120 つぼ掘り、布掘り　手掘り　深さ１．０ｍ以内 ｍ３ 1-02

-130 つぼ掘り、布掘り　手掘り　深さ２．０ｍ以内 ｍ３ 1-03

-3200 -050 総掘り　機械掘り　切ばり１段　深さ５．０ｍ以内 ｍ３ 1-04

-060 総掘り　機械掘り　切ばり２段　深さ８．５ｍ以内 ｍ３ 1-05

-070 総掘り　機械掘り　切ばり３段　深さ１２．０ｍ以内 ｍ３ 1-06

根切り工事　床付け　［手間］

I1158-2100 -010 手掘り ｍ２ 1-07

埋戻し工事　［手間］

I1210-1010 -200 人力 ｍ３ 1-08

盛土工事　［手間］

I1220-1010 -200 人力 ｍ３ 1-09

-1020 -200 機械 ｍ３ 1-10

地均し　［手間］

I1122-1000 -100 構内地均し　機械 ｍ３ 1-11

－2－

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表



山留め工事 160頁1表

山留め工事　親杭横矢板山留め壁　親杭賃料

I3210-0100 -203 Ｈ－２００　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-01

-206 Ｈ－２００　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-02

-212 Ｈ－２００　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-03

-220 Ｈ－２００　埋殺し 壁ｍ２ 1-04

-230 Ｈ－２５０　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-05

-240 Ｈ－２５０　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-06

-250 Ｈ－２５０　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-07

-260 Ｈ－２５０　埋殺し 壁ｍ２ 1-08

-303 Ｈ－３００　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-09

-306 Ｈ－３００　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-10

-312 Ｈ－３００　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-11

-320 Ｈ－３００　埋殺し 壁ｍ２ 1-12

-330 Ｈ－３５０　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-13

-340 Ｈ－３５０　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-14

-350 Ｈ－３５０　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-15

-360 Ｈ－３５０　埋殺し 壁ｍ２ 1-16

山留め工事　親杭横矢板山留め壁　親杭打込み

I3220-1000 -200 Ｈ－２００　有振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-17

-250 Ｈ－２５０　有振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-18

-300 Ｈ－３００　有振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-19

-350 Ｈ－３５０　有振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-20

-2000 -200 Ｈ－２００　低振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-21

-250 Ｈ－２５０　低振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-22

-300 Ｈ－３００　低振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-23

-350 Ｈ－３５０　低振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-24

山留め工事　親杭横矢板山留め壁　親杭引抜き

I3230-1000 -200 Ｈ－２００　有振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-25

-250 Ｈ－２５０　有振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-26

-300 Ｈ－３００　有振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-27

-350 Ｈ－３５０　有振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-28

-2000 -200 Ｈ－２００　低振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-29

-250 Ｈ－２５０　低振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-30

-300 Ｈ－３００　低振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-31

-350 Ｈ－３５０　低振動工法　設置間隔１２００［手間］ 壁ｍ２ 1-32

山留め工事　親杭横矢板山留め壁　頭継ぎ

I3240-2010 -010 ［－２００×８０　取付け　延長１００ｍ　［手間］ ｍ 1-33

-2020 -010 ［－２００×８０　撤去　延長１００ｍ　［手間］ ｍ 1-34

山留め工事　親杭横矢板山留め壁　横矢板入れ

I3240-1010 -030 木製　厚３０ｍｍ ｍ２ 1-35

-045 木製　厚４５ｍｍ ｍ２ 1-36

山留め工事 162頁1表

山留め工事　鋼矢板山留め壁　鋼矢板賃料

I3110-2000 -203 Ⅱ型　切ばり１段　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-01

-206 Ⅱ型　切ばり１段　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-02

-212 Ⅱ型　切ばり１段　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-03

-220 Ⅱ型　切ばり１段　埋殺し 壁ｍ２ 1-04

-3000 -203 Ⅲ型　切ばり２段　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-05

-206 Ⅲ型　切ばり２段　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-06

-212 Ⅲ型　切ばり２段　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-07

-220 Ⅲ型　切ばり２段　埋殺し 壁ｍ２ 1-08

-4000 -203 Ⅳ型　切ばり３段　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-09

-206 Ⅳ型　切ばり３段　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-10

-212 Ⅳ型　切ばり３段　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-11

-220 Ⅳ型　切ばり３段　埋殺し 壁ｍ２ 1-12

山留め工事　鋼矢板山留め壁　鋼矢板打込み［手間］

I3120-1000 -120 Ⅱ型　有振動工法（バイブロ工法） 壁ｍ２ 1-13

-130 Ⅲ型　有振動工法（バイブロ工法） 壁ｍ２ 1-14

-140 Ⅳ型　有振動工法（バイブロ工法） 壁ｍ２ 1-15

山留め工事　鋼矢板山留め壁　鋼矢板打込み

I3120-1100 -010 Ⅱ型　低振動工法（オーガ併用圧入工法）　［手間］ 壁ｍ２ 1-16

-020 Ⅲ型　低振動工法（オーガ併用圧入工法）　［手間］ 壁ｍ２ 1-17

-030 Ⅳ型　低振動工法（オーガ併用圧入工法）　［手間］ 壁ｍ２ 1-18

山留め工事　鋼矢板山留め壁　鋼矢板打込み［手間］

I3120-2000 -120 Ⅱ型　低振動工法（圧入工法） 壁ｍ２ 1-19

-130 Ⅲ型　低振動工法（圧入工法） 壁ｍ２ 1-20

-140 Ⅳ型　低振動工法（圧入工法） 壁ｍ２ 1-21

山留め工事　鋼矢板山留め壁　鋼矢板引抜き［手間］

I3130-1000 -120 Ⅱ型　有振動工法（バイブロ工法） 壁ｍ２ 1-22

-130 Ⅲ型　有振動工法（バイブロ工法） 壁ｍ２ 1-23

-140 Ⅳ型　有振動工法（バイブロ工法） 壁ｍ２ 1-24

-2000 -120 Ⅱ型　低振動工法（油圧工法） 壁ｍ２ 1-25

-130 Ⅲ型　低振動工法（油圧工法） 壁ｍ２ 1-26

-140 Ⅳ型　低振動工法（油圧工法） 壁ｍ２ 1-27

山留め工事 164頁1表

山留め工事　鋼矢板山留め壁

I3140-1000 -203 Ⅱ型　有振動工法（バイブロ）　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-01

-206 Ⅱ型　有振動工法（バイブロ）　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-02

-212 Ⅱ型　有振動工法（バイブロ）　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-03

-220 Ⅱ型　有振動工法（バイブロ）　埋殺し 壁ｍ２ 1-04

-303 Ⅲ型　有振動工法（バイブロ）　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-05

-306 Ⅲ型　有振動工法（バイブロ）　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-06

-312 Ⅲ型　有振動工法（バイブロ）　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-07

-320 Ⅲ型　有振動工法（バイブロ）　埋殺し 壁ｍ２ 1-08

-403 Ⅳ型　有振動工法（バイブロ）　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-09

-406 Ⅳ型　有振動工法（バイブロ）　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-10

-412 Ⅳ型　有振動工法（バイブロ）　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-11

I3140-1000 -420 Ⅳ型　有振動工法（バイブロ）　埋殺し 壁ｍ２ 1-12

-1100 -010 Ⅱ型　低振動工法（オーガ圧入）　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-13

-020 Ⅱ型　低振動工法（オーガ圧入）　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-14

-030 Ⅱ型　低振動工法（オーガ圧入）　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-15

-040 Ⅱ型　低振動工法（オーガ圧入）　埋殺し 壁ｍ２ 1-16

-050 Ⅲ型　低振動工法（オーガ圧入）　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-17

-060 Ⅲ型　低振動工法（オーガ圧入）　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-18

-070 Ⅲ型　低振動工法（オーガ圧入）　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-19

-080 Ⅲ型　低振動工法（オーガ圧入）　埋殺し 壁ｍ２ 1-20

-090 Ⅳ型　低振動工法（オーガ圧入）　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-21

-100 Ⅳ型　低振動工法（オーガ圧入）　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-22

-110 Ⅳ型　低振動工法（オーガ圧入）　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-23

-120 Ⅳ型　低振動工法（オーガ圧入）　埋殺し 壁ｍ２ 1-24

-2000 -203 Ⅱ型　低振動工法（圧入）　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-25

-206 Ⅱ型　低振動工法（圧入）　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-26

-212 Ⅱ型　低振動工法（圧入）　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-27

-220 Ⅱ型　低振動工法（圧入）　埋殺し 壁ｍ２ 1-28

-303 Ⅲ型　低振動工法（圧入）　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-29

-306 Ⅲ型　低振動工法（圧入）　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-30

-312 Ⅲ型　低振動工法（圧入）　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-31

-320 Ⅲ型　低振動工法（圧入）　埋殺し 壁ｍ２ 1-32

-403 Ⅳ型　低振動工法（圧入）　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-33

-406 Ⅳ型　低振動工法（圧入）　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-34

-412 Ⅳ型　低振動工法（圧入）　使用期間１２カ月 壁ｍ２ 1-35

-420 Ⅳ型　低振動工法（圧入）　埋殺し 壁ｍ２ 1-36

山留め工事 166頁1表

山留め工事　軽量鋼矢板山留め壁　軽量鋼矢板賃料

I3150-0100 -201 ＳＳ４００　幅２５０×厚４ｍｍ　使用期間１カ月 壁ｍ２ 1-01

-203 ＳＳ４００　幅２５０×厚４ｍｍ　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-02

-206 ＳＳ４００　幅２５０×厚４ｍｍ　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-03

-220 ＳＳ４００　幅２５０×厚４ｍｍ　埋殺し 壁ｍ２ 1-04

-301 ＳＳ４００　幅３３３×厚５ｍｍ　使用期間１カ月 壁ｍ２ 1-05

-303 ＳＳ４００　幅３３３×厚５ｍｍ　使用期間３カ月 壁ｍ２ 1-06

-306 ＳＳ４００　幅３３３×厚５ｍｍ　使用期間６カ月 壁ｍ２ 1-07

-320 ＳＳ４００　幅３３３×厚５ｍｍ　埋殺し 壁ｍ２ 1-08

山留め工事　軽量鋼矢板山留め壁　軽量鋼矢板打込み

I3160-1000 -125 有振動工法（バイブロ）幅２５０×厚４ｍｍ［手間］ 壁ｍ２ 1-09

-133 有振動工法（バイブロ）幅３３３×厚５ｍｍ［手間］ 壁ｍ２ 1-10

山留め工事　軽量鋼矢板山留め壁　軽量鋼矢板引抜き

I3170-1000 -125 有振動工法（バイブロ）幅２５０×厚４ｍｍ［手間］ 壁ｍ２ 1-11

-133 有振動工法（バイブロ）幅３３３×厚５ｍｍ［手間］ 壁ｍ２ 1-12

山留め工事　腹起し切ばり架払い　［手間］

I3360-0100 -010 Ｈ－３００　１段目 ｍ２ 1-13

-020 Ｈ－３５０　２段目 ｍ２ 1-14

-030 Ｈ－４００　３段目 ｍ２ 1-15

山留め工事　柱列壁　ソイルセメント杭柱列

I3310-1045 -030 径５５０ｍｍ　穿孔　芯材Ｈ４００×２００ｍｍ 壁ｍ２ 1-16

乗入構台 168頁1表

乗入構台使用部材賃料

H5300-0010 -030 平面積２４０ｍ２　使用期間３カ月 ｍ２ 1-01

-060 平面積２４０ｍ２　使用期間６カ月 ｍ２ 1-02

-120 平面積２４０ｍ２　使用期間１２カ月 ｍ２ 1-03

乗入構台架払い　［手間］

H5300-0020 -010 乗入構台架払い ｍ２ 1-04

乗入構台支持杭打込み　［手間］

H5300-0030 -010 オーガミルク工法　杭長２０ｍ×１２本 ｍ 1-05

既製コンクリート杭工事 172頁1表

既製コンクリート杭工事　プレボーリング併用打撃

I7120-0100 -130 油圧ハンマ　単杭　径３００×１０ｍ　［手間］ 本 1-01

-135 油圧ハンマ　単杭　径３５０×１０ｍ　［手間］ 本 1-02

-140 油圧ハンマ　単杭　径４００×１０ｍ　［手間］ 本 1-03

-145 油圧ハンマ　単杭　径４５０×１０ｍ　［手間］ 本 1-04

-150 油圧ハンマ　単杭　径５００×１０ｍ　［手間］ 本 1-05

-160 油圧ハンマ　単杭　径６００×１０ｍ　［手間］ 本 1-06

-230 油圧ハンマ　２本継　径３００×２０ｍ　［手間］ 組 1-07

-235 油圧ハンマ　２本継　径３５０×２０ｍ　［手間］ 組 1-08

-240 油圧ハンマ　２本継　径４００×２０ｍ　［手間］ 組 1-09

-245 油圧ハンマ　２本継　径４５０×２０ｍ　［手間］ 組 1-10

-250 油圧ハンマ　２本継　径５００×２０ｍ　［手間］ 組 1-11

-260 油圧ハンマ　２本継　径６００×２０ｍ　［手間］ 組 1-12

-335 油圧ハンマ　３本継　径３５０×３０ｍ　［手間］ 組 1-13

-340 油圧ハンマ　３本継　径４００×３０ｍ　［手間］ 組 1-14

-345 油圧ハンマ　３本継　径４５０×３０ｍ　［手間］ 組 1-15

-350 油圧ハンマ　３本継　径５００×３０ｍ　［手間］ 組 1-16

-360 油圧ハンマ　３本継　径６００×３０ｍ　［手間］ 組 1-17

既製コンクリート杭工事　プレボーリング根固め工法

I7170-0100 -130 セメントミルク　単杭　径３００×１０ｍ　［手間］ 本 1-18

-135 セメントミルク　単杭　径３５０×１０ｍ　［手間］ 本 1-19

-140 セメントミルク　単杭　径４００×１０ｍ　［手間］ 本 1-20

-145 セメントミルク　単杭　径４５０×１０ｍ　［手間］ 本 1-21

-150 セメントミルク　単杭　径５００×１０ｍ　［手間］ 本 1-22

-160 セメントミルク　単杭　径６００×１０ｍ　［手間］ 本 1-23

-230 セメントミルク　２本継　径３００×２０ｍ［手間］ 組 1-24

-235 セメントミルク　２本継　径３５０×２０ｍ［手間］ 組 1-25

-240 セメントミルク　２本継　径４００×２０ｍ［手間］ 組 1-26

-245 セメントミルク　２本継　径４５０×２０ｍ［手間］ 組 1-27

-250 セメントミルク　２本継　径５００×２０ｍ［手間］ 組 1-28

-260 セメントミルク　２本継　径６００×２０ｍ［手間］ 組 1-29

-300 セメントミルク　３本継　径３５０×３０ｍ［手間］ 組 1-30
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I7170-0100 -340 セメントミルク　３本継　径４００×３０ｍ［手間］ 組 1-31

-345 セメントミルク　３本継　径４５０×３０ｍ［手間］ 組 1-32

-350 セメントミルク　３本継　径５００×３０ｍ［手間］ 組 1-33

-360 セメントミルク　３本継　径６００×３０ｍ［手間］ 組 1-34

既製コンクリート杭工事 174頁1表

既製コンクリート杭工事　プレボーリング拡大根固め

I7150-0010 -030 特定埋込杭工法　単杭　径３００×１０ｍ　［手間］ 本 1-01

-035 特定埋込杭工法　単杭　径３５０×１０ｍ　［手間］ 本 1-02

-040 特定埋込杭工法　単杭　径４００×１０ｍ　［手間］ 本 1-03

-045 特定埋込杭工法　単杭　径４５０×１０ｍ　［手間］ 本 1-04

-050 特定埋込杭工法　単杭　径５００×１０ｍ　［手間］ 本 1-05

-060 特定埋込杭工法　単杭　径６００×１０ｍ　［手間］ 本 1-06

-0020 -030 特定埋込杭工法　２本継　径３００×２０ｍ［手間］ 組 1-07

-035 特定埋込杭工法　２本継　径３５０×２０ｍ［手間］ 組 1-08

-040 特定埋込杭工法　２本継　径４００×２０ｍ［手間］ 組 1-09

-045 特定埋込杭工法　２本継　径４５０×２０ｍ［手間］ 組 1-10

-050 特定埋込杭工法　２本継　径５００×２０ｍ［手間］ 組 1-11

-060 特定埋込杭工法　２本継　径６００×２０ｍ［手間］ 組 1-12

-0030 -035 特定埋込杭工法　３本継　径３５０×３０ｍ［手間］ 組 1-13

-040 特定埋込杭工法　３本継　径４００×３０ｍ［手間］ 組 1-14

-045 特定埋込杭工法　３本継　径４５０×３０ｍ［手間］ 組 1-15

-050 特定埋込杭工法　３本継　径５００×３０ｍ［手間］ 組 1-16

-060 特定埋込杭工法　３本継　径６００×３０ｍ［手間］ 組 1-17

既製コンクリート杭工事　中掘り打撃工法　［手間］

I7150-1010 -040 単杭　径４００×１０ｍ 本 1-18

-045 単杭　径４５０×１０ｍ 本 1-19

-050 単杭　径５００×１０ｍ 本 1-20

-060 単杭　径６００×１０ｍ 本 1-21

-1020 -040 ２本継　径４００×２０ｍ 組 1-22

-045 ２本継　径４５０×２０ｍ 組 1-23

-050 ２本継　径５００×２０ｍ 組 1-24

-060 ２本継　径６００×２０ｍ 組 1-25

-1030 -045 ３本継　径４５０×３０ｍ 組 1-26

-050 ３本継　径５００×３０ｍ 組 1-27

-060 ３本継　径６００×３０ｍ 組 1-28

既製コンクリート杭工事 176頁1表

既製コンクリート杭工事　中掘り根固め工法［手間］

I7160-0100 -145 単杭　径４５０×１０ｍ 本 1-01

-150 単杭　径５００×１０ｍ 本 1-02

-160 単杭　径６００×１０ｍ 本 1-03

-245 ２本継　径４５０×２０ｍ 組 1-04

-250 ２本継　径５００×２０ｍ 組 1-05

-260 ２本継　径６００×２０ｍ 組 1-06

-350 ３本継　径５００×３０ｍ 組 1-07

-360 ３本継　径６００×３０ｍ 組 1-08

既製コンクリート杭工事　中掘り拡大根固め工法

I7160-0110 -110 特定埋込杭工法　単杭　径４００×１０ｍ　［手間］ 本 1-09

-120 特定埋込杭工法　単杭　径４５０×１０ｍ　［手間］ 本 1-10

-130 特定埋込杭工法　単杭　径５００×１０ｍ　［手間］ 本 1-11

-140 特定埋込杭工法　単杭　径６００×１０ｍ　［手間］ 本 1-12

-210 特定埋込杭工法　２本継　径４００×２０ｍ［手間］ 組 1-13

-220 特定埋込杭工法　２本継　径４５０×２０ｍ［手間］ 組 1-14

-230 特定埋込杭工法　２本継　径５００×２０ｍ［手間］ 組 1-15

-240 特定埋込杭工法　２本継　径６００×２０ｍ［手間］ 組 1-16

-310 特定埋込杭工法　３本継　径４５０×３０ｍ［手間］ 組 1-17

-320 特定埋込杭工法　３本継　径５００×３０ｍ［手間］ 組 1-18

-330 特定埋込杭工法　３本継　径６００×３０ｍ［手間］ 組 1-19

場所打コンクリート杭工事 178頁1表

場所打コンクリート杭工事　アースドリル工法

I7220-0102 -080 径８００ｍｍ×２５ｍ　規模２５０　［手間］ ｍ 1-01

-100 径１０００ｍｍ×２５ｍ　規模２５０　［手間］ ｍ 1-02

-120 径１２００ｍｍ×２５ｍ　規模２５０　［手間］ ｍ 1-03

-150 径１５００ｍｍ×２５ｍ　規模２５０　［手間］ ｍ 1-04

-180 径１８００ｍｍ×２５ｍ　規模２５０　［手間］ ｍ 1-05

-0105 -080 径８００ｍｍ×２５ｍ　規模５００　［手間］ ｍ 1-06

-100 径１０００ｍｍ×２５ｍ　規模５００　［手間］ ｍ 1-07

-120 径１２００ｍｍ×２５ｍ　規模５００　［手間］ ｍ 1-08

-150 径１５００ｍｍ×２５ｍ　規模５００　［手間］ ｍ 1-09

-180 径１８００ｍｍ×２５ｍ　規模５００　［手間］ ｍ 1-10

-0110 -080 径８００ｍｍ×２５ｍ　規模１０００　［手間］ ｍ 1-11

-100 径１０００ｍｍ×２５ｍ　規模１０００　［手間］ ｍ 1-12

-120 径１２００ｍｍ×２５ｍ　規模１０００　［手間］ ｍ 1-13

-150 径１５００ｍｍ×２５ｍ　規模１０００　［手間］ ｍ 1-14

-180 径１８００ｍｍ×２５ｍ　規模１０００　［手間］ ｍ 1-15

場所打コンクリート杭工事　アースドリル拡底工法

I7220-0120 -010 径８００ｍｍ×２５ｍ　規模２５０　［手間］ ｍ 1-16

-020 径１０００ｍｍ×２５ｍ　規模２５０　［手間］ ｍ 1-17

-030 径１２００ｍｍ×２５ｍ　規模２５０　［手間］ ｍ 1-18

-040 径１５００ｍｍ×２５ｍ　規模２５０　［手間］ ｍ 1-19

-050 径１８００ｍｍ×２５ｍ　規模２５０　［手間］ ｍ 1-20

-110 径８００ｍｍ×２５ｍ　規模５００　［手間］ ｍ 1-21

-120 径１０００ｍｍ×２５ｍ　規模５００　［手間］ ｍ 1-22

-130 径１２００ｍｍ×２５ｍ　規模５００　［手間］ ｍ 1-23

-140 径１５００ｍｍ×２５ｍ　規模５００　［手間］ ｍ 1-24

-150 径１８００ｍｍ×２５ｍ　規模５００　［手間］ ｍ 1-25

-210 径８００ｍｍ×２５ｍ　規模１０００　［手間］ ｍ 1-26

-220 径１０００ｍｍ×２５ｍ　規模１０００　［手間］ ｍ 1-27

-230 径１２００ｍｍ×２５ｍ　規模１０００　［手間］ ｍ 1-28

-240 径１５００ｍｍ×２５ｍ　規模１０００　［手間］ ｍ 1-29

-250 径１８００ｍｍ×２５ｍ　規模１０００　［手間］ ｍ 1-30

場所打コンクリート杭工事　ＢＨ工法　［手間］

I7210-0100 -080 径８００ｍｍ×２５ｍ ｍ 1-31

I7210-0100 -100 径１０００ｍｍ×２５ｍ ｍ 1-32

-120 径１２００ｍｍ×２５ｍ ｍ 1-33

-150 径１５００ｍｍ×２５ｍ ｍ 1-34

場所打コンクリート杭工事 180頁1表

リバース・サーキュレーション工法　［手間］

I7240-0140 -100 径１０００ｍｍ×４０ｍ ｍ 1-01

-120 径１２００ｍｍ×４０ｍ ｍ 1-02

-150 径１５００ｍｍ×４０ｍ ｍ 1-03

-180 径１８００ｍｍ×４０ｍ ｍ 1-04

-200 径２０００ｍｍ×４０ｍ ｍ 1-05

-250 径２５００ｍｍ×４０ｍ ｍ 1-06

-300 径３０００ｍｍ×４０ｍ ｍ 1-07

リバース・サーキュレーション拡底工法　［手間］

I7240-0150 -010 径１０００ｍｍ×４０ｍ ｍ 1-08

-020 径１２００ｍｍ×４０ｍ ｍ 1-09

-030 径１５００ｍｍ×４０ｍ ｍ 1-10

-040 径１８００ｍｍ×４０ｍ ｍ 1-11

-050 径２０００ｍｍ×４０ｍ ｍ 1-12

-060 径２５００ｍｍ×４０ｍ ｍ 1-13

-070 径３０００ｍｍ×４０ｍ ｍ 1-14

場所打コンクリート杭工事　オールケーシング工法

I7230-0530 -100 径１０００ｍｍ×３０ｍ　規模５００　［手間］ ｍ 1-15

-120 径１２００ｍｍ×３０ｍ　規模５００　［手間］ ｍ 1-16

-150 径１５００ｍｍ×３０ｍ　規模５００　［手間］ ｍ 1-17

-180 径１８００ｍｍ×３０ｍ　規模５００　［手間］ ｍ 1-18

-200 径２０００ｍｍ×３０ｍ　規模５００　［手間］ ｍ 1-19

-1030 -100 径１０００ｍｍ×３０ｍ　規模１０００　［手間］ ｍ 1-20

-120 径１２００ｍｍ×３０ｍ　規模１０００　［手間］ ｍ 1-21

-150 径１５００ｍｍ×３０ｍ　規模１０００　［手間］ ｍ 1-22

-180 径１８００ｍｍ×３０ｍ　規模１０００　［手間］ ｍ 1-23

-200 径２０００ｍｍ×３０ｍ　規模１０００　［手間］ ｍ 1-24

場所打コンクリート杭工事 182頁1表

場所打コンクリート杭工事　深礎工法　［手間］

I7230-1040 -010 径１２００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-01

-020 径１４００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-02

-030 径１６００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-03

-040 径２０００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-04

-050 径２４００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-05

-060 径２８００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-06

-070 径３０００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-07

-080 径３４００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-08

-090 径３８００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-09

-100 径４０００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-10

-1050 -010 全損　径１２００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-11

-020 全損　径１４００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-12

-030 全損　径１６００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-13

-040 全損　径２０００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-14

-050 全損　径２４００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-15

-060 全損　径２８００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-16

-070 全損　径３０００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-17

-080 全損　径３４００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-18

-090 全損　径３８００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-19

-100 全損　径４０００ｍｍ×８～１５ｍ ｍ 1-20

杭頭処理 184頁1表

杭頭処理　［手間］

I7310-1000 -300 既製コンクリート杭　径３００　発生ガラ処分別途 本 1-01

-350 既製コンクリート杭　径３５０　発生ガラ処分別途 本 1-02

-400 既製コンクリート杭　径４００　発生ガラ処分別途 本 1-03

-450 既製コンクリート杭　径４５０　発生ガラ処分別途 本 1-04

-500 既製コンクリート杭　径５００　発生ガラ処分別途 本 1-05

-2000 -001 場所打コンクリート杭 ｍ３ 1-06

法面保護・割石地業・防湿・断熱工事 184頁2表

法面保護工事

P7730-0010 -010 ビニールシート張り ｍ２ 1-01

割石地業工事

I2520-0110 -200 基礎・地中梁　厚１００～１５０ｍｍ ｍ３ 1-02

-210 土間　厚１００～１５０ｍｍ ｍ３ 1-03

割石地業工事　砂利地業

I2530-0110 -200 基礎・地中梁　厚５０～１００ｍｍ ｍ３ 1-04

-210 土間　厚５０～１００ｍｍ ｍ３ 1-05

割石地業工事　砕石地業

I2535-0110 -200 基礎・地中梁　厚５０～１００ｍｍ ｍ３ 1-06

-210 土間　厚５０～１００ｍｍ ｍ３ 1-07

割石地業工事　再生砕石地業

I2555-0110 -200 基礎・地中梁　厚５０～１００ｍｍ ｍ３ 1-08

-210 土間　厚５０～１００ｍｍ ｍ３ 1-09

防湿・断熱工事　ポリエチレンフィルム敷

I2560-1000 -110 厚０．１ｍｍ ｍ２ 1-10

-115 厚０．１５ｍｍ ｍ２ 1-11

防湿・断熱工事　ポリスチレンフォーム敷

I2560-2000 -120 厚２０ｍｍ ｍ２ 1-12

-125 厚２５ｍｍ ｍ２ 1-13

-150 厚５０ｍｍ ｍ２ 1-14

特殊杭打ち工事　＜公表価格＞ 186頁1表

－4－

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表



特殊杭打ち工事　鋼管杭　ガチラ工法

I7911-0610 -003 径８９．１ｍｍ ｍ 1-01

-005 径１０１．６ｍｍ ｍ 1-02

-010 径１１４．３ｍｍ ｍ 1-03

-020 径１３９．８ｍｍ ｍ 1-04

-030 径１６５．２ｍｍ ｍ 1-05

特殊杭打ち工事　ＲＣ杭　日信三角杭

I7911-2910 -014 杭長４ｍ　節数３　充填セメント共 本 1-06

-015 杭長５．５ｍ　節数４　充填セメント共 本 1-07

-016 杭長６ｍ　節数４　充填セメント共 本 1-08

-017 杭長７ｍ　節数５　充填セメント共 本 1-09

-018 杭長８ｍ　節数６　充填セメント共 本 1-10

杭工事　＜公表価格＞ 187頁1表

杭工事　杭頭耐震接合（機械式）ＮＣＰアンカー工法

I7350-0105 -040 杭径４００ｍｍ　Ａ種　機械式　Ｄ１３×６本 本 1-01

-0110 -040 杭径４００ｍｍ　Ｂ種　機械式　Ｄ１６×６本 本 1-02

-0130 -040 杭径４００ｍｍ　Ｃ種　機械式　Ｄ１６×８本 本 1-03

-0105 -050 杭径５００ｍｍ　Ａ種　機械式　Ｄ１６×６本 本 1-04

-0120 -050 杭径５００ｍｍ　Ｂ種　機械式　Ｄ１６×１０本 本 1-05

-0130 -050 杭径５００ｍｍ　Ｃ種　機械式　Ｄ２５×８本 本 1-06

-0105 -060 杭径６００ｍｍ　Ａ種　機械式　Ｄ１６×９本 本 1-07

-0120 -060 杭径６００ｍｍ　Ｂ種　機械式　Ｄ２５×１２本 本 1-08

-0130 -060 杭径６００ｍｍ　Ｃ種　機械式　Ｄ２５×１２本 本 1-09

-0105 -080 杭径８００ｍｍ　Ａ種　機械式　Ｄ１６×１２本 本 1-10

-0120 -080 杭径８００ｍｍ　Ｂ種　機械式　Ｄ２５×１８本 本 1-11

-0130 -080 杭径８００ｍｍ　Ｃ種　機械式　Ｄ２９×１７本 本 1-12

-0105 -100 杭径１０００ｍｍ　Ａ種　機械式　Ｄ２９×１１本 本 1-13

-0120 -100 杭径１０００ｍｍ　Ｂ種　機械式　Ｄ２９×２２本 本 1-14

-0130 -100 杭径１０００ｍｍ　Ｃ種　機械式　Ｄ２９×２３本 本 1-15

杭工事　パイルスタッド工法　パイルスタッド鉄筋

I7810-1010 -010 ＰＨＣ　杭径５００　Ａ種　Ｄ１６×４０Ｄ×６本 セット 1-16

-020 ＰＨＣ　杭径５００　Ｂ種　Ｄ１９×４０Ｄ×８本 セット 1-17

-030 ＰＨＣ　杭径５００　Ｃ種　Ｄ２２×４０Ｄ×８本 セット 1-18

-110 ＰＨＣ　杭径６００　Ａ種　Ｄ１９×４０Ｄ×６本 セット 1-19

-120 ＰＨＣ　杭径６００　Ｂ種　Ｄ２２×４０Ｄ×９本 セット 1-20

-130 ＰＨＣ　杭径６００　Ｃ種　Ｄ２５×４０Ｄ×９本 セット 1-21

-210 ＰＨＣ　杭径７００　Ａ種　Ｄ２２×４０Ｄ×６本 セット 1-22

-220 ＰＨＣ　杭径７００　Ｂ種　Ｄ２５×４０Ｄ×９本 セット 1-23

-230 ＰＨＣ　杭径７００　Ｃ種　Ｄ２５×４０Ｄ×１２本 セット 1-24

-310 ＰＨＣ　杭径８００　Ａ種　Ｄ２２×４０Ｄ×７本 セット 1-25

-320 ＰＨＣ　杭径８００　Ｂ種　Ｄ２５×４０Ｄ×１２本 セット 1-26

-330 ＰＨＣ　杭径８００　Ｃ種　Ｄ２５×４０Ｄ×１５本 セット 1-27

特殊杭引抜き工事　無振動完全撤去既存杭引抜き工法

I7911-8920 -010 杭径３００ｍｍ　松杭　杭長８ｍ ｍ 1-28

-020 杭径３００～５００ｍｍ　摩擦杭（節杭）　杭長８ｍ ｍ 1-29

-030 杭径３００ｍｍ　ＰＣ杭　杭長１５ｍ ｍ 1-30

-040 杭径６００ｍｍ　ＰＣ杭　杭長３５ｍ ｍ 1-31

-050 杭径６００ｍｍ　ＰＣ杭　杭長５０ｍ ｍ 1-32

-060 杭径９００ｍｍ　ＲＣ造成杭　杭長２０ｍ ｍ 1-33

-070 杭径１０００ｍｍ　ＲＣ造成杭　杭長２０ｍ ｍ 1-34

-080 杭径１１００ｍｍ　ＲＣ造成杭　杭長２０ｍ ｍ 1-35

-090 杭径１２００ｍｍ　ＲＣ造成杭　杭長２０ｍ ｍ 1-36

-100 杭径１３００ｍｍ　ＲＣ造成杭　杭長２０ｍ ｍ 1-37

-110 杭径１４００ｍｍ　ＲＣ造成杭　杭長２０ｍ ｍ 1-38

-120 杭径１５００ｍｍ　ＲＣ造成杭　杭長２０ｍ ｍ 1-39

-130 杭径１６００ｍｍ　ＲＣ造成杭　杭長２０ｍ ｍ 1-40

鉄筋加工組立費 192頁1表

鉄筋加工組立費　ＲＣラーメン構造　［手間］

J3110-2010 -005 形状単純　階高３．５～４．０ｍ程度　規模５０ ｔ 1-01

-010 形状単純　階高３．５～４．０ｍ程度　規模１００ ｔ 1-02

-2020 -005 形状複雑　階高３．５～４．０ｍ程度　規模５０ ｔ 1-03

-010 形状複雑　階高３．５～４．０ｍ程度　規模１００ ｔ 1-04

-020 形状複雑　階高３．５～４．０ｍ程度　規模２００ ｔ 1-05

鉄筋加工組立費　ＳＲＣラーメン構造　［手間］

J3110-2030 -005 形状単純　階高３．５～４．０ｍ程度　規模５０ ｔ 1-06

-010 形状単純　階高３．５～４．０ｍ程度　規模１００ ｔ 1-07

-2040 -005 形状複雑　階高３．５～４．０ｍ程度　規模５０ ｔ 1-08

-010 形状複雑　階高３．５～４．０ｍ程度　規模１００ ｔ 1-09

-020 形状複雑　階高３．５～４．０ｍ程度　規模２００ ｔ 1-10

鉄筋加工組立費　ＲＣ壁式構造　［手間］

J3110-2100 -003 形状単純　階高２．８ｍ程度　規模３０ ｔ 1-11

-005 形状単純　階高２．８ｍ程度　規模５０ ｔ 1-12

-103 形状複雑　階高２．８ｍ程度　規模３０ ｔ 1-13

-105 形状複雑　階高２．８ｍ程度　規模５０ ｔ 1-14

-110 形状複雑　階高２．８ｍ程度　規模１００ ｔ 1-15

溶接金網・付帯工事 196頁1表

溶接金網・付帯工事　異形鉄筋金網　［手間］

J3220-0010 -010 Ｄ６　１００×１００ｍｍ ｍ２ 1-01

-110 Ｄ１０　１００×１００ｍｍ ｍ２ 1-02

-210 Ｄ１３　１００×１００ｍｍ ｍ２ 1-03

溶接金網・付帯工事　スリーブ補強・開口部補強

J3220-0020 -010 １００角または径１００ｍｍ程度　在来工法［手間］ 個所 1-04

-020 ２００角または径２００ｍｍ程度　在来工法［手間］ 個所 1-05

-030 ３００角または径３００ｍｍ程度　在来工法［手間］ 個所 1-06

-040 ４００角または径４００ｍｍ程度　在来工法［手間］ 個所 1-07

-050 ５００角または径５００ｍｍ程度　在来工法［手間］ 個所 1-08

-060 ６００角または径６００ｍｍ程度　在来工法［手間］ 個所 1-09

溶接金網・付帯工事　溶接費　［手間］

J3220-0040 -010 Ｄ１０　溶接長（片側１０ｄ以上両側５ｄ以上） 個所 1-10

-013 Ｄ１３　溶接長（片側１０ｄ以上両側５ｄ以上） 個所 1-11

-016 Ｄ１６　溶接長（片側１０ｄ以上両側５ｄ以上） 個所 1-12

-019 Ｄ１９　溶接長（片側１０ｄ以上両側５ｄ以上） 個所 1-13

圧接工事 196頁2表

圧接工事　鉄筋ガス圧接保証工事費　［手間］

J3350-0010 -010 鉄筋ガス圧接保証工事費 回 1-01

圧接工事　鉄筋ガス圧接　［手間］

J3350-0020 -010 自動ガス圧接　Ｄ１９－Ｄ１９ 個所 1-02

-020 自動ガス圧接　Ｄ２２－Ｄ２２ 個所 1-03

-030 自動ガス圧接　Ｄ２５－Ｄ２５ 個所 1-04

-040 自動ガス圧接　Ｄ２９－Ｄ２９ 個所 1-05

-050 自動ガス圧接　Ｄ３２－Ｄ３２ 個所 1-06

-0030 -010 熱間押抜法　Ｄ１９－Ｄ１９ 個所 1-07

-020 熱間押抜法　Ｄ２２－Ｄ２２ 個所 1-08

-030 熱間押抜法　Ｄ２５－Ｄ２５ 個所 1-09

-040 熱間押抜法　Ｄ２９－Ｄ２９ 個所 1-10

-050 熱間押抜法　Ｄ３２－Ｄ３２ 個所 1-11

圧接工事　鉄筋切断費　［手間］

J3350-0100 -116 Ｄ１６ 個所 1-12

-119 Ｄ１９ 個所 1-13

-122 Ｄ２２ 個所 1-14

-125 Ｄ２５ 個所 1-15

-129 Ｄ２９ 個所 1-16

-132 Ｄ３２ 個所 1-17

型枠工事（１） 202頁1表

型枠工事　普通合板型枠　［材工］

J2110-1050 -070 ラーメン構造　地上軸部　階高５．５ｍ程度 ｍ２ 1-01

型枠工事　打放し合板型枠　［材工］

J2110-1050 -080 ラーメン構造　地上軸部　階高５．５ｍ程度 ｍ２ 1-02

-1040 -020 ラーメン構造　地下軸部　階高５．０ｍ程度 ｍ２ 1-03

型枠工事　普通合板型枠　［材工］

J2110-1100 -010 ラーメン構造　地下片面　階高５．０ｍ程度 ｍ２ 1-04

型枠工事（２） 204頁1表

型枠工事　特殊型枠　曲面型枠　［材工］

J2350-1010 -030 普通型枠　曲面合板　厚１２ｍｍ　半径５ｍ程度 ｍ２ 1-01

-040 打放し型枠　曲面合板　厚１２ｍｍ　半径５ｍ程度 ｍ２ 1-02

型枠工事　特殊型枠　円柱型枠　［材工］

J2350-1020 -040 普通型枠　曲面合板　厚１２ｍｍ直径８００ｍｍ程度 ｍ２ 1-03

-050 打放し型枠曲面合板　厚１２ｍｍ直径８００ｍｍ程度 ｍ２ 1-04

-060 ボイド型枠　直径８００ｍｍ程度 ｍ２ 1-05

型枠工事　特殊型枠　塗装合板型枠　［材工］

J2350-1030 -010 ベニヤ割　Ｐコン割　転用２回 ｍ２ 1-06

型枠工事　特殊型枠　フラットデッキ　［材工］

J2350-1080 -008 ＳＲＣ造・ＲＣ造　厚０．８ｍｍ使用 ｍ２ 1-07

-010 ＳＲＣ造・ＲＣ造　厚１．０ｍｍ使用 ｍ２ 1-08

-012 ＳＲＣ造・ＲＣ造　厚１．２ｍｍ使用 ｍ２ 1-09

型枠関連工事　断熱材先付　［手間］

J2360-0100 -110 立上り部 ｍ２ 1-10

-120 床版部 ｍ２ 1-11

型枠関連工事　目地　［材工］

J2510-1100 -030 打継目地　サイズ２０×２０～３０×３０ｍｍ程度 ｍ 1-12

-2100 -030 誘発目地　サイズ２０×２０～３０×３０ｍｍ程度 ｍ 1-13

-3100 -030 化粧目地　サイズ２０×２０～３０×３０ｍｍ程度 ｍ 1-14

型枠関連工事　面木　［材工］

J2513-1100 -010 面幅３０ｍｍ程度 ｍ 1-15

型枠関連工事　スリーブ　［手間］

J2526-1100 -010 床部　ボイド径７５～１５０ｍｍ 個所 1-16

-1200 -010 壁部　ボイド径７５～１５０ｍｍ 個所 1-17

-1300 -010 地中梁　ボイド径３５０～６００ｍｍ 個所 1-18

-1400 -010 床部　ボイド径３５０～６００ｍｍ 個所 1-19

型枠関連工事　ルーフドレイン取付　［手間］

J2540-1100 -010 竪型 個所 1-20

-020 横型 個所 1-21
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鉄骨工場加工組立費（溶接費含）　Ｓ造　［手間］

J4300-0110 -010 既製コラム　溶接延長３０ｍ／ｔ　規模１００ｔ ｔ 1-01

-020 既製コラム　溶接延長３０ｍ／ｔ　規模５００ｔ ｔ 1-02

-030 既製コラム　溶接延長３０ｍ／ｔ　規模１０００ｔ ｔ 1-03

-040 既製コラム　溶接延長５０ｍ／ｔ　規模１００ｔ ｔ 1-04

-050 既製コラム　溶接延長５０ｍ／ｔ　規模５００ｔ ｔ 1-05

-060 既製コラム　溶接延長５０ｍ／ｔ　規模１０００ｔ ｔ 1-06

-070 既製コラム　溶接延長８０ｍ／ｔ　規模１００ｔ ｔ 1-07

-080 既製コラム　溶接延長８０ｍ／ｔ　規模５００ｔ ｔ 1-08

-090 既製コラム　溶接延長８０ｍ／ｔ　規模１０００ｔ ｔ 1-09

-0120 -010 ロールＨ　溶接延長５０ｍ／ｔ　規模１００ｔ ｔ 1-10

-020 ロールＨ　溶接延長５０ｍ／ｔ　規模５００ｔ ｔ 1-11

-030 ロールＨ　溶接延長５０ｍ／ｔ　規模１０００ｔ ｔ 1-12

-040 ロールＨ　溶接延長８０ｍ／ｔ　規模１００ｔ ｔ 1-13

-050 ロールＨ　溶接延長８０ｍ／ｔ　規模５００ｔ ｔ 1-14

-060 ロールＨ　溶接延長８０ｍ／ｔ　規模１０００ｔ ｔ 1-15
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鉄骨工場加工組立費（溶接費含）　ＳＲＣ造［手間］

J4300-0130 -010 プレート加工　溶接延長１００ｍ／ｔ　規模５００ｔ ｔ 1-16

-020 プレート加工　溶接延長１００ｍ／ｔ　規模１０００ ｔ 1-17

-030 プレート加工　溶接延長１５０ｍ／ｔ　規模５００ｔ ｔ 1-18

-040 プレート加工　溶接延長１５０ｍ／ｔ　規模１０００ ｔ 1-19

鉄骨工事　工場塗装費　［材工］

J4210-1000 -001 ショットブラスト ｍ２ 1-20

鉄骨工事　工場塗装費　下地調整含む　［材工］

J4210-2020 -010 鉛・クロムフリーさび止めペイント　１回塗り ｍ２ 1-21

-3000 -001 一般さび止めペイント　ＪＩＳＫ５６２１　１回塗り ｍ２ 1-22

鉄骨工事　工場検査費　超音波探傷検査

J4260-0100 -110 第三者検査　工場内検査 個所 1-23
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鉄骨工事　現場工事費　現場溶接　［材工］

J4230-0100 -130 ３ｍ未満／ｔ　規模１００ｔ ｍ 1-01

-131 ３ｍ以上／ｔ　規模１００ｔ ｍ 1-02

-230 ３ｍ未満／ｔ　規模５００ｔ ｍ 1-03

-231 ３ｍ以上／ｔ　規模５００ｔ ｍ 1-04

鉄骨工事　現場工事費　超音波探傷検査

J4260-0100 -120 第三者検査　現場検査 個所 1-05

鉄骨工事　現場工事費　ＨＴＢ本締め　［手間］

J4220-2000 -200 ４０本／ｔ　トルシアボルト　規模１００ｔ ｔ 1-06

-210 ６０本／ｔ　トルシアボルト　規模１００ｔ ｔ 1-07

-220 ８０本／ｔ　トルシアボルト　規模１００ｔ ｔ 1-08

-230 ４０本／ｔ　トルシアボルト　規模５００ｔ ｔ 1-09

-240 ６０本／ｔ　トルシアボルト　規模５００ｔ ｔ 1-10

-250 ８０本／ｔ　トルシアボルト　規模５００ｔ ｔ 1-11

鉄骨工事　現場工事費　現場建方　［手間］

J4240-0100 -200 ８０ｋｇ／延ｍ２未満　規模１００ｔ ｔ 1-12

-201 ８０ｋｇ／延ｍ２以上　規模１００ｔ ｔ 1-13

-300 １００ｋｇ／延ｍ２未満　規模１００ｔ ｔ 1-14

-301 １００ｋｇ／延ｍ２以上　規模１００ｔ ｔ 1-15

-250 ８０ｋｇ／延ｍ２未満　規模５００ｔ ｔ 1-16

-251 ８０ｋｇ／延ｍ２以上　規模５００ｔ ｔ 1-17

-350 １００ｋｇ／延ｍ２未満　規模５００ｔ ｔ 1-18

-351 １００ｋｇ／延ｍ２以上　規模５００ｔ ｔ 1-19

鉄骨工事　現場工事費　鉄骨運搬費

J4240-0200 -050 ５０ｋｍ ｔ 1-20

-100 １００ｋｍ ｔ 1-21

-150 １５０ｋｍ ｔ 1-22
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鉄骨付帯工事　アンカーボルト据付費　［手間］

J4310-1010 -010 主柱用　径３２～２５ｍｍ 本 1-01

-015 主柱用　径１９～１６ｍｍ 本 1-02

-020 間柱用　径１６～１３ｍｍ 本 1-03

鉄骨付帯工事　スタッドボルト

J4310-0060 -006 工場施工　径１６ｍｍ　長１００ｍｍ 本 1-04

-008 工場施工　径１６ｍｍ　長１２０ｍｍ 本 1-05

-010 工場施工　径１９ｍｍ　長１００ｍｍ 本 1-06

-012 工場施工　径１９ｍｍ　長１２０ｍｍ 本 1-07

-020 工場施工　径２２ｍｍ　長１００ｍｍ 本 1-08

-022 工場施工　径２２ｍｍ　長１２０ｍｍ 本 1-09

-106 現場施工　径１６ｍｍ　長１００ｍｍ 本 1-10

-108 現場施工　径１６ｍｍ　長１２０ｍｍ 本 1-11

-110 現場施工　径１９ｍｍ　長１００ｍｍ 本 1-12

-112 現場施工　径１９ｍｍ　長１２０ｍｍ 本 1-13

-120 現場施工　径２２ｍｍ　長１００ｍｍ 本 1-14

-122 現場施工　径２２ｍｍ　長１２０ｍｍ 本 1-15

鉄骨付帯工事　柱底均しモルタル

J4310-1040 -020 ベースプレート　２００角　厚５０ｍｍ 個所 1-16

-030 ベースプレート　３００角　厚５０ｍｍ 個所 1-17

-040 ベースプレート　４００角　厚５０ｍｍ 個所 1-18

-050 ベースプレート　５００角　厚５０ｍｍ 個所 1-19

-060 ベースプレート　６００角　厚５０ｍｍ 個所 1-20

-070 ベースプレート　７００角　厚５０ｍｍ 個所 1-21

鉄骨付帯工事　耐震ブレース

J4310-1030 -012 Ｍ１２　１セット１ｍ ｍ 1-22

-016 Ｍ１６　１セット１ｍ ｍ 1-23

-020 Ｍ２０　１セット１ｍ ｍ 1-24

-022 Ｍ２２　１セット１ｍ ｍ 1-25

鉄骨付帯工事　耐震ブレース加算額

J4310-1030 -112 Ｍ１２　１００ｍｍ当たり １００ｍｍ 1-26

-116 Ｍ１６　１００ｍｍ当たり １００ｍｍ 1-27

-120 Ｍ２０　１００ｍｍ当たり １００ｍｍ 1-28

-122 Ｍ２２　１００ｍｍ当たり １００ｍｍ 1-29

鉄骨付帯工事　デッキプレート受け

J4310-0050 -010 ＦＢ－５０×６×３５０ 個所 1-30

鉄骨付帯工事　コンクリート流れ止め

J4310-0040 -010 ＰＬ－１．６　Ｈ１２０ ｍ 1-31

-020 ＰＬ－１．６　Ｈ１５０ ｍ 1-32

鉄骨付帯工事　デッキプレート敷込　［手間］

J4310-0070 -010 アークスポット溶接 ｍ２ 1-33

-020 焼き抜き溶接 ｍ２ 1-34
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鉄骨付帯工事　スリーブ加工　［手間］

J4310-0010 -010 穴あけ　径２５０未満 個所 1-01

-012 穴あけ　径４００未満 個所 1-02

鉄骨付帯工事　スリーブ加工

J4310-0010 -020 パイプスリーブ　Ｌ＝１００　径１１４．３×３．６ 個所 1-03

-022 パイプスリーブ　Ｌ＝１００　径１６５．２×５．０ 個所 1-04

-024 パイプスリーブ　Ｌ＝１００　径２６７．４×６．６ 個所 1-05

-026 パイプスリーブ　Ｌ＝１００　径４０６．４×９．５ 個所 1-06

-030 パイプスリーブ　Ｌ＝５００　径１１４．３×３．６ 個所 1-07

-032 パイプスリーブ　Ｌ＝５００　径１６５．２×５．０ 個所 1-08

-034 パイプスリーブ　Ｌ＝５００　径２６７．４×６．６ 個所 1-09

-036 パイプスリーブ　Ｌ＝５００　径４０６．４×９．５ 個所 1-10

-040 片面ＰＬ補強　径２００未満 個所 1-11

-042 片面ＰＬ補強　径２５０未満 個所 1-12

-044 片面ＰＬ補強　径３００未満 個所 1-13

-046 片面ＰＬ補強　径３５０未満 個所 1-14

-048 片面ＰＬ補強　径４００未満 個所 1-15

-050 両面ＰＬ補強　径３００未満 個所 1-16

-052 両面ＰＬ補強　径３５０未満 個所 1-17

-054 両面ＰＬ補強　径４００未満 個所 1-18

-056 両面ＰＬ補強　径４５０未満 個所 1-19

-060 パイプスリーブ＋両面ＰＬ補強　径２５０未満 個所 1-20

-062 パイプスリーブ＋両面ＰＬ補強　径３００未満 個所 1-21

-064 パイプスリーブ＋両面ＰＬ補強　径３５０未満 個所 1-22

-066 パイプスリーブ＋両面ＰＬ補強　径４００未満 個所 1-23

鉄骨付帯工事　ＰＣ板一次ファスナー

J4310-0020 -010 Ａタイプ 個所 1-24

-020 Ｂタイプ 個所 1-25

-030 Ｃタイプ 個所 1-26

-040 Ｄタイプ 個所 1-27

-050 Ｅタイプ 個所 1-28
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鉄骨付帯工事　仮設金物　カンザシ

J4310-0100 -010 ＦＢ－７５×６×４６０ｍｍ 個所 1-01

鉄骨付帯工事　仮設金物　固定式タラップ

J4310-0110 -010 十字柱 個所 1-02

-020 Ｈ柱 個所 1-03

鉄骨付帯工事　仮設金物　移動式タラップ

J4310-0120 -010 梯子受ピース 個所 1-04

鉄骨付帯工事　仮設金物　親綱ピース

J4310-0130 -010 中間階 個所 1-05

-020 上階 個所 1-06

鉄骨付帯工事　仮設金物　吊ピース

J4310-0140 -010 梁・柱 上節　重量３ｔ未満 個所 1-07

-020 梁・柱 上節　重量６ｔ未満 個所 1-08

-030 梁・柱 上節　重量１０ｔ未満 個所 1-09

鉄骨付帯工事　仮設金物　建入直しピース

J4310-0150 -010 大張力１．５ｔ 個所 1-10

-020 大張力３ｔ 個所 1-11

-030 大張力５ｔ 個所 1-12

鉄骨付帯工事　岡部　＜公表価格＞ 218頁1表

鉄骨付帯工事　ベースパック

J4310-2015 -125 角形鋼管用　１５－１２Ｖ 柱 1-01

-2017 -125 角形鋼管用　１７－１２Ｖ 柱 1-02

-2020 -095 角形鋼管用　２０－０９Ｖ 柱 1-03

-125 角形鋼管用　２０－１２Ｖ 柱 1-04

-2025 -095 角形鋼管用　２５－０９Ｖ 柱 1-05

-125 角形鋼管用　２５－１２Ｖ 柱 1-06

-165 角形鋼管用　２５－１６Ｖ 柱 1-07

-2030 -095 角形鋼管用　３０－０９Ｖ 柱 1-08

-125 角形鋼管用　３０－１２Ｖ 柱 1-09

-165 角形鋼管用　３０－１６Ｖ 柱 1-10

-195 角形鋼管用　３０－１９Ｖ 柱 1-11

-2035 -160 角形鋼管用　３５－１６Ｒ 柱 1-12

-190 角形鋼管用　３５－１９Ｒ 柱 1-13

-220 角形鋼管用　３５－２２Ｒ 柱 1-14

-250 角形鋼管用　３５－２５Ｒ 柱 1-15

-2040 -160 角形鋼管用　４０－１６Ｒ 柱 1-16

-190 角形鋼管用　４０－１９Ｒ 柱 1-17

-220 角形鋼管用　４０－２２Ｒ 柱 1-18

-250 角形鋼管用　４０－２５Ｒ 柱 1-19

-2045 -190 角形鋼管用　４５－１９Ｒ 柱 1-20

-220 角形鋼管用　４５－２２Ｒ 柱 1-21

-250 角形鋼管用　４５－２５Ｒ 柱 1-22

-280 角形鋼管用　４５－２８Ｒ 柱 1-23

-2050 -190 角形鋼管用　５０－１９Ｒ 柱 1-24

-220 角形鋼管用　５０－２２Ｒ 柱 1-25

-250 角形鋼管用　５０－２５Ｒ 柱 1-26

-280 角形鋼管用　５０－２８Ｒ 柱 1-27

-2055 -190 角形鋼管用　５５－１９Ｒ 柱 1-28

-220 角形鋼管用　５５－２２Ｒ 柱 1-29

-250 角形鋼管用　５５－２５Ｒ 柱 1-30

-280 角形鋼管用　５５－２８Ｒ 柱 1-31

-2060 -190 角形鋼管用　６０－１９ＦＸ３ 柱 1-32

-320 角形鋼管用　６０－３２ＦＸ３ 柱 1-33

-2065 -220 角形鋼管用　６５－２２ＦＸ３ 柱 1-34

-320 角形鋼管用　６５－３２ＦＸ３ 柱 1-35

-2070 -220 角形鋼管用　７０－２２ＦＸ３ 柱 1-36
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J4310-2070 -320 角形鋼管用　７０－３２ＦＸ３ 柱 1-37

-2075 -220 角形鋼管用　７５－２２ＦＸ３ 柱 1-38

-320 角形鋼管用　７５－３２ＦＸ３ 柱 1-39

鉄骨付帯工事　岡部　＜公表価格＞ 219頁1表

鉄骨付帯工事　ベースパック

J4310-3216 -100 円形鋼管用　２１６－１０Ｖ３ 柱 1-01

-3267 -090 円形鋼管用　２６７－０９Ｖ３ 柱 1-02

-3318 -090 円形鋼管用　３１８－０９Ｖ３ 柱 1-03

-3355 -100 円形鋼管用　３５５－１０Ｖ３ 柱 1-04

-3406 -100 円形鋼管用　４０６－１０Ｖ３ 柱 1-05

-3457 -100 円形鋼管用　４５７－１０Ｖ３ 柱 1-06

-3508 -100 円形鋼管用　５０８－１０Ｖ３ 柱 1-07

-3558 -130 円形鋼管用　５５８－１３Ｖ３ 柱 1-08

-3609 -160 円形鋼管用　６０９－１６Ｖ３ 柱 1-09

-3660 -220 円形鋼管用　６６０－２２Ｖ３ 柱 1-10

-3711 -220 円形鋼管用　７１１－２２Ｖ３ 柱 1-11

-3762 -190 円形鋼管用　７６２－１９Ｖ３ 柱 1-12

-3812 -190 円形鋼管用　８１２－１９Ｖ３ 柱 1-13

-4151 -510 Ｈ形鋼用　Ｈ１５１５－１０Ｖ２ 柱 1-14

-4171 -711 Ｈ形鋼用　Ｈ１７１７－１１Ｖ２ 柱 1-15

-4202 -012 Ｈ形鋼用　Ｈ２０２０－１２Ｖ２ 柱 1-16

-4252 -514 Ｈ形鋼用　Ｈ２５２５－１４Ｖ２ 柱 1-17

-4302 -012 Ｈ形鋼用　Ｈ３０２０－１２Ｖ２ 柱 1-18

-4303 -015 Ｈ形鋼用　Ｈ３０３０－１５Ｖ２ 柱 1-19

-4352 -514 Ｈ形鋼用　Ｈ３５２５－１４Ｖ２ 柱 1-20

-4353 -519 Ｈ形鋼用　Ｈ３５３５－１９Ｖ２ 柱 1-21

-4402 -019 Ｈ形鋼用　Ｈ４０２０－１９Ｖ２ 柱 1-22

-4403 -016 Ｈ形鋼用　Ｈ４０３０－１６Ｖ２ 柱 1-23

-4404 -021 Ｈ形鋼用　Ｈ４０４０－２１Ｖ２ 柱 1-24

-028 Ｈ形鋼用　Ｈ４０４０－２８Ｖ２ 柱 1-25

-4452 -025 Ｈ形鋼用　Ｈ４５２０－２５Ｖ２ 柱 1-26

-4453 -018 Ｈ形鋼用　Ｈ４５３０－１８Ｖ２ 柱 1-27

-4502 -025 Ｈ形鋼用　Ｈ５０２０－２５Ｖ２ 柱 1-28

-4503 -019 Ｈ形鋼用　Ｈ５０３０－１９Ｖ２ 柱 1-29

-022 Ｈ形鋼用　Ｈ５０３０－２２Ｖ２ 柱 1-30

-4603 -032 Ｈ形鋼用　Ｈ６０３０－３２Ｖ２ 柱 1-31

-4703 -028 Ｈ形鋼用　Ｈ７０３０－２８Ｖ２ 柱 1-32

-4803 -026 Ｈ形鋼用　Ｈ８０３０－２６Ｖ２ 柱 1-33

-4903 -028 Ｈ形鋼用　Ｈ９０３０－２８Ｖ２ 柱 1-34

鉄骨付帯工事　コトブキ技研工業　＜公表価格＞ 220頁1表

鉄骨付帯工事　ジャストベース

J4310-2315 -121 角形鋼管用　Ｊ１５０－１２Ｋ 柱 1-01

-2317 -121 角形鋼管用　Ｊ１７５－１２Ｋ 柱 1-02

-2320 -091 角形鋼管用　Ｊ２００－０９Ｋ 柱 1-03

-121 角形鋼管用　Ｊ２００－１２Ｋ 柱 1-04

-2325 -091 角形鋼管用　Ｊ２５０－０９Ｋ 柱 1-05

-121 角形鋼管用　Ｊ２５０－１２Ｋ 柱 1-06

-161 角形鋼管用　Ｊ２５０－１６Ｋ 柱 1-07

-2330 -091 角形鋼管用　Ｊ３００－０９Ｋ 柱 1-08

-161 角形鋼管用　Ｊ３００－１６Ｋ 柱 1-09

-191 角形鋼管用　Ｊ３００－１９Ｋ 柱 1-10

-2335 -121 角形鋼管用　Ｊ３５０－１２Ｋ 柱 1-11

-161 角形鋼管用　Ｊ３５０－１６Ｋ 柱 1-12

-191 角形鋼管用　Ｊ３５０－１９Ｋ 柱 1-13

-221 角形鋼管用　Ｊ３５０－２２Ｋ 柱 1-14

-2340 -121 角形鋼管用　Ｊ４００－１２Ｋ 柱 1-15

-161 角形鋼管用　Ｊ４００－１６Ｋ 柱 1-16

-191 角形鋼管用　Ｊ４００－１９Ｋ 柱 1-17

-221 角形鋼管用　Ｊ４００－２２Ｋ 柱 1-18

-251 角形鋼管用　Ｊ４００－２５Ｋ 柱 1-19

-2345 -161 角形鋼管用　Ｊ４５０－１６Ｋ 柱 1-20

-191 角形鋼管用　Ｊ４５０－１９Ｋ 柱 1-21

-221 角形鋼管用　Ｊ４５０－２２Ｋ 柱 1-22

-251 角形鋼管用　Ｊ４５０－２５Ｋ 柱 1-23

-2350 -191 角形鋼管用　Ｊ５００－１９Ｋ 柱 1-24

-221 角形鋼管用　Ｊ５００－２２Ｋ 柱 1-25

-251 角形鋼管用　Ｊ５００－２５Ｋ 柱 1-26

-2355 -191 角形鋼管用　Ｊ５５０－１９Ｋ 柱 1-27

-221 角形鋼管用　Ｊ５５０－２２Ｋ 柱 1-28

-251 角形鋼管用　Ｊ５５０－２５Ｋ 柱 1-29

-2421 -133 円形鋼管用　Ｊ２１６－１３　φ１９０．７ 柱 1-30

-134 円形鋼管用　Ｊ２１６－１３　φ２１６．３ 柱 1-31

-2426 -131 円形鋼管用　Ｊ２６７－１３　φ２６７．４ 柱 1-32

-2431 -131 円形鋼管用　Ｊ３１８－１３　φ３１８．５ 柱 1-33

-2435 -131 円形鋼管用　Ｊ３５５－１３　φ３５５．６ 柱 1-34

-2440 -131 円形鋼管用　Ｊ４０６－１３　φ４０６．４ 柱 1-35

-191 円形鋼管用　Ｊ４０６－１９　φ４０６．４ 柱 1-36

-2445 -131 円形鋼管用　Ｊ４５７－１３　φ４５７．２ 柱 1-37

-191 円形鋼管用　Ｊ４５７－１９　φ４５７．２ 柱 1-38

-2450 -141 円形鋼管用　Ｊ５０８－１４　φ５００．０ 柱 1-39

-146 円形鋼管用　Ｊ５０８－１４　φ５０８．０ 柱 1-40

鉄骨付帯工事　センクシア　＜公表価格＞ 221頁1表

鉄骨付帯工事　ハイベースＮＥＯ

J4310-2220 -110 Ｈ形鋼用　ＥＨ２００×２００－４－２４ 本 1-01

-120 Ｈ形鋼用　ＥＨ４００×４００－４－４２ 本 1-02

-130 Ｈ形鋼用　ＥＨ５００×３００－４－３０ 本 1-03

-140 Ｈ形鋼用　ＥＨ７００×３００－４－４２ 本 1-04

-150 Ｈ形鋼用　ＧＨ９００×３００－４－４２ 本 1-05

-2221 -110 角形鋼管用　ＧＢ４００－８－３６ 本 1-06

-120 角形鋼管用　ＧＢ４５０－８－３６ 本 1-07

-130 角形鋼管用　ＧＢ５００－８－３６ 本 1-08

-140 角形鋼管用　ＧＢ５５０－８－４２ 本 1-09

-150 角形鋼管用　ＧＢ６００－８－４８ 本 1-10

-160 角形鋼管用　ＧＢ６５０－８－５６ 本 1-11

-170 角形鋼管用　ＧＢ７００－８－５６ 本 1-12

-180 角形鋼管用　ＧＢ７５０－１２－６４ 本 1-13

J4310-2222 -210 角形鋼管用　ＥＢ１５０－４－２４ 本 1-14

-220 角形鋼管用　ＥＢ１７５－４－２４ 本 1-15

-230 角形鋼管用　ＥＢ２００－４－２４ 本 1-16

-240 角形鋼管用　ＥＢ２５０－４－２４ 本 1-17

-250 角形鋼管用　ＥＢ２５０－８－３０ 本 1-18

-260 角形鋼管用　ＥＢ３００－４－３０ 本 1-19

-270 角形鋼管用　ＥＢ３００－８－３０ 本 1-20

-280 角形鋼管用　ＥＢ３５０－４－３０ 本 1-21

-290 角形鋼管用　ＥＢ３５０－８－３０ 本 1-22

-300 角形鋼管用　ＥＢ４００－８－３６ 本 1-23

-310 角形鋼管用　ＥＢ４５０－８－４２ 本 1-24

-2223 -010 円形鋼管用　ＧＭ５００－８－４８ 本 1-25

-020 円形鋼管用　ＧＭ６５０－８－４８ 本 1-26

-110 円形鋼管用　ＥＭ２１６－４－２４ 本 1-27

-120 円形鋼管用　ＥＭ２５０－４－２４ 本 1-28

-130 円形鋼管用　ＥＭ３００－４－３０ 本 1-29

-140 円形鋼管用　ＥＭ３５０－４－３０ 本 1-30

-150 円形鋼管用　ＥＭ４００－８－３６ 本 1-31

-160 円形鋼管用　ＥＭ４５０－８－３６ 本 1-32

鉄骨付帯工事　日本鋳造　＜公表価格＞ 222頁1表

鉄骨付帯工事　ＮＣベースＰ

J4310-2161 -010 角形鋼管用　ＰＳ－１５０－４Ｃ－２４ 本 1-01

-020 角形鋼管用　ＰＳ－１７５－４Ｃ－２４ 本 1-02

-030 角形鋼管用　ＰＳ－２００－４Ｃ－２４ 本 1-03

-040 角形鋼管用　ＰＳ－２５０－４Ｓ－２７ 本 1-04

-050 角形鋼管用　ＰＳ－３００－４Ｓ－２７ 本 1-05

-060 角形鋼管用　ＰＳ－３５０－４Ｃ－３０ 本 1-06

-070 角形鋼管用　ＰＳ－４００－４Ｓ－３６ 本 1-07

-2162 -015 角形鋼管用　ＰＫ－３５０－８Ｓ－３０ 本 1-08

-020 角形鋼管用　ＰＫ－４００－８Ｓ－３０ 本 1-09

-030 角形鋼管用　ＰＫ－４５０－８Ｃ－３０ 本 1-10

-040 角形鋼管用　ＰＫ－５００－８Ｃ－３０ 本 1-11

-050 角形鋼管用　ＰＫ－５５０－８Ｃ－３６ 本 1-12

-060 角形鋼管用　ＰＫ－６００－８Ｓ－４２ 本 1-13

-070 角形鋼管用　ＰＫ－６５０－８Ｓ－４８ 本 1-14

-080 角形鋼管用　ＰＫ－７００－８Ｓ－４８ 本 1-15

-090 角形鋼管用　ＰＫ－７５０－８Ｓ－５６ 本 1-16

-100 角形鋼管用　ＰＫ－８００－８Ｓ－５６ 本 1-17

-110 角形鋼管用　ＰＫ－８５０－８Ｃ－４８ 本 1-18

-120 角形鋼管用　ＰＫ－９００－８Ｃ－４８ 本 1-19

-2164 -010 角形鋼管用　ＰＫ－９５０－１２Ｓ－４８ 本 1-20

-020 角形鋼管用　ＰＫ－１０００－１２Ｓ－４８ 本 1-21

-2171 -010 円形鋼管用　ＰＣ－２００－４Ｓ－２４ 本 1-22

-020 円形鋼管用　ＰＣ－２５０－４Ｓ－２４ 本 1-23

-030 円形鋼管用　ＰＣ－３００－４Ｓ－３０ 本 1-24

-040 円形鋼管用　ＰＣ－３５０－４Ｓ－３０ 本 1-25

-050 円形鋼管用　ＰＣ－４００－４Ｓ－３６ 本 1-26

-2172 -010 円形鋼管用　ＰＭ－４００－８Ｓ－３０ 本 1-27

-020 円形鋼管用　ＰＭ－４５０－８Ｓ－３６ 本 1-28

-035 円形鋼管用　ＰＭ－５００－８Ｓ－４２ 本 1-29

-045 円形鋼管用　ＰＭ－５５０－８Ｓ－４２ 本 1-30

-055 円形鋼管用　ＰＭ－６００－８Ｓ－４２ 本 1-31

-060 円形鋼管用　ＰＭ－６５０－８Ｓ－４２ 本 1-32

-070 円形鋼管用　ＰＭ－７００－８Ｓ－４２ 本 1-33

-080 円形鋼管用　ＰＭ－７５０－８Ｓ－４８ 本 1-34

-095 円形鋼管用　ＰＭ－８００－８Ｓ－４８ 本 1-35

-105 円形鋼管用　ＰＭ－８５０－８Ｓ－４８ 本 1-36

-115 円形鋼管用　ＰＭ－９００－８Ｓ－４８ 本 1-37

耐火被覆工事 228頁1表

耐火被覆工事　半乾式吹付ロックウール

J5110-1110 -025 はり・柱　耐火１時間　被覆厚２５ｍｍ ｍ２ 1-01

-045 はり・柱　耐火２時間　被覆厚４５ｍｍ ｍ２ 1-02

-5010 -060 はり　耐火３時間　被覆厚６０ｍｍ ｍ２ 1-03

-6010 -065 柱　耐火３時間　被覆厚６５ｍｍ ｍ２ 1-04

-2010 -020 外壁・非耐力壁　耐火０．５時間　被覆厚２０ｍｍ ｍ２ 1-05

-030 外壁・非耐力壁　耐火１時間　被覆厚３０ｍｍ ｍ２ 1-06

-3110 -015 床　耐火１時間　被覆厚１５ｍｍ ｍ２ 1-07

-020 床　耐火２時間　被覆厚２０ｍｍ ｍ２ 1-08

-4010 -010 屋根　耐火０．５時間　被覆厚１０ｍｍ ｍ２ 1-09

耐火被覆工事　巻付け耐火被覆

J5400-1500 -020 はり　耐火１時間　被覆厚２０ｍｍ ｍ２ 1-10

-040 はり　耐火２時間　被覆厚４０ｍｍ ｍ２ 1-11

-055 はり　耐火３時間　被覆厚５５ｍｍ ｍ２ 1-12

-1000 -020 柱　耐火１時間　被覆厚２０ｍｍ ｍ２ 1-13

-040 柱　耐火２時間　被覆厚４０ｍｍ ｍ２ 1-14

-055 柱　耐火３時間　被覆厚５５ｍｍ ｍ２ 1-15

耐火被覆工事　セラミック系耐火被覆材

J5310-2010 -010 はり　耐火１時間　被覆厚１０ｍｍ ｍ２ 1-16

-020 はり　耐火２時間　被覆厚２０ｍｍ ｍ２ 1-17

-030 はり　耐火３時間　被覆厚３０ｍｍ ｍ２ 1-18

-1000 -020 柱　耐火１時間　被覆厚２０ｍｍ ｍ２ 1-19

-030 柱　耐火２時間　被覆厚３０ｍｍ ｍ２ 1-20

-040 柱　耐火３時間　被覆厚４０ｍｍ ｍ２ 1-21

耐火被覆工事　繊維混入けい酸カルシウム耐火被覆板

J5200-1510 -020 仕上・化粧用　はり　耐火１時間　被覆厚２０ｍｍ ｍ２ 1-22

-1500 -035 仕上・化粧用　はり　耐火２時間　被覆厚３５ｍｍ ｍ２ 1-23

-050 仕上・化粧用　はり　耐火３時間　被覆厚５０ｍｍ ｍ２ 1-24

-1010 -020 仕上・化粧用　柱　耐火１時間　被覆厚２０ｍｍ ｍ２ 1-25

-035 仕上・化粧用　柱　耐火２時間　被覆厚３５ｍｍ ｍ２ 1-26

-1000 -055 仕上・化粧用　柱　耐火３時間　被覆厚５５ｍｍ ｍ２ 1-27

J5210-1500 -025 一般・下地用　はり　耐火１時間　被覆厚２５ｍｍ ｍ２ 1-28

-040 一般・下地用　はり　耐火２時間　被覆厚４０ｍｍ ｍ２ 1-29

-055 一般・下地用　はり　耐火３時間　被覆厚５５ｍｍ ｍ２ 1-30

-1000 -025 一般・下地用　柱　耐火１時間　被覆厚２５ｍｍ ｍ２ 1-31

-045 一般・下地用　柱　耐火２時間　被覆厚４５ｍｍ ｍ２ 1-32
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J5210-1000 -060 一般・下地用　柱　耐火３時間　被覆厚６０ｍｍ ｍ２ 1-33

耐火被覆工事　＜公表価格＞ 230頁1表

耐火被覆工事　ブロベストＲ－Ｓ

J5911-3840 -010 半乾式吹付ＲＷ　柱　耐火１時間　被覆厚２５ｍｍ ｍ２ 1-01

-020 半乾式吹付ＲＷ　柱　耐火２時間　被覆厚４５ｍｍ ｍ２ 1-02

-030 半乾式吹付ＲＷ　柱　耐火３時間　被覆厚６５ｍｍ ｍ２ 1-03

-040 半乾式吹付ＲＷ　梁　耐火１時間　被覆厚２５ｍｍ ｍ２ 1-04

-050 半乾式吹付ＲＷ　梁　耐火２時間　被覆厚４５ｍｍ ｍ２ 1-05

-060 半乾式吹付ＲＷ　梁　耐火３時間　被覆厚６０ｍｍ ｍ２ 1-06

耐火被覆工事　ロックカバー

J5911-3855 -010 梁　耐火１時間　被覆厚２０ｍｍ ｍ２ 1-07

-020 梁　耐火２時間　被覆厚４０ｍｍ ｍ２ 1-08

-130 梁　耐火３時間　被覆厚６５ｍｍ ｍ２ 1-09

-3860 -010 柱　耐火１時間　被覆厚２０ｍｍ ｍ２ 1-10

-020 柱　耐火２時間　被覆厚４０ｍｍ ｍ２ 1-11

-130 柱　耐火３時間　被覆厚６５ｍｍ ｍ２ 1-12

耐火被覆工事　セラタイカ２号

J5911-3710 -010 梁　耐火１時間　被覆厚１０ｍｍ ｍ２ 1-13

-020 梁　耐火２時間　被覆厚２０ｍｍ ｍ２ 1-14

-030 梁　耐火３時間　被覆厚３０ｍｍ ｍ２ 1-15

耐火被覆工事　エスケーＣＦＴ

J5911-3720 -040 柱　耐火３時間　被覆厚２５ｍｍ ｍ２ 1-16

耐火被覆工事　ＳＫタイカコート

J5911-3730 -020 耐火塗料　梁・柱　耐火１時間　被覆厚１．０ｍｍ ｍ２ 1-17

耐火被覆工事　ＳＫタイカコートＨＳ

J5911-3730 -110 ２液反応硬化型耐火塗料　梁　１時間　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-18

-120 ２液反応硬化型耐火塗料　柱　１時間　厚２．０ｍｍ ｍ２ 1-19

耐火被覆工事　ＳＫタイカシート

J5911-3740 -110 耐火シート　乾式　柱　２時間　厚１．５ｍｍ×２ ｍ２ 1-20

-120 耐火シート　乾式　柱　１時間　厚１．７ｍｍ ｍ２ 1-21

耐火被覆工事　ナリファイア・システムＳ

J5911-3930 -010 耐火塗料　溶剤系　屋外・屋内　耐火１時間 ｍ２ 1-22

-3940 -010 耐火塗料　水性　屋内　耐火１時間 ｍ２ 1-23

-3930 -020 耐火塗料　溶剤系　屋外・屋内　耐火２時間 ｍ２ 1-24

耐火被覆工事　マキベエ

J5911-3250 -010 柱・梁　耐火１時間　被覆厚２０ｍｍ ｍ２ 1-25

-020 柱・梁　耐火２時間　被覆厚４０ｍｍ ｍ２ 1-26

-030 柱・梁　耐火３時間　被覆厚６５ｍｍ ｍ２ 1-27

耐火被覆工事　タイカライト２号

J5911-3421 -010 見え隠れ用　梁　耐火３時間　被覆厚５５ｍｍ ｍ２ 1-28

耐火被覆工事　タイカライト－ＣＦＴ

J5911-3425 -010 角柱　耐火３時間　被覆厚２５ｍｍ ｍ２ 1-29

耐火被覆工事　ニュータイカライト１号

J5911-3510 -010 見え掛かり、仕上用　柱　耐火１時間被覆厚１５ｍｍ ｍ２ 1-30

-030 見え掛かり、仕上用　柱　耐火２時間被覆厚２５ｍｍ ｍ２ 1-31

-050 見掛かり、見隠れ用　柱　耐火３時間被覆厚２７ｍｍ ｍ２ 1-32

耐火被覆工事　ニュータイカライト２号

J5911-3511 -010 見え隠れ用　梁　耐火１時間　被覆厚１５ｍｍ ｍ２ 1-33

-020 見え隠れ用　梁　耐火２時間　被覆厚２５ｍｍ ｍ２ 1-34

耐火被覆工事　ニュータイカライトコラム

J5911-3530 -010 見掛、仕上用　丸柱　耐火１～２時間被覆厚２５ｍｍ ｍ２ 1-35

ＡＬＣパネル工事 234頁1表

ＡＬＣ工事　標準パネル工事　屋根パネル

K1110-0100 -080 板厚７５、８０ｍｍ　敷設筋構法 ｍ２ 1-01

-100 板厚１００ｍｍ　敷設筋構法 ｍ２ 1-02

-125 板厚１２０、１２５ｍｍ　敷設筋構法 ｍ２ 1-03

-150 板厚１５０ｍｍ　敷設筋構法 ｍ２ 1-04

ＡＬＣ工事　標準パネル工事　床パネル

K1120-0100 -100 板厚１００ｍｍ　敷設筋構法 ｍ２ 1-05

-125 板厚１２０、１２５ｍｍ　敷設筋構法 ｍ２ 1-06

-150 板厚１５０ｍｍ　敷設筋構法 ｍ２ 1-07

ＡＬＣ工事　標準パネル工事　外壁パネル

K1130-1000 -100 板厚１００ｍｍ　縦壁ロッキング構法・低層 ｍ２ 1-08

-125 板厚１２０、１２５ｍｍ　縦壁ロッキング構法・低層 ｍ２ 1-09

-150 板厚１５０ｍｍ　縦壁ロッキング構法・低層 ｍ２ 1-10

ＡＬＣ工事　標準パネル工事　間仕切パネル

K1220-0100 -080 板厚７５、８０ｍｍ ｍ２ 1-11

-100 板厚１００ｍｍ ｍ２ 1-12

-125 板厚１２０、１２５ｍｍ ｍ２ 1-13

-150 板厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-14

ＡＬＣ工事　標準パネル工事　高層間仕切パネル

K1230-0100 -080 板厚７５、８０ｍｍ ｍ２ 1-15

-100 板厚１００ｍｍ ｍ２ 1-16

-125 板厚１２０、１２５ｍｍ ｍ２ 1-17

-150 板厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-18

ＡＬＣ工事　標準パネル工事　コーナーパネル

K1230-0200 -100 板厚１００ｍｍ　３００×３００ｍｍ ｍ 1-19

-125 板厚１２０、１２５ｍｍ　３００×３００ｍｍ ｍ 1-20

ＡＬＣ工事　標準パネル工事　防水立上がりパネル

K1210-0100 -100 板厚１００ｍｍ ｍ２ 1-21

ＡＬＣパネル工事　＜公表価格＞ 236頁1表

ＡＬＣ工事　ヘーベル　外壁　ＨＤＲ構法

K1910-4010 -010 縦壁・横壁　ロッキンウォール　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-01

-020 縦壁・横壁　ロッキンウォール　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-02

-030 縦壁・横壁　ロッキンウォール　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-03

-4110 -010 ジーファスパネル　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-04

-020 ジーファスパネル　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-05

-4120 -010 カンヴァスパネル　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-06

-020 カンヴァスパネル　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-07

-030 カンヴァスパネル　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-08

-4130 -010 タテライン（Ｖ）系パネル　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-09

-020 タテライン（Ｖ）系パネル　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-10

-030 タテライン（Ｖ）系パネル　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-11

-4140 -010 ヨコライン（Ｈ）系パネル　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-12

-020 ヨコライン（Ｈ）系パネル　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-13

-030 ヨコライン（Ｈ）系パネル　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-14

-4150 -010 レンガ系パネル　ソフト　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-15

-020 レンガ系パネル　ソフト・ハード　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-16

-030 レンガ系パネル　ソフト・ハード　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-17

-4160 -010 Ｍラインパネル　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-18

-020 Ｍラインパネル　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-19

-4170 -010 Ｚラインパネル　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-20

-020 Ｚラインパネル　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-21

-4180 -010 Ａラインパネル　厚１００×１５０ｍｍ ｍ２ 1-22

-020 Ａラインパネル　厚１２５×１７５ｍｍ ｍ２ 1-23

ＡＬＣ工事　ヘーベル　間仕切壁

K1910-4020 -010 Ｌプレート構法　フットプレート構法　厚７５ｍｍ ｍ２ 1-24

-020 Ｌプレート構法　フットプレート構法　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-25

-030 Ｌプレート構法　フットプレート構法　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-26

-040 Ｌプレート構法　フットプレート構法　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-27

ＡＬＣ工事　ヘーベル　屋根　敷設筋構法

K1910-4030 -010 厚７５ｍｍ ｍ２ 1-28

-020 厚１００ｍｍ ｍ２ 1-29

-030 厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-30

-040 厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-31

ＡＬＣ工事　ヘーベル　床　敷設筋構法

K1910-4040 -010 厚１００ｍｍ ｍ２ 1-32

-020 厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-33

-030 厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-34

ＡＬＣ工事　ヘーベルライト（薄形パネル）　外壁

K1910-4050 -010 平　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-35

-030 ライン　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-36

-040 チェック・タイル・Ｍライン　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-37

-050 レンガ　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-38

-060 Ｚライン　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-39

-070 ジーファス　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-40

-080 レリーフ　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-41

ＡＬＣ工事　ヘーベルパワーボード　外壁

K1910-4060 -010 標準　厚３７ｍｍ ｍ２ 1-42

-020 横ライン系　厚３７ｍｍ ｍ２ 1-43

-030 縦ライン系　厚３７ｍｍ ｍ２ 1-44

-040 ジーファス　厚３７ｍｍ ｍ２ 1-45

ＡＬＣパネル工事　＜公表価格＞ 237頁1表

ＡＬＣ工事　ＡＬＣクリオン　外壁　ＣＤＲ構法

K1910-6005 -010 ＤＳ・ＤＤＤ平パネル　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-01

-020 ＤＳ・ＤＤＤ平パネル　厚１２０ｍｍ ｍ２ 1-02

-030 ＤＳ・ＤＤＤ平パネル　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-03

-6030 -010 ＤＳ・ＤＤＤパネルファッションパネル厚１００ｍｍ ｍ２ 1-04

-020 ＤＳ・ＤＤＤパネルファッションパネル厚１２０ｍｍ ｍ２ 1-05

-040 ＤＳ・ＤＤＤパネルファッションパネル厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-06

-6035 -010 ＤＳ・ＤＤＤパネル　アドバンス　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-07

-020 ＤＳ・ＤＤＤパネル　アドバンス　厚１２０ｍｍ ｍ２ 1-08

-6040 -010 ＰＡパネル　ファッションパネル　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-09

-020 ＰＡパネル　ファッションパネル　厚１２０ｍｍ ｍ２ 1-10

-040 ＰＡパネル　ファッションパネル　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-11

-6045 -020 ＰＡパネル　アドバンス　厚１２０ｍｍ ｍ２ 1-12

ＡＬＣ工事　ハイパワーウォール　外壁

K1910-6060 -010 平パネル　超高層用ＤＤＤパネル　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-13

-020 平パネル　超高層用ＤＤＤパネル　厚１２０ｍｍ ｍ２ 1-14

-030 平パネル　超高層用ＤＤＤパネル　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-15

ＡＬＣ工事　ＡＬＣクリオンライト　外壁

K1910-6070 -010 平パネル　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-16

-020 ファッションパネルスタンダード　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-17

-030 ファッションパネルアドバンス　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-18

ＡＬＣ工事　ＡＬＣクリオンエースボード　外壁

K1910-6080 -010 平パネル　厚３５ｍｍ ｍ２ 1-19

-020 ファッションパネルスタンダード　厚３５ｍｍ ｍ２ 1-20

-030 ファッションパネルアドバンス　厚３５ｍｍ ｍ２ 1-21

ＡＬＣ工事　クリオンＢＳベラコンポベランダ手摺壁

K1910-6090 -010 平パネル　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-22

-020 平パネル　厚１２０ｍｍ ｍ２ 1-23

-030 ファッションパネルスタンダード　厚１２０ｍｍ ｍ２ 1-24

-040 ファッションパネルアドバンス　厚１２０ｍｍ ｍ２ 1-25

ＡＬＣ工事　クリオン　間仕切壁

K1910-6110 -010 スウェイ方式　厚８０ｍｍ ｍ２ 1-26

-020 スウェイ方式　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-27

-030 スウェイ方式　厚１２０ｍｍ ｍ２ 1-28
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K1910-6120 -010 ロッキング方式　厚８０ｍｍ ｍ２ 1-29

-020 ロッキング方式　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-30

-030 ロッキング方式　厚１２０ｍｍ ｍ２ 1-31

ＡＬＣ工事　クリオン　屋根　敷設筋構法

K1910-6130 -010 厚８０ｍｍ ｍ２ 1-32

-020 厚１００ｍｍ ｍ２ 1-33

-030 厚１２０ｍｍ ｍ２ 1-34

ＡＬＣ工事　クリオン　屋根　ＯＲ構法

K1910-6140 -010 高吹き上げ荷重対応　厚８０ｍｍ ｍ２ 1-35

-020 高吹き上げ荷重対応　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-36

-030 高吹き上げ荷重対応　厚１２０ｍｍ ｍ２ 1-37

ＡＬＣ工事　クリオン　床　敷設筋構法

K1910-6150 -010 厚１００ｍｍ ｍ２ 1-38

-020 厚１２０ｍｍ ｍ２ 1-39

ＡＬＣパネル工事　＜公表価格＞ 238頁1表

ＡＬＣ工事　シポレックス　外壁　ＳＤＲ構法

K1910-5010 -010 平パネル　低、中層用　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-01

-020 平パネル　低、中層用　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-02

-030 平パネル　低、中層用　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-03

-5040 -010 スリムアート１　低、中層用　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-04

-5050 -010 スリムアート２　低、中層用　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-05

-5020 -010 アートパネル１　低、中層用　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-06

-020 アートパネル１　低、中層用　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-07

-5030 -010 アートパネル２　低、中層用　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-08

-020 アートパネル２　低、中層用　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-09

-5060 -010 平パネル　高層用埋込アンカー仕様　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-10

-020 平パネル　高層用埋込アンカー仕様　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-11

-030 平パネル　高層用埋込アンカー仕様　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-12

-5070 -010 アートパネル１　高層用埋込アンカー　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-13

-020 アートパネル１　高層用埋込アンカー　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-14

-030 アートパネル１　高層用埋込アンカー　厚１７５ｍｍ ｍ２ 1-15

-5080 -010 アートパネル２　高層用埋込アンカー　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-16

-020 アートパネル２　高層用埋込アンカー　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-17

-030 アートパネル２　高層用埋込アンカー　厚１７５ｍｍ ｍ２ 1-18

ＡＬＣ工事　バルコニート　外壁

K1910-5110 -010 平パネル　低、中層用　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-19

-020 アートパネル１　低、中層用　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-20

-030 アートパネル２　低、中層用　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-21

ＡＬＣ工事　シポレックス５０　外壁

K1910-5120 -010 平パネル　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-22

-020 アートパネル　ストライプ　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-23

-030 アートパネル　クロスライン・リブホリゾン厚５０ ｍ２ 1-24

-040 アートパネル　ブリック　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-25

ＡＬＣ工事　スーパーボード　外壁

K1910-5130 -010 平パネル　厚３７ｍｍ ｍ２ 1-26

-020 アートパネル　ストライプ・ホリゾン　厚３７ｍｍ ｍ２ 1-27

-030 アートパネル　クロスライン　厚３７ｍｍ ｍ２ 1-28

-040 アートパネル　ブリック・ジョイント　厚３７ｍｍ ｍ２ 1-29

-050 アートパネル　段付　厚３７ｍｍ ｍ２ 1-30

ＡＬＣ工事　屋根・敷設筋構法

K1910-5140 -010 平パネル　厚７５ｍｍ ｍ２ 1-31

-020 平パネル　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-32

-030 平パネル　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-33

ＡＬＣ工事　床・敷設筋構法

K1910-5150 -010 平パネル　厚１００ｍｍ ｍ２ 1-34

-020 平パネル　厚１２５ｍｍ ｍ２ 1-35

-030 平パネル　厚１５０ｍｍ ｍ２ 1-36

押出成形セメント板工事 240頁1表

押出成形セメント板工事　外壁パネル

K3911-5010 -010 縦張り工法　厚５０ｍｍ　呼び幅６００ ｍ２ 1-01

-020 縦張り工法　厚６０ｍｍ　呼び幅６００ ｍ２ 1-02

-030 縦張り工法　厚７５ｍｍ　呼び幅６００ ｍ２ 1-03

-040 縦張り工法　厚１００ｍｍ　呼び幅６００ ｍ２ 1-04

-5020 -010 横張り工法　厚５０ｍｍ　呼び幅６００ ｍ２ 1-05

-020 横張り工法　厚６０ｍｍ　呼び幅６００ ｍ２ 1-06

-030 横張り工法　厚７５ｍｍ　呼び幅６００ ｍ２ 1-07

-040 横張り工法　厚１００ｍｍ　呼び幅６００ ｍ２ 1-08

押出成形セメント板工事　間仕切パネル

K3911-5040 -010 縦張り工法　厚５０ｍｍ　呼び幅６００ ｍ２ 1-09

-020 縦張り工法　厚６０ｍｍ　呼び幅６００ ｍ２ 1-10

-030 縦張り工法　厚７５ｍｍ　呼び幅６００ ｍ２ 1-11

-040 縦張り工法　厚１００ｍｍ　呼び幅６００ ｍ２ 1-12

押出成形セメント板工事　ロックウール充填加算

K3911-5050 -010 厚５０ｍｍ ｍ２ 1-13

-020 厚６０ｍｍ ｍ２ 1-14

防水工事 244頁1表

防水工事　アスファルト屋根保護防水

L1110-1001 -111 Ａ－１　密着工法　平部　工程８ ｍ２ 1-01

-118 Ａ－１　密着工法　立上り　工程７ ｍ２ 1-02

-3001 -111 ＡＩ－１　密着断熱工法　平部　工程９ ｍ２ 1-03

-2001 -221 Ｂ－２　絶縁工法　平部　工程８ ｍ２ 1-04

-228 Ｂ－２　絶縁工法　立上り　工程７ ｍ２ 1-05

-4001 -010 ＢＩ－１　絶縁断熱工法　平部　工程１０ ｍ２ 1-06

-020 ＢＩ－２　絶縁断熱工法　平部　工程９ ｍ２ 1-07

防水工事　アスファルト屋根露出防水

L1120-2001 -421 Ｄ－２　絶縁工法　平部　工程５ ｍ２ 1-08

-428 Ｄ－２　絶縁工法　立上り　工程５ ｍ２ 1-09

防水工事　アスファルト屋内防水

L1160-1001 -534 Ｅ－２　密着工法　床　工程５ ｍ２ 1-10

-528 Ｅ－２　密着工法　立上り　工程５ ｍ２ 1-11

防水工事　改質アスファルトシート防水

L1130-1001 -010 ＡＳ－Ｔ１　トーチ工法　厚５．５ｍｍ ｍ２ 1-12

-020 ＡＳ－Ｔ２　トーチ工法　厚４．０ｍｍ ｍ２ 1-13

防水工事　合成高分子系ルーフィングシート防水

L1160-1020 -010 Ｓ－Ｆ１　厚１．２ｍｍ　加硫ゴム系 ｍ２ 1-14

-020 Ｓ－Ｆ１　厚１．２ｍｍ　加硫ゴム系　ＡＬＣ ｍ２ 1-15

-050 Ｓ－Ｆ２　厚２．０ｍｍ　塩化ビニル樹脂系 ｍ２ 1-16

-060 Ｓ－Ｆ２　厚２．０ｍｍ　塩化ビニル樹脂系　ＡＬＣ ｍ２ 1-17

-090 Ｓ－Ｍ１　厚１．５ｍｍ　加硫ゴム系 ｍ２ 1-18

-070 Ｓ－Ｍ２　厚１．５ｍｍ　塩化ビニル樹脂系 ｍ２ 1-19

-110 Ｓ－Ｍ３　厚１．２ｍｍ　熱可塑性エラストマー系 ｍ２ 1-20

防水工事　塗膜防水

L1160-1030 -010 Ｘ－１　緩衝工法　平部　表面塗料メーカー標準色 ｍ２ 1-21

-020 Ｘ－１　緩衝工法　立上り　表面塗料メーカー標準色 ｍ２ 1-22

-030 Ｘ－２　密着工法　平部　表面塗料メーカー標準色 ｍ２ 1-23

-040 Ｘ－２　密着工法　立上り　表面塗料メーカー標準色 ｍ２ 1-24

-070 Ｙ－１　緩衝工法　平部　表面塗料なし ｍ２ 1-25

-080 Ｙ－１　緩衝工法　立上り　表面塗料なし ｍ２ 1-26

-090 Ｙ－２　密着工法　平部　表面塗料なし ｍ２ 1-27

-100 Ｙ－２　密着工法　立上り　表面塗料なし ｍ２ 1-28

防水工事　ＡＬＣパネル面防水下地継目処理

L1520-1080 -010 絶縁テープ増張り ｍ 1-29

防水工事　防水押えアングル

L1520-1090 -030 既製アルミアングル　Ｌ－３０×１５×２．０ ｍ 1-30

アスファルト防水工事　＜公表価格＞ 246頁1表

アス防水　熱工法　奥山式　カッパー防水層仕様

L6120-0001 -010 Ｋ－１　絶縁工法　熱工法　［材工］ ｍ２ 1-01

-020 Ｋ－２　絶縁工法　熱工法　［材工］ ｍ２ 1-02

-030 Ｋ－３　押え工法　熱工法　［材工］ ｍ２ 1-03

-040 Ｋ－４　押え工法　熱工法　［材工］ ｍ２ 1-04

アス防水　熱工法　奥山式テトカッパー防水層仕様

L6120-0002 -110 Ｔ－２　押え工法　熱工法　［材工］ ｍ２ 1-05

アス防水　熱工法　タフネス防水　Ｓ１１０Ａ

L6120-0004 -210 露出標準仕様　２枚張　仕上塗料別途　［材工］ ｍ２ 1-06

アス防水　熱工法　タフネス防水　Ｓ１１０Ｂ

L6120-0004 -220 露出標準仕様　１枚張　仕上塗料別途　［材工］ ｍ２ 1-07

アス防水　熱工法　タフネス防水　Ｓ３２０ＵＭＡ

L6120-0004 -230 露出断熱仕様　冷熱工法　仕上塗料別途　［材工］ ｍ２ 1-08

アス防水　熱工法　タフネス防水　ＬＳ１１０Ａ

L6120-0004 -240 ＡＬＣ露出仕様　仕上塗料別途　［材工］ ｍ２ 1-09

アス防水　熱工法　タフネス防水　Ｆ１１０Ａ

L6120-0004 -250 押え標準仕様　２枚張　［材工］ ｍ２ 1-10

アス防水　熱工法　タフネス防水　Ｆ１１０Ｂ

L6120-0004 -260 柔軟剛構造用　押え防水　［材工］ ｍ２ 1-11

アス防水　東西アス仕様ＰＸ－０３５Ｄ＋ＦＤ－ＬＰ

L6120-0005 -130 熱工法　緑化防水　植栽別途　［材工］ ｍ２ 1-12

アス防水　熱工法　東西アス仕様ＳＸ－０１５・ＳＦ

L6120-0005 -140 砂付仕上防水　塗装仕上　［材工］ ｍ２ 1-13

アス防水　熱工法　東西アス仕様ＳＸ－０２０・ＳＦ

L6120-0005 -145 砂付仕上防水　塗装仕上　［材工］ ｍ２ 1-14

アス防水　熱工法　東西アス仕様　ＰＸ－０３０

L6120-0005 -160 押え防水　ストライプ工法　［材工］ ｍ２ 1-15

アス防水　熱工法　東西アス仕様　ＰＸ－０３５

L6120-0005 -170 押え防水　ストライプ工法　［材工］ ｍ２ 1-16

アス防水　熱工法　東西アス仕様　ＰＸ－０３０Ｒ

L6120-0005 -180 押え防水　断熱工法　断熱材３５ｍｍ　［材工］ ｍ２ 1-17

アス防水　熱工法　東西アス仕様　ＰＸ－０３５Ｒ

L6120-0005 -190 押え防水　断熱工法　断熱材３５ｍｍ　［材工］ ｍ２ 1-18

アス防水熱工法東西アス仕様ＳＸ－０１５ＧＦ・ＳＦ

L6120-0005 -200 砂付仕上断熱防水　防湿層付　断熱３５ｍｍ［材工］ ｍ２ 1-19

アス防水熱工法東西アス仕様ＳＸ－０２０ＧＦ・ＳＦ

L6120-0005 -210 砂付仕上断熱防水　防湿層付　断熱３５ｍｍ［材工］ ｍ２ 1-20

アス防水　熱工法　東西アス仕様ＰＸ－０３５・ＢＣ

L6120-0005 -220 バリキャップ仕上　［材工］ ｍ２ 1-21

アス防水　熱工法　ベーパス

L6120-0005 -310 ふくれ防止用通気材　立上り部用　［材工］ 個所 1-22

アス防水　熱工法　ステンレスベーパス

L6120-0005 -320 ふくれ防止用通気材　平面部用　［材工］ 個所 1-23

アス防水　熱工法　ステンレスベーパスＷ

L6120-0005 -330 ふくれ防止用通気材　平面部用　［材工］ 個所 1-24
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アス防水　熱工法　全日アス仕様　ＧＡＰ－９

L6120-0007 -015 押え防水　ＧＡ工法　［材工］ ｍ２ 1-25

アス防水　熱工法　全日アス仕様　ＧＡＳ－９

L6120-0007 -027 露出防水　ＧＡ工法　［材工］ ｍ２ 1-26

アス防水　熱工法　全日アス仕様　ＧＡＨ－９

L6120-0007 -037 駐車場防水　ＧＡ工法　［材工］ ｍ２ 1-27

アス防水　熱工法　全日アス仕様　Ｐ－３００Ｓ

L6120-0007 -080 押え防水　スポットタック工法　［材工］ ｍ２ 1-28

アス防水　熱工法　全日アス仕様　ＰＳ－３５０Ｓ

L6120-0007 -090 押え断熱防水　スポットタック工法　［材工］ ｍ２ 1-29

アス防水　熱工法　全日アス仕様　Ｓ－１５０Ｓ

L6120-0007 -100 露出防水　スポットタック工法　［材工］ ｍ２ 1-30

アス防水　熱工法　全日アス仕様　Ｓ－１５０ＭＴ

L6120-0007 -120 露出断熱防水スポットタック工法　防湿層付［材工］ ｍ２ 1-31

アス防水　熱工法　全日アス仕様　Ｓ－１５０Ｔ

L6120-0007 -130 露出断熱防水　スポットタック工法　［材工］ ｍ２ 1-32

アス防水　熱工法　日本アス仕様　ＳＣ－１

L6120-0008 -090 クリンアス工法　露出タイプ　［材工］ ｍ２ 1-33

アス防水　熱工法　日本アス仕様　ＳＣＭ－１

L6120-0008 -100 クリンアス工法　露出タイプ　断熱＋防湿　［材工］ ｍ２ 1-34

アス防水　熱工法　日本アス仕様　ＳＰＭ－２

L6120-0008 -110 ピロウエルド新熱工法　露出　断熱＋防湿　［材工］ ｍ２ 1-35

アス防水　熱工法　日本アス仕様　ＳＰＩ－２

L6120-0008 -120 ピロウエルド新熱工法　露出タイプ　断熱　［材工］ ｍ２ 1-36

アス防水　熱工法　日本アス仕様　ＳＰ－１

L6120-0008 -030 ピロウエルド新熱工法　露出タイプ　［材工］ ｍ２ 1-37

アス防水　熱工法　日本アス仕様　ＳＰ－２

L6120-0008 -130 ピロウエルド新熱工法　露出タイプ　［材工］ ｍ２ 1-38

アス防水　熱工法　日本アス仕様　ＦＣ－１

L6120-0008 -140 クリンアス工法　保護タイプ　［材工］ ｍ２ 1-39

アス防水　熱工法　日本アス仕様　ＦＰＩ－１

L6120-0008 -150 ピロウエルド新熱工法　保護タイプ　断熱　［材工］ ｍ２ 1-40

アス防水　熱工法　日本アス仕様　ＦＰＩ－２

L6120-0008 -160 ピロウエルド新熱工法　保護タイプ　断熱　［材工］ ｍ２ 1-41

アス防水　熱工法　日本アス仕様　ＦＰＩ－３

L6120-0008 -170 ピロウエルド新熱工法　保護タイプ　断熱　［材工］ ｍ２ 1-42

アス防水　熱工法　日本アス仕様　ＦＰ－１

L6120-0008 -010 ピロウエルド新熱工法　保護タイプ　［材工］ ｍ２ 1-43

アス防水　熱工法　日本アス仕様　ＣＰ－１５

L6120-0008 -185 駐車場改質アスファルト防水　［材工］ ｍ２ 1-44

アスファルト防水工事　＜公表価格＞ 247頁1表

アス防水　常温工法　スプレイジョン

L6120-0101 -010 厚４．０ｍｍ　ＳＰ－３０Ｃ　冷工法吹付型［材工］ ｍ２ 1-01

アス防水　常温工法　ハルｅコート

L6120-0102 -010 Ｅ－３０　複合密着工法　下地処理別途　［材工］ ｍ２ 1-02

-020 ＥＺ－３０　複合絶縁工法　下地処理別途　［材工］ ｍ２ 1-03

アス防水　常温工法　ハルエースコート　Ｔ－２０

L6120-0103 -010 厚２．０ｍｍ　室内地下防水　下地処理別途［材工］ ｍ２ 1-04

アス防水　常温工法　ガスファルト　ＧＡ－２０工法

L6120-0117 -010 厚１．５ｍｍ　常温工法　［材工］ ｍ２ 1-05

アス防水　常温　ＲＡＭシートＰＲＭ－１０１Ｗ工法

L6120-0104 -040 保護打設防水標準仕様　［材工］ ｍ２ 1-06

アス防水　常温　ＲＡＭシート　ＭＲＭ－３２１工法

L6120-0104 -055 屋根露出防水密着仕様　ＡＳ－Ｊ２対応　［材工］ ｍ２ 1-07

アス防水　常温　ＲＡＭシートＰＲＭ－３２６Ｗ工法

L6120-0104 -065 屋根露出防水絶縁仕様　ＡＳ－Ｊ１対応　［材工］ ｍ２ 1-08

アス防水　常温工法　ケミアスルーフ防水　［材工］

L6120-0120 -010 ＮＣＡ－５０３ＳＰ　常温積層ウレタンシルバー ｍ２ 1-09

-020 ＮＣＡ－５０１　常温積層保護・密着 ｍ２ 1-10

-030 ＮＣＡ－５０７ＳＰ　常温積層断熱ウレタンシルバー ｍ２ 1-11

-040 ＮＣＡ－５１３ＳＰ　常温積層絶縁ウレタンシルバー ｍ２ 1-12

-050 ＮＣＡ－５０５　常温積層保護・断熱 ｍ２ 1-13

-060 ＮＣＡ－６０１　常温型密着工法 ｍ２ 1-14

アス防水　常温工法　奥山式テトカッパー防水層仕様

L6120-0105 -110 Ｔ－１　常温工法　［材工］ ｍ２ 1-15

アス防水　常温工法　ハイネス防水　Ｈ－ＰＦ２１

L6120-0107 -011 常温工法　押え防水　［材工］ ｍ２ 1-16

アス防水　常温工法　ハイネス防水　Ｈ－ＭＦ２１

L6120-0107 -021 常温工法　露出防水　［材工］ ｍ２ 1-17

アス防水　常温工法　タフネスファイン　ＳＲ－１０

L6120-0109 -010 下地ＲＣ　露出防水　仕上塗料含む　［材工］ ｍ２ 1-18

アス防水　常温工法　タフネスファイン　ＳＲ－１２

L6120-0109 -020 絶縁工法　露出防水　仕上塗料含む　［材工］ ｍ２ 1-19

アス防水　常温工法　ガムクール　ＧＳＳ－１

L6120-0111 -010 砂付ルーフィング　下地改修　［材工］ ｍ２ 1-20

アス防水　常温工法　ガムクール　ＧＳＳ－２

L6120-0111 -020 砂付ルーフィング　下地改修　［材工］ ｍ２ 1-21

アス防水　常温工法　ガムクール　ＧＰＳ－１

L6120-0111 -050 合成高分子系防水層　下地改修　［材工］ ｍ２ 1-22

アス防水　常温工法　ガムクール　ＧＰＳ－２Ｓ

L6120-0111 -060 合成高分子系防水層　下地改修　［材工］ ｍ２ 1-23

アス防水　常温工法　ガムクール　ＧＣＳ－２Ｓ

L6120-0111 -030 押えコンクリート　下地改修　［材工］ ｍ２ 1-24

アス防水　常温工法　ガムクール　ＧＣＴ－３Ｓ

L6120-0111 -040 押えコンクリート　下地改修　［材工］ ｍ２ 1-25

アス防水　常温スーパーフレックス１００Ｓ－Ｓ－３

L6120-0113 -010 常温工法改質アス防水　一般防水用　［材工］ ｍ２ 1-26

アス防水常温スーパーフレックス１００Ｓ－ＳＦ－４

L6120-0113 -020 常温工法改質アス防水　地下外壁防水用　［材工］ ｍ２ 1-27

アス防水常温スーパーフレックス１００Ｓ－ＳＦ－５

L6120-0113 -025 常温工法改質アス防水　地下外壁防水用　［材工］ ｍ２ 1-28

アス防常温スーパーフレックス１００Ｓ－ＳＦＦ－４

L6120-0113 -030 常温工法改質アス防水　先付け地下外壁防水［材工］ ｍ２ 1-29

アス防常温スーパーフレックス１００Ｓ－ＳＦＦ－５

L6120-0113 -035 常温工法改質アス防水　先付け地下外壁防水［材工］ ｍ２ 1-30

アス防水　常温工法　ナルファルト塗膜シート

L6120-0115 -010 厚２．０ｍｍ　アスファルト系　［材工］ ｍ２ 1-31

アス防水　常温　カスタムＥＥ防水　ＥＳＣ－１１０

L6120-0116 -005 露出仕様　密着工法　仕上塗料別途　［材工］ ｍ２ 1-32

アス防水　常温　カスタムＥＥ防水　ＥＦＣ－１２０

L6120-0116 -010 保護タイプ　［材工］ ｍ２ 1-33

アス防水　常温　カスタムＥＥ防水　ＥＦＣ－２２０

L6120-0116 -020 保護タイプ　断熱仕様　断熱材３５ｍｍ　［材工］ ｍ２ 1-34

アス防水　常温　カスタムＥＥ防水　ＥＳＣ－１２１

L6120-0116 -030 露出タイプ　仕上塗料別途　［材工］ ｍ２ 1-35

アス防水　常温　カスタムＥＥ防水　ＥＳＡ－１２０

L6120-0116 -050 露出タイプ　既存アスファルト下地改修　［材工］ ｍ２ 1-36

アス防水　常温　カスタムＥＥ防水　ＥＳＡ－２１０

L6120-0116 -060 露出仕様　断熱工法　断熱材３０ｍｍ　［材工］ ｍ２ 1-37

アスファルト防水工事　＜公表価格＞ 248頁1表

トーチ工法　メルトーチ　ＴＡ－１０１Ｗ

L6120-0203 -020 一般地仕様　保護打設防水　［材工］ ｍ２ 1-01

トーチ工法　アスファロン防水　ＡＳ－Ｔ１工法

L6120-0204 -410 改質アストーチ　露出密着　複層　［材工］ ｍ２ 1-02

トーチ工法　アスファロン防水　ＡＳ－Ｔ２工法

L6120-0204 -420 改質アストーチ　露出密着　単層　［材工］ ｍ２ 1-03

トーチ工法　アスファロン防水　ＡＳ－Ｊ２工法

L6120-0204 -430 常温粘着工法　露出密着　単層　［材工］ ｍ２ 1-04

トーチ工法　アスファロン防水　ＡＳ－Ｔ３工法

L6120-0204 -440 改質アストーチ　露出絶縁　複層　［材工］ ｍ２ 1-05

トーチ工法　アスファロン防水　ＡＳ－Ｔ４工法

L6120-0204 -450 改質アストーチ　露出絶縁　単層　［材工］ ｍ２ 1-06

トーチ工法　アスファロン防水　ＡＳ－Ｊ３工法

L6120-0204 -460 常温粘着工法　露出絶縁　複層　［材工］ ｍ２ 1-07

トーチ工法　アスファロン防水　ＡＳＩ－Ｔ１工法

L6120-0204 -470 改質アストーチ　露出断熱　複層　［材工］ ｍ２ 1-08

トーチ工法　アスファロン防水　ＡＳＩ－Ｊ１工法

L6120-0204 -480 常温粘着工法　露出断熱　複層　［材工］ ｍ２ 1-09

トーチ工法　アスファロン防水　ＡＢ－１工法

L6120-0204 -105 改質アストーチ　保護押え　単層　［材工］ ｍ２ 1-10

トーチ工法　アスファロン防水　ＡＢ－２工法

L6120-0204 -110 改質アストーチ　保護押え　複層　［材工］ ｍ２ 1-11

トーチ工法　アスファロン防水　ＡＭ－１工法

L6120-0204 -310 機械的固定工法　露出絶縁　単層　［材工］ ｍ２ 1-12

トーチ工法　アスファロン防水　ＡＭ－２工法

L6120-0204 -320 機械的固定工法　露出絶縁　複層　［材工］ ｍ２ 1-13

トーチ工法　パラフォル・ソロ　ＸＪ－４８ＳＭＥ

L6120-0207 -010 厚４．８ｍｍ　機械固定工法　［材工］ ｍ２ 1-14
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トーチ工法　パラフォル・ソロＸＪ－４８ＳＴ２Ｋ２

L6120-0207 -025 厚４．８ｍｍ機械固定断熱工法断熱材厚２５ｍｍ材工 ｍ２ 1-15

-030 厚４．８ｍｍ機械固定断熱工法断熱材厚４０ｍｍ材工 ｍ２ 1-16

トーチ工法　ラピネストーチ工法　ＴＳ－２０Ｒ

L6120-0208 -010 露出防水単層用　仕上塗料含む　［材工］ ｍ２ 1-17

トーチ工法　ラピネストーチ工法　ＴＦ－２０Ｒ

L6120-0208 -020 非露出防水単層用　［材工］ ｍ２ 1-18

トーチ工法　ポリマリット　ＰＳＴ－２０Ｃ

L6120-0209 -010 露出　ストライプ絶縁　［材工］ ｍ２ 1-19

トーチ工法　ポリマリット　ＰＳＴ－２０ＬＣ

L6120-0209 -020 砂付ルーフィング下地改修用　［材工］ ｍ２ 1-20

トーチ工法　ポリベスト　Ｓ－ＰＢ－１

L6120-0211 -010 厚４．０ｍｍ　砂付露出シルバー仕上　［材工］ ｍ２ 1-21

トーチ工法　ポリベスト　Ｐ－ＰＢ－１

L6120-0211 -020 厚４．０ｍｍ　歩行用押え防水　［材工］ ｍ２ 1-22

トーチ工法　メルタン２１　ＭＦＣ－１１０

L6120-0212 -010 厚４．０ｍｍ改質アスファルト　トーチ工法［材工］ ｍ２ 1-23

トーチ工法　メルタン２１　ＭＳＣ－１１０

L6120-0212 -020 厚４．０ｍｍ改質アスファルト　トーチ工法［材工］ ｍ２ 1-24

トーチ工法　メルタン防水　ＭＦＣ－１２０

L6120-0213 -010 保護タイプ　［材工］ ｍ２ 1-25

トーチ工法　メルタン防水　ＭＳＣ－２２０

L6120-0213 -020 露出タイプ　断熱仕様　断熱材３０ｍｍ　［材工］ ｍ２ 1-26

トーチ工法　メルタン防水　ＭＳＣ－１２１

L6120-0213 -030 露出タイプ　既存防水層撤去下地改修　［材工］ ｍ２ 1-27

トーチ工法　メルタン防水　ＭＦＡ－１２０

L6120-0213 -040 保護タイプ　既存アスファルト下地改修　［材工］ ｍ２ 1-28

トーチ工法　メルタン防水　ＭＳＡ－１２０

L6120-0213 -050 露出タイプ　既存アスファルト下地改修　［材工］ ｍ２ 1-29

トーチ工法　メルタン防水　ＭＳＳ－１２０

L6120-0213 -060 露出タイプ　既存合成高分子系下地改修　［材工］ ｍ２ 1-30

トーチ工法　メカトップ　ＲＭ１

L6120-0214 -110 平場　改質アスファルトシート機械固定工法［材工］ ｍ２ 1-31

トーチ工法　メカトップ　ＲＭ１Ｖ

L6120-0214 -120 立上り改質アスファルトシート機械固定工法［材工］ ｍ２ 1-32

トーチ工法　メカトップ　ＲＭ２

L6120-0214 -150 平場　改質アスファルトシート機械固定工法［材工］ ｍ２ 1-33

トーチ工法　メカトップ　ＲＭ２Ｖ

L6120-0214 -160 立上り改質アスファルトシート機械固定工法［材工］ ｍ２ 1-34

シート防水　＜公表価格＞ 249頁1表

シート防水　リベットルーフ防水　アンカー固定工法

L6130-0001 -010 ＭＩＨ－ＳＧＭ１５　厚１．５　非歩行　塩ビ　材工 ｍ２ 1-01

シート防水リベットルーフ防水アンカー固定断熱工法

L6130-0001 -030 ＭＩＨ－ＳＧＭ１５ＮＵ　厚１．５非歩行塩ビ　材工 ｍ２ 1-02

シート防水　リベットルーフ防水　ＬＣＳ工法　材工

L6130-0001 -040 ＭＩＨＦＤ－ＳＷ１５ＮＵ　厚１．５　金属屋根塩ビ ｍ２ 1-03

シート防水　リベットルーフ防水　接着工法［材工］

L6130-0001 -060 Ｆ－Ｎ２０　厚２．０　歩行　塩ビ系 ｍ２ 1-04

シート防水　エバブレンシート　［材工］

L6130-0002 -010 厚１．１以上　押え歩行用　ＥＶＡ系　平場部 ｍ２ 1-05

シート防水　ＡＲシート　Ｓ－ＲＦ工法　［材工］

L6130-0037 -010 厚１．２　非歩行　屋根シルバー　加硫ゴム系 ｍ２ 1-06

シート防水　クニシート（地下外壁防水）　［材工］

L6130-0004 -010 厚２．５　ベントナイト・アスファルト混合　先付 ｍ２ 1-07

-020 厚２．５　ベントナイトアスファルト混合　後付頂部 ｍ２ 1-08

-030 厚２．５　ベントナイトアスファルト混合　後付壁部 ｍ２ 1-09

シート防水　ハイタフＥＧシート　［材工］

L6130-0007 -030 厚１．５２　機械固定工法　エラストマー系 ｍ２ 1-10

シート防水　ハイタフＥＧ　ＵＡ－Ｎ耐火ルーフ

L6130-0007 -040 デッキプレート厚１．０ｍｍ下地　［材工］ ｍ２ 1-11

シート防水　エスシート　ＥＰ－Ｒ１０１　［材工］

L6130-0008 -010 厚１．２　露出　非歩行　カラー仕上　加硫ゴム系 ｍ２ 1-12

-020 厚１．５　露出　非歩行　カラー仕上　加硫ゴム系 ｍ２ 1-13

-030 厚２．０　露出　非歩行　カラー仕上　加硫ゴム系 ｍ２ 1-14

シート防水　エスシート　ＥＰ－Ｒ２１０１［材工］

L6130-0008 -040 厚１．２　脱気工法　Ｅ型　シルバー仕上加硫ゴム系 ｍ２ 1-15

シート防水　ビュートップ　ＶＴ－Ｍ９２０

L6130-0011 -010 厚２．０　歩行用密着工法　塩ビ系　［材工］ ｍ２ 1-16

シート防水　ビュートップＵ　ＶＴ－Ｕ８２０

L6130-0011 -020 厚２．０　絶縁工法　塩ビ系　［材工］ ｍ２ 1-17

シート防水　ビュートップＵ　ＶＩＴ－Ｕ８２０Ｖ

L6130-0011 -040 厚２．０　断熱絶縁工法　塩ビ系　［材工］ ｍ２ 1-18

シート防水　ＮＰシート２号　［材工］

L6130-0022 -010 厚１．０　ＮＰ１０１Ｓ　加硫ゴム系 ｍ２ 1-19

-020 厚１．２　ＮＰ１０１Ｓ　加硫ゴム系 ｍ２ 1-20

シート防水　メカファイン　ＭＦ－１５Ｆ　［材工］

L6130-0022 -040 厚１．５　接着工法　平場　塩ビ系 ｍ２ 1-21

-045 厚１．５　接着工法　立上り　塩ビ系 ｍ２ 1-22

シート防水　メカファイン　ＭＦ－１５Ｍ　［材工］

L6130-0022 -050 厚１．５　機械的固定工法　平場　塩ビ系 ｍ２ 1-23

-055 厚１．５　機械的固定工法　立上り　塩ビ系 ｍ２ 1-24

シート防水　サンエーシート　［材工］

L6130-0017 -020 厚１．１　建築用　ＳＡ－１１１　屋外保護　ＥＶＡ ｍ２ 1-25

-030 厚１．１　建築用　ＳＡ－２１１　屋内保護　ＥＶＡ ｍ２ 1-26

-040 厚１．１　建築用ＳＡ－３２１　地下先やり　ＥＶＡ ｍ２ 1-27

-060 厚１．１　建築用ＳＡ－４１１　地下後やり　ＥＶＡ ｍ２ 1-28

シート防水　サンタックＩＢ　ＨＤ－１５　［材工］

L6130-0023 -210 厚１．５　露出軽歩行・ＡＬＣ下地　塩ビ系 ｍ２ 1-29

シート防水　サンタックＩＢ　ＮＨＤ－１５［材工］

L6130-0023 -220 厚１．５　露出軽歩行・ＲＣ下地　塩ビ系 ｍ２ 1-30

シート防水　サンタックＩＢ　植栽システム［材工］

L6130-0023 -230 厚１．５　保水排水層　散水システム含　塩ビ系 ｍ２ 1-31

シート防水　サンタックＩＢ　ＭＦ・ＤＦ工法　材工

L6130-0023 -245 厚１．５　断熱３５ｍｍ　金属下地　塩ビ系 ｍ２ 1-32

シート防水　サンタックＩＢ　ＨＷＣ－ＳＴ［材工］

L6130-0023 -270 厚１．５　プール防水　塩ビ系 ｍ２ 1-33

-280 厚１．５　水槽防水・ＲＣ下地（床面）　塩ビ系 ｍ２ 1-34

シート防水　パラシール　標準型　［材工］

L6130-0025 -010 地下外壁防水　後付工法　ベントナイト ｍ２ 1-35

シート防水　＜公表価格＞ 250頁1表

シート防水　ボルテックス　［材工］

L6130-0019 -003 地下底盤部　先付・後付工法　ベントナイト ｍ２ 1-01

-010 厚６．４　地下連続壁　先付工法　ベントナイト ｍ２ 1-02

シート防水　ボルテックスＤＳ　［材工］

L6130-0020 -020 厚６．４　地下連続壁　後付工法　ベントナイト ｍ２ 1-03

シート防水　ラバーシートＳ　［材工］

L6130-0035 -015 屋上露出防水改修工法　非加硫ゴム系 ｍ２ 1-04

シート防水　ラバーシートＫ　［材工］

L6130-0035 -025 押えモルタル防水工法　非加硫ゴム系 ｍ２ 1-05

シート防水　ネオ・ルーフィングＳＰＥ　［材工］

L6130-0029 -010 厚１．２＋４．０　ＲＶ－１０１－ＳＰ　加硫ゴム系 ｍ２ 1-06

シート防水　ウェドリーシート　［材工］

L6130-0030 -020 厚１．１　押え歩行用　ＷＤ－３０１　平場　ＥＶＡ ｍ２ 1-07

-030 厚１．１　押え歩行用　ＷＤ－３０１　立上りＥＶＡ ｍ２ 1-08

シート防水　ベストプルーフシャネツＢＳＮ－１１０

L6130-0033 -030 厚１．５　ＲＣ　接着　塩ビ系　［材工］ ｍ２ 1-09

シート防水　ベストプルーフシャネツＢＳＮ－２１０

L6130-0033 -040 厚１．５　ＲＣ　機械的固定　Ｓ－Ｍ２　塩ビ　材工 ｍ２ 1-10

シート防水　ベストプルーフ　ＢＰ－１１０［材工］

L6130-0033 -010 厚１．５　ＡＬＣ、ＰＣ　接着　塩ビ系 ｍ２ 1-11

-020 厚１．５　ＲＣ　接着　塩ビ系 ｍ２ 1-12

シート防水　ベストプルーフ　ＢＰ－２１０［材工］

L6130-0033 -025 厚１．５　ＲＣ　非歩行　Ｓ－Ｍ２　塩ビ系 ｍ２ 1-13

シート防水　ロンプルーフエースＬＡ－１１０　材工

L6130-0036 -010 厚２．０　ＲＣ　歩行　Ｓ－Ｆ２　塩ビ系 ｍ２ 1-14

-020 厚２．０　ＡＬＣ、ＰＣ　歩行　塩ビ系 ｍ２ 1-15

塗膜防水　＜公表価格＞ 251頁1表

塗膜防水　ＡＲウレタン　Ｅ－ＡＵ工法　［材工］

L6140-0003 -010 厚２．０ｍｍ　４工程　カラートップ仕上　ウレタン ｍ２ 1-01

塗膜防水　ＡＲウレタン　Ｅ－ＮＤ工法　［材工］

L6140-0003 -020 厚２．０ｍｍ　６工程　カラートップ仕上　ウレタン ｍ２ 1-02

塗膜防水　ＡＲウレタン　Ｅ－Ｘ－１工法　［材工］

L6140-0003 -110 国交省仕様　露出・通気・緩衝　ウレタン ｍ２ 1-03

塗膜防水　ＡＲウレタン　Ｅ－Ｘ－２工法　［材工］

L6140-0003 -120 国交省仕様　露出・密着　ウレタン ｍ２ 1-04

塗膜防水　サラセーヌ　ＳＤ－ＫＫ３０Ｔ

L6140-0001 -010 厚約３．０ｍｍ　一般密着工法　歩行用　［材工］ ｍ２ 1-05

塗膜防水　サラセーヌ　ＳＤ－ＫＫ３０Ｔ　フッ素

L6140-0001 -040 厚約３．０ｍｍフッ素樹脂仕上　密着工法　［材工］ ｍ２ 1-06

塗膜防水　サラセーヌ　ＡＶ－ＫＫ５０Ｔ

L6140-0001 -020 厚約２．５ｍｍ　通気・緩衝工法　歩行用　［材工］ ｍ２ 1-07
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塗膜防水　サラセーヌ　ＳＤ－ＥＺ３０ＴＪ

L6140-0001 -050 厚３．０ｍｍ　環境対応型密着工法　歩行用［材工］ ｍ２ 1-08

塗膜防水　アーキルーフ　ＵＡ

L6140-0045 -010 厚２．０ｍｍ　密着工法　軽歩行　［材工］ ｍ２ 1-09

塗膜防水　水性アーキルーフ

L6140-0046 -010 厚１．０ｍｍ　密着工法　軽歩行　［材工］ ｍ２ 1-10

塗膜防水　クールタイト　ＨＩ工法

L6140-0047 -010 厚２．０ｍｍ　密着工法　軽歩行　遮熱　［材工］ ｍ２ 1-11

塗膜防水　パライージー

L6140-0048 -010 仕上一体型塗膜防水材　アクリル　［材工］ ｍ２ 1-12

塗膜防水　クリアコートｅｃｏ

L6140-0048 -110 水性外壁透明防水工法　アクリル　［材工］ ｍ２ 1-13

塗膜防水　ＨＹＤＲＡ（ハイドラ）　［材工］

L6140-0048 -330 金属屋根防水・防錆・遮熱　ローラー吹付　アクリル ｍ２ 1-14

塗膜防水　Ｕ－ＨＩＴ　ＦＵ－４０－ＮＥ　［材工］

L6140-0048 -410 Ｘ－１　屋上防水仕様　通気緩衝工法　ウレタン ｍ２ 1-15

塗膜防水　Ｕ－ＨＩＴ　ＪＵ－３９－ＮＥ　［材工］

L6140-0048 -420 Ｘ－１　屋上防水仕様　通気緩衝複合工法　ウレタン ｍ２ 1-16

塗膜防水　Ｕ－ＨＩＴ　ＭＵ－３９－ＮＥ　［材工］

L6140-0048 -430 Ｘ－２　屋上防水仕様　クロス入密着工法　ウレタン ｍ２ 1-17

塗膜防水　ハイボンドコート　＃３００ＨＭ－１

L6140-0005 -010 屋根・庇　エチレン酢ビ　［材工］ ｍ２ 1-18

塗膜防水　ハイボンドコート　＃３００ＨＭＲ－２

L6140-0005 -020 屋根・庇　ベランダ・室内　エチレン酢ビ　［材工］ ｍ２ 1-19

塗膜防水　サルコート　ＳＧ－２０－Ａ

L6140-0014 -010 歩行用　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-20

塗膜防水　サルコート　ＳＧ－２０－Ｄ

L6140-0014 -020 非歩行用　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-21

塗膜防水　レジテクトＣＶスプレー工法　［材工］

L6140-0036 -010 厚２．０ｍｍ　超速硬化ウレタン防水システム ｍ２ 1-22

塗膜防水　ＤＳカラー・ゼロ　ＤＳＴ－３００ゼロ

L6140-0036 -220 厚３．０ｍｍ　２成分形特化物無配合通気緩衝工法 ｍ２ 1-23

塗膜防水　エバーコートＺｅｒｏ１Ｈ　ＺＨＭ２００

L6140-0036 -310 厚２．０ｍｍ　１成分形特化物無配合密着工法　材工 ｍ２ 1-24

塗膜防水　エバーコートＺｅｒｏ１Ｓ　ＺＳＴ３００

L6140-0036 -320 厚３．０ｍｍ　１成分形特化物無配合通気緩衝工法 ｍ２ 1-25

塗膜防水　クイックスプレー　ＳＰＭ－２００ＫＹ

L6140-0036 -410 厚２．０ｍｍ　超速硬化ウレタン防水システム　材工 ｍ２ 1-26

塗膜防水　クイックスプレー複合工法　ＵＰＭ－１０

L6140-0036 -420 厚３．０ｍｍ　超速硬化ウレタン（本防水仕様）材工 ｍ２ 1-27

塗膜防水　パワレックス　ＭＵ－１Ｅ　［材工］

L6140-0036 -515 厚３．０ｍｍ　超速硬化ウレタン複合駐車場防水工法 ｍ２ 1-28

塗膜防水　ゲットシステム　Ｇ－ＯＲ－Ｓ　［材工］

L6140-0036 -610 厚３．０ｍｍ　超速硬化ウレタン圧縮空気混入工法 ｍ２ 1-29

塗膜防水　オルタックエース　ＯＡＴＷ－３Ｓ

L6140-0019 -010 複合絶縁Ｗ工法　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-30

塗膜防水　オルタックエース　ＯＡＴＢ－３Ｓ

L6140-0019 -020 バリボード複合絶縁工法　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-31

塗膜防水　オルタックスプレーＯＴＷ－２０Ｑ－ＳＰ

L6140-0019 -110 厚２．０　超速硬化型ウレタン　通気絶縁　［材工］ ｍ２ 1-32

塗膜防水　オルタックスプレーＯＴＷ－３０Ｑ－ＳＰ

L6140-0019 -120 厚３．０　超速硬化型ウレタン　通気絶縁　［材工］ ｍ２ 1-33

塗膜防水　オルタックスプレーＯＴＬ－３０Ｑ－ＳＰ

L6140-0019 -130 厚３．０　超速硬化型ウレタン複合工法密着［材工］ ｍ２ 1-34

塗膜防水オルタックスプレーＯＵＧ－２０Ｑ－ＳＰＢ

L6140-0019 -140 厚２　超速硬化型ウレタン地下防水先やり工法　材工 ｍ２ 1-35

塗膜防水オルタックスプレーＯＵＧ－２０Ｑ－ＳＰＡ

L6140-0019 -150 厚２　超速硬化型ウレタン地下防水後やり工法　材工 ｍ２ 1-36

塗膜防水　オルタックスプレーＯＰＡ－３０Ｑ－ＳＰ

L6140-0019 -160 厚３　超速硬化型ウレタン　駐車場防水工法［材工］ ｍ２ 1-37

塗膜防水オルタックスプレーＵＡ　ＯＵＡ－Ｐ－ＳＰ

L6140-0019 -170 厚２　瞬間硬化型ポリウレア樹脂　プール仕様　材工 ｍ２ 1-38

塗膜防水　アロンコート　ＳＱ－Ｓ工法

L6140-0021 -010 防滑仕上　アクリル　［材工］ ｍ２ 1-39

-020 防滑仕上（ＰＣ）　アクリル　［材工］ ｍ２ 1-40

-030 防滑仕上（ＡＬＣ）　アクリル　［材工］ ｍ２ 1-41

塗膜防水　セピロン防水　ＵＦ２０Ｑ－Ｑ

L6140-0023 -017 密着仕様　非歩行用　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-42

塗膜防水　セピロン防水　ＵＦ３０Ｑ－Ｑ

L6140-0023 -027 密着仕様　非歩行用　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-43

塗膜防水　セピロン防水　ＵＦ４０Ｑ－Ｑ

L6140-0023 -037 密着仕様　軽歩行用　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-44

塗膜防水　セピロン防水　ＵＢ２０Ｑ－Ｑ

L6140-0023 -117 ベランダ・開放廊下用　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-45

塗膜防水　ＮＳ防水工法　ＮＳ－１０２

L6150-0037 -102 屋根用　ネオプレン・ハイパロン　合成ゴム［材工］ ｍ２ 1-46

塗膜防水　ＮＳ防水工法　ＮＳ－１０４

L6150-0037 -104 屋根用　ネオプレン・ハイパロン　合成ゴム［材工］ ｍ２ 1-47

塗膜防水　ＮＳ防水工法　ＮＳ－１０５

L6150-0037 -105 ベランダ用ネオプレン・ハイパロン合成ゴム［材工］ ｍ２ 1-48

塗膜防水　プルーフロンバリューＰＭ－Ｖ２０Ｇ密着

L6140-0025 -010 露出軽歩行用　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-49

塗膜防水　プルーフロンバリューＰＭ－Ｖ３０Ｇ密着

L6140-0025 -025 露出軽歩行用　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-50

塗膜防水　＜公表価格＞ 252頁1表

塗膜防水　ウレボン　ＲＣ－２００

L6140-0031 -010 厚２．０ｍｍ軽歩行トップコート仕上　ウレタン材工 ｍ２ 1-01

塗膜防水　ウレボン　ＲＮＣ－３００

L6140-0031 -020 厚３．０ｍｍ歩行用トップコート仕上　ウレタン材工 ｍ２ 1-02

塗膜防水　ウレボン　ＲＮＢ－３００

L6140-0031 -030 厚３．０ｍｍウレタン保護モルタル仕上　［材工］ ｍ２ 1-03

塗膜防水　エコサーモレイヤー

L6140-0041 -010 標準仕様　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-04

-020 クロス工法　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-05

-030 遮熱工法　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-06

-040 遮熱クロス工法　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-07

塗膜防水　ＨＣエコプルーフ　ＥＰ－Ｘ１

L6140-0042 -010 公共建築工事標準仕様　Ｘ－１　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-08

塗膜防水　ＨＣエコプルーフ　Ｅ－Ｘ２

L6140-0042 -110 公共建築工事標準仕様　Ｘ－２　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-09

塗膜防水　ＨＣエコプルーフ　Ｅ－１５－Ａ

L6140-0042 -210 ベランダ・庇仕様　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-10

塗膜防水　ＨＣエコプルーフ　コンポジット

L6140-0042 -310 ＭＤＥ－３０－Ａマルチ　平場仕様　ウレタン　材工 ｍ２ 1-11

-320 ＫＥ－２０Ｖ－Ａ　立面仕様　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-12

塗膜防水　パンレタンＣＫパンチシート防水工法

L6140-0043 -010 ＳＥ３０－Ｔ　歩行用　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-13

-020 ＳＥ２０－Ｔ　軽歩行用　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-14

-030 ＳＥ３０－Ｓ　非歩行用　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-15

塗膜防水　パンレタン（密着工法）

L6140-0043 -110 ＣＥ３０－Ｔ　歩行用　ウレタン　［材工］ ｍ２ 1-16

塗膜防水　ＭＹルーファーＨＧ　ＭＭ工法　［材工］

L6140-0035 -050 金属屋根（折版・瓦棒）　吹付け　アクリルゴム ｍ２ 1-17

-110 金属屋根（折版・瓦棒）　手塗　アクリルゴム ｍ２ 1-18

塗膜防水　ＭＹルーファーＨＧ　ＭＫ－１工法

L6140-0035 -120 屋根用　密着工法・軽歩行仕上　アクリルゴム　材工 ｍ２ 1-19

塗膜防水　ＭＹルーファーＨＧ　ＭＨ－１工法

L6140-0035 -140 屋根用　密着工法・非歩行仕上　アクリルゴム　材工 ｍ２ 1-20

塗膜防水　ＭＹルーファーＨＧ　ＤＫ－１工法

L6140-0035 -040 屋根用　脱気工法・軽歩行仕上　アクリルゴム　材工 ｍ２ 1-21

塗膜防水　ＭＹルーファーＨＧ　ＤＨ－１工法

L6140-0035 -160 屋根用　脱気工法・非歩行仕上　アクリルゴム　材工 ｍ２ 1-22

塗膜防水　＜公表価格＞ 253頁1表

外壁塗膜防水　アトロンエラストマー　ＷＴ

L6140-0101 -210 ＤＭ工法（水系アクリルシリコン）アクリル［材工］ ｍ２ 1-01

-220 ＤＬ工法（水系アクリルシリコン）アクリル［材工］ ｍ２ 1-02

-230 ＤＲ工法（水系アクリルシリコン）アクリル［材工］ ｍ２ 1-03

外壁塗膜防水　セブンウォール

L6140-0102 -010 Ｔ工法　アクリルシリコン仕上　アクリル　［材工］ ｍ２ 1-04

-020 Ｓ工法　アクリルシリコン仕上　アクリル　［材工］ ｍ２ 1-05

外壁塗膜防水　アロンウオール

L6140-0103 -110 ＳＴ工法　低汚染水性Ｓｉ仕様　アクリル　［材工］ ｍ２ 1-06

-120 ＳＴＭ工法　低汚染水性Ｓｉ仕様　アクリル［材工］ ｍ２ 1-07

外壁塗膜防水　ハイプルーフ　標準工法

L6140-0104 -010 玉吹き大模様　ウレタン仕上　アクリルゴム［材工］ ｍ２ 1-08

外壁塗膜防水　ハーゲンＺ　Ｈ－Ｒ工法

L6140-0105 -110 壁面防水剤　スチップル状　アクリル　［材工］ ｍ２ 1-09

外壁塗膜防水　ハーゲンＺ　Ｈ－Ｆ工法

L6140-0105 -120 壁面防水剤　ゆずはだ状　アクリル　［材工］ ｍ２ 1-10

外壁塗膜防水　ハーゲンＺ　Ｈ－Ｔ工法
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L6140-0105 -130 壁面防水剤　玉吹き状　アクリル　［材工］ ｍ２ 1-11

外壁塗膜防水　ハーゲンＺ　Ｈ－Ｃ工法

L6140-0105 -140 壁面防水剤　キャスト状　アクリル　［材工］ ｍ２ 1-12

外壁塗膜防水　ＭＹルーファーＷＧ　Ｌ－１工法

L6140-0035 -310 外壁用、スチップル状（ローラー）アクリルゴム材工 ｍ２ 1-13

外壁塗膜防水　ＭＹルーファーＷＧ　Ｌ－２工法

L6140-0035 -320 外壁用、スチップル状（ローラー）アクリルゴム材工 ｍ２ 1-14

外壁塗膜防水　ＭＹルーファーＷＧ　Ｌ－３工法

L6140-0035 -330 外壁用、スチップル状（ローラー）アクリルゴム材工 ｍ２ 1-15

外壁塗膜防水　ＭＹルーファーＷＧ　Ｂ－１工法

L6140-0035 -340 外壁用、玉吹き状（吹付）　アクリルゴム　［材工］ ｍ２ 1-16

外壁塗膜防水　ＭＹルーファーＷＧ　Ｂ－２工法

L6140-0035 -350 外壁用、玉吹き状（吹付）　アクリルゴム　［材工］ ｍ２ 1-17

外壁塗膜防水　ＭＹルーファーＷＧ　Ｂ－３工法

L6140-0035 -360 外壁用、玉吹き状（吹付）　アクリルゴム　［材工］ ｍ２ 1-18

外壁塗膜防水　ＭＹルーファーＷＧ　Ｆ－１工法

L6140-0035 -370 外壁用、平吹き状（吹付）　アクリルゴム　［材工］ ｍ２ 1-19

外壁塗膜防水　ＭＹルーファーＷＧ　Ｆ－２工法

L6140-0035 -380 外壁用、平吹き状（吹付）　アクリルゴム　［材工］ ｍ２ 1-20

外壁塗膜防水　ＭＹルーファーＷＧ　Ｆ－３工法

L6140-0035 -390 外壁用、平吹き状（吹付）　アクリルゴム　［材工］ ｍ２ 1-21

ＦＲＰ系防水　コンパック工法　Ｒ－１　［材工］

L6140-0202 -010 厚２．０ｍｍ　歩行用　一般屋上　平面　ＦＲＰ ｍ２ 1-22

ＦＲＰ系防水　コンパック工法　Ｒ－２　［材工］

L6140-0202 -020 厚２．０ｍｍ　歩行用　バルコニー　平面　ＦＲＰ ｍ２ 1-23

ＦＲＰ系防水　コンパック工法　Ｒ－３　［材工］

L6140-0202 -030 厚３．０ｍｍ　歩行用　木造住宅　平面　ＦＲＰ ｍ２ 1-24

ＦＲＰ系防水　コンパック工法　Ｔ－２　［材工］

L6140-0202 -040 厚３．０ｍｍ　水槽・浴室洗い場　平面　ＦＲＰ ｍ２ 1-25

ＦＲＰ系防水　パワドリーム　ＰＤ－７６Ａ－１

L6140-0204 -010 ベランダ仕様　建築学会Ｆ－ＢＰ同等品　［材工］ ｍ２ 1-26

ＦＲＰ系防水　エフパック　１－Ｐ

L6140-0205 -010 厚２．０ｍｍ　ＦＲＰ　［材工］ ｍ２ 1-27

ＦＲＰ系防水　エフパック　２－Ｐ

L6140-0205 -020 厚３．０ｍｍ　ＦＲＰ　［材工］ ｍ２ 1-28

ＦＲＰ系防水　エフパック　１－ＰＭ

L6140-0205 -030 厚２．５ｍｍ　ＦＲＰ　［材工］ ｍ２ 1-29

ＦＲＰ系防水　エフパック　２－ＰＭ

L6140-0205 -040 厚３．５ｍｍ　ＦＲＰ　［材工］ ｍ２ 1-30

ＦＲＰ系防水　エフパック　２－ＰＰ

L6140-0205 -050 厚３．５ｍｍ　ＦＲＰ　［材工］ ｍ２ 1-31

ＦＲＰ系防水　リマスター　ＲＰ－１　［材工］

L6140-0044 -010 軟質ポリエステル　屋上防水工法　ＦＲＰ ｍ２ 1-32

ＦＲＰ系防水　リマスター　ＲＣ－２　［材工］

L6140-0044 -110 軟質ポリエステル　屋上駐車場工法　ＦＲＰ ｍ２ 1-33

ＦＲＰ系防水　リマスター　ＲＢ－ＭＨ　［材工］

L6140-0044 -310 軟質ポリエステル　高荷重床防水　ＦＲＰ ｍ２ 1-34

セメント系防水　＜公表価格＞ 254頁1表

セメント系防水　ＯＳＭＯＴＩＧＨＴ（Ｐ）［材工］

L6150-0110 -020 ケイ酸質系塗布防水材　標準仕様書Ｃ－ＵＰ適合 ｍ２ 1-01

セメント系防水　ＯＳＭＯＴＩＧＨＴ（Ｉ）［材工］

L6150-0110 -030 ケイ酸質系塗布防水材　標準仕様書Ｃ－ＵＩ適合 ｍ２ 1-02

セメント系防水　セレガードＤＳ

L6150-0103 -015 ケイ酸質系塗布防水材　［材工］ ｍ２ 1-03

セメント系防水　パウダックス防水

L6150-0102 -020 無機質浸透性塗布防水材　［材工］ ｍ２ 1-04

セメント系防水　セリノール　ＤＳ－ＵＩ

L6150-0105 -010 ケイ酸質系塗布防水材　ＪＡＳＳ８適応　［材工］ ｍ２ 1-05

セメント系防水　セリノール　ＤＳ－ＵＰ

L6150-0105 -020 ケイ酸質系塗布防水材　ＪＡＳＳ８適応　［材工］ ｍ２ 1-06

セメント系防水　セリノール　ＤＳ－２００

L6150-0105 -030 ケイ酸質系塗布防水材　［材工］ ｍ２ 1-07

セメント系防水　セリノール　ＤＳ－２００Ｐ

L6150-0105 -040 ケイ酸質系塗布防水材　［材工］ ｍ２ 1-08

セメント系防水　セリノール　ＵＩ－Ｂ２

L6150-0105 -070 複合防水工法　［材工］ ｍ２ 1-09

セメント系防水　セリノール　ＵＰ－Ｂ２

L6150-0105 -080 複合防水工法　［材工］ ｍ２ 1-10

セメント系防水　セリノール　ＤＳ－２００－Ｂ２

L6150-0105 -090 複合防水工法　［材工］ ｍ２ 1-11

セメント系防水　セリノール　ＤＳ－２００Ｐ－Ｄ２

L6150-0105 -060 複合防水工法　［材工］ ｍ２ 1-12

セメント系防水　セリノール　ＷＲ

L6150-0105 -100 防食工法　［材工］ ｍ２ 1-13

セメント系防水　セリノール　ＵＰ－ＷＲ

L6150-0105 -110 防食防水工法　［材工］ ｍ２ 1-14

セメント系防水　セリノール　ＤＳ－２００Ｐ－ＷＲ

L6150-0105 -120 防食防水工法　［材工］ ｍ２ 1-15

セメント系防水　セリノール　Ｂ２－ＷＲ

L6150-0105 -130 防食防水工法　［材工］ ｍ２ 1-16

セメント系防水　セリノール　下地処理

L6150-0105 -210 打継ぎ部充填　［材工］ ｍ 1-17

-220 木コン・丸セパ充填　［材工］ 個所 1-18

セメント系防水　リアルガードＳ

L6150-0109 -010 無機質浸透性防水強化材　［材工］ ｍ２ 1-19

セメント系防水　バンデックス　Ｓ＋Ｐ工法

L6150-0107 -010 ケイ酸質系深達塗布　高水圧面一般防水　［材工］ ｍ２ 1-20

セメント系防水　バンデックス　Ｓ工法

L6150-0107 -020 ケイ酸質系深達塗布　低水圧面防水　［材工］ ｍ２ 1-21

セメント系防水　バンデックス　Ｇ＋Ｇ工法

L6150-0107 -025 ケイ酸質系深達塗布　高水圧面、地下駐車場［材工］ ｍ２ 1-22

セメント系防水　バンデックス　Ｓ＋Ｓ工法

L6150-0107 -050 ケイ酸質系深達塗布　［材工］ ｍ２ 1-23

セメント系防水　ウォータドリーム（粉体）

L6150-0120 -010 ケイ酸質系浸透性コンクリート防水材　［材工］ ｍ２ 1-24

セメント系防水　ＣＳ－２１工法　ＣＳⅠ

L6150-0101 -015 無機質コンクリート改質剤　１回塗　［材工］ ｍ２ 1-25

セメント系防水　ＣＳ－２１工法　ＣＳⅡ

L6150-0101 -025 無機質コンクリート改質剤　２回塗　［材工］ ｍ２ 1-26

セメント系防水　ＡＥコート　ＡＥ－１０　［材工］

L6150-0003 -010 アクリル系　サッシ廻り　トップ・下地別途 ｍ２ 1-27

セメント系防水　ＡＥコート　ＡＥ－Ｐ２０［材工］

L6150-0003 -020 アクリル系　ベランダ　トップ・下地別途 ｍ２ 1-28

セメント系防水　ＡＥコート　ＡＥ－Ｐ３０［材工］

L6150-0003 -030 アクリル系　ベランダ　屋上　トップ・下地別途 ｍ２ 1-29

セメント系防水　ＡＥコート　ＡＥ－Ｐ２２［材工］

L6150-0003 -040 アクリル系　水槽　下地処理別途 ｍ２ 1-30

セメント系防水　ウォータイトＢ

L6150-0025 -010 厚３０ｍｍ　屋上　Ｂ－１工法　［材工］ ｍ２ 1-31

-020 厚３０ｍｍ　地下　Ｂ－２工法　［材工］ ｍ２ 1-32

セメント系防水アクアシャッターＡＣ　ＡＣＮ－１Ｐ

L6150-0004 -110 外部廊下等　保護層別途　［材工］ ｍ２ 1-33

セメント系防水アクアシャッターＡＣ　ＡＣＧ－２Ｐ

L6150-0004 -120 ＡＣＧ－１Ｐ工法＋ＡＳプロテクター　［材工］ ｍ２ 1-34

セメント系防水　＜公表価格＞ 255頁1表

セメント系防水　パラテックス　Ａ－１工法

L6150-0007 -010 一般室内外用　保護層別途　［材工］ ｍ２ 1-01

セメント系防水　パラテックス　Ａ－２工法

L6150-0007 -020 一般室内外用　軽歩行用保護仕上仕様　［材工］ ｍ２ 1-02

セメント系防水　パラテックス　Ａ－３工法

L6150-0007 -025 一般室内外用　歩行用保護仕上仕様　［材工］ ｍ２ 1-03

セメント系防水　パラテックス　Ａ－４工法

L6150-0007 -030 一般室内外用　軽歩行用保護仕上仕様　［材工］ ｍ２ 1-04

セメント系防水　パラテックス　Ａ－５工法

L6150-0007 -035 一般室内外用　軽歩行光沢滑らか仕上仕様　［材工］ ｍ２ 1-05

セメント系防水　パラテックス　Ａ－６工法

L6150-0007 -037 一般室内外用　遮熱軽歩行光沢滑らか仕上仕様　材工 ｍ２ 1-06

セメント系防水　パラテックス　Ｂ－１工法

L6150-0007 -040 耐水圧用　保護層別途　［材工］ ｍ２ 1-07

セメント系防水　パラテックス　Ｂ－２工法

L6150-0007 -050 耐水圧用　一般保護仕上仕様　［材工］ ｍ２ 1-08

セメント系防水　パラテックス　Ｂ－３工法

L6150-0007 -053 耐水圧用　軽防食保護仕上仕様　［材工］ ｍ２ 1-09

セメント系防水　パラテックス　Ｂ－４Ａ工法

L6150-0007 -055 耐水圧用　防食保護仕上仕様　［材工］ ｍ２ 1-10

セメント系防水　パラテックス　Ｂ－４Ｂ工法

L6150-0007 -057 耐水圧用　防食保護仕上仕様　［材工］ ｍ２ 1-11
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セメント系防水　パラテックス　Ｂ－５Ａ工法

L6150-0007 -061 厚生労働省令水道施設基準適合　飲料用水槽［材工］ ｍ２ 1-12

セメント系防水　パラテックス　Ｂ－５Ａ－Ｕ工法

L6150-0007 -062 飲料用水槽仕様　屋外仕様　［材工］ ｍ２ 1-13

セメント系防水　パラテックス　Ｂ－６Ｃ工法

L6150-0007 -064 耐水圧用　防食保護仕上仕様　［材工］ ｍ２ 1-14

セメント系防水　パラテックス　Ｂ－６Ｄ工法

L6150-0007 -065 ビルピット・汚水槽仕様　［材工］ ｍ２ 1-15

セメント系防水　パラテックス　ＤＷ－Ａ工法

L6150-0007 -100 ＥＶＡ樹脂防水＋トップコート　アクリル系［材工］ ｍ２ 1-16

セメント系防水　パラテックス　ＤＷ－Ｕ工法

L6150-0007 -110 ＥＶＡ樹脂防水＋トップコート　ウレタン系［材工］ ｍ２ 1-17

セメント系防水　パラテックス　ＤＷ－Ｓｉ工法

L6150-0007 -120 ＥＶＡ樹脂防水＋トップコート　シリコン系［材工］ ｍ２ 1-18

セメント系防水　パラテックス　ＤＷ－Ｆ工法

L6150-0007 -130 ＥＶＡ樹脂防水＋トップコート　フッ素系　［材工］ ｍ２ 1-19

セメント系防水　パラテックス　Ｑ工法

L6150-0007 -090 フリーアクセスベースフロア　防水・防塵　［材工］ ｍ２ 1-20

セメント系防水　パラテックス　Ｃ－１工法［材工］

L6150-0007 -067 屋上　ルーフバルコニー　保護仕上別途 ｍ２ 1-21

セメント系防水　パラテックス　Ｃ－２工法［材工］

L6150-0007 -070 屋上　ルーフバルコニー　軽歩行用保護仕上仕様 ｍ２ 1-22

セメント系防水　パラテックス　Ｃ－３工法［材工］

L6150-0007 -080 屋上　ルーフバルコニー　歩行用保護仕上仕様 ｍ２ 1-23

セメント系防水　パラテックス　Ｃ－４工法［材工］

L6150-0007 -085 屋上　ルーフバルコニー　軽歩行用保護仕上仕様 ｍ２ 1-24

セメント系防水　パラテックス　Ｃ－５工法［材工］

L6150-0007 -087 屋上　ルーフバルコニー　軽歩行光沢滑らか仕上 ｍ２ 1-25

セメント系防水　パラテックス　Ｃ－６工法［材工］

L6150-0007 -088 屋上　ルーフバルコニー　遮熱　軽歩行光沢仕上 ｍ２ 1-26

セメント系防水パラテックスＣ－ＢＲ（Ｄ、Ｑ）－１

L6150-0007 -210 モルタル・石材・長尺シート等保護層別途　［材工］ ｍ２ 1-27

セメント系防水パラテックスＣ－ＢＲ（Ｄ、Ｑ）－２

L6150-0007 -215 カラーコート　軽歩行用ノンスリップ仕上　［材工］ ｍ２ 1-28

セメント系防水パラテックスＣ－ＢＲ（Ｄ、Ｑ）－３

L6150-0007 -220 カラーコートＳ　歩行用ノンスリップ仕上　［材工］ ｍ２ 1-29

セメント系防水パラテックスＣ－ＢＲ（Ｄ、Ｑ）－４

L6150-0007 -225 カラーコート＋トップコートＡＵ　軽歩行用［材工］ ｍ２ 1-30

セメント系防水パラテックスＣ－ＢＲ（Ｄ、Ｑ）－５

L6150-0007 -230 トップコートＶ　軽歩行用光沢滑らか仕上　［材工］ ｍ２ 1-31

セメント系防水パラテックスＣ－ＢＲ（Ｄ、Ｑ）－６

L6150-0007 -235 ヒートバリアトップ　遮熱軽歩行用光沢仕上［材工］ ｍ２ 1-32

セメント系防水　パラテックス　ＡＰ－２工法

L6150-0007 -710 軽歩行用保護仕上仕様　平場　［材工］ ｍ２ 1-33

-715 軽歩行用保護仕上仕様　立上り・天端　［材工］ ｍ２ 1-34

セメント系防水　パラテックス　ＡＰ－４工法

L6150-0007 -720 軽歩行用保護仕上仕様　平場　［材工］ ｍ２ 1-35

-725 軽歩行用保護仕上仕様　立上り・天端　［材工］ ｍ２ 1-36

セメント系防水　パラテックス　ＡＰ－５工法

L6150-0007 -730 軽歩行用光沢滑らか仕上仕様　平場　［材工］ ｍ２ 1-37

-735 軽歩行用光沢滑らか仕上仕様　立上り・天端［材工］ ｍ２ 1-38

セメント系防水　パラテックス　ＡＰ－６工法

L6150-0007 -740 軽歩行用遮熱光沢滑らか仕上仕様　平場　［材工］ ｍ２ 1-39

-745 軽歩行用遮熱光沢滑らか仕上　立上り・天端［材工］ ｍ２ 1-40

セメント系防水　パラテックス　ＡＰ工法用脱気筒

L6150-0007 -750 脱気筒取付　５０ｍ２／本　［材工］ 個所 1-41

セメント系防水　パラベースＮＥＯ（１ｍｍ厚）

L6150-0007 -610 厚１．０ｍｍ　カチオン系下地調整材　［材工］ ｍ２ 1-42

セメント系防水　仮防水材ＯＺ　ポリマーセメント系

L6150-0007 -805 ０．５ｋｇ／ｍ２　仮防水材兼下地調整材　［材工］ ｍ２ 1-43

-810 １ｋｇ／ｍ２　仮防水材兼下地調整材　［材工］ ｍ２ 1-44

-815 １．５ｋｇ／ｍ２　仮防水材兼下地調整材　［材工］ ｍ２ 1-45

セメント系防水　＜公表価格＞ 256頁1表

セメント系防水　オリジンテックス　５０２工法

L6150-0008 -010 露出防水工法　屋上　ベランダ等　［材工］ ｍ２ 1-01

セメント系防水　オリジンテックス　７０２工法

L6150-0008 -020 地下受水槽　浄化槽　［材工］ ｍ２ 1-02

セメント系防水　シリカリ白化抑止工法

L6150-0017 -010 コンクリート改質材　遮水材入り　１回塗　［材工］ ｍ２ 1-03

セメント系防水　シリカリ塗布判定工法

L6150-0017 -020 コンクリート改質材　遮水材入り　２回塗　［材工］ ｍ２ 1-04

セメント系防水　シリカリ防水工法

L6150-0017 -030 コンクリート改質材　１回塗　［材工］ ｍ２ 1-05

セメント系防水　セレタック　Ａ－１工法

L6150-0108 -030 日本建築学会仕様　サッシ回り他　［材工］ ｍ２ 1-06

セメント系防水　セレタック　Ｂ－１工法

L6150-0108 -040 日本建築学会仕様　地下内外壁　水槽類他　［材工］ ｍ２ 1-07

セメント系防水　ビッグサン　ＲＢ－６

L6150-0014 -010 屋上等　ビッグサントップ仕上　［材工］ ｍ２ 1-08

セメント系防水　ビッグサン　ＧＲＧ

L6150-0014 -015 高圧地下防水用　保護材仕上　［材工］ ｍ２ 1-09

セメント系防水　ビッグサン　ＲＡ－４

L6150-0014 -040 軽歩行・ベランダ用　ビッグサントップ仕上［材工］ ｍ２ 1-10

セメント系防水　スーパーフレックス　Ｄ２－Ｂ１

L6150-0036 -010 日本建築学会ポリマーセメント系Ｂ適合仕様［材工］ ｍ２ 1-11

セメント系防水　スーパーフレックス　Ｄ２－Ｂ２

L6150-0036 -020 防食下地防水仕様　［材工］ ｍ２ 1-12

セメント系防水　スーパーフレックス　Ｄ２－Ｂ３

L6150-0036 -030 高耐久性仕様　［材工］ ｍ２ 1-13

セメント系防水　アクアプルーフ４０Ｊ／４０ＪＰ

L6150-0016 -010 水性シラン系浸透型吸水防止剤　高耐久用　［材工］ ｍ２ 1-14

セメント系防水　アクアプルーフ２０Ｊ／２０ＪＰ

L6150-0016 -020 水性シラン系浸透型吸水防止剤　汎用　［材工］ ｍ２ 1-15

セメント系防水　セルコート

L6150-0019 -010 地下構造物防水　無機質浸透性　［材工］ ｍ２ 1-16

セメント系防水　ナルファルトＣ

L6150-0020 -030 厚３０ｍｍ　アスファルト系　［材工］ ｍ２ 1-17

セメント系防水　Ｓクリートガード

L6150-0038 -010 浸透性シラン・シロキサン系撥水材　［材工］ ｍ２ 1-18

セメント系防水　セミガード　Ｋ

L6150-0039 -010 弾性防水　コテ塗り用　［材工］ ｍ２ 1-19

セメント系防水　セミガード　ＨＰトップＳ

L6150-0039 -030 トップコート（軽歩行用）　［材工］ ｍ２ 1-20

セメント系防水　ＲＣガーデックス　塩害用Ａ工法

L6150-0040 -110 塩害抑制　［材工］ ｍ２ 1-21

セメント系防水　ＲＣガーデックス　防水用

L6150-0040 -120 防水・エフロ抑制　［材工］ ｍ２ 1-22

セメント系防水　ＲＣガーデックス　養生用

L6150-0040 -130 ヘアークラック抑制　［材工］ ｍ２ 1-23

セメント系防水　ＲＣガーデックス　タイル外壁用

L6150-0040 -140 タイル目地・下地の改質　［材工］ ｍ２ 1-24

セメント系防水　ＲＣガーデックス　ＣＶ

L6150-0040 -150 コンクリート劣化抑制　土木用　［材工］ ｍ２ 1-25

セメント系防水　ＲＣガーデックス　抗菌・防カビ用

L6150-0040 -160 コンクリート抗菌・防カビ　［材工］ ｍ２ 1-26

セメント系防水　ＲＣガーデックス　Ｌｉ

L6150-0040 -170 コンクリート劣化抑制　リチウム配合　［材工］ ｍ２ 1-27

セメント系防水　ＲＣガーデックス　高炉用

L6150-0040 -180 高炉セメントコンクリート用　１回塗　［材工］ ｍ２ 1-28

セメント系防水　ＲＣガーデックス　ＰＲＯＴＥＣＴ

L6150-0040 -010 表面保護用Ｃｏ劣化抑制　耐摩耗性向上つや有　材工 ｍ２ 1-29

-020 表面強化用　耐摩耗性向上つや有　［材工］ ｍ２ 1-30

セメント系防水　ＲＣガーデックス　防錆強化剤

L6150-0040 -210 鉄筋防錆　［材工］ ｍ２ 1-31

セメント系防水　ハイドロモルタルＥＸ

L6150-0024 -010 塗布型浸透性防水材　［材工］ ｍ２ 1-32

セメント系防水　ザイペックス塗布吹付工法

L6150-0010 -010 １．２ｋｇ／ｍ２使用　［材工］ ｍ２ 1-33

セメント系防水　ザイペックスリキッドペネトレート

L6150-0010 -110 塗布吹付工法　０．２ｋｇ／ｍ２使用　［材工］ ｍ２ 1-34

セメント系防水　＜公表価格＞ 257頁1表

セメント系防水　バンデックス　ＢＥ－２工法

L6150-0028 -010 トイレ・浴室などの低水圧部位　［材工］ ｍ２ 1-01

セメント系防水　バンデックス　ＢＥ－４工法

L6150-0028 -020 水槽・地下外壁などの高水圧部位　［材工］ ｍ２ 1-02

セメント系防水　バンデックス　ＢＥ－６工法

L6150-0028 -030 水槽・地下外壁などの高水圧部位　［材工］ ｍ２ 1-03

セメント系防水　バンデックス　ＢＥ－６Ｃ工法

L6150-0028 -130 水槽・地下外壁などの高水圧部位　［材工］ ｍ２ 1-04
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セメント系防水　ボース防水剤　ＡＢ工法

L6150-0030 -010 厚３０ｍｍ　一般陸屋根　［材工］ ｍ２ 1-05

セメント系防水　マノール防水剤

L6150-0032 -025 厚３０ｍｍ　モルタル防水　床面　［材工］ ｍ２ 1-06

セメント系防水　マノールベンディ　ＭＰＡ－１工法

L6150-0032 -115 厚０．８ｍｍポリマーセメント系塗膜防水　［材工］ ｍ２ 1-07

セメント系防水　エクセルテックス　１０１

L6150-0033 -010 露出　屋上　ルーフバルコニー　［材工］ ｍ２ 1-08

セメント系防水　エクセルテックス　１０５

L6150-0033 -020 露出　ベランダ　庇　［材工］ ｍ２ 1-09

セメント系防水　エクセルテックス　３０１

L6150-0033 -030 水槽　ピット　地下　［材工］ ｍ２ 1-10
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石工事　花崗岩　乾式金物工法　壁

M1310-1010 -030 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-01

-110 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-02

-120 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-03

-1030 -030 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-04

-110 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-05

-120 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-06

-1050 -030 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-07

-110 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-08

-120 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-09

-1070 -030 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-10

-110 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-11

-120 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-12

石工事　花崗岩　乾式金物工法　柱

M1310-1510 -030 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-13

-110 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-14

-120 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-15

-1530 -030 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-16

-110 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-17

-120 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-18

-1550 -030 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-19

-110 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-20

-120 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-21

-1570 -030 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-22

-110 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-23

-120 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-24

石工事　大理石・ライムストーン　乾式金物工法　壁

M1310-2010 -020 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品　Ｃ ｍ２ 1-25

-110 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ２ 1-26

-120 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ２ 1-27

-2030 -020 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品　Ｃ ｍ２ 1-28

-110 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ２ 1-29

-120 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ２ 1-30

石工事　大理石・ライムストーン　乾式金物工法　柱

M1310-2510 -020 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品　Ｃ ｍ２ 1-31

-110 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ２ 1-32

-120 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ２ 1-33

-2530 -020 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品　Ｃ ｍ２ 1-34

-110 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ２ 1-35

-120 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ２ 1-36

石工事　空積工法 262頁1表

石工事　花崗岩　空積工法　壁

M1310-3010 -030 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-01

-110 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-02

-120 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-03

-3030 -030 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-04

-110 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-05

-120 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-06

-3050 -030 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-07

-110 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-08

-120 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-09

-3070 -030 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-10

-110 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-11

-120 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-12

-3090 -030 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-13

-110 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-14

-120 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-15

石工事　花崗岩　空積工法　柱

M1310-3510 -030 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-16

-110 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-17

-120 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-18

-3530 -030 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-19

-110 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-20

-120 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-21

-3550 -030 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-22

-110 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-23

-120 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-24

-3570 -030 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-25

-110 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-26

-120 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-27

-3590 -030 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品　Ｅ ｍ２ 1-28

-110 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-29

-120 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-30

石工事　大理石・ライムストーン　空積工法　壁

M1310-4010 -020 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品　Ｃ ｍ２ 1-31

-110 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ２ 1-32

-120 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ２ 1-33

-4030 -020 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品　Ｃ ｍ２ 1-34

-110 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ２ 1-35

-120 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ２ 1-36

-4050 -020 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品　Ｃ ｍ２ 1-37

-110 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ２ 1-38

-120 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ２ 1-39

石工事　大理石・ライムストーン　空積工法　柱

M1310-4510 -020 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品　Ｃ ｍ２ 1-40

-110 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ２ 1-41

-120 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ２ 1-42

-4530 -020 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品　Ｃ ｍ２ 1-43

-110 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ２ 1-44

-120 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ２ 1-45

-4550 -020 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品　Ｃ ｍ２ 1-46

-110 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ２ 1-47

-120 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ２ 1-48

石工事　湿式工法 264頁1表

石工事　花崗岩　床

M1310-5011 -110 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-01

-120 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-02

-5012 -110 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-03

-120 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-04

-5013 -110 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-05

-120 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-06

石工事　花崗岩　甲板

M1310-5021 -110 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ２ 1-07

-120 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ２ 1-08

石工事　花崗岩　棚板

M1310-5031 -110 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ 1-09

-120 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ 1-10

石工事　花崗岩　段石（ムク石）

M1310-5041 -110 １６０×３４０ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｆ ｍ 1-11

-120 １６０×３４０ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｇ ｍ 1-12

石工事　花崗岩　段石（貼石）

M1310-5051 -110 厚２５　１６０×３４０ｍｍ（バーナー）並級品　Ｆ ｍ 1-13

-120 厚２５　１６０×３４０ｍｍ（バーナー）並級品　Ｇ ｍ 1-14

石工事　花崗岩　縁石

M1310-5061 -110 １２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ 1-15

-120 １２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ 1-16

-5062 -110 １２０×１５０ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｆ ｍ 1-17

-120 １２０×１５０ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｇ ｍ 1-18

石工事　花崗岩　幅木（直）

M1310-5071 -110 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ 1-19

-120 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ 1-20

石工事　花崗岩　ささら幅木

M1310-5081 -110 ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ 1-21

-120 ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ 1-22

石工事　花崗岩　稲妻幅木

M1310-5091 -110 ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ 1-23

-120 ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ 1-24

石工事　花崗岩　ささら桁

M1310-5101 -110 ２５×４００ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ 1-25

-120 ２５×４００ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ 1-26

石工事　花崗岩　階段ボーダー

M1310-5111 -110 ２５×１００ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ 1-27

-120 ２５×１００ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ 1-28

石工事　花崗岩　踏み面

M1310-5121 -110 ２５×３００ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｆ ｍ 1-29

-120 ２５×３００ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｇ ｍ 1-30

-5122 -110 ３０×３００ｍｍ（叩き）　並級品　Ｆ ｍ 1-31

-120 ３０×３００ｍｍ（叩き）　並級品　Ｇ ｍ 1-32

石工事　花崗岩　蹴込み面

M1310-5131 -110 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ 1-33

-120 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ 1-34

-5132 -110 ２５×１５０ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｆ ｍ 1-35

-120 ２５×１５０ｍｍ（バーナー）　並級品　Ｇ ｍ 1-36

石工事　花崗岩　笠石

M1310-5141 -110 ２０×１２０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｆ ｍ 1-37

-120 ２０×１２０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｇ ｍ 1-38
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石工事　大理石・ライムストーン　床

M1310-6011 -110 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ２ 1-01

-120 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ２ 1-02

-6012 -110 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ２ 1-03

-120 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ２ 1-04

石工事　大理石・ライムストーン　甲板

M1310-6021 -110 厚３０ｍｍ（磨き）　並級品　Ｄ ｍ２ 1-05

-120 厚３０ｍｍ（磨き）　並級品　Ｅ ｍ２ 1-06

石工事　大理石・ライムストーン　棚板

－15－

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表



M1310-6031 -110 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ 1-07

-120 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ 1-08

石工事　大理石・ライムストーン　幅木（直）

M1310-6051 -110 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ 1-09

-120 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ 1-10

石工事　大理石・ライムストーン　ささら幅木

M1310-6061 -110 ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ 1-11

-120 ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ 1-12

石工事　大理石・ライムストーン　稲妻幅木

M1310-6071 -110 ２０×１００ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ 1-13

-120 ２０×１００ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ 1-14

石工事　大理石・ライムストーン　ささら桁

M1310-6081 -110 ２５×４００ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ 1-15

-120 ２５×４００ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ 1-16

石工事　大理石・ライムストーン　階段ボーダー

M1310-6091 -110 ２５×１００ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ 1-17

-120 ２５×１００ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ 1-18

石工事　大理石・ライムストーン　笠石

M1310-6101 -110 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｄ ｍ 1-19

-120 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品　Ｅ ｍ 1-20

床タイル張り　標準品 272頁1表

床タイル張り　Ⅰ類（磁器質相当）床タイル　圧着張

M5120-1015 -100 １００角　シート　無釉　塗り目地　［材工］ ｍ２ 1-01

-150 １５０角　平　無釉　塗り目地　［材工］ ｍ２ 1-02

-210 ２００角　平　無釉　塗り目地　［材工］ ｍ２ 1-03

床タイル張り　Ⅰ類（磁器質相当）階段用　圧着張

M5140-1015 -112 １００×１００　垂付段鼻　無釉　塗り目地［材工］ ｍ 1-04

-232 １５０×１５０　垂付段鼻　無釉　塗り目地［材工］ ｍ 1-05

大型タイル張り　Ⅰ類（磁器質相当）　床タイル

M5120-3015 -130 ３００角　平　無釉　塗り目地　［材工］ ｍ２ 1-06

床タイル張り　Ⅰ類（磁器質相当）床タイル　圧着張

M5120-6015 -100 １００角　シート　無釉　一本目地　［材工］ ｍ２ 1-07

-150 １５０角　平　無釉　一本目地　［材工］ ｍ２ 1-08

-210 ２００角　平　無釉　一本目地　［材工］ ｍ２ 1-09

床タイル張り　Ⅰ類（磁器質相当）階段用　圧着張

M5140-6015 -112 １００×１００　垂付段鼻　無釉　一本目地［材工］ ｍ 1-10

-232 １５０×１５０　垂付段鼻　無釉　一本目地［材工］ ｍ 1-11

大型タイル張り　Ⅰ類（磁器質相当）　床タイル

M5120-8015 -130 ３００角　平　無釉　一本目地　［材工］ ｍ２ 1-12

床タイル張り　歩道用スロープタイル張り

M5150-1010 -010 Ⅰ類（磁器質相当）１００角　無釉　［材工］ ｍ２ 1-13

-020 Ⅰ類（磁器質相当）１５０角　無釉　［材工］ ｍ２ 1-14

床タイル張り　視覚障害者用床タイル張り

M5150-1210 -140 Ⅰ類（磁器質相当）３００角　無釉　［材工］ ｍ２ 1-15

内装壁タイル張り　標準品 272頁2表

内装壁タイル張り　Ⅲ類（陶器質相当）　接着剤張り

M5220-2015 -100 １００角　平　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ２ 1-01

-102 １００角　片面取　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ 1-02

-104 １００角　内幅木　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ 1-03

-150 １５０角　平　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ２ 1-04

-152 １５０角　片面取　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ 1-05

-200 ２００角　平　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ２ 1-06

-202 ２００角　片面取　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ 1-07

外装壁タイル張り　標準品 274頁1表

外装壁タイル張り　Ⅰ類（磁器質相当）改良圧着張

M5310-3020 -210 二丁掛　平　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ２ 1-01

-220 二丁掛　標準曲　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ 1-02

-230 二丁掛　屏風曲　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ 1-03

外装壁タイル張り　Ⅱ類（せっ器質相当）改良圧着張

M5320-3020 -210 二丁掛　平　無釉　塗り目地　［材工］ ｍ２ 1-04

-220 二丁掛　標準曲　無釉　塗り目地　［材工］ ｍ 1-05

-230 二丁掛　屏風曲　無釉　塗り目地　［材工］ ｍ 1-06

外装壁タイル張り　Ⅰ類（磁器質相当）改良圧着張

M5310-3320 -210 二丁掛　平　施釉　一本目地　［材工］ ｍ２ 1-07

-220 二丁掛　標準曲　施釉　一本目地　［材工］ ｍ 1-08

-230 二丁掛　屏風曲　施釉　一本目地　［材工］ ｍ 1-09

外装壁タイル張り　Ⅱ類（せっ器質相当）改良圧着張

M5320-3320 -210 二丁掛　平　無釉　一本目地　［材工］ ｍ２ 1-10

-220 二丁掛　標準曲　無釉　一本目地　［材工］ ｍ 1-11

-230 二丁掛　屏風曲　無釉　一本目地　［材工］ ｍ 1-12

外装壁タイル張り　Ⅰ類（磁器質相当）　密着張

M5310-4025 -210 二丁掛　平　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ２ 1-13

-220 二丁掛　標準曲　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ 1-14

-230 二丁掛　屏風曲　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ 1-15

外装壁タイル張り　Ⅱ類（せっ器質相当）　密着張

M5320-4025 -210 二丁掛　平　無釉　塗り目地　［材工］ ｍ２ 1-16

-220 二丁掛　標準曲　無釉　塗り目地　［材工］ ｍ 1-17

-230 二丁掛　屏風曲　無釉　塗り目地　［材工］ ｍ 1-18

外装壁モザイクタイル張り　Ⅰ類（磁器質相当）

M5330-1025 -150 ５０ｍｍ角　平　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ２ 1-19

-160 ５０ｍｍ角　９０°曲　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ 1-20

-155 ５０ｍｍ角二丁　平　施釉　塗り目地　［材工］ ｍ２ 1-21

-165 ５０ｍｍ角二丁　９０°曲　施釉　塗り目地［材工］ ｍ 1-22

-170 ５０ｍｍ角二丁９０°屏風曲　施釉　塗り目地　材工 ｍ 1-23

タイル洗い費 274頁2表

床タイル洗い　［材工］

M5810-1000 -110 酸洗い（竣工前） ｍ２ 1-01

内装壁タイル洗い　［材工］

M5810-2000 -110 酸洗い（竣工前） ｍ２ 1-02

外装壁タイル洗い　［材工］

M5810-3000 -110 酸洗い（竣工前） ｍ２ 1-03

木工事 278頁1表

木工事　床部　床下地張り

N1110-1010 -030 ラワン合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚１２ｍｍ ｍ２ 1-01

-040 ラワン合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚１５ｍｍ ｍ２ 1-02

-1020 -030 ラワン合板（２類）　Ｆ☆☆☆☆　厚１２ｍｍ ｍ２ 1-03

-040 ラワン合板（２類）　Ｆ☆☆☆☆　厚１５ｍｍ ｍ２ 1-04

木工事　壁部　間仕切軸組

N1140-1000 -010 米ツガ１等　大壁　高２８００ｍｍ ｍ２ 1-05

-020 杉１等　大壁　高２８００ｍｍ ｍ２ 1-06

-1010 -010 米ツガ１等　真壁　高２８００ｍｍ ｍ２ 1-07

-020 杉１等　真壁　高２８００ｍｍ ｍ２ 1-08

木工事　壁部　胴縁組

N1150-1000 -010 米ツガ１等　木製軸組面　タイプＡ ｍ２ 1-09

-020 米ツガ１等　木製軸組面　タイプＢ ｍ２ 1-10

-030 米ツガ１等　木製軸組面　タイプＣ ｍ２ 1-11

-110 杉１等　木製軸組面　タイプＡ ｍ２ 1-12

-120 杉１等　木製軸組面　タイプＢ ｍ２ 1-13

-130 杉１等　木製軸組面　タイプＣ ｍ２ 1-14

-2000 -040 米ツガ１等　コンクリート面　格子組　タイプＤ ｍ２ 1-15

-140 杉１等　コンクリート面　格子組　タイプＤ ｍ２ 1-16

-050 米ツガ１等　コンクリート面　タイプＥ ｍ２ 1-17

-150 杉１等　コンクリート面　タイプＥ ｍ２ 1-18

木工事　壁部　下地張り

N1160-1010 -020 ラワン合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ ｍ２ 1-19

-030 ラワン合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚９ｍｍ ｍ２ 1-20

-1020 -020 ラワン合板（２類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ ｍ２ 1-21

-030 ラワン合板（２類）　Ｆ☆☆☆☆　厚９ｍｍ ｍ２ 1-22

木工事　壁部　天然木化粧合板張り

N1160-2010 -010 Ｆ☆☆☆☆　厚４ｍｍ ｍ２ 1-23

-020 Ｆ☆☆☆☆　厚５ｍｍ ｍ２ 1-24

木工事　壁部　上り框

N1178-0200 -115 タモ集成材　幅９０×１５０ｍｍ ｍ 1-25

木工事 280頁1表

木工事　壁部　窓、出入口枠

N1182-0100 -210 スプルース　幅１００×４０ｍｍ ｍ 1-01

-212 スプルース　幅１２０×４０ｍｍ ｍ 1-02

-215 スプルース　幅１５０×４０ｍｍ ｍ 1-03

-310 スプルース　幅１００×２５ｍｍ ｍ 1-04

-312 スプルース　幅１２０×２５ｍｍ ｍ 1-05

-1100 -210 杉　幅１００×４０ｍｍ ｍ 1-06

-212 杉　幅１２０×４０ｍｍ ｍ 1-07

-215 杉　幅１５０×４０ｍｍ ｍ 1-08

-310 杉　幅１００×２５ｍｍ ｍ 1-09

-312 杉　幅１２０×２５ｍｍ ｍ 1-10

木工事　壁部　額縁

N1190-0100 -104 スプルース　４０×３０ｍｍ ｍ 1-11

-204 米ツガ　４０×３０ｍｍ ｍ 1-12

-304 杉　４０×３０ｍｍ ｍ 1-13

木工事　壁部　幅木

N1186-0100 -206 米ツガ　高６０ｍｍ ｍ 1-14

-210 米ツガ　高１００ｍｍ ｍ 1-15

-306 集成材（既製品）　高６０ｍｍ ｍ 1-16

木工事　壁部　敷居

N1260-0100 -110 米ツガ　１００×４０ｍｍ ｍ 1-17

-150 杉　１００×４０ｍｍ ｍ 1-18

木工事　壁部　畳寄せ

N1290-0100 -110 米ツガ　３５×５５ｍｍ ｍ 1-19

-140 杉　３０×４０ｍｍ ｍ 1-20

木工事　壁部　雑巾摺

N1197-0100 -115 米ツガ　１５×１０ｍｍ ｍ 1-21

-215 杉　１５×１０ｍｍ ｍ 1-22

木工事　壁部　カーテンボックス

N1250-0100 -215 スプルース　１５０×１００×２４ｍｍ ｍ 1-23

木工事　天井部　合板張り

N1210-0110 -020 ラワン合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ ｍ２ 1-24

-0120 -020 ラワン合板（２類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ ｍ２ 1-25

木工事　天井部　天井廻り縁
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N1230-0100 -203 米ツガ　３０×３０ｍｍ ｍ 1-26

-204 米ツガ　４０×４０ｍｍ ｍ 1-27

-303 杉　３０×３０ｍｍ ｍ 1-28

-304 杉　４０×４０ｍｍ ｍ 1-29

木工事　押入れ

N1294-0100 -110 米ツガ　１間用　高２３００×奥行９００　天袋共 個所 1-30

-120 杉　１間用　高２３００×奥行９００　天袋共 個所 1-31

-215 米ツガ　半間用　高２３００×奥行９００　天袋共 個所 1-32

-225 杉　半間用　高２３００×奥行９００　天袋共 個所 1-33

木工事 282頁1表

木工事　床部　床下地（畳下）　［手間］

N1020-1020 -112 ラワン合板程度　突付け張り　厚１２ｍｍ ｍ２ 1-01

木工事　壁部　間仕切軸組　［手間］

N1020-2010 -109 大壁　高２８００　柱　９０×９０ｍｍ ｍ２ 1-02

-111 大壁　高２８００　柱　９０×４５ｍｍ ｍ２ 1-03

-117 真壁　高２８００　間柱　７５×３０ｍｍ ｍ２ 1-04

木工事　壁部　胴縁組　［手間］

N1020-2015 -145 木製軸組面　タイプＡ ｍ２ 1-05

-245 コンクリート面　木れんが共　タイプＤ ｍ２ 1-06

木工事　壁部　合板下地張り　［手間］

N1020-2025 -105 ラワン合板　軸組別途　厚５．５ｍｍ ｍ２ 1-07

木工事　壁部　上り框　［手間］

N1020-2045 -150 幅９０×１５０ｍｍ程度 ｍ 1-08

木工事　壁部　出入口枠　［手間］

N1020-2030 -120 片開き　幅９００×高２０００ｍｍ　沓ずり共 個所 1-09

-125 片開き　幅９００×高２５００ｍｍ　沓ずり共 個所 1-10

-220 両開き　幅１８００×高２０００ｍｍ　沓ずり共 個所 1-11

-225 両開き　幅１８００×高２５００ｍｍ　沓ずり共 個所 1-12

木工事　壁部　窓枠　［手間］

N1020-2035 -112 引違い窓　１８００×１２００ｍｍ程度 個所 1-13

木工事　壁部　額縁　［手間］

N1020-2040 -110 窓、出入口など ｍ 1-14

木工事　壁部　幅木　［手間］

N1020-2050 -010 高６０ｍｍ程度 ｍ 1-15

木工事　壁部　敷居　［手間］

N1020-2055 -010 １００×４０ｍｍ程度 ｍ 1-16

木工事　壁部　畳寄せ　［手間］

N1020-2060 -010 ３５×５５ｍｍ程度 ｍ 1-17

木工事　天井部　合板張り　［手間］

N1020-3015 -104 ラワン合板　厚４ｍｍ ｍ２ 1-18

木工事　天井部　廻り縁　［手間］

N1020-3020 -130 ３０×３０ｍｍ ｍ 1-19

-140 ４０×４０ｍｍ ｍ 1-20

木工事　押入れ　［手間］

N1020-5010 -110 １間用　天袋・中段・框・壁合板共　敷居・鴨居別途 個所 1-21

-115 半間用　天袋・中段・框・壁合板共　敷居・鴨居別途 個所 1-22

屋根及びとい工事 286頁1表

屋根工事　下ぶき　アスファルトルーフィング９４０

N4010-1010 -010 ＪＩＳ　Ａ　６００５ ｍ２ 1-01

屋根工事　下ぶき　改質アスファルトルーフィング

N4010-1020 -010 改質アスファルト（ゴムアス）ルーフィング ｍ２ 1-02

金属屋根工事　折板ぶき　重ね式　カラーガルバ鋼板

N4310-0108 -015 山高８５ｍｍ程度　厚０．６ｍｍ　働き幅６００ｍｍ ｍ２ 1-03

-025 山高８５ｍｍ程度　厚０．８ｍｍ　働き幅６００ｍｍ ｍ２ 1-04

-0115 -015 山高１５０ｍｍ程度　厚０．６ｍｍ働き幅５００ｍｍ ｍ２ 1-05

-025 山高１５０ｍｍ程度　厚０．８ｍｍ働き幅５００ｍｍ ｍ２ 1-06

-0117 -010 山高１７０ｍｍ程度　厚０．８ｍｍ働き幅３００ｍｍ ｍ２ 1-07

-020 山高１７０ｍｍ程度　厚１．０ｍｍ働き幅３００ｍｍ ｍ２ 1-08

金属屋根工事　折板ぶき　はぜ式　カラーガルバ鋼板

N4320-2016 -010 山高１６０ｍｍ程度　厚０．８ｍｍ働き幅５００ｍｍ ｍ２ 1-09

-020 山高１６０ｍｍ程度　厚１．０ｍｍ働き幅５００ｍｍ ｍ２ 1-10

-2017 -010 山高１７０ｍｍ程度　厚０．８ｍｍ働き幅３３３ｍｍ ｍ２ 1-11

-020 山高１７０ｍｍ程度　厚１．０ｍｍ働き幅３３３ｍｍ ｍ２ 1-12

金属屋根工事　心木なし瓦棒ぶき　カラーガルバ鋼板

N4210-0010 -315 厚０．３５ｍｍ　通し吊子　鉄下地働き幅４２０ｍｍ ｍ２ 1-13

-325 厚０．４ｍｍ　通し吊子　鉄下地働き幅４２０ｍｍ ｍ２ 1-14

屋根工事　折板役物取付　タイトフレーム　重ね式

N4330-1000 -085 亜鉛めっき鋼板　山高８５ｍｍ用程度 ｍ 1-15

-150 亜鉛めっき鋼板　山高１５０ｍｍ用程度 ｍ 1-16

-175 亜鉛めっき鋼板　山高１７０ｍｍ用程度 ｍ 1-17

屋根工事　折板役物取付　タイトフレーム　はぜ式

N4330-2000 -160 亜鉛めっき鋼板　山高１６０ｍｍ用程度 ｍ 1-18

-170 亜鉛めっき鋼板　山高１７０ｍｍ用程度 ｍ 1-19

屋根工事　折板役物取付　軒先面戸　重ね式

N4340-1010 -010 カラーガルバリウム鋼板　山高８５ｍｍ用程度 ｍ 1-20

-020 カラーガルバリウム鋼板　山高１５０ｍｍ用程度 ｍ 1-21

-030 カラーガルバリウム鋼板　山高１７０ｍｍ用程度 ｍ 1-22

屋根工事　折板役物取付　軒先面戸　はぜ式

N4340-2010 -010 カラーガルバリウム鋼板　山高１６０ｍｍ用程度 ｍ 1-23

-020 カラーガルバリウム鋼板　山高１７０ｍｍ用程度 ｍ 1-24

屋根工事　折板役物取付　水止面戸　重ね式

N4350-3010 -010 カラーガルバリウム鋼板　山高８５ｍｍ用程度 ｍ 1-25

-020 カラーガルバリウム鋼板　山高１５０ｍｍ用程度 ｍ 1-26

-030 カラーガルバリウム鋼板　山高１７０ｍｍ用程度 ｍ 1-27

屋根工事　折板役物取付　水止面戸　はぜ式

N4350-3010 -040 カラーガルバリウム鋼板　山高１６０ｍｍ用程度 ｍ 1-28

-050 カラーガルバリウム鋼板　山高１７０ｍｍ用程度 ｍ 1-29

屋根及びとい工事 288頁1表

屋根工事　折板役物取付　軒先フレーム　重ね式

N4355-1010 -010 カラーガルバリウム鋼板　山高８５ｍｍ用程度 ｍ 1-01

-020 カラーガルバリウム鋼板　山高１５０ｍｍ用程度 ｍ 1-02

-030 カラーガルバリウム鋼板　山高１７０ｍｍ用程度 ｍ 1-03

屋根工事　折板役物取付　軒先フレーム　はぜ式

N4355-2010 -010 カラーガルバリウム鋼板　山高１６０ｍｍ用程度 ｍ 1-04

-020 カラーガルバリウム鋼板　山高１７０ｍｍ用程度 ｍ 1-05

屋根工事　折板役物取付　棟包み　重ね式

N4360-1010 -010 カラーガルバリウム鋼板　山高８５ｍｍ用程度 ｍ 1-06

-020 カラーガルバリウム鋼板　山高１５０ｍｍ用程度 ｍ 1-07

-030 カラーガルバリウム鋼板　山高１７０ｍｍ用程度 ｍ 1-08

屋根板金工事　棟包み

N8620-0100 -403 カラーガルバ鋼板　厚０．３５ｍｍ　糸幅３００ｍｍ ｍ 1-09

-404 カラーガルバ鋼板　厚０．４ｍｍ　糸幅３００ｍｍ ｍ 1-10

屋根板金工事　水切り、雨押え

N8622-0100 -415 カラーガルバ鋼板　厚０．３５ｍｍ　糸幅１５０ｍｍ ｍ 1-11

-430 カラーガルバ鋼板　厚０．３５ｍｍ　糸幅３００ｍｍ ｍ 1-12

-445 カラーガルバ鋼板　厚０．３５ｍｍ　糸幅４５５ｍｍ ｍ 1-13

屋根板金工事　谷どい

N8618-0100 -330 カラーガルバ鋼板　厚０．４ｍｍ　糸幅３００ｍｍ ｍ 1-14

-345 カラーガルバ鋼板　厚０．４ｍｍ　糸幅４５５ｍｍ ｍ 1-15

-391 カラーガルバ鋼板　厚０．４ｍｍ　糸幅９１４ｍｍ ｍ 1-16
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とい工事　軒どい

N8610-0121 -120 大型角どい（塩ビ製）　前高１２０型 ｍ 1-01

-150 大型角どい（塩ビ製）　前高１５０型 ｍ 1-02

-180 大型角どい（塩ビ製）　前高１８０型 ｍ 1-03

-200 大型角どい（塩ビ製）　前高２００型 ｍ 1-04

-0122 -120 大型角どい（塩ビ製）　折板１２０型 ｍ 1-05

-151 大型角どい（塩ビ製）　折板１５０型① ｍ 1-06

-152 大型角どい（塩ビ製）　折板１５０型② ｍ 1-07

-200 大型角どい（塩ビ製）　折板２００型 ｍ 1-08

とい工事　たてどい

N8614-0100 -450 ＶＵ管　継手共　呼径６５Ａ ｍ 1-09

-375 ＶＵ管　継手共　呼径７５Ａ ｍ 1-10

-400 ＶＵ管　継手共　呼径１００Ａ ｍ 1-11

-425 ＶＵ管　継手共　呼径１２５Ａ ｍ 1-12

-565 ＶＰ管　継手共　呼径６５Ａ ｍ 1-13

-575 ＶＰ管　継手共　呼径７５Ａ ｍ 1-14

-600 ＶＰ管　継手共　呼径１００Ａ ｍ 1-15

-625 ＶＰ管　継手共　呼径１２５Ａ ｍ 1-16

とい工事　集水器

N8615-0100 -300 塩ビ大ます　角形　２５０×３００ｍｍ 個所 1-17

とい工事　下部養生管

N8626-0100 -080 白ガス管　呼径８０Ａ×１８００ｍｍ 本 1-18

-100 白ガス管　呼径１００Ａ×１８００ｍｍ 本 1-19

-125 白ガス管　呼径１２５Ａ×１８００ｍｍ 本 1-20
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粘土系瓦他　コロニアルグラッサ

N4911-2450 -010 切妻　標準色　標準施工　３～５寸　［材工］ ｍ２ 1-01

-020 寄棟　標準色　標準施工　３～５寸　［材工］ ｍ２ 1-02

粘土系瓦他　コロニアル遮熱グラッサ

N4911-2450 -110 切妻　標準色　標準施工　３～５寸　［材工］ ｍ２ 1-03

-120 寄棟　標準色　標準施工　３～５寸　［材工］ ｍ２ 1-04

粘土系瓦他　コロニアルクァッド

N4911-2450 -210 切妻　標準色　標準施工　３～５寸　［材工］ ｍ２ 1-05

-220 寄棟　標準色　標準施工　３～５寸　［材工］ ｍ２ 1-06

粘土系瓦他　セイバリーグランデグラッサ

N4911-2450 -310 切妻　標準色　標準施工　３～５寸　［材工］ ｍ２ 1-07

-320 寄棟　標準色　標準施工　３～５寸　［材工］ ｍ２ 1-08

粘土系瓦他　ＲＯＯＧＡ雅

N4911-2450 -410 切妻　標準色　標準施工（平部）　４～６寸［材工］ ｍ２ 1-09

-420 寄棟　標準色　標準施工（平部）　４～６寸［材工］ ｍ２ 1-10

粘土系瓦他　ＲＯＯＧＡ鉄平　［材工］

N4911-2450 -510 切妻　標準色　標準施工（平部）　４～６寸 ｍ２ 1-11

-520 寄棟　標準色　標準施工（平部）　４～６寸　差棟 ｍ２ 1-12

-530 寄棟　標準色　標準施工（平部）　４～６寸　隅棟 ｍ２ 1-13

粘土系瓦他　エース
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N4911-0210 -110 切妻　標準色　標準施工法　４～５寸　［材工］ ｍ２ 1-14

-115 寄棟　標準色　標準施工法　４～５寸　［材工］ ｍ２ 1-15

粘土系瓦他　スーパートライ１１０タイプⅠ

N4911-0244 -010 切妻　標準色　標準施工法　４～５寸　［材工］ ｍ２ 1-16

-020 寄棟　標準色　標準施工法　４～５寸　［材工］ ｍ２ 1-17

粘土系瓦他　スーパートライ１１０タイプⅠＰｌｕｓ

N4911-0244 -050 切妻　標準色　標準施工法　２～５寸　［材工］ ｍ２ 1-18

-060 寄棟　標準色　標準施工法　２～５寸　［材工］ ｍ２ 1-19

粘土系瓦他　スーパートライ１１０タイプⅢ

N4911-0244 -110 切妻　標準色　標準施工法　３～５寸　［材工］ ｍ２ 1-20

-120 寄棟　標準色　標準施工法　３～５寸　［材工］ ｍ２ 1-21

粘土系瓦他　スーパートライ１１０スマート

N4911-0244 -150 切妻　標準色　標準施工法　２．５～５寸　［材工］ ｍ２ 1-22

-160 寄棟　標準色　標準施工法　２．５～５寸　［材工］ ｍ２ 1-23

粘土系瓦他　スーパートライ１１０サンレイ

N4911-0244 -210 切妻　標準色　標準施工法　４～５寸　［材工］ ｍ２ 1-24

-220 寄棟　標準色　標準施工法　４～５寸　［材工］ ｍ２ 1-25

粘土系瓦他　Ｊ形陶器瓦

N4911-8153 -020 切妻　標準色　４～６寸　［材工］ ｍ２ 1-26

-010 寄棟　標準色　４～６寸　［材工］ ｍ２ 1-27

粘土系瓦他　スーパーＪⅠ・ＪⅡ（防災瓦）

N4911-8156 -010 切妻　標準色　４～５．５寸　［材工］ ｍ２ 1-28

-020 寄棟　標準色　４～５．５寸　［材工］ ｍ２ 1-29

粘土系瓦他　イーグルマキシム

N4911-8157 -010 Ｍ型陶器瓦　切妻　標準色　４～６寸　［材工］ ｍ２ 1-30

-020 Ｍ型陶器瓦　寄棟　標準色　４～６寸　［材工］ ｍ２ 1-31

アスファルトシングル　シングル防水システム

N4911-4712 -125 ＭＷ－０４　２～５寸　［材工］ ｍ２ 1-32

-130 ＭＧ－０１　２．５～５寸　［材工］ ｍ２ 1-33

アスファルトシングル　マルエスシングル

N4911-6620 -020 ＳＮ－５０１　２～５寸　［材工］ ｍ２ 1-34
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金属系屋根　アルアピア

N4911-0950 -010 厚１．２ｍｍ　アルミ押出し形材　［材工］ ｍ２ 1-01

金属系屋根　ケミカラーオーシマメタルＶ１－１１５

N4911-1016 -010 厚０．５ｍｍ　Ｖアングル　［材工］ ｍ２ 1-02

金属系屋根　ケミカラーオーシマメタル　Ｗ－２００

N4911-1016 -020 厚０．６ｍｍ　ワイドリブ　［材工］ ｍ２ 1-03

金属系屋根　ケミカラーオーシマメタル　Ｗ－２５０

N4911-1016 -030 厚０．８ｍｍ　ワイドリブ　［材工］ ｍ２ 1-04

金属系屋根　カクイチタイカルーフ　馳捲５００

N4911-1510 -110 厚０．８ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板　［材工］ ｍ２ 1-05

金属系屋根　カクイチタイカルーフ　Ｗ馳捲６００

N4911-1510 -120 厚０．６ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板　［材工］ ｍ２ 1-06

金属系屋根　カクイチタイカルーフ　ルーフ５００

N4911-1510 -130 厚０．６ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板　［材工］ ｍ２ 1-07

金属系屋根　タイマルーフＭ型　［材工］

N4911-1912 -010 厚０．４ｍｍ　フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 1-08

金属系屋根　タイマルーフＴ型　鉄骨構造用［材工］

N4911-1913 -010 厚０．４ｍｍ　フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 1-09

金属系屋根　カナメルーフ　金属瓦　［材工］

N4911-1918 -010 厚０．４ｍｍ　フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 1-10

金属系屋根　フリーハットⅡ型　［材工］

N4911-1940 -010 厚０．４ｍｍ　フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 1-11

金属系屋根　スタンディングロック　縦長尺［材工］

N4911-1930 -210 厚０．４ｍｍ　フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 1-12

金属系屋根　カナディー　断熱材一体　［材工］

N4911-1928 -110 厚０．４ｍｍ　フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 1-13

金属系屋根　洋瓦王　［材工］

N4911-1950 -010 厚０．４ｍｍ　フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 1-14
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金属系屋根　マッタラールーフ７型　［材工］

N4911-2022 -030 厚０．４ｍｍ　平滑葺き定尺屋根　カラーガルバ鋼板 ｍ２ 1-01

-020 厚０．７ｍｍ　平滑葺き定尺屋根　カラーアルミ ｍ２ 1-02

金属系屋根　元旦ＴＲＸ　［材工］

N4911-2017 -020 厚０．４ｍｍ　縦葺き定尺屋根　カラーガルバ鋼板 ｍ２ 1-03

-030 厚０．７ｍｍ　縦葺き定尺屋根　カラーアルミ ｍ２ 1-04

金属系屋根　断熱ビューティルーフ２型　［材工］

N4911-2021 -110 厚０．５ｍｍ　カラーガルバ　断熱バックアップ材含 ｍ２ 1-05

-210 厚０．５ｍｍ　カラーアルミ　断熱バックアップ材含 ｍ２ 1-06

金属系屋根　元旦スプリングルーフ８５０　［材工］

N4911-2025 -010 厚０．４ｍｍ　横葺き　カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 1-07

金属系屋根　元旦スプリングルーフ８００　［材工］

N4911-2025 -030 厚０．４ｍｍ　横葺き　カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 1-08

金属系屋根　スフィンクスルーフ２型　［材工］

N4911-2026 -010 厚０．４ｍｍ　縦葺き　カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 1-09

金属系屋根　元旦折板Ｇ－１６０　［材工］

N4911-2027 -020 厚０．８ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 1-10

金属系屋根　折版Ｆ２００Ⅱ型

N4911-2610 -208 厚０．８ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板　［材工］ ｍ２ 1-11

金属系屋根　丸馳折版Ⅱ型

N4911-2615 -108 厚０．８ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板　［材工］ ｍ２ 1-12

金属系屋根　丸馳折版ロックⅡ型

N4911-2616 -010 厚０．８ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板　［材工］ ｍ２ 1-13

金属系屋根　瓦棒Ｆ－４０Ｋ

N4911-2620 -210 厚０．４ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板　［材工］ ｍ２ 1-14

金属系屋根　段ルーフ２３０

N4911-2640 -020 厚０．５ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板　［材工］ ｍ２ 1-15

金属系屋根　Ｒ－Ｔ工法　ステンレスシーム溶接工法

N4911-2630 -105 厚０．４ｍｍＳＵＳ４４５Ｊ２露出２Ｄ仕上［材工］ ｍ２ 1-16

-110 厚０．４ｍｍ　ＳＵＳ４４５Ｊ２　カラー　［材工］ ｍ２ 1-17

金属系屋根　パーフェクトルーフ　一文字葺

N4911-4610 -060 厚０．４ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板　［材工］ ｍ２ 1-18

金属系屋根　パーフェクトルーフ　竪平葺

N4911-4610 -070 厚０．４ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板　［材工］ ｍ２ 1-19

金属系屋根　パーフェクトルーフ　菱葺

N4911-4610 -085 厚０．４ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板　［材工］ ｍ２ 1-20

金属系屋根　パーフェクトルーフ　フラット葺

N4911-4610 -095 厚０．４ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板　［材工］ ｍ２ 1-21

金属系屋根　パーフェクトルーフ　ライン葺

N4911-4610 -100 厚０．４ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板　［材工］ ｍ２ 1-22
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金属系屋根　アイルーフ３０

N4911-5110 -020 厚１．０ｍｍ　屋根下地金具止め　［材工］ ｍ２ 1-01

金属系屋根　アイルーフ７５

N4911-5114 -020 厚１．０ｍｍ　屋根下地タイトフレーム止め［材工］ ｍ２ 1-02

-030 厚１．２ｍｍ　屋根下地タイトフレーム止め［材工］ ｍ２ 1-03

金属系屋根　ニスクルーフＬ１４５

N4911-7710 -030 厚０．８ｍｍ　エスジーエル　［材工］ ｍ２ 1-04

-050 厚０．８ｍｍ　ニスクカラーＰｒｏ　［材工］ ｍ２ 1-05

金属系屋根　さいわいルーフ　［材工］

N4911-7510 -410 厚０．４ｍｍ　６型ポリエステル系ガルバリウム鋼板 ｍ２ 1-06

金属系屋根　銅一文字はやぶき

N4911-9430 -010 厚０．３５ｍｍ　１７５型　役物別途　［材工］ ｍ２ 1-07

金属系屋根　銅一文字魁

N4911-9430 -110 厚０．３５ｍｍ　２２７Ａ・Ｂ型　役物別途［材工］ ｍ２ 1-08

金属系屋根　ステン一文字魁

N4911-9430 -210 厚０．３ｍｍ　２２７Ａ・Ｂ型　役物別途　［材工］ ｍ２ 1-09

金属系屋根　遮熱鋼シャダンルーフ２０

N4911-9430 -310 厚０．４ｍｍ　役物別途　［材工］ ｍ２ 1-10

金属系屋根　銅シャダンルーフ２０

N4911-9430 -410 厚０．４ｍｍ　役物別途　［材工］ ｍ２ 1-11

あと施工アンカー工事 298頁1表

あと施工アンカー工事　金属拡張アンカー（めねじ）

S3942-1006 -010 本体打込式　スチール製　Ｍ６　下向打（床） 本 1-01

-020 本体打込式　スチール製　Ｍ６　横向打（壁） 本 1-02

-030 本体打込式　スチール製　Ｍ６　上向打（天井） 本 1-03

-1008 -010 本体打込式　スチール製　Ｍ８　下向打（床） 本 1-04

-020 本体打込式　スチール製　Ｍ８　横向打（壁） 本 1-05

-030 本体打込式　スチール製　Ｍ８　上向打（天井） 本 1-06

-1010 -010 本体打込式　スチール製　Ｍ１０　下向打（床） 本 1-07

-020 本体打込式　スチール製　Ｍ１０　横向打（壁） 本 1-08

-030 本体打込式　スチール製　Ｍ１０　上向打（天井） 本 1-09

-1012 -010 本体打込式　スチール製　Ｍ１２　下向打（床） 本 1-10

-020 本体打込式　スチール製　Ｍ１２　横向打（壁） 本 1-11

-030 本体打込式　スチール製　Ｍ１２　上向打（天井） 本 1-12

-1016 -010 本体打込式　スチール製　Ｍ１６　下向打（床） 本 1-13

-020 本体打込式　スチール製　Ｍ１６　横向打（壁） 本 1-14

-030 本体打込式　スチール製　Ｍ１６　上向打（天井） 本 1-15

-1020 -010 本体打込式　スチール製　Ｍ２０　下向打（床） 本 1-16

-020 本体打込式　スチール製　Ｍ２０　横向打（壁） 本 1-17

-030 本体打込式　スチール製　Ｍ２０　上向打（天井） 本 1-18

-1022 -010 本体打込式　スチール製　Ｍ２２　下向打（床） 本 1-19

-020 本体打込式　スチール製　Ｍ２２　横向打（壁） 本 1-20

-030 本体打込式　スチール製　Ｍ２２　上向打（天井） 本 1-21

あと施工アンカー工事　金属拡張アンカー（差筋）

S3942-2010 -010 スリーブ打込式　鉄筋径Ｄ１０　下向打（床） 本 1-22
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S3942-2010 -020 スリーブ打込式　鉄筋径Ｄ１０　横向打（壁） 本 1-23

-030 スリーブ打込式　鉄筋径Ｄ１０　上向打（天井） 本 1-24

-2013 -010 スリーブ打込式　鉄筋径Ｄ１３　下向打（床） 本 1-25

-020 スリーブ打込式　鉄筋径Ｄ１３　横向打（壁） 本 1-26

-030 スリーブ打込式　鉄筋径Ｄ１３　上向打（天井） 本 1-27

-2016 -010 スリーブ打込式　鉄筋径Ｄ１６　下向打（床） 本 1-28

-020 スリーブ打込式　鉄筋径Ｄ１６　横向打（壁） 本 1-29

-030 スリーブ打込式　鉄筋径Ｄ１６　上向打（天井） 本 1-30

あと施工アンカー工事　金属拡張アンカー　公表価格 300頁1表

ストロングアンカー　本体打込式　［材工］

S3930-1010 -110 ＪＭ－６　下向打（床） 本 1-01

-1020 -110 ＪＭ－８　下向打（床） 本 1-02

-1030 -110 ＪＭ－１０　下向打（床） 本 1-03

-1040 -110 ＪＭ－１２　下向打（床） 本 1-04

-1050 -110 ＪＭ－１６　下向打（床） 本 1-05

-1060 -110 ＪＭ－２０　下向打（床） 本 1-06

-1070 -110 ＪＭ－２２　下向打（床） 本 1-07

セットアンカー　スリーブ打込式　［材工］

S3930-2010 -110 Ｂ－６５０　下向打（床） 本 1-08

-2020 -110 Ｂ－８６５　下向打（床） 本 1-09

-2030 -110 Ｂ－１０７０　下向打（床） 本 1-10

-2040 -110 Ｂ－１２１０　下向打（床） 本 1-11

-2050 -110 Ｂ－１６１２　下向打（床） 本 1-12

-2060 -110 Ｂ－２０１７　下向打（床） 本 1-13

-2070 -110 Ｂ－２２２０　下向打（床） 本 1-14

差筋アンカー　本体打込式　［材工］

S3930-3010 -110 ＢＤ－１０×４５０　下向打（床） 本 1-15

-3020 -110 ＢＤ－１３×６００　下向打（床） 本 1-16

-3030 -110 ＢＤ－１６×７５０　下向打（床） 本 1-17

耐震アンカー　本体打込式　［材工］

S3930-4010 -110 ＲＦ－１３（Ｗ３／８）　下向打（床） 本 1-18

-4020 -110 ＲＦ－１６（Ｗ１／２）　下向打（床） 本 1-19

-4030 -110 ＲＦ－１９（Ｗ１／２）　下向打（床） 本 1-20

-4040 -110 ＲＦ－２２（Ｗ５／８）　下向打（床） 本 1-21

溶接アンカー　本体打込式　［材工］

S3930-5010 -110 ＷＡ－１０×５０　サッシ取付用　下向打（床） 本 1-22

-5020 -110 ＷＡ－１０×５５　サッシ取付用　下向打（床） 本 1-23

-5030 -110 ＷＡ－１０×６０　サッシ取付用　下向打（床） 本 1-24

ＦＹアンカー　スリーブ打込式　［材工］

S3930-6010 -110 ＦＹ－２５×１８０　山留工法用　下向打（床） 本 1-25

-6020 -110 ＦＹ－３０×１８０　山留工法用　下向打（床） 本 1-26

ストロングアンカー　本体打込式　［材工］

S3930-1010 -120 ＪＭ－６　横向打（壁） 本 2-01

-1020 -120 ＪＭ－８　横向打（壁） 本 2-02

-1030 -120 ＪＭ－１０　横向打（壁） 本 2-03

-1040 -120 ＪＭ－１２　横向打（壁） 本 2-04

-1050 -120 ＪＭ－１６　横向打（壁） 本 2-05

-1060 -120 ＪＭ－２０　横向打（壁） 本 2-06

-1070 -120 ＪＭ－２２　横向打（壁） 本 2-07

セットアンカー　スリーブ打込式　［材工］

S3930-2010 -120 Ｂ－６５０　横向打（壁） 本 2-08

-2020 -120 Ｂ－８６５　横向打（壁） 本 2-09

-2030 -120 Ｂ－１０７０　横向打（壁） 本 2-10

-2040 -120 Ｂ－１２１０　横向打（壁） 本 2-11

-2050 -120 Ｂ－１６１２　横向打（壁） 本 2-12

-2060 -120 Ｂ－２０１７　横向打（壁） 本 2-13

-2070 -120 Ｂ－２２２０　横向打（壁） 本 2-14

差筋アンカー　本体打込式　［材工］

S3930-3010 -120 ＢＤ－１０×４５０　横向打（壁） 本 2-15

-3020 -120 ＢＤ－１３×６００　横向打（壁） 本 2-16

-3030 -120 ＢＤ－１６×７５０　横向打（壁） 本 2-17

耐震アンカー　本体打込式　［材工］

S3930-4010 -120 ＲＦ－１３（Ｗ３／８）　横向打（壁） 本 2-18

-4020 -120 ＲＦ－１６（Ｗ１／２）　横向打（壁） 本 2-19

-4030 -120 ＲＦ－１９（Ｗ１／２）　横向打（壁） 本 2-20

-4040 -120 ＲＦ－２２（Ｗ５／８）　横向打（壁） 本 2-21

溶接アンカー　本体打込式　［材工］

S3930-5010 -120 ＷＡ－１０×５０　サッシ取付用　横向打（壁） 本 2-22

-5020 -120 ＷＡ－１０×５５　サッシ取付用　横向打（壁） 本 2-23

-5030 -120 ＷＡ－１０×６０　サッシ取付用　横向打（壁） 本 2-24

ＦＹアンカー　スリーブ打込式　［材工］

S3930-6010 -120 ＦＹ－２５×１８０　山留工法用　横向打（壁） 本 2-25

-6020 -120 ＦＹ－３０×１８０　山留工法用　横向打（壁） 本 2-26

ストロングアンカー　本体打込式　［材工］

S3930-1010 -130 ＪＭ－６　上向打（天井） 本 3-01

-1020 -130 ＪＭ－８　上向打（天井） 本 3-02

-1030 -130 ＪＭ－１０　上向打（天井） 本 3-03

-1040 -130 ＪＭ－１２　上向打（天井） 本 3-04

-1050 -130 ＪＭ－１６　上向打（天井） 本 3-05

-1060 -130 ＪＭ－２０　上向打（天井） 本 3-06

-1070 -130 ＪＭ－２２　上向打（天井） 本 3-07

セットアンカー　スリーブ打込式　［材工］

S3930-2010 -130 Ｂ－６５０　上向打（天井） 本 3-08

-2020 -130 Ｂ－８６５　上向打（天井） 本 3-09

-2030 -130 Ｂ－１０７０　上向打（天井） 本 3-10

-2040 -130 Ｂ－１２１０　上向打（天井） 本 3-11

-2050 -130 Ｂ－１６１２　上向打（天井） 本 3-12

-2060 -130 Ｂ－２０１７　上向打（天井） 本 3-13

S3930-2070 -130 Ｂ－２２２０　上向打（天井） 本 3-14

差筋アンカー　本体打込式　［材工］

S3930-3010 -130 ＢＤ－１０×４５０　上向打（天井） 本 3-15

-3020 -130 ＢＤ－１３×６００　上向打（天井） 本 3-16

-3030 -130 ＢＤ－１６×７５０　上向打（天井） 本 3-17

耐震アンカー　本体打込式　［材工］

S3930-4010 -130 ＲＦ－１３（Ｗ３／８）　上向打（天井） 本 3-18

-4020 -130 ＲＦ－１６（Ｗ１／２）　上向打（天井） 本 3-19

-4030 -130 ＲＦ－１９（Ｗ１／２）　上向打（天井） 本 3-20

-4040 -130 ＲＦ－２２（Ｗ５／８）　上向打（天井） 本 3-21

溶接アンカー　本体打込式　［材工］

S3930-5010 -130 ＷＡ－１０×５０　サッシ取付用　上向打（天井） 本 3-22

-5020 -130 ＷＡ－１０×５５　サッシ取付用　上向打（天井） 本 3-23

-5030 -130 ＷＡ－１０×６０　サッシ取付用　上向打（天井） 本 3-24

ＦＹアンカー　スリーブ打込式　［材工］

S3930-6010 -130 ＦＹ－２５×１８０　山留工法用　上向打（天井） 本 3-25

-6020 -130 ＦＹ－３０×１８０　山留工法用　上向打（天井） 本 3-26

あと施工アンカー工事　金属拡張アンカー　公表価格 301頁1表

ホーク・カットアンカー　本体打込式　［材工］

S3930-7010 -110 ６ＣＡ（２８ＣＡ）　下向打（床） 本 1-01

-7020 -110 ８ＣＡ（２５８ＣＡ）　下向打（床） 本 1-02

-7030 -110 １０ＣＡ（３８ＣＡ）　下向打（床） 本 1-03

-7040 -110 １２ＣＡ（４８ＣＡ）　下向打（床） 本 1-04

-7050 -110 １６ＣＡ（５８ＣＡ）　下向打（床） 本 1-05

-7060 -110 ２０ＣＡ（６８ＣＡ）　下向打（床） 本 1-06

-7070 -110 ２２ＣＡ（７８ＣＡ）　下向打（床） 本 1-07

-7080 -110 ２４ＣＡ（８８ＣＡ）　下向打（床） 本 1-08

ホーク・ドラゴンアンカー　スリーブ打込式［材工］

S3931-2010 -110 ＷＤ１０４５０　下向打（床） 本 1-09

-2020 -110 ＷＤ１３６００　下向打（床） 本 1-10

-2030 -110 ＷＤ１６７５０　下向打（床） 本 1-11

ホーク・溶接用アンカー　本体打込式　［材工］

S3931-4010 -110 ＴＳＷ１０５５　下向打（床） 本 1-12

-4020 -110 ＴＳＷ１０６０　下向打（床） 本 1-13

-4030 -110 ＴＳＷ１０７０　下向打（床） 本 1-14

ホーク・アンカーボルト　スリーブ打込式　［材工］

S3931-1010 -110 Ｂ６５０　下向打（床） 本 1-15

-1020 -110 Ｂ８６０　下向打（床） 本 1-16

-1030 -110 Ｂ１０７０　下向打（床） 本 1-17

-1040 -110 Ｂ１２１００　下向打（床） 本 1-18

-1050 -110 Ｂ１６１２５　下向打（床） 本 1-19

-1060 -110 Ｂ２０１７０　下向打（床） 本 1-20

-1070 -110 Ｂ２２２００　下向打（床） 本 1-21

-1080 -110 Ｂ２４２００　下向打（床） 本 1-22

ホーク・ホリコミアンカー　本体打込式　［材工］

S3931-3010 -110 Ａ－１０Ｓ　下向打（床） 本 1-23

-3020 -110 ＡＴ－１０Ｓ　下向打（床） 本 1-24

-3030 -110 Ａ－１２Ｓ　下向打（床） 本 1-25

-3040 -110 ＡＴ－１２Ｓ　下向打（床） 本 1-26

-3050 -110 Ａ－４８Ｓ　下向打（床） 本 1-27

-3060 -110 Ａ－１６Ｓ　下向打（床） 本 1-28

ホーク・カットアンカー　本体打込式　［材工］

S3930-7010 -120 ６ＣＡ（２８ＣＡ）　横向打（壁） 本 2-01

-7020 -120 ８ＣＡ（２５８ＣＡ）　横向打（壁） 本 2-02

-7030 -120 １０ＣＡ（３８ＣＡ）　横向打（壁） 本 2-03

-7040 -120 １２ＣＡ（４８ＣＡ）　横向打（壁） 本 2-04

-7050 -120 １６ＣＡ（５８ＣＡ）　横向打（壁） 本 2-05

-7060 -120 ２０ＣＡ（６８ＣＡ）　横向打（壁） 本 2-06

-7070 -120 ２２ＣＡ（７８ＣＡ）　横向打（壁） 本 2-07

-7080 -120 ２４ＣＡ（８８ＣＡ）　横向打（壁） 本 2-08

ホーク・ドラゴンアンカー　スリーブ打込式［材工］

S3931-2010 -120 ＷＤ１０４５０　横向打（壁） 本 2-09

-2020 -120 ＷＤ１３６００　横向打（壁） 本 2-10

-2030 -120 ＷＤ１６７５０　横向打（壁） 本 2-11

ホーク・溶接用アンカー　本体打込式　［材工］

S3931-4010 -120 ＴＳＷ１０５５　横向打（壁） 本 2-12

-4020 -120 ＴＳＷ１０６０　横向打（壁） 本 2-13

-4030 -120 ＴＳＷ１０７０　横向打（壁） 本 2-14

ホーク・アンカーボルト　スリーブ打込式　［材工］

S3931-1010 -120 Ｂ６５０　横向打（壁） 本 2-15

-1020 -120 Ｂ８６０　横向打（壁） 本 2-16

-1030 -120 Ｂ１０７０　横向打（壁） 本 2-17

-1040 -120 Ｂ１２１００　横向打（壁） 本 2-18

-1050 -120 Ｂ１６１２５　横向打（壁） 本 2-19

-1060 -120 Ｂ２０１７０　横向打（壁） 本 2-20

-1070 -120 Ｂ２２２００　横向打（壁） 本 2-21

-1080 -120 Ｂ２４２００　横向打（壁） 本 2-22

ホーク・ホリコミアンカー　本体打込式　［材工］

S3931-3010 -120 Ａ－１０Ｓ　横向打（壁） 本 2-23

-3020 -120 ＡＴ－１０Ｓ　横向打（壁） 本 2-24

-3030 -120 Ａ－１２Ｓ　横向打（壁） 本 2-25

-3040 -120 ＡＴ－１２Ｓ　横向打（壁） 本 2-26

-3050 -120 Ａ－４８Ｓ　横向打（壁） 本 2-27

-3060 -120 Ａ－１６Ｓ　横向打（壁） 本 2-28

ホーク・カットアンカー　本体打込式　［材工］

S3930-7010 -130 ６ＣＡ（２８ＣＡ）　上向打（天井） 本 3-01

-7020 -130 ８ＣＡ（２５８ＣＡ）　上向打（天井） 本 3-02

－19－
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S3930-7030 -130 １０ＣＡ（３８ＣＡ）　上向打（天井） 本 3-03

-7040 -130 １２ＣＡ（４８ＣＡ）　上向打（天井） 本 3-04

-7050 -130 １６ＣＡ（５８ＣＡ）　上向打（天井） 本 3-05

-7060 -130 ２０ＣＡ（６８ＣＡ）　上向打（天井） 本 3-06

-7070 -130 ２２ＣＡ（７８ＣＡ）　上向打（天井） 本 3-07

-7080 -130 ２４ＣＡ（８８ＣＡ）　上向打（天井） 本 3-08

ホーク・ドラゴンアンカー　スリーブ打込式［材工］

S3931-2010 -130 ＷＤ１０４５０　上向打（天井） 本 3-09

-2020 -130 ＷＤ１３６００　上向打（天井） 本 3-10

-2030 -130 ＷＤ１６７５０　上向打（天井） 本 3-11

ホーク・溶接用アンカー　本体打込式　［材工］

S3931-4010 -130 ＴＳＷ１０５５　上向打（天井） 本 3-12

-4020 -130 ＴＳＷ１０６０　上向打（天井） 本 3-13

-4030 -130 ＴＳＷ１０７０　上向打（天井） 本 3-14

ホーク・アンカーボルト　スリーブ打込式　［材工］

S3931-1010 -130 Ｂ６５０　上向打（天井） 本 3-15

-1020 -130 Ｂ８６０　上向打（天井） 本 3-16

-1030 -130 Ｂ１０７０　上向打（天井） 本 3-17

-1040 -130 Ｂ１２１００　上向打（天井） 本 3-18

-1050 -130 Ｂ１６１２５　上向打（天井） 本 3-19

-1060 -130 Ｂ２０１７０　上向打（天井） 本 3-20

-1070 -130 Ｂ２２２００　上向打（天井） 本 3-21

-1080 -130 Ｂ２４２００　上向打（天井） 本 3-22

ホーク・ホリコミアンカー　本体打込式　［材工］

S3931-3010 -130 Ａ－１０Ｓ　上向打（天井） 本 3-23

-3020 -130 ＡＴ－１０Ｓ　上向打（天井） 本 3-24

-3030 -130 Ａ－１２Ｓ　上向打（天井） 本 3-25

-3040 -130 ＡＴ－１２Ｓ　上向打（天井） 本 3-26

-3050 -130 Ａ－４８Ｓ　上向打（天井） 本 3-27

-3060 -130 Ａ－１６Ｓ　上向打（天井） 本 3-28

あと施工アンカー工事　金属拡張アンカー　公表価格 302頁1表

オールアンカー　芯棒打込式　［材工］

S3933-1010 -110 Ｃ－６４５　下向打（床） 本 1-01

-1020 -110 Ｃ－６６０　下向打（床） 本 1-02

-1030 -110 Ｃ－８４０　下向打（床） 本 1-03

-1040 -110 Ｃ－８５０　下向打（床） 本 1-04

-1050 -110 Ｃ－８７０　下向打（床） 本 1-05

-1060 -110 Ｃ－８９０　下向打（床） 本 1-06

-1070 -110 Ｃ－１０５０　下向打（床） 本 1-07

-1080 -110 Ｃ－１０６０　下向打（床） 本 1-08

-1090 -110 Ｃ－１０８０　下向打（床） 本 1-09

-1100 -110 Ｃ－１０９０　下向打（床） 本 1-10

-1110 -110 Ｃ－１０１０　下向打（床） 本 1-11

-1120 -110 Ｃ－１０１２　下向打（床） 本 1-12

-1130 -110 Ｃ－１２６０　下向打（床） 本 1-13

-1140 -110 Ｃ－１２７０　下向打（床） 本 1-14

-1150 -110 Ｃ－１２９０　下向打（床） 本 1-15

-1160 -110 Ｃ－１２１０　下向打（床） 本 1-16

-1170 -110 Ｃ－１２１２　下向打（床） 本 1-17

-1180 -110 Ｃ－１２１５　下向打（床） 本 1-18

-1190 -110 Ｃ－１６８０　下向打（床） 本 1-19

-1200 -110 Ｃ－１６１０　下向打（床） 本 1-20

-1210 -110 Ｃ－１６１２　下向打（床） 本 1-21

-1220 -110 Ｃ－１６１５　下向打（床） 本 1-22

-1230 -110 Ｃ－１６１９　下向打（床） 本 1-23

-1240 -110 Ｃ－２０１０　下向打（床） 本 1-24

-1250 -110 Ｃ－２０１３　下向打（床） 本 1-25

-1260 -110 Ｃ－２０１５　下向打（床） 本 1-26

-1270 -110 Ｃ－２０１９　下向打（床） 本 1-27

-1280 -110 Ｃ－２０２３　下向打（床） 本 1-28

ボルトアンカー　スリーブ打込式　［材工］

S3933-2010 -110 ＢＡ－６５０　おねじ　下向打（床） 本 1-29

-2020 -110 ＢＡ－８６５　おねじ　下向打（床） 本 1-30

-2030 -110 ＢＡ－１０８０　おねじ　下向打（床） 本 1-31

-2040 -110 ＢＡ－１２１０　おねじ　下向打（床） 本 1-32

-2050 -110 ＢＡ－１６１２　おねじ　下向打（床） 本 1-33

-2060 -110 ＢＡ－２０１６　おねじ　下向打（床） 本 1-34

シーティーアンカー　内部コーン打込式　［材工］

S3933-3010 -110 ＣＴ－６２５　めねじ　下向打（床） 本 1-35

-3020 -110 ＣＴ－８３０　めねじ　下向打（床） 本 1-36

-3030 -110 ＣＴ－１０４０　めねじ　下向打（床） 本 1-37

-3040 -110 ＣＴ－１２５０　めねじ　下向打（床） 本 1-38

-3050 -110 ＣＴ－１６６０　めねじ　下向打（床） 本 1-39

オールアンカー　芯棒打込式　［材工］

S3933-1010 -120 Ｃ－６４５　横向打（壁） 本 2-01

-1020 -120 Ｃ－６６０　横向打（壁） 本 2-02

-1030 -120 Ｃ－８４０　横向打（壁） 本 2-03

-1040 -120 Ｃ－８５０　横向打（壁） 本 2-04

-1050 -120 Ｃ－８７０　横向打（壁） 本 2-05

-1060 -120 Ｃ－８９０　横向打（壁） 本 2-06

-1070 -120 Ｃ－１０５０　横向打（壁） 本 2-07

-1080 -120 Ｃ－１０６０　横向打（壁） 本 2-08

-1090 -120 Ｃ－１０８０　横向打（壁） 本 2-09

-1100 -120 Ｃ－１０９０　横向打（壁） 本 2-10

-1110 -120 Ｃ－１０１０　横向打（壁） 本 2-11

-1120 -120 Ｃ－１０１２　横向打（壁） 本 2-12

-1130 -120 Ｃ－１２６０　横向打（壁） 本 2-13

-1140 -120 Ｃ－１２７０　横向打（壁） 本 2-14

-1150 -120 Ｃ－１２９０　横向打（壁） 本 2-15

-1160 -120 Ｃ－１２１０　横向打（壁） 本 2-16

-1170 -120 Ｃ－１２１２　横向打（壁） 本 2-17

-1180 -120 Ｃ－１２１５　横向打（壁） 本 2-18

-1190 -120 Ｃ－１６８０　横向打（壁） 本 2-19

-1200 -120 Ｃ－１６１０　横向打（壁） 本 2-20

S3933-1210 -120 Ｃ－１６１２　横向打（壁） 本 2-21

-1220 -120 Ｃ－１６１５　横向打（壁） 本 2-22

-1230 -120 Ｃ－１６１９　横向打（壁） 本 2-23

-1240 -120 Ｃ－２０１０　横向打（壁） 本 2-24

-1250 -120 Ｃ－２０１３　横向打（壁） 本 2-25

-1260 -120 Ｃ－２０１５　横向打（壁） 本 2-26

-1270 -120 Ｃ－２０１９　横向打（壁） 本 2-27

-1280 -120 Ｃ－２０２３　横向打（壁） 本 2-28

ボルトアンカー　スリーブ打込式　［材工］

S3933-2010 -120 ＢＡ－６５０　おねじ　横向打（壁） 本 2-29

-2020 -120 ＢＡ－８６５　おねじ　横向打（壁） 本 2-30

-2030 -120 ＢＡ－１０８０　おねじ　横向打（壁） 本 2-31

-2040 -120 ＢＡ－１２１０　おねじ　横向打（壁） 本 2-32

-2050 -120 ＢＡ－１６１２　おねじ　横向打（壁） 本 2-33

-2060 -120 ＢＡ－２０１６　おねじ　横向打（壁） 本 2-34

シーティーアンカー　内部コーン打込式　［材工］

S3933-3010 -120 ＣＴ－６２５　めねじ　横向打（壁） 本 2-35

-3020 -120 ＣＴ－８３０　めねじ　横向打（壁） 本 2-36

-3030 -120 ＣＴ－１０４０　めねじ　横向打（壁） 本 2-37

-3040 -120 ＣＴ－１２５０　めねじ　横向打（壁） 本 2-38

-3050 -120 ＣＴ－１６６０　めねじ　横向打（壁） 本 2-39

オールアンカー　芯棒打込式　［材工］

S3933-1010 -130 Ｃ－６４５　上向打（天井） 本 3-01

-1020 -130 Ｃ－６６０　上向打（天井） 本 3-02

-1030 -130 Ｃ－８４０　上向打（天井） 本 3-03

-1040 -130 Ｃ－８５０　上向打（天井） 本 3-04

-1050 -130 Ｃ－８７０　上向打（天井） 本 3-05

-1060 -130 Ｃ－８９０　上向打（天井） 本 3-06

-1070 -130 Ｃ－１０５０　上向打（天井） 本 3-07

-1080 -130 Ｃ－１０６０　上向打（天井） 本 3-08

-1090 -130 Ｃ－１０８０　上向打（天井） 本 3-09

-1100 -130 Ｃ－１０９０　上向打（天井） 本 3-10

-1110 -130 Ｃ－１０１０　上向打（天井） 本 3-11

-1120 -130 Ｃ－１０１２　上向打（天井） 本 3-12

-1130 -130 Ｃ－１２６０　上向打（天井） 本 3-13

-1140 -130 Ｃ－１２７０　上向打（天井） 本 3-14

-1150 -130 Ｃ－１２９０　上向打（天井） 本 3-15

-1160 -130 Ｃ－１２１０　上向打（天井） 本 3-16

-1170 -130 Ｃ－１２１２　上向打（天井） 本 3-17

-1180 -130 Ｃ－１２１５　上向打（天井） 本 3-18

-1190 -130 Ｃ－１６８０　上向打（天井） 本 3-19

-1200 -130 Ｃ－１６１０　上向打（天井） 本 3-20

-1210 -130 Ｃ－１６１２　上向打（天井） 本 3-21

-1220 -130 Ｃ－１６１５　上向打（天井） 本 3-22

-1230 -130 Ｃ－１６１９　上向打（天井） 本 3-23

-1240 -130 Ｃ－２０１０　上向打（天井） 本 3-24

-1250 -130 Ｃ－２０１３　上向打（天井） 本 3-25

-1260 -130 Ｃ－２０１５　上向打（天井） 本 3-26

-1270 -130 Ｃ－２０１９　上向打（天井） 本 3-27

-1280 -130 Ｃ－２０２３　上向打（天井） 本 3-28

ボルトアンカー　スリーブ打込式　［材工］

S3933-2010 -130 ＢＡ－６５０　おねじ　上向打（天井） 本 3-29

-2020 -130 ＢＡ－８６５　おねじ　上向打（天井） 本 3-30

-2030 -130 ＢＡ－１０８０　おねじ　上向打（天井） 本 3-31

-2040 -130 ＢＡ－１２１０　おねじ　上向打（天井） 本 3-32

-2050 -130 ＢＡ－１６１２　おねじ　上向打（天井） 本 3-33

-2060 -130 ＢＡ－２０１６　おねじ　上向打（天井） 本 3-34

シーティーアンカー　内部コーン打込式　［材工］

S3933-3010 -130 ＣＴ－６２５　めねじ　上向打（天井） 本 3-35

-3020 -130 ＣＴ－８３０　めねじ　上向打（天井） 本 3-36

-3030 -130 ＣＴ－１０４０　めねじ　上向打（天井） 本 3-37

-3040 -130 ＣＴ－１２５０　めねじ　上向打（天井） 本 3-38

-3050 -130 ＣＴ－１６６０　めねじ　上向打（天井） 本 3-39

あと施工アンカー工事　金属拡張アンカー　公表価格 303頁1表

グリップアンカー　本体打込式　［材工］

S3933-4010 -110 ＧＡ－６Ｍ　めねじ　下向打（床） 本 1-01

-4020 -110 ＧＡ－８Ｍ　めねじ　下向打（床） 本 1-02

-4030 -110 ＧＡ－１０Ｍ　めねじ　下向打（床） 本 1-03

-4040 -110 ＧＡ－１２Ｍ　めねじ　下向打（床） 本 1-04

-4050 -110 ＧＡ－１６Ｍ　めねじ　下向打（床） 本 1-05

-4060 -110 ＧＡ－２０Ｍ　めねじ　下向打（床） 本 1-06

-4070 -110 ＧＡ－２２Ｍ　めねじ　下向打（床） 本 1-07

-4080 -110 ＧＡ－２４Ｍ　めねじ　下向打（床） 本 1-08

ウェルドアンカー　本体打込式　［材工］

S3933-5010 -110 ＨＡＳ－１０４５　溶接用　下向打（床） 本 1-09

-5020 -110 ＨＡＳ－１０５５　溶接用　下向打（床） 本 1-10

-5030 -110 ＨＡＳ－１０６０　溶接用　下向打（床） 本 1-11

ハイアンカー　芯棒打込式　［材工］

S3932-1010 -110 Ｃ６－４５　おねじ　下向打（床） 本 1-12

-1020 -110 Ｃ８－５０　おねじ　下向打（床） 本 1-13

-1030 -110 Ｃ８－７０　おねじ　下向打（床） 本 1-14

-1040 -110 Ｃ１０－６０　おねじ　下向打（床） 本 1-15

-1050 -110 Ｃ１０－９０　おねじ　下向打（床） 本 1-16

-1060 -110 Ｃ１２－７０　おねじ　下向打（床） 本 1-17

-1070 -110 Ｃ１２－９０　おねじ　下向打（床） 本 1-18

-1080 -110 Ｃ１６－１００　おねじ　下向打（床） 本 1-19

-1090 -110 Ｃ１６－１２０　おねじ　下向打（床） 本 1-20

-1100 -110 Ｃ２０－１３０　おねじ　下向打（床） 本 1-21

-1110 -110 Ｃ２０－１５０　おねじ　下向打（床） 本 1-22

ナットアンカー　本体打込式　［材工］

S3932-2010 -110 Ｍ１０　めねじ　Ｗ３／８　下向打（床） 本 1-23

-2020 -110 Ｍ１２　めねじ　Ｗ１／２　下向打（床） 本 1-24

－20－

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表



テーパーナットアンカー　内部コーン式　［材工］

S3932-3010 -110 Ｍ１０　めねじ　Ｗ３／８　下向打（床） 本 1-25

-3020 -110 Ｍ１２　めねじ　Ｗ１／２　下向打（床） 本 1-26

セットアンカー　スリーブ打込式　［材工］

S3932-4010 -110 Ｍ１０－８０　おねじ　下向打（床） 本 1-27

-4020 -110 Ｍ１２－１００　おねじ　下向打（床） 本 1-28

-4030 -110 Ｍ１６－１２０　おねじ　下向打（床） 本 1-29

溶接用アンカー　スリーブ打込式　［材工］

S3932-5010 -110 Ｗ１０－５５　下向打（床） 本 1-30

ハイアンカーＴ型　芯棒打込式　［材工］

S3932-5510 -110 Ｔ４－２５　下向打（床） 本 1-31

グリップアンカー　本体打込式　［材工］

S3933-4010 -120 ＧＡ－６Ｍ　めねじ　横向打（壁） 本 2-01

-4020 -120 ＧＡ－８Ｍ　めねじ　横向打（壁） 本 2-02

-4030 -120 ＧＡ－１０Ｍ　めねじ　横向打（壁） 本 2-03

-4040 -120 ＧＡ－１２Ｍ　めねじ　横向打（壁） 本 2-04

-4050 -120 ＧＡ－１６Ｍ　めねじ　横向打（壁） 本 2-05

-4060 -120 ＧＡ－２０Ｍ　めねじ　横向打（壁） 本 2-06

-4070 -120 ＧＡ－２２Ｍ　めねじ　横向打（壁） 本 2-07

-4080 -120 ＧＡ－２４Ｍ　めねじ　横向打（壁） 本 2-08

ウェルドアンカー　本体打込式　［材工］

S3933-5010 -120 ＨＡＳ－１０４５　溶接用　横向打（壁） 本 2-09

-5020 -120 ＨＡＳ－１０５５　溶接用　横向打（壁） 本 2-10

-5030 -120 ＨＡＳ－１０６０　溶接用　横向打（壁） 本 2-11

ハイアンカー　芯棒打込式　［材工］

S3932-1010 -120 Ｃ６－４５　おねじ　横向打（壁） 本 2-12

-1020 -120 Ｃ８－５０　おねじ　横向打（壁） 本 2-13

-1030 -120 Ｃ８－７０　おねじ　横向打（壁） 本 2-14

-1040 -120 Ｃ１０－６０　おねじ　横向打（壁） 本 2-15

-1050 -120 Ｃ１０－９０　おねじ　横向打（壁） 本 2-16

-1060 -120 Ｃ１２－７０　おねじ　横向打（壁） 本 2-17

-1070 -120 Ｃ１２－９０　おねじ　横向打（壁） 本 2-18

-1080 -120 Ｃ１６－１００　おねじ　横向打（壁） 本 2-19

-1090 -120 Ｃ１６－１２０　おねじ　横向打（壁） 本 2-20

-1100 -120 Ｃ２０－１３０　おねじ　横向打（壁） 本 2-21

-1110 -120 Ｃ２０－１５０　おねじ　横向打（壁） 本 2-22

ナットアンカー　本体打込式　［材工］

S3932-2010 -120 Ｍ１０　めねじ　Ｗ３／８　横向打（壁） 本 2-23

-2020 -120 Ｍ１２　めねじ　Ｗ１／２　横向打（壁） 本 2-24

テーパーナットアンカー　内部コーン式　［材工］

S3932-3010 -120 Ｍ１０　めねじ　Ｗ３／８　横向打（壁） 本 2-25

-3020 -120 Ｍ１２　めねじ　Ｗ１／２　横向打（壁） 本 2-26

セットアンカー　スリーブ打込式　［材工］

S3932-4010 -120 Ｍ１０－８０　おねじ　横向打（壁） 本 2-27

-4020 -120 Ｍ１２－１００　おねじ　横向打（壁） 本 2-28

-4030 -120 Ｍ１６－１２０　おねじ　横向打（壁） 本 2-29

溶接用アンカー　スリーブ打込式　［材工］

S3932-5010 -120 Ｗ１０－５５　横向打（壁） 本 2-30

ハイアンカーＴ型　芯棒打込式　［材工］

S3932-5510 -120 Ｔ４－２５　横向打（壁） 本 2-31

グリップアンカー　本体打込式　［材工］

S3933-4010 -130 ＧＡ－６Ｍ　めねじ　上向打（天井） 本 3-01

-4020 -130 ＧＡ－８Ｍ　めねじ　上向打（天井） 本 3-02

-4030 -130 ＧＡ－１０Ｍ　めねじ　上向打（天井） 本 3-03

-4040 -130 ＧＡ－１２Ｍ　めねじ　上向打（天井） 本 3-04

-4050 -130 ＧＡ－１６Ｍ　めねじ　上向打（天井） 本 3-05

-4060 -130 ＧＡ－２０Ｍ　めねじ　上向打（天井） 本 3-06

-4070 -130 ＧＡ－２２Ｍ　めねじ　上向打（天井） 本 3-07

-4080 -130 ＧＡ－２４Ｍ　めねじ　上向打（天井） 本 3-08

ウェルドアンカー　本体打込式　［材工］

S3933-5010 -130 ＨＡＳ－１０４５　溶接用　上向打（天井） 本 3-09

-5020 -130 ＨＡＳ－１０５５　溶接用　上向打（天井） 本 3-10

-5030 -130 ＨＡＳ－１０６０　溶接用　上向打（天井） 本 3-11

ハイアンカー　芯棒打込式　［材工］

S3932-1010 -130 Ｃ６－４５　おねじ　上向打（天井） 本 3-12

-1020 -130 Ｃ８－５０　おねじ　上向打（天井） 本 3-13

-1030 -130 Ｃ８－７０　おねじ　上向打（天井） 本 3-14

-1040 -130 Ｃ１０－６０　おねじ　上向打（天井） 本 3-15

-1050 -130 Ｃ１０－９０　おねじ　上向打（天井） 本 3-16

-1060 -130 Ｃ１２－７０　おねじ　上向打（天井） 本 3-17

-1070 -130 Ｃ１２－９０　おねじ　上向打（天井） 本 3-18

-1080 -130 Ｃ１６－１００　おねじ　上向打（天井） 本 3-19

-1090 -130 Ｃ１６－１２０　おねじ　上向打（天井） 本 3-20

-1100 -130 Ｃ２０－１３０　おねじ　上向打（天井） 本 3-21

-1110 -130 Ｃ２０－１５０　おねじ　上向打（天井） 本 3-22

ナットアンカー　本体打込式　［材工］

S3932-2010 -130 Ｍ１０　めねじ　Ｗ３／８　上向打（天井） 本 3-23

-2020 -130 Ｍ１２　めねじ　Ｗ１／２　上向打（天井） 本 3-24

テーパーナットアンカー　内部コーン式　［材工］

S3932-3010 -130 Ｍ１０　めねじ　Ｗ３／８　上向打（天井） 本 3-25

-3020 -130 Ｍ１２　めねじ　Ｗ１／２　上向打（天井） 本 3-26

セットアンカー　スリーブ打込式　［材工］

S3932-4010 -130 Ｍ１０－８０　おねじ　上向打（天井） 本 3-27

-4020 -130 Ｍ１２－１００　おねじ　上向打（天井） 本 3-28

-4030 -130 Ｍ１６－１２０　おねじ　上向打（天井） 本 3-29

溶接用アンカー　スリーブ打込式　［材工］

S3932-5010 -130 Ｗ１０－５５　上向打（天井） 本 3-30

ハイアンカーＴ型　芯棒打込式　［材工］

S3932-5510 -130 Ｔ４－２５　上向打（天井） 本 3-31
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ＨＫＤ－Ｓアンカー　内部コーン打込式　［材工］

S3935-2010 -110 ＨＫＤ　Ｍ６×２５　下向打（床） 本 1-01

-2020 -110 ＨＫＤ　Ｍ８×３０　下向打（床） 本 1-02

-2030 -110 ＨＫＤ　Ｍ１０×４０　下向打（床） 本 1-03

-2040 -110 ＨＫＤ　Ｍ１２×５０　下向打（床） 本 1-04

-2050 -110 ＨＫＤ　Ｍ１６×６５　下向打（床） 本 1-05

-2060 -110 ＨＫＤ　Ｍ２０×８０　下向打（床） 本 1-06

ＨＳＡアンカー　ウェッジ式　［材工］

S3935-3010 -110 ＨＳＡ　Ｍ６×６５　下向打（床） 本 1-07

-3020 -110 ＨＳＡ　Ｍ８×７５　下向打（床） 本 1-08

-3030 -110 ＨＳＡ　Ｍ１０×８３　下向打（床） 本 1-09

-3040 -110 ＨＳＡ　Ｍ１２×１００　下向打（床） 本 1-10

-3050 -110 ＨＳＡ　Ｍ１６×１３７　下向打（床） 本 1-11

ＨＮＩアンカー　芯棒打込式　［材工］

S3935-5010 -110 ＨＮＩ　Ｍ６×４５　下向打（床） 本 1-12

-5020 -110 ＨＮＩ　Ｍ８×５０　下向打（床） 本 1-13

-5030 -110 ＨＮＩ　Ｍ１０×６０　下向打（床） 本 1-14

-5040 -110 ＨＮＩ　Ｍ１２×７０　下向打（床） 本 1-15

-5050 -110 ＨＮＩ　Ｍ１６×１００　下向打（床） 本 1-16

ＨＳＬアンカー　コーンナット式　［材工］

S3935-6030 -110 ＨＳＬ－３　Ｍ１２／２５　下向打（床） 本 1-17

-6040 -110 ＨＳＬ－３　Ｍ１６／２５　下向打（床） 本 1-18

ＨＫＤ－Ｓアンカー　内部コーン打込式　［材工］

S3935-2010 -120 ＨＫＤ　Ｍ６×２５　横向打（壁） 本 2-01

-2020 -120 ＨＫＤ　Ｍ８×３０　横向打（壁） 本 2-02

-2030 -120 ＨＫＤ　Ｍ１０×４０　横向打（壁） 本 2-03

-2040 -120 ＨＫＤ　Ｍ１２×５０　横向打（壁） 本 2-04

-2050 -120 ＨＫＤ　Ｍ１６×６５　横向打（壁） 本 2-05

-2060 -120 ＨＫＤ　Ｍ２０×８０　横向打（壁） 本 2-06

ＨＳＡアンカー　ウェッジ式　［材工］

S3935-3010 -120 ＨＳＡ　Ｍ６×６５　横向打（壁） 本 2-07

-3020 -120 ＨＳＡ　Ｍ８×７５　横向打（壁） 本 2-08

-3030 -120 ＨＳＡ　Ｍ１０×８３　横向打（壁） 本 2-09

-3040 -120 ＨＳＡ　Ｍ１２×１００　横向打（壁） 本 2-10

-3050 -120 ＨＳＡ　Ｍ１６×１３７　横向打（壁） 本 2-11

ＨＮＩアンカー　芯棒打込式　［材工］

S3935-5010 -120 ＨＮＩ　Ｍ６×４５　横向打（壁） 本 2-12

-5020 -120 ＨＮＩ　Ｍ８×５０　横向打（壁） 本 2-13

-5030 -120 ＨＮＩ　Ｍ１０×６０　横向打（壁） 本 2-14

-5040 -120 ＨＮＩ　Ｍ１２×７０　横向打（壁） 本 2-15

-5050 -120 ＨＮＩ　Ｍ１６×１００　横向打（壁） 本 2-16

ＨＳＬアンカー　コーンナット式　［材工］

S3935-6030 -120 ＨＳＬ－３　Ｍ１２／２５　横向打（壁） 本 2-17

-6040 -120 ＨＳＬ－３　Ｍ１６／２５　横向打（壁） 本 2-18

ＨＫＤ－Ｓアンカー　内部コーン打込式　［材工］

S3935-2010 -130 ＨＫＤ　Ｍ６×２５　上向打（天井） 本 3-01

-2020 -130 ＨＫＤ　Ｍ８×３０　上向打（天井） 本 3-02

-2030 -130 ＨＫＤ　Ｍ１０×４０　上向打（天井） 本 3-03

-2040 -130 ＨＫＤ　Ｍ１２×５０　上向打（天井） 本 3-04

-2050 -130 ＨＫＤ　Ｍ１６×６５　上向打（天井） 本 3-05

-2060 -130 ＨＫＤ　Ｍ２０×８０　上向打（天井） 本 3-06

ＨＳＡアンカー　ウェッジ式　［材工］

S3935-3010 -130 ＨＳＡ　Ｍ６×６５　上向打（天井） 本 3-07

-3020 -130 ＨＳＡ　Ｍ８×７５　上向打（天井） 本 3-08

-3030 -130 ＨＳＡ　Ｍ１０×８３　上向打（天井） 本 3-09

-3040 -130 ＨＳＡ　Ｍ１２×１００　上向打（天井） 本 3-10

-3050 -130 ＨＳＡ　Ｍ１６×１３７　上向打（天井） 本 3-11

ＨＮＩアンカー　芯棒打込式　［材工］

S3935-5010 -130 ＨＮＩ　Ｍ６×４５　上向打（天井） 本 3-12

-5020 -130 ＨＮＩ　Ｍ８×５０　上向打（天井） 本 3-13

-5030 -130 ＨＮＩ　Ｍ１０×６０　上向打（天井） 本 3-14

-5040 -130 ＨＮＩ　Ｍ１２×７０　上向打（天井） 本 3-15

-5050 -130 ＨＮＩ　Ｍ１６×１００　上向打（天井） 本 3-16

ＨＳＬアンカー　コーンナット式　［材工］

S3935-6030 -130 ＨＳＬ－３　Ｍ１２／２５　上向打（天井） 本 3-17

-6040 -130 ＨＳＬ－３　Ｍ１６／２５　上向打（天井） 本 3-18

あと施工アンカー工事　金属拡張アンカー　公表価格 305頁1表

ルーティアンカー　芯棒打込式　［材工］

S3934-1010 -110 Ｃタイプ　Ｃ－６４５　下向打（床） 本 1-01

-1020 -110 Ｃタイプ　Ｃ－６６０　下向打（床） 本 1-02

-1030 -110 Ｃタイプ　Ｃ－８５０　下向打（床） 本 1-03

-1040 -110 Ｃタイプ　Ｃ－８７０　下向打（床） 本 1-04

-1050 -110 Ｃタイプ　Ｃ－１０５０　下向打（床） 本 1-05

-1060 -110 Ｃタイプ　Ｃ－１０６０　下向打（床） 本 1-06

-1070 -110 Ｃタイプ　Ｃ－１０８０　下向打（床） 本 1-07

-1080 -110 Ｃタイプ　Ｃ－１０９０　下向打（床） 本 1-08

-1090 -110 Ｃタイプ　Ｃ－１２６０　下向打（床） 本 1-09

-1100 -110 Ｃタイプ　Ｃ－１２７０　下向打（床） 本 1-10

-1110 -110 Ｃタイプ　Ｃ－１２９０　下向打（床） 本 1-11

-1120 -110 Ｃタイプ　Ｃ－１２１０　下向打（床） 本 1-12
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S3934-1130 -110 Ｃタイプ　Ｃ－１２１２　下向打（床） 本 1-13

-1140 -110 Ｃタイプ　Ｃ－１６１０　下向打（床） 本 1-14

-1150 -110 Ｃタイプ　Ｃ－１６１２　下向打（床） 本 1-15

-1160 -110 Ｃタイプ　Ｃ－１６１５　下向打（床） 本 1-16

-1170 -110 Ｃタイプ　Ｃ－２０１３　下向打（床） 本 1-17

-1180 -110 Ｃタイプ　Ｃ－２０１５　下向打（床） 本 1-18

ユニコンアンカー　内部コーン打込式　［材工］

S3934-2020 -110 ＵＣタイプＵＣ－３０３０Ｂ　下向打（床） 本 1-19

-2030 -110 ＵＣタイプ　ＵＣ－３０４０　下向打（床） 本 1-20

-2040 -110 ＵＣタイプ　ＵＣ－４０５０　下向打（床） 本 1-21

ルーティアンカー　芯棒打込式　［材工］

S3934-1010 -120 Ｃタイプ　Ｃ－６４５　横向打（壁） 本 2-01

-1020 -120 Ｃタイプ　Ｃ－６６０　横向打（壁） 本 2-02

-1030 -120 Ｃタイプ　Ｃ－８５０　横向打（壁） 本 2-03

-1040 -120 Ｃタイプ　Ｃ－８７０　横向打（壁） 本 2-04

-1050 -120 Ｃタイプ　Ｃ－１０５０　横向打（壁） 本 2-05

-1060 -120 Ｃタイプ　Ｃ－１０６０　横向打（壁） 本 2-06

-1070 -120 Ｃタイプ　Ｃ－１０８０　横向打（壁） 本 2-07

-1080 -120 Ｃタイプ　Ｃ－１０９０　横向打（壁） 本 2-08

-1090 -120 Ｃタイプ　Ｃ－１２６０　横向打（壁） 本 2-09

-1100 -120 Ｃタイプ　Ｃ－１２７０　横向打（壁） 本 2-10

-1110 -120 Ｃタイプ　Ｃ－１２９０　横向打（壁） 本 2-11

-1120 -120 Ｃタイプ　Ｃ－１２１０　横向打（壁） 本 2-12

-1130 -120 Ｃタイプ　Ｃ－１２１２　横向打（壁） 本 2-13

-1140 -120 Ｃタイプ　Ｃ－１６１０　横向打（壁） 本 2-14

-1150 -120 Ｃタイプ　Ｃ－１６１２　横向打（壁） 本 2-15

-1160 -120 Ｃタイプ　Ｃ－１６１５　横向打（壁） 本 2-16

-1170 -120 Ｃタイプ　Ｃ－２０１３　横向打（壁） 本 2-17

-1180 -120 Ｃタイプ　Ｃ－２０１５　横向打（壁） 本 2-18

ユニコンアンカー　内部コーン打込式　［材工］

S3934-2020 -120 ＵＣタイプＵＣ－３０３０Ｂ　横向打（壁） 本 2-19

-2030 -120 ＵＣタイプ　ＵＣ－３０４０　横向打（壁） 本 2-20

-2040 -120 ＵＣタイプ　ＵＣ－４０５０　横向打（壁） 本 2-21

ルーティアンカー　芯棒打込式　［材工］

S3934-1010 -130 Ｃタイプ　Ｃ－６４５　上向打（天井） 本 3-01

-1020 -130 Ｃタイプ　Ｃ－６６０　上向打（天井） 本 3-02

-1030 -130 Ｃタイプ　Ｃ－８５０　上向打（天井） 本 3-03

-1040 -130 Ｃタイプ　Ｃ－８７０　上向打（天井） 本 3-04

-1050 -130 Ｃタイプ　Ｃ－１０５０　上向打（天井） 本 3-05

-1060 -130 Ｃタイプ　Ｃ－１０６０　上向打（天井） 本 3-06

-1070 -130 Ｃタイプ　Ｃ－１０８０　上向打（天井） 本 3-07

-1080 -130 Ｃタイプ　Ｃ－１０９０　上向打（天井） 本 3-08

-1090 -130 Ｃタイプ　Ｃ－１２６０　上向打（天井） 本 3-09

-1100 -130 Ｃタイプ　Ｃ－１２７０　上向打（天井） 本 3-10

-1110 -130 Ｃタイプ　Ｃ－１２９０　上向打（天井） 本 3-11

-1120 -130 Ｃタイプ　Ｃ－１２１０　上向打（天井） 本 3-12

-1130 -130 Ｃタイプ　Ｃ－１２１２　上向打（天井） 本 3-13

-1140 -130 Ｃタイプ　Ｃ－１６１０　上向打（天井） 本 3-14

-1150 -130 Ｃタイプ　Ｃ－１６１２　上向打（天井） 本 3-15

-1160 -130 Ｃタイプ　Ｃ－１６１５　上向打（天井） 本 3-16

-1170 -130 Ｃタイプ　Ｃ－２０１３　上向打（天井） 本 3-17

-1180 -130 Ｃタイプ　Ｃ－２０１５　上向打（天井） 本 3-18

ユニコンアンカー　内部コーン打込式　［材工］

S3934-2020 -130 ＵＣタイプＵＣ－３０３０Ｂ　上向打（天井） 本 3-19

-2030 -130 ＵＣタイプＵＣ－３０４０　上向打（天井） 本 3-20

-2040 -130 ＵＣタイプＵＣ－４０５０　上向打（天井） 本 3-21
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ＡＲケミカルセッター　ＨＰアンカー　［材工］

S3936-1010 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１０×４９０　下向打（床） 本 1-01

-1020 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１３×５００　下向打（床） 本 1-02

-1030 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１６×５３０　下向打（床） 本 1-03

-1040 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１９×６００　下向打（床） 本 1-04

-1050 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２２×６５０　下向打（床） 本 1-05

-1060 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２５×７００　下向打（床） 本 1-06

-1072 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２９×７４０　下向打（床） 本 1-07

-1080 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ３２×７５０　下向打（床） 本 1-08

-2010 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１０×４９０　下向打（床） 本 1-09

-2020 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１３×６２０　下向打（床） 本 1-10

-2030 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１６×７７０　下向打（床） 本 1-11

-2040 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１９×９６０　下向打（床） 本 1-12

-2050 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２２×１１３０　下向打（床） 本 1-13

-2060 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２５×１３００　下向打（床） 本 1-14

-2072 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２９×１５００　下向打（床） 本 1-15

-2080 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ３２×１６３０　下向打（床） 本 1-16

-3010 -110 全ネジボルト　Ｍ１０×１４０　下向打（床） 本 1-17

-3020 -110 全ネジボルト　Ｍ１２×１６０　下向打（床） 本 1-18

-3030 -110 全ネジボルト　Ｍ１６×２１０　下向打（床） 本 1-19

-3040 -110 全ネジボルト　Ｍ２０×３００　下向打（床） 本 1-20

-3050 -110 全ネジボルト　Ｍ２２×３６０　下向打（床） 本 1-21

-3060 -110 全ネジボルト　Ｍ２４×４２０　下向打（床） 本 1-22

-3070 -110 全ネジボルト　Ｍ３０×５００　下向打（床） 本 1-23

-1010 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１０×４９０　横向打（壁） 本 2-01

-1020 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１３×５００　横向打（壁） 本 2-02

-1030 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１６×５３０　横向打（壁） 本 2-03

-1040 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１９×６００　横向打（壁） 本 2-04

-1050 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２２×６５０　横向打（壁） 本 2-05

-1060 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２５×７００　横向打（壁） 本 2-06

-1072 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２９×７４０　横向打（壁） 本 2-07

-1080 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ３２×７５０　横向打（壁） 本 2-08

-2010 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１０×４９０　横向打（壁） 本 2-09

-2020 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１３×６２０　横向打（壁） 本 2-10

-2030 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１６×７７０　横向打（壁） 本 2-11

-2040 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１９×９６０　横向打（壁） 本 2-12

-2050 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２２×１１３０　横向打（壁） 本 2-13

-2060 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２５×１３００　横向打（壁） 本 2-14

-2072 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２９×１５００　横向打（壁） 本 2-15

S3936-2080 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ３２×１６３０　横向打（壁） 本 2-16

-3010 -120 全ネジボルト　Ｍ１０×１４０　横向打（壁） 本 2-17

-3020 -120 全ネジボルト　Ｍ１２×１６０　横向打（壁） 本 2-18

-3030 -120 全ネジボルト　Ｍ１６×２１０　横向打（壁） 本 2-19

-3040 -120 全ネジボルト　Ｍ２０×３００　横向打（壁） 本 2-20

-3050 -120 全ネジボルト　Ｍ２２×３６０　横向打（壁） 本 2-21

-3060 -120 全ネジボルト　Ｍ２４×４２０　横向打（壁） 本 2-22

-3070 -120 全ネジボルト　Ｍ３０×５００　横向打（壁） 本 2-23

-1010 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１０×４９０　上向打（天井） 本 3-01

-1020 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１３×５００　上向打（天井） 本 3-02

-1030 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１６×５３０　上向打（天井） 本 3-03

-1040 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１９×６００　上向打（天井） 本 3-04

-1050 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２２×６５０　上向打（天井） 本 3-05

-1060 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２５×７００　上向打（天井） 本 3-06

-1072 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２９×７４０　上向打（天井） 本 3-07

-1080 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ３２×７５０　上向打（天井） 本 3-08

-2010 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１０×４９０　上向打（天井） 本 3-09

-2020 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１３×６２０　上向打（天井） 本 3-10

-2030 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１６×７７０　上向打（天井） 本 3-11

-2040 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１９×９６０　上向打（天井） 本 3-12

-2050 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２２×１１３０　上向打（天井） 本 3-13

-2060 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２５×１３００　上向打（天井） 本 3-14

-2072 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２９×１５００　上向打（天井） 本 3-15

-2080 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ３２×１６３０　上向打（天井） 本 3-16

-3010 -130 全ネジボルト　Ｍ１０×１４０　上向打（天井） 本 3-17

-3020 -130 全ネジボルト　Ｍ１２×１６０　上向打（天井） 本 3-18

-3030 -130 全ネジボルト　Ｍ１６×２１０　上向打（天井） 本 3-19

-3040 -130 全ネジボルト　Ｍ２０×３００　上向打（天井） 本 3-20

-3050 -130 全ネジボルト　Ｍ２２×３６０　上向打（天井） 本 3-21

-3060 -130 全ネジボルト　Ｍ２４×４２０　上向打（天井） 本 3-22

-3070 -130 全ネジボルト　Ｍ３０×５００　上向打（天井） 本 3-23
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ＡＲケミカルセッター　ＳＵＰＥＲ　［材工］

S3937-1010 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１０×４９０　下向打（床） 本 1-01

-1020 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１３×５００　下向打（床） 本 1-02

-1030 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１６×５３０　下向打（床） 本 1-03

-1040 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１９×６００　下向打（床） 本 1-04

-1050 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２２×６５０　下向打（床） 本 1-05

-1060 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２５×７００　下向打（床） 本 1-06

-1070 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２９×７５０　下向打（床） 本 1-07

-1080 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ３２×７５０　下向打（床） 本 1-08

-1090 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ３８×８００　下向打（床） 本 1-09

-2010 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１０×４９０　下向打（床） 本 1-10

-2020 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１３×６２０　下向打（床） 本 1-11

-2030 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１６×７７０　下向打（床） 本 1-12

-2040 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１９×９６０　下向打（床） 本 1-13

-2050 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２２×１１３０　下向打（床） 本 1-14

-2060 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２５×１３００　下向打（床） 本 1-15

-2070 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２９×１５１０　下向打（床） 本 1-16

-2080 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ３２×１６３０　下向打（床） 本 1-17

-2090 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ３８×１９２０　下向打（床） 本 1-18

-3010 -110 全ネジボルト　Ｍ１０×１４０　下向打（床） 本 1-19

-3020 -110 全ネジボルト　Ｍ１２×１６０　下向打（床） 本 1-20

-3030 -110 全ネジボルト　Ｍ１６×２１０　下向打（床） 本 1-21

-3040 -110 全ネジボルト　Ｍ２０×３００　下向打（床） 本 1-22

-3050 -110 全ネジボルト　Ｍ２２×３６０　下向打（床） 本 1-23

-3060 -110 全ネジボルト　Ｍ２４×４２０　下向打（床） 本 1-24

-3070 -110 全ネジボルト　Ｍ３０×５００　下向打（床） 本 1-25

-3080 -110 全ネジボルト　Ｍ３６×５８０　下向打（床） 本 1-26

-1010 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１０×４９０　横向打（壁） 本 2-01

-1020 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１３×５００　横向打（壁） 本 2-02

-1030 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１６×５３０　横向打（壁） 本 2-03

-1040 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１９×６００　横向打（壁） 本 2-04

-1050 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２２×６５０　横向打（壁） 本 2-05

-1060 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２５×７００　横向打（壁） 本 2-06

-1070 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２９×７５０　横向打（壁） 本 2-07

-1080 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ３２×７５０　横向打（壁） 本 2-08

-1090 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ３８×８００　横向打（壁） 本 2-09

-2010 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１０×４９０　横向打（壁） 本 2-10

-2020 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１３×６２０　横向打（壁） 本 2-11

-2030 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１６×７７０　横向打（壁） 本 2-12

-2040 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１９×９６０　横向打（壁） 本 2-13

-2050 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２２×１１３０　横向打（壁） 本 2-14

-2060 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２５×１３００　横向打（壁） 本 2-15

-2070 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２９×１５１０　横向打（壁） 本 2-16

-2080 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ３２×１６３０　横向打（壁） 本 2-17

-2090 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ３８×１９２０　横向打（壁） 本 2-18

-3010 -120 全ネジボルト　Ｍ１０×１４０　横向打（壁） 本 2-19

-3020 -120 全ネジボルト　Ｍ１２×１６０　横向打（壁） 本 2-20

-3030 -120 全ネジボルト　Ｍ１６×２１０　横向打（壁） 本 2-21

-3040 -120 全ネジボルト　Ｍ２０×３００　横向打（壁） 本 2-22

-3050 -120 全ネジボルト　Ｍ２２×３６０　横向打（壁） 本 2-23

-3060 -120 全ネジボルト　Ｍ２４×４２０　横向打（壁） 本 2-24

-3070 -120 全ネジボルト　Ｍ３０×５００　横向打（壁） 本 2-25

-3080 -120 全ネジボルト　Ｍ３６×５８０　横向打（壁） 本 2-26

-1010 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１０×４９０　上向打（天井） 本 3-01

-1020 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１３×５００　上向打（天井） 本 3-02

-1030 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１６×５３０　上向打（天井） 本 3-03

-1040 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１９×６００　上向打（天井） 本 3-04

-1050 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２２×６５０　上向打（天井） 本 3-05

-1060 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２５×７００　上向打（天井） 本 3-06

-1070 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２９×７５０　上向打（天井） 本 3-07

-1080 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ３２×７５０　上向打（天井） 本 3-08

-1090 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ３８×８００　上向打（天井） 本 3-09

-2010 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１０×４９０　上向打（天井） 本 3-10

-2020 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１３×６２０　上向打（天井） 本 3-11

-2030 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１６×７７０　上向打（天井） 本 3-12

-2040 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１９×９６０　上向打（天井） 本 3-13

-2050 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２２×１１３０　上向打（天井） 本 3-14

-2060 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２５×１３００　上向打（天井） 本 3-15

-2070 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２９×１５１０　上向打（天井） 本 3-16

－22－
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S3937-2080 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ３２×１６３０　上向打（天井） 本 3-17

-2090 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ３８×１９２０　上向打（天井） 本 3-18

-3010 -130 全ネジボルト　Ｍ１０×１４０　上向打（天井） 本 3-19

-3020 -130 全ネジボルト　Ｍ１２×１６０　上向打（天井） 本 3-20

-3030 -130 全ネジボルト　Ｍ１６×２１０　上向打（天井） 本 3-21

-3040 -130 全ネジボルト　Ｍ２０×３００　上向打（天井） 本 3-22

-3050 -130 全ネジボルト　Ｍ２２×３６０　上向打（天井） 本 3-23

-3060 -130 全ネジボルト　Ｍ２４×４２０　上向打（天井） 本 3-24

-3070 -130 全ネジボルト　Ｍ３０×５００　上向打（天井） 本 3-25

-3080 -130 全ネジボルト　Ｍ３６×５８０　上向打（天井） 本 3-26
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ボルトメイト４０Ｄ　異形鉄筋（差筋）　［材工］

S3938-4110 -010 ＴＧ－１０ＲＮ　Ｄ１０×４９０　下向打（床） 本 1-01

-020 ＴＧ－１２ＲＮ　Ｄ１３×６２０　下向打（床） 本 1-02

-030 ＴＧ－１６ＲＮ　Ｄ１６×７７０　下向打（床） 本 1-03

-040 ＴＧ－２０ＲＮ　Ｄ１９×９６０　下向打（床） 本 1-04

-050 ＴＧ－２２ＲＮ　Ｄ２２×１１３０　下向打（床） 本 1-05

-060 ＴＧ－２４ＲＮ　Ｄ２５×１３００　下向打（床） 本 1-06

ボルトメイト　５Ｄ　ネジボルト　［材工］

S3938-5010 -110 ＴＧ－１０ＲＮ　Ｍ１０×１４０　下向打（床） 本 1-07

-5020 -110 ＴＧ－１２ＲＮ　Ｍ１２×１６０　下向打（床） 本 1-08

-5030 -110 ＴＧ－１６ＲＮ　Ｍ１６×２１０　下向打（床） 本 1-09

-5040 -110 ＴＧ－２０ＲＮ　Ｍ２０×３００　下向打（床） 本 1-10

-5050 -110 ＴＧ－２２ＲＮ　Ｍ２２×３６０　下向打（床） 本 1-11

-5060 -110 ＴＧ－２４ＲＮ　Ｍ２４×４２０　下向打（床） 本 1-12

ボルトメイト４０Ｄ　異形鉄筋（差筋）　［材工］

S3938-4120 -010 ＴＧ－１０ＲＮ　Ｄ１０×４９０　横向打（壁） 本 2-01

-020 ＴＧ－１２ＲＮ　Ｄ１３×６２０　横向打（壁） 本 2-02

-030 ＴＧ－１６ＲＮ　Ｄ１６×７７０　横向打（壁） 本 2-03

-040 ＴＧ－２０ＲＮ　Ｄ１９×９６０　横向打（壁） 本 2-04

-050 ＴＧ－２２ＲＮ　Ｄ２２×１１３０　横向打（壁） 本 2-05

-060 ＴＧ－２４ＲＮ　Ｄ２５×１３００　横向打（壁） 本 2-06

ボルトメイト　５Ｄ　ネジボルト　［材工］

S3938-5010 -120 ＴＧ－１０ＲＮ　Ｍ１０×１４０　横向打（壁） 本 2-07

-5020 -120 ＴＧ－１２ＲＮ　Ｍ１２×１６０　横向打（壁） 本 2-08

-5030 -120 ＴＧ－１６ＲＮ　Ｍ１６×２１０　横向打（壁） 本 2-09

-5040 -120 ＴＧ－２０ＲＮ　Ｍ２０×３００　横向打（壁） 本 2-10

-5050 -120 ＴＧ－２２ＲＮ　Ｍ２２×３６０　横向打（壁） 本 2-11

-5060 -120 ＴＧ－２４ＲＮ　Ｍ２４×４２０　横向打（壁） 本 2-12

ボルトメイト４０Ｄ　異形鉄筋（差筋）　［材工］

S3938-4130 -010 ＴＧ－１０ＲＮ　Ｄ１０×４９０　上向打（天井） 本 3-01

-020 ＴＧ－１２ＲＮ　Ｄ１３×６２０　上向打（天井） 本 3-02

-030 ＴＧ－１６ＲＮ　Ｄ１６×７７０　上向打（天井） 本 3-03

-040 ＴＧ－２０ＲＮ　Ｄ１９×９６０　上向打（天井） 本 3-04

-050 ＴＧ－２２ＲＮ　Ｄ２２×１１３０　上向打（天井） 本 3-05

-060 ＴＧ－２４ＲＮ　Ｄ２５×１３００　上向打（天井） 本 3-06

ボルトメイト　５Ｄ　ネジボルト　［材工］

S3938-5010 -130 ＴＧ－１０ＲＮ　Ｍ１０×１４０　上向打（天井） 本 3-07

-5020 -130 ＴＧ－１２ＲＮ　Ｍ１２×１６０　上向打（天井） 本 3-08

-5030 -130 ＴＧ－１６ＲＮ　Ｍ１６×２１０　上向打（天井） 本 3-09

-5040 -130 ＴＧ－２０ＲＮ　Ｍ２０×３００　上向打（天井） 本 3-10

-5050 -130 ＴＧ－２２ＲＮ　Ｍ２２×３６０　上向打（天井） 本 3-11

-5060 -130 ＴＧ－２４ＲＮ　Ｍ２４×４２０　上向打（天井） 本 3-12
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ケミカルアンカー　変性ビニルエステル系　［材工］

S3939-6010 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１０×４８０　下向打（床） 本 1-01

-6020 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１３×５００　下向打（床） 本 1-02

-6030 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１６×５３０　下向打（床） 本 1-03

-6040 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１９×６００　下向打（床） 本 1-04

-6050 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２２×６５０　下向打（床） 本 1-05

-6060 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２５×７００　下向打（床） 本 1-06

-7010 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１０×４８０　下向打（床） 本 1-07

-7020 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１３×６２０　下向打（床） 本 1-08

-7030 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１６×７７０　下向打（床） 本 1-09

-7040 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１９×９６０　下向打（床） 本 1-10

-7050 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２２×１１３０　下向打（床） 本 1-11

-7060 -110 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２５×１３００　下向打（床） 本 1-12

-8010 -110 ネジボルト　Ｍ８×１１０　下向打（床） 本 1-13

-8020 -110 ネジボルト　Ｍ１０×１３０　下向打（床） 本 1-14

-8030 -110 ネジボルト　Ｍ１２×１６０　下向打（床） 本 1-15

-8040 -110 ネジボルト　Ｍ１６×２１０　下向打（床） 本 1-16

-8050 -110 ネジボルト　Ｍ２０×３００　下向打（床） 本 1-17

-8060 -110 ネジボルト　Ｍ２２×３６０　下向打（床） 本 1-18

-8070 -110 ネジボルト　Ｍ２４×４２０　下向打（床） 本 1-19

ケミカルアンカー　無機系　［材工］

S3939-4110 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１０×４８０　下向打（床） 本 1-20

-4112 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１３×５１０　下向打（床） 本 1-21

-4116 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１６×５３０　下向打（床） 本 1-22

-4119 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１９×５６０　下向打（床） 本 1-23

-4122 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２２×５８０　下向打（床） 本 1-24

-4125 -110 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２５×６８０　下向打（床） 本 1-25

-5110 -110 ネジボルト　Ｍ１０×１４０　下向打（床） 本 1-26

-5112 -110 ネジボルト　Ｍ１２×１６０　下向打（床） 本 1-27

-5116 -110 ネジボルト　Ｍ１６×２１０　下向打（床） 本 1-28

ケミカルアンカー　変性ビニルエステル系　［材工］

S3939-6010 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１０×４８０　横向打（壁） 本 2-01

-6020 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１３×５００　横向打（壁） 本 2-02

-6030 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１６×５３０　横向打（壁） 本 2-03

-6040 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１９×６００　横向打（壁） 本 2-04

-6050 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２２×６５０　横向打（壁） 本 2-05

-6060 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２５×７００　横向打（壁） 本 2-06

S3939-7010 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１０×４８０　横向打（壁） 本 2-07

-7020 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１３×６２０　横向打（壁） 本 2-08

-7030 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１６×７７０　横向打（壁） 本 2-09

-7040 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１９×９６０　横向打（壁） 本 2-10

-7050 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２２×１１３０　横向打（壁） 本 2-11

-7060 -120 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２５×１３００　横向打（壁） 本 2-12

-8010 -120 ネジボルト　Ｍ８×１１０　横向打（壁） 本 2-13

-8020 -120 ネジボルト　Ｍ１０×１３０　横向打（壁） 本 2-14

-8030 -120 ネジボルト　Ｍ１２×１６０　横向打（壁） 本 2-15

-8040 -120 ネジボルト　Ｍ１６×２１０　横向打（壁） 本 2-16

-8050 -120 ネジボルト　Ｍ２０×３００　横向打（壁） 本 2-17

-8060 -120 ネジボルト　Ｍ２２×３６０　横向打（壁） 本 2-18

-8070 -120 ネジボルト　Ｍ２４×４２０　横向打（壁） 本 2-19

ケミカルアンカー　無機系　［材工］

S3939-4110 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１０×４８０　横向打（壁） 本 2-20

-4112 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１３×５１０　横向打（壁） 本 2-21

-4116 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１６×５３０　横向打（壁） 本 2-22

-4119 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１９×５６０　横向打（壁） 本 2-23

-4122 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２２×５８０　横向打（壁） 本 2-24

-4125 -120 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２５×６８０　横向打（壁） 本 2-25

-5110 -120 ネジボルト　Ｍ１０×１４０　横向打（壁） 本 2-26

-5112 -120 ネジボルト　Ｍ１２×１６０　横向打（壁） 本 2-27

-5116 -120 ネジボルト　Ｍ１６×２１０　横向打（壁） 本 2-28

ケミカルアンカー　変性ビニルエステル系　［材工］

S3939-6010 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１０×４８０　上向打（天井） 本 3-01

-6020 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１３×５００　上向打（天井） 本 3-02

-6030 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１６×５３０　上向打（天井） 本 3-03

-6040 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１９×６００　上向打（天井） 本 3-04

-6050 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２２×６５０　上向打（天井） 本 3-05

-6060 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２５×７００　上向打（天井） 本 3-06

-7010 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１０×４８０　上向打（天井） 本 3-07

-7020 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１３×６２０　上向打（天井） 本 3-08

-7030 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１６×７７０　上向打（天井） 本 3-09

-7040 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ１９×９６０　上向打（天井） 本 3-10

-7050 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２２×１１３０　上向打（天井） 本 3-11

-7060 -130 異形鉄筋Ⅱ　Ｄ２５×１３００　上向打（天井） 本 3-12

-8010 -130 ネジボルト　Ｍ８×１１０　上向打（天井） 本 3-13

-8020 -130 ネジボルト　Ｍ１０×１３０　上向打（天井） 本 3-14

-8030 -130 ネジボルト　Ｍ１２×１６０　上向打（天井） 本 3-15

-8040 -130 ネジボルト　Ｍ１６×２１０　上向打（天井） 本 3-16

-8050 -130 ネジボルト　Ｍ２０×３００　上向打（天井） 本 3-17

-8060 -130 ネジボルト　Ｍ２２×３６０　上向打（天井） 本 3-18

-8070 -130 ネジボルト　Ｍ２４×４２０　上向打（天井） 本 3-19

ケミカルアンカー　無機系　［材工］

S3939-4110 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１０×４８０　上向打（天井） 本 3-20

-4112 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１３×５１０　上向打（天井） 本 3-21

-4116 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１６×５３０　上向打（天井） 本 3-22

-4119 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ１９×５６０　上向打（天井） 本 3-23

-4122 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２２×５８０　上向打（天井） 本 3-24

-4125 -130 異形鉄筋Ⅰ　Ｄ２５×６８０　上向打（天井） 本 3-25

-5110 -130 ネジボルト　Ｍ１０×１４０　上向打（天井） 本 3-26

-5112 -130 ネジボルト　Ｍ１２×１６０　上向打（天井） 本 3-27

-5116 -130 ネジボルト　Ｍ１６×２１０　上向打（天井） 本 3-28

あと施工アンカー工事　接着系アンカー＜公表価格＞ 310頁1表

ＨＶＵカプセル方式アンカー　［材工］

S3940-3010 -110 異形鉄筋　Ｄ１０×４８０　下向打（床） 本 1-01

-3020 -110 異形鉄筋　Ｄ１３×６２０　下向打（床） 本 1-02

-3030 -110 異形鉄筋　Ｄ１６×７７０　下向打（床） 本 1-03

-3040 -110 異形鉄筋　Ｄ１９×９６０　下向打（床） 本 1-04

-3060 -110 異形鉄筋　Ｄ２５×１３００　下向打（床） 本 1-05

-5010 -110 ネジボルト　Ｍ８×１１０　下向打（床） 本 1-06

-5020 -110 ネジボルト　Ｍ１０×１３０　下向打（床） 本 1-07

-5030 -110 ネジボルト　Ｍ１２×１６０　下向打（床） 本 1-08

-5040 -110 ネジボルト　Ｍ１６×２１０　下向打（床） 本 1-09

-5050 -110 ネジボルト　Ｍ２０×３００　下向打（床） 本 1-10

-5060 -110 ネジボルト　Ｍ２２×３６０　下向打（床） 本 1-11

-5070 -110 ネジボルト　Ｍ２４×４２０　下向打（床） 本 1-12

S3941-1020 -110 内ねじインサート　Ｍ１０×１１０　下向打（床） 本 1-13

-1030 -110 内ねじインサート　Ｍ１２×１２５　下向打（床） 本 1-14

-1040 -110 内ねじインサート　Ｍ１６×１７０　下向打（床） 本 1-15

-1050 -110 内ねじインサート　Ｍ２０×２０５　下向打（床） 本 1-16

S3940-3010 -120 異形鉄筋　Ｄ１０×４８０　横向打（壁） 本 2-01

-3020 -120 異形鉄筋　Ｄ１３×６２０　横向打（壁） 本 2-02

-3030 -120 異形鉄筋　Ｄ１６×７７０　横向打（壁） 本 2-03

-3040 -120 異形鉄筋　Ｄ１９×９６０　横向打（壁） 本 2-04

-3060 -120 異形鉄筋　Ｄ２５×１３００　横向打（壁） 本 2-05

-5010 -120 ネジボルト　Ｍ８×１１０　横向打（壁） 本 2-06

-5020 -120 ネジボルト　Ｍ１０×１３０　横向打（壁） 本 2-07

-5030 -120 ネジボルト　Ｍ１２×１６０　横向打（壁） 本 2-08

-5040 -120 ネジボルト　Ｍ１６×２１０　横向打（壁） 本 2-09

-5050 -120 ネジボルト　Ｍ２０×３００　横向打（壁） 本 2-10

-5060 -120 ネジボルト　Ｍ２２×３６０　横向打（壁） 本 2-11

-5070 -120 ネジボルト　Ｍ２４×４２０　横向打（壁） 本 2-12

S3941-1020 -120 内ねじインサート　Ｍ１０×１１０　横向打（壁） 本 2-13

-1030 -120 内ねじインサート　Ｍ１２×１２５　横向打（壁） 本 2-14

-1040 -120 内ねじインサート　Ｍ１６×１７０　横向打（壁） 本 2-15

-1050 -120 内ねじインサート　Ｍ２０×２０５　横向打（壁） 本 2-16

S3940-3010 -130 異形鉄筋　Ｄ１０×４８０　上向打（天井） 本 3-01

-3020 -130 異形鉄筋　Ｄ１３×６２０　上向打（天井） 本 3-02

-3030 -130 異形鉄筋　Ｄ１６×７７０　上向打（天井） 本 3-03

-3040 -130 異形鉄筋　Ｄ１９×９６０　上向打（天井） 本 3-04

-3060 -130 異形鉄筋　Ｄ２５×１３００　上向打（天井） 本 3-05

-5010 -130 ネジボルト　Ｍ８×１１０　上向打（天井） 本 3-06

-5020 -130 ネジボルト　Ｍ１０×１３０　上向打（天井） 本 3-07

-5030 -130 ネジボルト　Ｍ１２×１６０　上向打（天井） 本 3-08

-5040 -130 ネジボルト　Ｍ１６×２１０　上向打（天井） 本 3-09

-5050 -130 ネジボルト　Ｍ２０×３００　上向打（天井） 本 3-10

-5060 -130 ネジボルト　Ｍ２２×３６０　上向打（天井） 本 3-11
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S3940-5070 -130 ネジボルト　Ｍ２４×４２０　上向打（天井） 本 3-12

S3941-1020 -130 内ねじインサート　Ｍ１０×１１０　上向打（天井） 本 3-13

-1030 -130 内ねじインサート　Ｍ１２×１２５　上向打（天井） 本 3-14

-1040 -130 内ねじインサート　Ｍ１６×１７０　上向打（天井） 本 3-15

-1050 -130 内ねじインサート　Ｍ２０×２０５　上向打（天井） 本 3-16

あと施工アンカー工事　接着系アンカー＜公表価格＞ 311頁1表

ＨＩＴ－ＨＹ２００接着系アンカー　［材工］

S3940-6110 -110 異形鉄筋　Ｄ１０×４８０　下向打（床） 本 1-01

-6120 -110 異形鉄筋　Ｄ１３×６２０　下向打（床） 本 1-02

-6130 -110 異形鉄筋　Ｄ１６×７７０　下向打（床） 本 1-03

-6140 -110 異形鉄筋　Ｄ１９×９６０　下向打（床） 本 1-04

-6150 -110 異形鉄筋　Ｄ２２×１１３０　下向打（床） 本 1-05

-6160 -110 異形鉄筋　Ｄ２５×１３００　下向打（床） 本 1-06

S3941-3110 -110 ネジボルト　Ｍ８×１１０　下向打（床） 本 1-07

-3120 -110 ネジボルト　Ｍ１０×１３０　下向打（床） 本 1-08

-3130 -110 ネジボルト　Ｍ１２×１６０　下向打（床） 本 1-09

-3140 -110 ネジボルト　Ｍ１６×２１０　下向打（床） 本 1-10

-3150 -110 ネジボルト　Ｍ２０×３００　下向打（床） 本 1-11

-3160 -110 ネジボルト　Ｍ２２×３８０　下向打（床） 本 1-12

-3170 -110 ネジボルト　Ｍ２４×４５０　下向打（床） 本 1-13

-6110 -110 内ねじインサート　Ｍ１０×１１０　下向打（床） 本 1-14

-6120 -110 内ねじインサート　Ｍ１２×１２５　下向打（床） 本 1-15

-6130 -110 内ねじインサート　Ｍ１６×１７０　下向打（床） 本 1-16

-6140 -110 内ねじインサート　Ｍ２０×２０５　下向打（床） 本 1-17

S3940-6110 -120 異形鉄筋　Ｄ１０×４８０　横向打（壁） 本 2-01

-6120 -120 異形鉄筋　Ｄ１３×６２０　横向打（壁） 本 2-02

-6130 -120 異形鉄筋　Ｄ１６×７７０　横向打（壁） 本 2-03

-6140 -120 異形鉄筋　Ｄ１９×９６０　横向打（壁） 本 2-04

-6150 -120 異形鉄筋　Ｄ２２×１１３０　横向打（壁） 本 2-05

-6160 -120 異形鉄筋　Ｄ２５×１３００　横向打（壁） 本 2-06

S3941-3110 -120 ネジボルト　Ｍ８×１１０　横向打（壁） 本 2-07

-3120 -120 ネジボルト　Ｍ１０×１３０　横向打（壁） 本 2-08

-3130 -120 ネジボルト　Ｍ１２×１６０　横向打（壁） 本 2-09

-3140 -120 ネジボルト　Ｍ１６×２１０　横向打（壁） 本 2-10

-3150 -120 ネジボルト　Ｍ２０×３００　横向打（壁） 本 2-11

-3160 -120 ネジボルト　Ｍ２２×３８０　横向打（壁） 本 2-12

-3170 -120 ネジボルト　Ｍ２４×４５０　横向打（壁） 本 2-13

-6110 -120 内ねじインサート　Ｍ１０×１１０　横向打（壁） 本 2-14

-6120 -120 内ねじインサート　Ｍ１２×１２５　横向打（壁） 本 2-15

-6130 -120 内ねじインサート　Ｍ１６×１７０　横向打（壁） 本 2-16

-6140 -120 内ねじインサート　Ｍ２０×２０５　横向打（壁） 本 2-17

S3940-6110 -130 異形鉄筋　Ｄ１０×４８０　上向打（天井） 本 3-01

-6120 -130 異形鉄筋　Ｄ１３×６２０　上向打（天井） 本 3-02

-6130 -130 異形鉄筋　Ｄ１６×７７０　上向打（天井） 本 3-03

-6140 -130 異形鉄筋　Ｄ１９×９６０　上向打（天井） 本 3-04

-6150 -130 異形鉄筋　Ｄ２２×１１３０　上向打（天井） 本 3-05

-6160 -130 異形鉄筋　Ｄ２５×１３００　上向打（天井） 本 3-06

S3941-3110 -130 ネジボルト　Ｍ８×１１０　上向打（天井） 本 3-07

-3120 -130 ネジボルト　Ｍ１０×１３０　上向打（天井） 本 3-08

-3130 -130 ネジボルト　Ｍ１２×１６０　上向打（天井） 本 3-09

-3140 -130 ネジボルト　Ｍ１６×２１０　上向打（天井） 本 3-10

-3150 -130 ネジボルト　Ｍ２０×３００　上向打（天井） 本 3-11

-3160 -130 ネジボルト　Ｍ２２×３８０　上向打（天井） 本 3-12

-3170 -130 ネジボルト　Ｍ２４×４５０　上向打（天井） 本 3-13

-6110 -130 内ねじインサート　Ｍ１０×１１０　上向打（天井） 本 3-14

-6120 -130 内ねじインサート　Ｍ１２×１２５　上向打（天井） 本 3-15

-6130 -130 内ねじインサート　Ｍ１６×１７０　上向打（天井） 本 3-16

-6140 -130 内ねじインサート　Ｍ２０×２０５　上向打（天井） 本 3-17

軽量鉄骨下地工事 314頁1表

軽量鉄骨下地工事　壁下地　鋼製壁下地

N8210-0700 -110 ７５形　＠４５０　高４．０ｍ以下　下地張りあり ｍ２ 1-01

-120 ７５形　＠３００　高４．０ｍ以下　仕上材直張り ｍ２ 1-02

軽量鉄骨下地工事　壁下地　鋼製壁下地開口部補強

N8214-0600 -120 ６５形　ドア等開口部補強　１２００×２０００ｍｍ 個所 1-03

-0700 -090 ７５形　ドア等開口部補強　９００×２０００ｍｍ 個所 1-04

-120 ７５形　ドア等開口部補強　１２００×２０００ｍｍ 個所 1-05

-160 ７５形　ドア等開口部補強　１６００×２０００ｍｍ 個所 1-06

-0900 -120 ９０形　ドア等開口部補強　１２００×２０００ｍｍ 個所 1-07

-160 ９０形　ドア等開口部補強　１６００×２０００ｍｍ 個所 1-08

-1000 -090 １００形　ドア等開口部補強　９００×２０００ｍｍ 個所 1-09

-120 １００形　ドア等開口部補強１２００×２０００ｍｍ 個所 1-10

-160 １００形　ドア等開口部補強１６００×２０００ｍｍ 個所 1-11

N8216-0700 -030 ７５形　ダクト等開口部補強　３００×６００ｍｍ 個所 1-12

-045 ７５形　ダクト等開口部補強　４５０×９００ｍｍ 個所 1-13

-1000 -030 １００形　ダクト等開口部補強　３００×６００ｍｍ 個所 1-14

-045 １００形　ダクト等開口部補強　４５０×９００ｍｍ 個所 1-15

軽量鉄骨下地工事　鋼製天井下地開口部補強

N8234-1900 -235 １９形屋内３００×２４００ｍｍ角　ボード切込み共 個所 1-16

-260 １９形屋内６００×１２００ｍｍ角　ボード切込み共 個所 1-17

-2500 -130 ２５形　屋外　３００ｍｍ角　ボード切込み共 個所 1-18

-230 ２５形屋外３００×１２００ｍｍ角　ボード切込み共 個所 1-19

-235 ２５形屋外３００×２４００ｍｍ角　ボード切込み共 個所 1-20

-260 ２５形屋外６００×１２００ｍｍ角　ボード切込み共 個所 1-21

軽量鉄骨下地工事　床下地　鋼製床下地

N8250-1010 -030 体育館用　組床式　高３００ｍｍ ｍ２ 1-22

-050 体育館用　組床式　高５００ｍｍ ｍ２ 1-23

-070 体育館用　組床式　高７００ｍｍ ｍ２ 1-24

-100 体育館用　組床式　高１０００ｍｍ ｍ２ 1-25

-1020 -030 体育館用　置床式　高３００ｍｍ ｍ２ 1-26

-050 体育館用　置床式　高５００ｍｍ ｍ２ 1-27

-070 体育館用　置床式　高７００ｍｍ ｍ２ 1-28

-2010 -030 柔道場用　組床式　高３００ｍｍ ｍ２ 1-29

-050 柔道場用　組床式　高５００ｍｍ ｍ２ 1-30

-070 柔道場用　組床式　高７００ｍｍ ｍ２ 1-31

-100 柔道場用　組床式　高１０００ｍｍ ｍ２ 1-32

N8250-2020 -030 柔道場用　置床式　高３００ｍｍ ｍ２ 1-33

-050 柔道場用　置床式　高５００ｍｍ ｍ２ 1-34

-070 柔道場用　置床式　高７００ｍｍ ｍ２ 1-35

-3010 -030 剣道場用　組床式　高３００ｍｍ ｍ２ 1-36

-050 剣道場用　組床式　高５００ｍｍ ｍ２ 1-37

-070 剣道場用　組床式　高７００ｍｍ ｍ２ 1-38

-100 剣道場用　組床式　高１０００ｍｍ ｍ２ 1-39

-3020 -030 剣道場用　置床式　高３００ｍｍ ｍ２ 1-40

-050 剣道場用　置床式　高５００ｍｍ ｍ２ 1-41

-070 剣道場用　置床式　高７００ｍｍ ｍ２ 1-42

建築金物工事 318頁1表

建築金物工事　手摺　階段手摺

N8198-0010 -030 アルミ製ビニル被覆　高１１００ｍｍ　φ３４ｍｍ ｍ 1-01

-040 アルミ製ビニル被覆　高１１００ｍｍ　φ４０ｍｍ ｍ 1-02

建築金物工事　手摺　バルコニー手摺　ＢＬ認定品

N8198-0040 -020 アルミ製　高１１００ｍｍ　一段笠木　１５０型 ｍ 1-03

-030 アルミ製　高１１００ｍｍ　一段笠木　３００型 ｍ 1-04

建築金物工事　タラップ

N8192-0100 -219 ステンレス製　径１９×４００×３００ｍｍ 個所 1-05

-222 ステンレス製　径２２×４００×３００ｍｍ 個所 1-06

建築金物工事　ラス張り　ワイヤラス張り

N8114-0100 -018 ひし形ラス　＃１８　径１．２ｍｍ×網目３８ｍｍ ｍ２ 1-07

建築金物工事　ラス張り　メタルラス張り

N8110-0100 -170 平ラス　Ｆ５００　旧２号（ＪＩＳ　Ａ　５５０５） ｍ２ 1-08

建築金物工事　雑金物取付　目地金物

N8170-0100 -203 真ちゅう製　幅３×高１２ｍｍ ｍ 1-09

-153 ステンレス製　幅３×高１２ｍｍ ｍ 1-10

-160 ステンレス製　幅４×高１２ｍｍ ｍ 1-11

-170 ステンレス製　幅５×高１２ｍｍ ｍ 1-12

-180 ステンレス製　幅６×高１５ｍｍ ｍ 1-13

-190 ステンレス製　幅６×高１８ｍｍ ｍ 1-14

建築金物工事　雑金物取付　コーナービード

N8180-0100 -210 真ちゅう製 ｍ 1-15

-310 アルミ製 ｍ 1-16

建築金物工事　雑金物取付　丸環

N8190-0010 -112 スチール製　亜鉛メッキ　径１９ｍｍ内径１００ｍｍ 個所 1-17

-212 ステンレス製　研磨　径１９ｍｍ　内径１００ｍｍ 個所 1-18

建築金物工事　床点検口

N8150-0330 -010 アルミ製　アルミ製目地枠　４５０ｍｍ角 個所 1-19

-020 アルミ製　アルミ製目地枠　６００ｍｍ角 個所 1-20

-030 アルミ製　ステンレス製目地枠　４５０ｍｍ角 個所 1-21

-040 アルミ製　ステンレス製目地枠　６００ｍｍ角 個所 1-22

建築金物工事　天井点検口

Q7630-0010 -200 アルミ製　内外共アルミ額縁枠　３００ｍｍ角 個所 1-23

-210 アルミ製　内外共アルミ額縁枠　４５０ｍｍ角 個所 1-24

-220 アルミ製　内外共アルミ額縁枠　６００ｍｍ角 個所 1-25

-230 アルミ製　内外共アルミ目地枠　３００ｍｍ角 個所 1-26

-240 アルミ製　内外共アルミ目地枠　４５０ｍｍ角 個所 1-27

-250 アルミ製　内外共アルミ目地枠　６００ｍｍ角 個所 1-28

建築金物工事 320頁1表

建築金物工事　アルミ笠木　押出成形品パラペット用

N8194-0010 -150 直線（シルバー）　幅１５０ｍｍ ｍ 1-01

-175 直線（シルバー）　幅１７５ｍｍ ｍ 1-02

-200 直線（シルバー）　幅２００ｍｍ ｍ 1-03

-225 直線（シルバー）　幅２２５ｍｍ ｍ 1-04

-250 直線（シルバー）　幅２５０ｍｍ ｍ 1-05

-275 直線（シルバー）　幅２７５ｍｍ ｍ 1-06

-300 直線（シルバー）　幅３００ｍｍ ｍ 1-07

-0020 -150 直線（カラー）　幅１５０ｍｍ ｍ 1-08

-175 直線（カラー）　幅１７５ｍｍ ｍ 1-09

-200 直線（カラー）　幅２００ｍｍ ｍ 1-10

-225 直線（カラー）　幅２２５ｍｍ ｍ 1-11

-250 直線（カラー）　幅２５０ｍｍ ｍ 1-12

-275 直線（カラー）　幅２７５ｍｍ ｍ 1-13

-300 直線（カラー）　幅３００ｍｍ ｍ 1-14

-0030 -150 コーナー（シルバー）　幅１５０ｍｍ 個所 1-15

-175 コーナー（シルバー）　幅１７５ｍｍ 個所 1-16

-200 コーナー（シルバー）　幅２００ｍｍ 個所 1-17

-225 コーナー（シルバー）　幅２２５ｍｍ 個所 1-18

-250 コーナー（シルバー）　幅２５０ｍｍ 個所 1-19

-275 コーナー（シルバー）　幅２７５ｍｍ 個所 1-20

-300 コーナー（シルバー）　幅３００ｍｍ 個所 1-21

-0040 -150 コーナー（カラー）　幅１５０ｍｍ 個所 1-22

-175 コーナー（カラー）　幅１７５ｍｍ 個所 1-23

-200 コーナー（カラー）　幅２００ｍｍ 個所 1-24

-225 コーナー（カラー）　幅２２５ｍｍ 個所 1-25

-250 コーナー（カラー）　幅２５０ｍｍ 個所 1-26

-275 コーナー（カラー）　幅２７５ｍｍ 個所 1-27

-300 コーナー（カラー）　幅３００ｍｍ 個所 1-28

建築金物工事　エキスパンション・ジョイントカバー

N8150-0250 -010 内部用　クリアランス５０　ステンレス製　床と床 ｍ 1-29

-015 内部用　クリアランス５０　ステンレス製　床と内壁 ｍ 1-30

-020 内部用　クリアランス５０　アルミ製　内壁と内壁 ｍ 1-31

-030 内部用　クリアランス５０　アルミ製　内壁コーナー ｍ 1-32

-040 外部用　クリアランス５０　アルミ製　外壁と外壁 ｍ 1-33

-050 外部用　クリアランス５０　アルミ製　外壁コーナー ｍ 1-34

-060 外部用　クリアランス５０　アルミ製　屋根と屋根 ｍ 1-35

-070 外部用　クリアランス５０　アルミ製　屋根コーナー ｍ 1-36
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N8150-0200 -050 内部用　クリアランス１００　ステンレス製　床と床 ｍ 1-37

-055 内部用クリアランス１００　ステンレス製　床と内壁 ｍ 1-38

-020 内部用　クリアランス１００　アルミ製　床と床 ｍ 1-39

-025 内部用　クリアランス１００　アルミ製　床と内壁 ｍ 1-40

-010 内部用　クリアランス１００　アルミ製　内壁と内壁 ｍ 1-41

-015 内部用クリアランス１００　アルミ製　内壁コーナー ｍ 1-42

-040 外部用　クリアランス１００　アルミ製　外壁と外壁 ｍ 1-43

-045 外部用クリアランス１００　アルミ製　外壁コーナー ｍ 1-44

-030 外部用　クリアランス１００　アルミ製　屋根と屋根 ｍ 1-45

-060 外部用クリアランス１００　アルミ製　屋根コーナー ｍ 1-46

建築金物工事 322頁1表

建築金物工事　天井金属成形板張アルミスパンドレル

N8150-0350 -030 フラットタイプ　厚１．０ｍｍ　シルバーアルマイト ｍ２ 1-01

-040 フラットタイプ　厚１．０ｍｍ　カラー電解着色 ｍ２ 1-02

-043 フラットタイプ　厚１．３ｍｍ　シルバーアルマイト ｍ２ 1-03

-045 フラットタイプ　厚１．３ｍｍ　カラー電解着色 ｍ２ 1-04

-050 アルミスパンドレル用廻り縁　シルバーアルマイト ｍ 1-05

-060 アルミスパンドレル用廻り縁　カラー電解着色 ｍ 1-06

建築金物工事　階段滑り止め（ノンスリップ）

N8160-0100 -135 ビニールタイヤ入れ式　踏幅３５ｍｍ　ステンレス製 ｍ 1-07

-140 ビニールタイヤ入れ式　踏幅４０ｍｍ　ステンレス製 ｍ 1-08

-150 ビニールタイヤ入れ式　踏幅５０ｍｍ　ステンレス製 ｍ 1-09

-0110 -035 ビニールタイヤ入れ式　踏幅３５ｍｍ　真ちゅう製 ｍ 1-10

-040 ビニールタイヤ入れ式　踏幅４０ｍｍ　真ちゅう製 ｍ 1-11

-050 ビニールタイヤ入れ式　踏幅５０ｍｍ　真ちゅう製 ｍ 1-12

-0120 -035 ビニールタイヤ入れ式　踏幅３５ｍｍ　アルミ製 ｍ 1-13

-040 ビニールタイヤ入れ式　踏幅４０ｍｍ　アルミ製 ｍ 1-14

-050 ビニールタイヤ入れ式　踏幅５０ｍｍ　アルミ製 ｍ 1-15

-0200 -135 タイヤレス式アンカー無し　踏幅３５ｍｍ　金属製 ｍ 1-16

-140 タイヤレス式アンカー無し　踏幅４０ｍｍ　金属製 ｍ 1-17

-150 タイヤレス式アンカー無し　踏幅５０ｍｍ　金属製 ｍ 1-18

建築金物工事　クッションストッパー

N8165-0030 -010 高１００×幅１００ｍｍ　合成ゴム製（黒） ｍ 1-19

-020 高１３０×幅１５０ｍｍ　合成ゴム製（黒） ｍ 1-20

建築金物工事　柱コーナーガード（柱角保護材）

N8165-0040 -030 ６５×６５ｍｍ　塩化ビニル製 ｍ 1-21

-040 ６５×６５ｍｍ　合成ゴム製 ｍ 1-22

-010 ９０×９０ｍｍ　塩化ビニル製 ｍ 1-23

-020 ９０×９０ｍｍ　合成ゴム製 ｍ 1-24

建築金物工事　足拭きマット枠（沓摺金物）

N8165-0010 -010 幅４０ｍｍ　厚１．５ｍｍ　ステンレス製 ｍ 1-25

-020 幅４０ｍｍ　厚２．０ｍｍ　ステンレス製 ｍ 1-26

左官工事 326頁1表

左官工事　床　コンクリート面　木ごて均し

O1010-2010 -010 木ごて１回　［手間］ ｍ２ 1-01

-020 木ごて２回　定盤ならし共　［手間］ ｍ２ 1-02

左官工事　床　コンクリート面　木ごて仕上げ

O1010-2320 -010 ［手間］ ｍ２ 1-03

左官工事　床　コンクリート面　刷毛引き仕上げ

O1010-2310 -010 ［手間］ ｍ２ 1-04

左官工事　床　モルタル塗り

O1010-2610 -020 コンクリート下地　硬質骨材入り　厚３０ｍｍ ｍ２ 1-05

左官工事　床　保護モルタル塗り

O1010-1510 -010 コンクリート下地　防水層保護用　厚１５ｍｍ ｍ２ 1-06

左官工事　床　防水モルタル塗り金ごて仕上げ

O1010-2710 -020 コンクリート下地　厚３０ｍｍ ｍ２ 1-07

左官工事　床　色モルタル塗り金ごて仕上げ

O1010-2810 -010 コンクリート下地　緑色系　厚３０ｍｍ ｍ２ 1-08

-020 コンクリート下地　一般色　厚３０ｍｍ ｍ２ 1-09

左官工事　床　モルタル塗り刷毛引き仕上げ

O1010-2620 -010 コンクリート下地　厚３０ｍｍ ｍ２ 1-10

左官工事　床　セルフレベリング材塗り

O1010-1610 -020 コンクリート下地　セメント系　厚１０ｍｍ ｍ２ 1-11

-030 コンクリート下地　セメント系　厚１５ｍｍ ｍ２ 1-12

-040 コンクリート下地　セメント系　厚２０ｍｍ ｍ２ 1-13

-050 コンクリート下地　セメント系　厚２５ｍｍ ｍ２ 1-14

-060 コンクリート下地　セメント系　厚３０ｍｍ ｍ２ 1-15

-010 コンクリート下地　せっこう系　厚１０ｍｍ ｍ２ 1-16

-015 コンクリート下地　せっこう系　厚１５ｍｍ ｍ２ 1-17

-018 コンクリート下地　せっこう系　厚２０ｍｍ ｍ２ 1-18

左官工事　幅木　柱幅木　硬質骨材入色モルタル塗り

O1010-5110 -010 コンクリート下地　高１００ｍｍ出幅木　厚２０ｍｍ ｍ 1-19

左官工事 328頁1表

左官工事　壁　コンクリート打放し補修

O1050-1000 -110 部分補修　目地廻り別途　不陸２ｍｍ以内 ｍ２ 1-01

-220 全面補修　目地廻り別途　ペンキ下地用 ｍ２ 1-02

-310 打放補修　天端補修　糸幅１００ｍｍ程度　１回押え ｍ 1-03

-320 打放補修　笠木補修　糸幅１００ｍｍ程度　１回押え ｍ 1-04

-330 打放補修　水切補修　糸幅１００ｍｍ程度　１回押え ｍ 1-05

-340 打放補修　開口部だき廻り補修　タイル下地 ｍ 1-06

-350 打放補修　化粧目地補修　目地幅１５ｍｍ ｍ 1-07

-360 打放補修　目地欠損部モルタル補修（７ｍｍ以上） ｍ 1-08

-370 打放補修　修正目地棒取付 ｍ 1-09

O1050-1000 -380 打放補修　出隅欠損部モルタル補修（７ｍｍ以上） ｍ 1-10

-390 打放補修　出隅通り修正 ｍ 1-11

-400 打放補修　不陸調整（段差７ｍｍ以上） ｍ２ 1-12

-410 打放補修　建具廻り他抱きモルタル ｍ 1-13

左官工事　壁　樹脂入モルタル薄塗り工法

O1050-2010 -010 ３ｍｍ工法　硬質骨材（けい砂）入り　塗装下地 ｍ２ 1-14

-020 ３ｍｍ工法　軽量骨材（パーライト）入り　張物下地 ｍ２ 1-15

-110 ５ｍｍ工法　硬質骨材（けい砂）入り　塗装下地 ｍ２ 1-16

-120 ５ｍｍ工法　軽量骨材（パーライト）入り　張物下地 ｍ２ 1-17

左官工事　壁　モルタル塗り金ごて押え

O1050-3210 -010 コンクリート下地　外壁　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-18

-110 ワイヤラス下地　ラスこすり共　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-19

-210 平ラス下地　ラスこすり共　塗厚１５ｍｍ ｍ２ 1-20

-310 ラスシート下地　ラスこすり共　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-21

-410 リブラス下地　ラスこすり共　塗厚３０ｍｍ ｍ２ 1-22

-510 コンクリートブロック・れんが下地　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-23

-610 ＡＬＣパネル下地　塗厚１５ｍｍ ｍ２ 1-24

左官工事　壁　モルタル塗り刷毛引き

O1050-3310 -010 コンクリート下地　外壁　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-25

-020 コンクリート下地　内壁　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-26

-110 ワイヤラス下地　ラスこすり共　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-27

-210 平ラス下地　ラスこすり共　塗厚１５ｍｍ ｍ２ 1-28

-310 ラスシート下地　ラスこすり共　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-29

-410 リブラス下地　ラスこすり共　塗厚３０ｍｍ ｍ２ 1-30

左官工事　壁　均しモルタル塗り

O1050-3410 -010 コンクリート下地　防水下地　塗厚２０ｍｍ ｍ 1-31

左官工事　壁　保護モルタル塗り

O1050-3510 -010 コンクリート下地　防水層保護用　塗厚２０ｍｍ ｍ 1-32

左官工事　壁　プラスター塗り

O1050-3610 -010 ＡＬＣ用特殊プラスター　Ａ種　塗厚３ｍｍ ｍ２ 1-33

-020 ＡＬＣ用特殊プラスター　Ｂ種　塗厚５～７ｍｍ ｍ２ 1-34

左官工事　壁　防水モルタル塗り金ごて仕上げ

O1050-3710 -010 コンクリート下地　防水剤入りモルタル使用 ｍ２ 1-35

左官工事　壁　せっこうプラスター塗り

O1050-3810 -010 コンクリート下地　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-36

-020 ラスボード下地　塗厚１５ｍｍ　ラスボード張り別途 ｍ２ 1-37

左官工事　壁　パーライトプラスター塗り

O1050-4010 -010 コンクリート下地　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-38

-020 ラスボード下地　塗厚１５ｍｍ　ラスボード張り別途 ｍ２ 1-39

左官工事　壁　京壁塗り

O1050-4110 -010 モルタル下地　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-40

-020 ラスボード下地　塗厚１５ｍｍ　ラスボード張り別途 ｍ２ 1-41

左官工事　壁　繊維壁塗り

O1050-4210 -010 コンクリート下地　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-42

-020 ラスボード下地　塗厚１５ｍｍ　ラスボード張り別途 ｍ２ 1-43

左官工事　壁　多彩模様こて塗り

O1050-4310 -010 コンクリート下地　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-44

-020 ラスボード下地　塗厚１５ｍｍ　ラスボード張り別途 ｍ２ 1-45

左官工事　壁　しっくい塗り

O1050-4410 -010 ラスボード下地　塗厚１５ｍｍ　ラスボード張り別途 ｍ２ 1-46

左官工事　壁・柱モルタル加算

O1050-4710 -010 コーナー加算 ｍ 1-47

左官工事 330頁1表

左官工事　柱　モルタル塗り木ごて

O1210-6010 -010 コンクリート下地　外壁　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-01

-020 コンクリート下地　内壁　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-02

左官工事　柱　モルタル塗り木ごて押え

O1210-6110 -010 コンクリート下地　タイル下地　塗厚１５ｍｍ ｍ２ 1-03

-020 コンクリート下地　タイル下地　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-04

-030 コンクリート下地　タイル下地（積上げ） ｍ２ 1-05

-040 コンクリート下地　タイル下地（接着剤張り） ｍ２ 1-06

左官工事　柱　モルタル塗り金ごて押え

O1210-6210 -010 コンクリート下地　外壁　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-07

-110 ワイヤラス下地　ラスこすり共　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-08

-210 平ラス下地　ラスこすり共　塗厚１５ｍｍ ｍ２ 1-09

-310 ラスシート下地　ラスこすり共　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-10

-410 リブラス下地　ラスこすり共　塗厚３０ｍｍ ｍ２ 1-11

左官工事　柱　モルタル塗り刷毛引き

O1210-6310 -010 コンクリート下地　外壁　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-12

-020 コンクリート下地　内壁　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-13

-110 ワイヤラス下地　ラスこすり共　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-14

-210 平ラス下地　ラスこすり共　塗厚１５ｍｍ ｍ２ 1-15

-310 ラスシート下地　ラスこすり共　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-16

-410 リブラス下地　ラスこすり共　塗厚３０ｍｍ ｍ２ 1-17

左官工事　柱　均しモルタル塗り

O1210-6410 -010 コンクリート下地　防水下地　塗厚２０ｍｍ ｍ 1-18

左官工事　柱　保護モルタル塗り

O1210-6510 -010 コンクリート下地　防水層保護用　塗厚２０ｍｍ ｍ 1-19

左官工事　柱　プラスター塗り

O1210-6610 -010 ＡＬＣ用特殊プラスター　Ａ種　塗厚３ｍｍ ｍ２ 1-20

-020 ＡＬＣ用特殊プラスター　Ｂ種　塗厚５～７ｍｍ ｍ２ 1-21
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左官工事　柱　防水モルタル塗り金ごて

O1210-6710 -010 コンクリート下地　塗厚１５ｍｍ ｍ２ 1-22

左官工事　柱　せっこうプラスター塗り

O1210-6810 -010 コンクリート下地　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-23

-020 ラスボード下地　塗厚１５ｍｍ　ラスボード張り別途 ｍ２ 1-24

左官工事　柱　パーライトプラスター塗り

O1210-7010 -010 コンクリート下地　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-25

-020 ラスボード下地　塗厚１５ｍｍ　ラスボード張り別途 ｍ２ 1-26

左官工事　柱　京壁塗り

O1210-7110 -010 モルタル下地　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-27

-020 ラスボード下地　塗厚１５ｍｍ　ラスボード張り別途 ｍ２ 1-28

左官工事　柱　繊維壁塗り

O1210-7210 -010 コンクリート下地　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-29

-020 ラスボード下地　塗厚１５ｍｍ　ラスボード張り別途 ｍ２ 1-30

左官工事　柱　多彩模様こて塗り

O1210-7310 -010 コンクリート下地　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-31

-020 ラスボード下地　塗厚１５ｍｍ　ラスボード張り別途 ｍ２ 1-32

左官工事　柱　しっくい塗り

O1210-7410 -010 ラスボード下地　塗厚１５ｍｍ　ラスボード張り別途 ｍ２ 1-33

左官工事 332頁1表

左官工事　梁型　モルタル塗り木ごて

O1310-1010 -010 コンクリート下地　外壁　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-01

-020 コンクリート下地　内壁　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-02

左官工事　梁型　モルタル塗り木ごて押え

O1310-1310 -010 コンクリート下地　タイル下地　塗厚１５ｍｍ ｍ２ 1-03

-020 コンクリート下地　タイル下地　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-04

-030 コンクリート下地　タイル下地（積上げ） ｍ２ 1-05

-040 コンクリート下地　タイル下地（接着剤張り） ｍ２ 1-06

左官工事　梁型　モルタル塗り金ごて押え

O1310-1110 -010 コンクリート下地　外壁　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-07

-110 ワイヤラス下地　ラスこすり共　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-08

-210 平ラス下地　ラスこすり共　塗厚１５ｍｍ ｍ２ 1-09

-310 ラスシート下地　ラスこすり共　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-10

-410 リブラス下地　ラスこすり共　塗厚３０ｍｍ ｍ２ 1-11

左官工事　梁型　モルタル塗り刷毛引き

O1310-1210 -010 コンクリート下地　外壁　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-12

-020 コンクリート下地　内壁　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-13

-110 ワイヤラス下地　ラスこすり共　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-14

-210 平ラス下地　ラスこすり共　塗厚１５ｍｍ ｍ２ 1-15

-310 ラスシート下地　ラスこすり共　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-16

-410 リブラス下地　ラスこすり共　塗厚３０ｍｍ ｍ２ 1-17

左官工事　梁型　防水モルタル塗り金ごて

O1310-1410 -010 コンクリート下地　防水剤入りモルタル使用 ｍ２ 1-18

左官工事　梁型　せっこうプラスター塗り

O1310-1510 -010 コンクリート下地　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-19

左官工事　梁型　パーライトプラスター塗り

O1310-1710 -010 コンクリート下地　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-20

左官工事　天井　モルタル塗り金ごて押え

O1260-1010 -010 コンクリート下地　塗厚１２ｍｍ ｍ２ 1-21

-110 ワイヤラス下地　ラスこすり共　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-22

-210 平ラス下地　ラスこすり共　塗厚１５ｍｍ ｍ２ 1-23

-310 ラスシート下地　ラスこすり共　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-24

-410 リブラス下地　ラスこすり共　塗厚３０ｍｍ ｍ２ 1-25

左官工事　天井　モルタル塗り刷毛引き

O1260-1110 -010 コンクリート下地　塗厚１２ｍｍ ｍ２ 1-26

-110 ワイヤラス下地　ラスこすり共　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-27

-210 平ラス下地　ラスこすり共　塗厚１５ｍｍ ｍ２ 1-28

-310 ラスシート下地　ラスこすり共　塗厚２５ｍｍ ｍ２ 1-29

-410 リブラス下地　ラスこすり共　塗厚３０ｍｍ ｍ２ 1-30

左官工事　天井　プラスター塗り

O1260-1210 -010 ＡＬＣ用特殊プラスター　Ａ種　塗厚３ｍｍ ｍ２ 1-31

-020 ＡＬＣ用特殊プラスター　Ｂ種　塗厚５～７ｍｍ ｍ２ 1-32

左官工事　天井　せっこうプラスター塗り

O1260-1310 -010 コンクリート下地　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-33

左官工事　天井　パーライトプラスター塗り

O1260-1510 -010 コンクリート下地　塗厚２０ｍｍ ｍ２ 1-34

左官工事 334頁1表

左官工事　階段ボーダーモルタル塗り金ごて押え

O1330-0110 -010 コンクリート下地　壁付きボーダー　糸幅１００ｍｍ ｍ 1-01

左官工事　階段ささら桁モルタル塗り金ごて押え

O1330-0210 -010 コンクリート下地　小口ボーダー　糸幅１５０ｍｍ 延ｍ 1-02

左官工事　階段段裏モルタル塗り刷毛引き

O1330-0510 -020 コンクリート下地 ｍ２ 1-03

左官工事　階段　ノンスリップ取付け　［手間］

O1330-5510 -001 コンクリート下地 ｍ 1-04

左官工事　階段　ノンスリップタイル取付け［手間］

O1330-6010 -001 コンクリート下地 ｍ 1-05

左官工事　屋根防水モルタル塗り

O1330-6510 -010 コンクリート下地　防水剤入りモルタル使用 ｍ２ 1-06

左官工事　屋根パーライトモルタル塗り

O1330-7010 -010 コンクリート下地　断熱用　防水剤入りモルタル使用 ｍ２ 1-07

左官工事　バルコニー溝防水モルタル塗り金ごて仕上

O1360-1050 -010 コンクリート下地　糸幅１００ｍｍ ｍ 1-08

-1060 -010 コンクリート下地　糸幅２００ｍｍ ｍ 1-09

左官工事　窓台防水モルタル金ごて押え

O1360-1010 -010 コンクリート下地　糸幅１５０ｍｍ ｍ 1-10

左官工事　壁目地入れ

O1360-2500 -110 コンクリート下地　木目地　１０ｍｍ ｍ 1-11

左官工事　コーキング用目地入れ

O1360-5500 -120 角木目地　１０ｍｍ ｍ 1-12

左官工事　コーナービート取付け　［手間］

O1360-6000 -118 長１８００ｍｍ 本 1-13

左官工事　側溝防水モルタル塗り金ごて押え

O1360-3020 -010 コンクリート下地　糸幅３００ｍｍ ｍ 1-14

左官工事　軒、庇モルタル塗り金ごて押え

O1360-3510 -010 コンクリート下地　幅１５０ｍｍ ｍ 1-15

左官工事　軒、庇防水モルタル塗り金ごて押え

O1360-3520 -010 コンクリート下地　幅１５０ｍｍ ｍ 1-16

左官工事　抱き廻りモルタル塗り金ごて押え

O1360-4000 -115 コンクリート下地　幅１５０ｍｍ ｍ 1-17

左官工事　笠木モルタル塗り金ごて押え

O1360-4500 -125 コンクリート下地　糸幅１５０ｍｍ ｍ 1-18

-110 コンクリート下地　糸幅２００ｍｍ ｍ 1-19

-120 コンクリート下地　糸幅２５０ｍｍ ｍ 1-20

左官工事　犬走りモルタル塗り木ごて

O1360-8110 -010 塗厚３０ｍｍ ｍ２ 1-21

左官工事　犬走りモルタル塗り金ごて

O1360-8120 -010 塗厚３０ｍｍ ｍ２ 1-22

左官工事　犬走りモルタル塗り刷毛引き

O1360-8130 -010 塗厚３０ｍｍ ｍ２ 1-23

左官工事　基礎モルタル塗り金ごて

O1360-8300 -130 塗厚３０ｍｍ ｍ２ 1-24

左官工事　基礎天端モルタル塗り金ごて

O1360-8200 -130 塗厚３０ｍｍ　幅２００ｍｍ程度 ｍ 1-25

吹付工事 340頁1表

吹付工事　セメント系下地調整塗材Ｃ－１　吹付け

O6012-1010 -015 下地　コンクリート、ＡＬＣパネル　カチオン系 ｍ２ 1-01

吹付工事　セメント系下地調整塗材Ｃ－２　こて塗り

O6012-1010 -025 下地　コンクリート、ＡＬＣパネル　カチオン系 ｍ２ 1-02

吹付工事　セメント系下地調整塗材ＣＭ－２こて塗り

O6012-1010 -110 下地　コンクリート ｍ２ 1-03

吹付工事　下地　合成樹脂溶剤系シーラー

O6010-0043 -010 下地　コンクリート、ＡＬＣパネル　ＰＣ板　他 ｍ２ 1-04

吹付工事　下地　一液形エポキシ樹脂溶剤系シーラー

O6010-0045 -110 下地　けい酸カルシウム板 ｍ２ 1-05

吹付工事　下地　二液形エポキシ樹脂溶剤系シーラー

O6010-0045 -130 下地　押出成形セメント板 ｍ２ 1-06

吹付工事　下地　合成樹脂エマルションパテ

O6012-1010 -210 下地　コンクリート、ＰＣ板 ｍ２ 1-07

-220 下地　せっこうボード、合板 ｍ２ 1-08

吹付工事　薄付　外装薄塗材Ｅ（スキン）

O6013-1010 -020 着色骨材砂壁状　吹付　主材塗２ ｍ２ 1-09

吹付工事　薄付　外装薄塗材Ｓｉ（シリカリシン）

O6013-1040 -010 砂壁状　吹付　主材塗２ ｍ２ 1-10

吹付工事　薄付　防水形外装薄塗材Ｅ　単層弾性塗材

O6013-1050 -020 ゆず肌状　ローラー塗 ｍ２ 1-11

-210 凸部処理　吹付 ｍ２ 1-12

吹付工事　厚付　外装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ）

O6014-1010 -010 吹付　上塗２　水系アクリルつやあり ｍ２ 1-13

-020 吹付　上塗２　水系ウレタンつやあり ｍ２ 1-14

-110 吹付　凸部処理・上塗２　水系アクリルつやあり ｍ２ 1-15

-120 吹付　凸部処理・上塗２　水系ウレタンつやあり ｍ２ 1-16

吹付工事　厚付　内装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ）

O6014-1020 -010 吹付　上塗なし ｍ２ 1-17

-020 吹付　凸部処理・上塗なし ｍ２ 1-18

吹付工事　厚付　外装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ）

O6014-1030 -010 吹付　上塗なし ｍ２ 1-19

-020 吹付　上塗２　水系アクリルつやあり ｍ２ 1-20
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O6014-1030 -030 吹付　上塗２　水系ウレタンつやあり ｍ２ 1-21

-110 吹付　凸部処理・上塗なし ｍ２ 1-22

-120 吹付　凸部処理・上塗２　水系アクリルつやあり ｍ２ 1-23

-130 吹付　凸部処理・上塗２　水系ウレタンつやあり ｍ２ 1-24

吹付工事　厚付　外装厚塗材Ｓｉ（シリカスタッコ）

O6014-1040 -010 吹付　上塗なし ｍ２ 1-25

-020 吹付　上塗２　水系アクリルつやあり ｍ２ 1-26

-110 吹付　凸部処理・上塗なし ｍ２ 1-27

-120 吹付　凸部処理・上塗２　水系アクリルつやあり ｍ２ 1-28

吹付工事 342頁1表

吹付工事　複層塗材ＣＥ（ポリマーセメントタイル）

O6015-1010 -020 ゆず肌状　ローラー塗　上塗２　水系アクリル艶有 ｍ２ 1-01

-030 ゆず肌状　ローラー塗　上塗２　水系ウレタン艶有 ｍ２ 1-02

-110 凹凸状　吹付　上塗２　水系アクリルつやあり ｍ２ 1-03

-120 凹凸状　吹付　上塗２　水系ウレタンつやあり ｍ２ 1-04

-210 凸部処理　吹付　上塗２　水系アクリルつやあり ｍ２ 1-05

-220 凸部処理　吹付　上塗２　水系ウレタンつやあり ｍ２ 1-06

吹付工事　複層塗材Ｓｉ（シリカタイル）

O6015-1020 -030 ゆず肌状　ローラー塗　上塗２　水系ウレタン艶有 ｍ２ 1-07

-130 凹凸状　吹付　上塗２　水系ウレタンつやあり ｍ２ 1-08

-230 凸部処理　吹付　上塗２　水系ウレタンつやあり ｍ２ 1-09

吹付工事　複層塗材Ｅ（アクリルタイル）

O6015-1030 -030 ゆず肌状　ローラー塗　上塗２　水系ウレタン艶有 ｍ２ 1-10

-120 凹凸状　吹付　上塗２　水系ウレタンつやあり ｍ２ 1-11

-220 凸部処理　吹付　上塗２　水系ウレタンつやあり ｍ２ 1-12

吹付工事　複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル）

O6015-1040 -030 ゆず肌状　ローラー塗　上塗２　水系ウレタン艶有 ｍ２ 1-13

-120 凹凸状　吹付　上塗２　水系ウレタンつやあり ｍ２ 1-14

-220 凸部処理　吹付　上塗２　水系ウレタンつやあり ｍ２ 1-15

吹付工事　防水形複層塗材ＣＥ

O6015-1060 -010 ゆず肌　ローラー塗　上塗２　水系弾性アクリル艶有 ｍ２ 1-16

-020 ゆず肌　ローラー塗　上塗２　水系弾性ウレタン艶有 ｍ２ 1-17

-120 凹凸状　吹付　上塗２　水系弾性アクリルつやあり ｍ２ 1-18

-130 凹凸状　吹付　上塗２　水系弾性ウレタンつやあり ｍ２ 1-19

-220 凸部処理　吹付　上塗２　水系弾性アクリルつやあり ｍ２ 1-20

-230 凸部処理　吹付　上塗２　水系弾性ウレタンつやあり ｍ２ 1-21

吹付工事　防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル）

O6015-1070 -020 ゆず肌　ローラー塗　上塗２　水系弾性ウレタン艶有 ｍ２ 1-22

-120 凹凸状　吹付　上塗２　水系弾性ウレタンつやあり ｍ２ 1-23

-220 凸部処理　吹付　上塗２　水系弾性ウレタンつやあり ｍ２ 1-24

吹付工事　マスチック塗材塗り　Ａ種

Q2020-1140 -010 Ｃｏ・押出成形セメント板・モルタル・ＡＬＣパネル ｍ２ 1-25

吹付工事　マスチック塗材塗り　Ｂ種

Q2020-1140 -080 Ｃｏ・押出成形セメント板・モルタル・ＡＬＣパネル ｍ２ 1-26

吹付工事　軽量骨材仕上塗材　パーライト系天井材

O6016-1010 -010 合成樹脂エマルション系　下塗１主材塗２　厚３ｍｍ ｍ２ 1-27

-020 合成樹脂エマルション系　下塗１主材塗２　厚５ｍｍ ｍ２ 1-28

吹付工事　軽量骨材仕上塗材　ヒル石系天井材

O6016-1020 -010 合成樹脂エマルション系　下塗１主材塗２　厚３ｍｍ ｍ２ 1-29

-020 合成樹脂エマルション系　下塗１主材塗２　厚５ｍｍ ｍ２ 1-30
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下地調整　セメンシャス　＃２０００　［材工］

O6911-3528 -010 防錆ポリマーセメント系下地調整材 ｍ２ 1-01

下地調整　エコフィクサー　［材工］

O6911-6635 -010 コテ仕様 ｍ２ 1-02

-020 ローラー仕様 ｍ２ 1-03

薄付け仕上塗材　セラミソフトリシン　［材工］

O6911-3913 -010 可とう形外装塗材Ｅ　標準リシン状 ｍ２ 1-04

薄付け仕上塗材　セラミクリーン　［材工］

O6911-3921 -110 防水形外装薄塗材Ｅ　ゆず肌状ローラー仕上げ ｍ２ 1-05

薄付け仕上塗材　ニュートップレスクリーン［材工］

O6911-3915 -010 防水形外装薄塗材Ｅ　つや有ゆず肌状ローラー仕上げ ｍ２ 1-06

薄付け仕上塗材　グッセラ・Ｇキャスト　［材工］

O6911-9811 -010 外装薄塗材Ｅ ｍ２ 1-07

薄付け仕上塗材　グッセラ・Ｇローラー　［材工］

O6911-9813 -010 外装薄塗材Ｅ ｍ２ 1-08

薄付け仕上塗材　アレナムーロ　［材工］

O6911-9819 -010 外装薄塗材Ｅ ｍ２ 1-09

薄付け仕上塗材　セラプルーフプラスター　彩華

O6911-9820 -010 内装薄塗材Ｅ　［材工］ ｍ２ 1-10

薄付け仕上塗材　テラックス　［材工］

O6911-9821 -010 外装薄塗材Ｅ ｍ２ 1-11

薄付け仕上塗材　セラキャストＸ　［材工］

O6911-9810 -120 外装薄塗材Ｅ ｍ２ 1-12

薄付け仕上塗材　セラスキン　［材工］

O6911-9812 -110 外装薄塗材Ｅ ｍ２ 1-13

薄付け仕上塗材　セラキューブＥＸ　［材工］

O6911-9814 -110 外装薄塗材Ｅ ｍ２ 1-14

厚付け仕上塗材　セラミソフトスタッコ　［材工］

O6911-3925 -110 外装厚塗材Ｅ　つや無　厚付吹放し ｍ２ 1-15

厚付け仕上塗材　ソフトスタッコ　［材工］

O6911-3925 -210 外装厚塗材Ｅ　つや無　厚付吹放し ｍ２ 1-16

厚付け仕上塗材　セラグラニーＷＳ３　［材工］

O6911-9816 -110 外装厚塗材Ｅ　シングル目地　３色 ｍ２ 1-17

厚付け仕上塗材　セラグラニーＷＳ　［材工］

O6912-1110 -020 外装厚塗材Ｅ　シングル目地　２色 ｍ２ 1-18

厚付け仕上塗材　セラグラニーＬＳ　［材工］

O6912-1110 -010 外装厚塗材Ｅ　シングル目地　単色 ｍ２ 1-19

複層仕上塗材　ボンフロンＨＢＰ－ＳＲ　［材工］

O6911-0526 -110 複層仕上塗材ＲＥ　低汚染型フッ素塗料仕上 ｍ２ 1-20

複層仕上塗材　ボンフロン弾性ＨＢ－ＳＲ　［材工］

O6911-0526 -120 防水形複層塗材Ｅ　低汚染型フッ素塗料仕上 ｍ２ 1-21

複層仕上塗材　レナエクセレント　［材工］

O6911-3933 -110 防水形複層塗材Ｅ　吹放し仕上　水性ウレタン ｍ２ 1-22

複層仕上塗材　ツーキコート　［材工］

O6911-3937 -110 複層塗材Ｅ　吹放し仕上 ｍ２ 1-23

複層仕上塗材　ダンツークリーン　［材工］

O6911-3938 -110 防水形複層塗材Ｅ　吹放し仕上 ｍ２ 1-24

複層仕上塗材　パラトーンＳ－Ｓｉ工法　［材工］

O6911-1716 -120 アクリルゴム系防水＋トップコート　スチップル模様 ｍ２ 1-25

複層仕上塗材　パラトーンＴ－Ｓｉ工法　［材工］

O6911-1718 -120 アクリルゴム系防水＋トップコート　玉吹き模様 ｍ２ 1-26

複層仕上塗材　パラトーンＫ－Ｓｉ工法　［材工］

O6911-1720 -120 アクリルゴム系防水＋トップコートヘッドカット模様 ｍ２ 1-27
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上塗り材　エコシリカ２１Ｃディライト　［材工］

O6911-0930 -010 超高耐候・低汚染　有機－無機ハイブリッド水性樹脂 ｍ２ 1-01

上塗り材　ネオシリカ２１Ｃライト１０００Ｒ　材工

O6911-0935 -010 高耐候・低汚染　弱溶剤型　アクリルシリコン樹脂 ｍ２ 1-02

上塗り材　ボンフロン　ＨＢＣ－ＳＲ　［材工］

O6911-0526 -130 低汚染型フッ素樹脂塗料平滑仕上 ｍ２ 1-03

上塗り材　ボンフロン　ＡＣドライ－ＳＲ　［材工］

O6911-0526 -150 低汚染型フッ素樹脂クリヤー ｍ２ 1-04

上塗り材　ボンフロン　パレ　［材工］

O6911-0526 -160 セラミック調厚形フッ素樹脂塗料 ｍ２ 1-05

上塗り材　ボンフロン　ＤＥつち　［材工］

O6911-0526 -170 土壁調水性フッ素樹脂塗料 ｍ２ 1-06

上塗り材　ボンフロン　水性ＡＣ　［材工］

O6911-0526 -180 水性フッ素樹脂クリヤー ｍ２ 1-07

上塗り材　ボンフロン　マットＧＴ　ＳＲ－Ｃ　材工

O6911-0526 -195 完全艶消しフッ素樹脂塗料 ｍ２ 1-08

上塗り材　ボンフロンＷＲ－１００ＨＢＳＲ［材工］

O6911-0526 -140 改修用低汚染型水性フッ素樹脂塗料 ｍ２ 1-09

上塗り材　ボンフロン　水性ＡＣ－ＳＲ　［材工］

O6911-0526 -200 低汚染型水性フッ素樹脂クリヤー ｍ２ 1-10

上塗り材　プリーズコート　［材工］

O6910-0010 -010 水性つや有仕上材 ｍ２ 1-11

上塗り材　セラミタウンマイルド　［材工］

O6910-0012 -010 アクリル樹脂系ＮＡＤ型塗料 ｍ２ 1-12

上塗り材　水性コンポウレタン　［材工］

O6910-0029 -010 水性反応硬化型ポリウレタン樹脂塗料 ｍ２ 1-13

上塗り材　水性コンポシリコン　［材工］

O6910-2012 -010 水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂塗料 ｍ２ 1-14

上塗り材　セラタイトＵ　［材工］

O6910-0033 -010 超低汚染型ポリウレタン樹脂塗料 ｍ２ 1-15

上塗り材　リリカタイトエナメル　［材工］

O6910-2010 -010 超耐久性アクリルシリコン樹脂塗料 ｍ２ 1-16

上塗り材　セラタイトＳｉ　［材工］

O6910-2014 -010 超低汚染型アクリルシリコン樹脂塗料 ｍ２ 1-17

上塗り材　水性セラタイトＳｉ　［材工］

O6910-2016 -010 超低汚染型水性アクリルシリコン樹脂塗料 ｍ２ 1-18

上塗り材　水性クリーンタイトＳｉ　［材工］

O6910-3018 -010 一液超低汚染型アクリルシリコン樹脂塗料 ｍ２ 1-19

上塗り材　セラタイトＦ　［材工］
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O6910-3012 -010 超低汚染型フッ素樹脂塗料 ｍ２ 1-20

上塗り材　水性セラタイトＦ　［材工］

O6910-3011 -010 超低汚染型水性フッ素樹脂塗料 ｍ２ 1-21

上塗り材　クリーンマイルドウレタン　［材工］

O6910-3013 -010 超低汚染型ＮＡＤ特殊ポリウレタン樹脂塗料 ｍ２ 1-22

上塗り材　水性セラミシリコン　［材工］

O6910-3014 -010 超耐久低汚染型一液水性セラミックシリコン樹脂塗料 ｍ２ 1-23

上塗り材　クリーンマイルドシリコン　［材工］

O6910-3015 -010 超低汚染型ＮＡＤアクリルシリコン樹脂塗料 ｍ２ 1-24

上塗り材　一液マイルドウレタン　［材工］

O6910-3016 -010 一液弱溶剤型特殊ポリウレタン樹脂塗料 ｍ２ 1-25

上塗り材　一液マイルドシリコン　［材工］

O6910-3017 -010 一液弱溶剤型特殊アクリルシリコン樹脂塗料 ｍ２ 1-26

上塗り材　アクアトップ　ＳＥＰ工法　［材工］

O6910-5011 -010 水性無機系塗料　白・フラット仕上 ｍ２ 1-27

-020 水性無機系塗料　淡彩色・フラット仕上 ｍ２ 1-28

上塗り材　アクアトップ　Ｆ工法　［材工］

O6910-5012 -010 フッ素樹脂塗料　コンクリート素地仕上 ｍ２ 1-29

上塗り材　ダイスコートＦ６００Ｄ　［材工］

O6911-5710 -110 シリカ系超撥水仕上材　不透明 ｍ２ 1-30

上塗り材　ダイステンダー２０００　［材工］

O6911-5712 -110 アクリルシリコン系仕上材　透明着色仕上 ｍ２ 1-31

-120 アクリルシリコン系仕上材　クリヤ仕上 ｍ２ 1-32

上塗り材　ダイステンダー３０００　［材工］

O6911-5718 -110 フッ素仕上材　透明着色仕上 ｍ２ 1-33

-120 フッ素仕上材　クリヤ仕上 ｍ２ 1-34

上塗り材　ダイステンダー３０００Ｒ　［材工］

O6911-5718 -210 アクリルシリコン系＋フッ素仕上材　透明着色仕上 ｍ２ 1-35

-220 アクリルシリコン系＋フッ素仕上材　クリヤ仕上 ｍ２ 1-36

上塗り材　エコシリコンレボ　［材工］

O6910-3060 -010 エコシリコン樹脂エマルション塗料 ｍ２ 1-37

上塗り材　エコシリコンレボＳ　［材工］

O6910-3060 -020 エコシリコン樹脂塗料 ｍ２ 1-38

上塗り材　エコレイザーＡ　［材工］

O6910-3061 -010 透湿型水性アクリルエマルション塗材 ｍ２ 1-39

マスチック塗材　エスケーマスチックＡ　［材工］

O6911-7770 -010 合成樹脂　外部用　防火認定材料 ｍ２ 1-40

マスチック塗材　エスケーマスチックＣ　［材工］

O6911-7770 -020 合成樹脂　内部用　防火認定材料 ｍ２ 1-41
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外壁化粧防水材　エコウォープル　［材工］

O6911-4810 -010 高耐候性アクリルシリコン透明防水 ｍ２ 1-01

ＲＣ－ＰＮシステム　［材工］

O6911-0410 -010 水性フッ素樹脂系　艶消しクリア ｍ２ 1-02

-020 水性アクリルシリコン樹脂系　艶消しクリア ｍ２ 1-03

-030 水性アクリル樹脂系　艶消しクリア ｍ２ 1-04

ＲＣ－ＣＮシステム　化粧打放しＣｏ調塗装［材工］

O6911-0412 -010 水性フッ素樹脂系　艶消しクリア ｍ２ 1-05

-020 水性アクリルシリコン樹脂系　艶消しクリア ｍ２ 1-06

アドグラ　みかげ　［材工］

O6911-6210 -010 １段目地　コテ塗り御影石　バーナー仕上 ｍ２ 1-07

アドグラ　ライム　［材工］

O6911-6210 -020 １段目地　コテ塗りライムストーン　平滑仕上 ｍ２ 1-08

アドグラ　ランダム　［材工］

O6911-6210 -040 コテ塗り人造石　乱貼仕上　フラット ｍ２ 1-09

ベルアート　［材工］

O6911-3927 -110 多意匠装飾仕上塗材　フラット仕上 ｍ２ 1-10

ベルアートＩＮ　［材工］

O6911-3927 -120 内装用多意匠装飾仕上塗材　ゆず肌仕上 ｍ２ 1-11

ベルアートＳｉ　［材工］

O6911-3927 -130 低汚染型多意匠装飾仕上塗材　フラット仕上 ｍ２ 1-12

エレガンスタイルＴＳ　［材工］

O6911-3926 -110 陶磁器調装飾仕上塗材　標準 ｍ２ 1-13

エレガンストーン　［材工］

O6912-0110 -010 高級自然石調仕上塗材主材吹放し１段目地単色仕上 ｍ２ 1-14

エレガンストーンサガン　［材工］

O6912-0130 -010 砂岩調仕上塗材　目地５００×５００ｍｍ ｍ２ 1-15

グラニテリアＥＸ　［材工］

O6911-3950 -010 御影石・砂岩調装飾仕上塗材　テール仕上 ｍ２ 1-16

グラニパステル　［材工］

O6911-3951 -010 合成樹脂エマルション系陶石状多彩装飾仕上塗材吹付 ｍ２ 1-17

セラミエレガンス　［材工］

O6911-3952 -010 アクリルシリコン樹脂系陶石状多彩装飾仕上塗材吹付 ｍ２ 1-18

セラミスマイル　［材工］

O6911-3953 -010 セラミックタイル調ローラー塗材　新築下地 ｍ２ 1-19

土壁コート　［材工］

O6911-3954 -010 土塗り壁風装飾仕上塗材　ウェーブ仕上 ｍ２ 1-20

セラミクリートＳｉ工法　［材工］

O6911-3955 -010 オール水性コンクリート打放し保護工法クリヤー仕上 ｍ２ 1-21

セラタイトＲＣ－Ｓｉ工法　［材工］

O6911-3956 -010 超低汚染型コンクリート打放し保護工法カラークリヤ ｍ２ 1-22

クールテクト工法　外壁用遮熱塗装工法　［材工］

O6911-3957 -010 モルタル下地　水性クールテクトＳｉ　平滑仕上 ｍ２ 1-23

ベストクリーンコートＳＫ－１０　［材工］

O6911-2010 -010 無光触媒　消臭コーティング ｍ２ 1-24

ベストクリーンコートＫＳ－２０　［材工］

O6911-2012 -010 無光触媒　親水性防カビコーティング ｍ２ 1-25

ジュラックスＡ　［材工］

O6911-1420 -010 厚１．２～１．５ｍｍ　聚楽調 ｍ２ 1-26

けいそう聚楽　［材工］

O6911-1422 -010 厚１．２ｍｍ　珪藻土　聚楽壁　８色 ｍ２ 1-27

けいそうモダンコート内装　［材工］

O6911-1424 -010 厚１．５～２．０ｍｍ　珪藻土　ＳＫセレクトカラー ｍ２ 1-28

けいそうモダンコート内装シルキー　［材工］

O6911-1424 -110 厚１．０～２．０ｍｍ　珪藻土　ＳＫセレクトカラー ｍ２ 1-29

さやか　［材工］

O6911-1426 -010 厚２．０～２．５ｍｍ　備長炭配合 ｍ２ 1-30

リフレッシュプライマー　［材工］

O6911-4520 -110 旧塗膜意匠復元工法 ｍ２ 1-31

打放しコンクリートＳＥＦシステム　［材工］

O6911-5210 -010 吉田工法　水性フッ素樹脂仕上 ｍ２ 1-32

-020 吉田工法　水性アクリルシリコン樹脂仕上 ｍ２ 1-33

ランデックスコート　Ｐ－５０００　［材工］

O6911-5820 -010 水性無機高分子系仕上材 ｍ２ 1-34

ランデックスコート　Ｐ－５０００ＮＴ　［材工］

O6911-5820 -110 水性無機高分子系仕上材　低汚染型　内外壁施工用 ｍ２ 1-35

ランデックスコート　ＰＢ－５０００ＮＴ　［材工］

O6911-5820 -210 水性無機高分子系仕上材　低汚染型　防カビ・防藻 ｍ２ 1-36

ランデックスコート　ＷＳ疎水剤　［材工］

O6911-5820 -310 Ａ工法　疎水性仕上材　内壁施工用 ｍ２ 1-37

-320 Ｂ工法　疎水性仕上材　外壁施工用 ｍ２ 1-38

ランデックスコート　Ｐ－５０００クール＆エコ

O6911-5816 -020 遮熱塗料　水性無機高分子系仕上材　［材工］ ｍ２ 1-39

ランデックスコート　スーパーエコ体感Ｐ－８０００

O6911-5818 -020 遮熱・断熱塗料　外壁用　［材工］ ｍ２ 1-40

吹付工事　－ブランド品－　＜公表価格＞ 347頁1表

ＲＦ－１００　［材工］

O6911-1910 -110 下地補強剤　標準使用量４００ｇ／ｍ２ ｍ２ 1-01

ＲＦ防錆ペースト　［材工］

O6911-1912 -110 厚２ｍｍ　防錆ポリマーモルタル ｍ２ 1-02

ＲＦモルタル　［材工］

O6911-1914 -110 厚５ｍｍ　ポリマーモルタル ｍ２ 1-03

リフリート工法　ＤＳ－４００　厚２ｍｍ　［材工］

O6911-8235 -120 ＤＳ－ＨＧ仕様　標準使用量０．２ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 1-04

シーリングマジック工法　天井高３ｍ未満　［材工］

O6911-9980 -110 岩綿天井用不燃材パウダー塗装　空室・原状回復工事 ｍ２ 1-05

-120 岩綿天井用不燃材パウダー塗装　在室・居抜き工事 ｍ２ 1-06

オーデリウォールシステム　［材工］

O6911-7706 -010 ウレタン工法　低汚染完全水系システム波型模様仕上 ｍ２ 1-07

-020 シリコン工法　低汚染完全水系システム波型模様仕上 ｍ２ 1-08

-030 フッ素工法　低汚染完全水系システム　波型模様仕上 ｍ２ 1-09

Ｎ－ＲＣシステム　［材工］

O6911-8650 -010 濡れ肌・中性化防止機能付　フッ素樹脂クリアー仕上 ｍ２ 1-10

-020 濡れ肌・中性化防止機能付　フッ素樹脂カラークリア ｍ２ 1-11

Ｇ－ＰＦシステム　［材工］

O6911-8655 -010 打放し調描画再生工法　フッ素樹脂クリアー仕上 ｍ２ 1-12

エコナノベーション　［材工］

O6911-8810 -010 環境対応型セルフクリーニング塗料 ｍ２ 1-13

エコストーンガード　［材工］

O6911-8811 -010 石材調弾性仕上塗材 ｍ２ 1-14

エコストーンガードＤＸ　［材工］
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O6911-8811 -110 石材調弾性仕上塗材 ｍ２ 1-15

エコ熱レクション　［材工］

O6911-8812 -010 遮熱アクリルシリコン樹脂塗料 ｍ２ 1-16

エコ熱レクションＳ　［材工］

O6911-8812 -020 遮熱アクリルシリコン樹脂塗料 ｍ２ 1-17

エフプレミウォール　［材工］

O6911-8813 -010 水系フッ素樹脂塗料 ｍ２ 1-18

山研ＮＦＦ工法　［材工］

O6911-8110 -010 Ｃｏ打放し素地模様仕上　ＲＣパネコート部分色合せ ｍ２ 1-19

-020 Ｃｏ打放し素地模様仕上　ＲＣパネコート全面色合せ ｍ２ 1-20

-030 ボードやＡＬＣの上にＣｏ打放し素地模様仕上 ｍ２ 1-21

木製建具工事 349頁1表

木製建具工事　木製建具取付　片開きフラッシュ戸

P1010-1010 -010 ラワン合板　幅９００×高２０００　見込４０ｍｍ 個所 1-01

-020 しな合板　幅９００×高２０００　見込４０ｍｍ 個所 1-02

-030 プリント合板　幅９００×高２０００　見込４０ｍｍ 個所 1-03

-040 オレフィンシート合板　幅９００×高２０００ｍｍ 個所 1-04

-060 メラミン合板　幅９００×高２０００　見込４０ｍｍ 個所 1-05

木製建具工事　木製建具取付　両開きフラッシュ戸

P1010-1020 -010 ラワン合板　幅１８００×高２０００　見込４０ｍｍ 個所 1-06

-020 しな合板　幅１８００×高２０００　見込４０ｍｍ 個所 1-07

-030 プリント合板　幅１８００×高２０００見込４０ｍｍ 個所 1-08

-040 オレフィンシート合板　幅１８００×高２０００ｍｍ 個所 1-09

-060 メラミン合板　幅１８００×高２０００見込４０ｍｍ 個所 1-10

木製建具工事　木製建具取付　親子開きフラッシュ戸

P1010-1030 -010 ラワン合板　幅１２００×高２０００　見込４０ｍｍ 個所 1-11

-020 しな合板　幅１２００×高２０００　見込４０ｍｍ 個所 1-12

-030 プリント合板　幅１２００×高２０００見込４０ｍｍ 個所 1-13

-040 オレフィンシート合板　幅１２００×高２０００ｍｍ 個所 1-14

-060 メラミン合板　幅１２００×高２０００見込４０ｍｍ 個所 1-15

木製建具工事　木製建具取付　引違いフラッシュ戸

P1010-1040 -010 ラワン合板　幅１８００×高２０００　見込４０ｍｍ 個所 1-16

-020 しな合板　幅１８００×高２０００　見込４０ｍｍ 個所 1-17

-030 プリント合板　幅１８００×高２０００見込４０ｍｍ 個所 1-18

-040 オレフィンシート合板　幅１８００×高２０００ｍｍ 個所 1-19

-060 メラミン合板　幅１８００×高２０００見込４０ｍｍ 個所 1-20

木製建具工事　木製建具取付加算額　額入れ

P1010-1120 -010 幅６００×高７００ｍｍ程度　ガラス別途 個所 1-21

木製建具工事　木製建具取付加算額　ガラリ

P1010-1130 -010 幅６００×高３００ｍｍ程度　木製 個所 1-22

木製建具工事　特殊金物取付　ドアクローザ

P1010-9510 -018 幅８００×高１８００ｍｍタイプ　［手間］ 個所 1-23

木製建具工事　特殊金物取付　フロアヒンジ

P1010-9520 -021 幅９００×高２１００ｍｍタイプ　［手間］ 個所 1-24

木製建具工事　特殊金物取付　ピボットヒンジ

P1010-9530 -160 ６０ｋｇまで　［手間］ 個所 1-25

金属製建具工事 352頁1表

建具工事　鋼製建具取付　片開き出入口　［手間］

P3210-1010 -118 幅９００×高１８００ｍｍ程度　枠見込１００ｍｍ ｍ２ 1-01

-121 幅９００×高２１００ｍｍ程度　枠見込１００ｍｍ ｍ２ 1-02

建具工事　鋼製建具取付　両開き出入口　［手間］

P3210-1410 -118 幅１８００×高１８００ｍｍ程度　枠見込１００ｍｍ ｍ２ 1-03

-121 幅１８００×高２１００ｍｍ程度　枠見込１００ｍｍ ｍ２ 1-04

建具工事　鋼製建具取付　引違い出入口　［手間］

P3210-2010 -118 幅１８００×高１８００ｍｍ程度　枠見込１００ｍｍ ｍ２ 1-05

-120 幅１８００×高２１００ｍｍ程度　枠見込１００ｍｍ ｍ２ 1-06

建具工事　鋼製建具取付　防火戸　［手間］

P3210-3010 -010 片開きフラッシュ戸　枠見込１００ｍｍ ｍ２ 1-07

-020 片開きフラッシュ戸　枠見込１００ｍｍ　戸袋枠付き ｍ２ 1-08

-030 両開きフラッシュ戸　枠見込１００ｍｍ ｍ２ 1-09

-040 両開きフラッシュ戸　枠見込１００ｍｍ　戸袋枠付き ｍ２ 1-10

建具工事　鋼製建具取付　防音扉　［手間］

P3210-3020 -010 片開き　枠見込１２０ｍｍ　グレモンハンドル式 ｍ２ 1-11

-020 両開き　枠見込１２０ｍｍ　グレモンハンドル式 ｍ２ 1-12

-030 親子開き　枠見込１２０ｍｍ　グレモンハンドル式 ｍ２ 1-13

建具工事　鋼製建具取付　固定ガラリ　［手間］

P3210-3030 -010 枠見込１００ｍｍ ｍ２ 1-14

建具工事　鋼製建具付属金物　二重皿板　［手間］

P3210-4030 -010 幅１２０ｍｍ以下 ｍ 1-15

建具工事鋼製建具付属金物　膳板・額縁　［手間］

P3210-4020 -010 幅１００ｍｍ以下 ｍ 1-16

建具工事　鋼製建具付属金物　アングル　［手間］

P3210-4010 -010 アングル ｍ 1-17

金属製建具工事 354頁1表

建具工事　アルミ製建具取付　片開き出入口

P3110-1007 -118 幅９００×高１８００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-01

P3110-1007 -121 幅９００×高２１００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-02

建具工事　アルミ製建具取付　親子開き出入口

P3110-1207 -118 幅１２００×高１８００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-03

-121 幅１２００×高２１００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-04

建具工事　アルミ製建具取付　両開き出入口

P3110-1407 -118 幅１８００×高１８００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-05

-121 幅１８００×高２１００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-06

建具工事　アルミ製建具取付　引違い出入口

P3110-2007 -118 幅１８００×高１８００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-07

-121 幅１８００×高２１００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-08

建具工事　アルミ製建具取付　引違い窓（単窓）

P3110-2207 -109 幅１６００×高９００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-09

-112 幅１６００×高１２００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-10

-115 幅１６００×高１５００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-11

建具工事　アルミ製建具取付　引違い窓（２連窓）

P3110-2307 -109 幅２０００×高９００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-12

-112 幅２０００×高１２００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-13

-115 幅２０００×高１５００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-14

建具工事　アルミ製建具取付　上げ下げ窓

P3110-3007 -115 幅１６００×高１５００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-15

建具工事　アルミ製建具取付　すべり出し窓

P3110-3207 -106 幅１６００×高１５００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-16

建具工事　アルミ製建具取付　ＦＩＸ窓

P3110-3407 -115 幅１６００×高１５００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-17

建具工事　アルミ製建具取付　回転窓

P3110-3607 -112 幅８００×高１２００ｍｍ程度　［手間］ ｍ２ 1-18

建具工事　アルミ製建具取付　網戸

P3110-4000 -118 幅９００×高１８００ｍｍ程度出入口用　［手間］ ｍ２ 1-19

建具工事　アルミ製建具取付　固定ガラリ

P3110-4500 -109 枠見込７０ｍｍ　［手間］ ｍ２ 1-20

建具工事　アルミ製建具付属金物　二重皿板

P3120-1000 -110 幅１００ｍｍ程度　［手間］ ｍ 1-21

建具工事　アルミ製建具付属金物　膳板・額縁

P3120-2000 -110 幅６０ｍｍ程度　［手間］ ｍ 1-22

建具工事　アルミ製建具付属金物

P3120-3000 -110 アングル　［手間］ ｍ 1-23

建具工事　アルミ製建具付属金物　方立

P3120-4000 -110 高１５００ｍｍ程度　［手間］ 本 1-24

建具工事　特殊金物取付　［手間］

P3310-1000 -110 ドアクローザ 個所 1-25

-2000 -110 フロアヒンジ 個所 1-26

-3000 -110 押板 個所 1-27

自動ドア工事　＜公表価格＞ 356頁1表

自動ドア工事　（上部センサー）　ミリオン

P5130-2100 -110 Ｍ－３３０　片引　軽量 基 1-01

-120 Ｈ－５５０　片引　重量 基 1-02

-210 Ｍ－４４０　引分　軽量 基 1-03

-220 Ｈ－６６０　引分　重量 基 1-04

自動ドア工事　（上部センサー）　テラオカ

P5130-3500 -107 ＳＯＶ－７０Ｋ　片引　軽量 基 1-05

-110 ＳＯＶ－１００Ｋ　片引　重量 基 1-06

-116 ＳＯＶ－１６０Ｋ　引分　軽量 基 1-07

-120 ＳＯＶ－２００Ｋ　引分　重量 基 1-08

自動ドア工事　（上部センサー）　ナブコ

P5130-4500 -210 Ｖ－８５ＳＬ　片引　軽量 基 1-09

-220 Ｖ－１５０ＳＬ　片引　重量 基 1-10

-230 Ｖ－８５ＳＬ　引分　軽量 基 1-11

-240 Ｖ－１５０ＳＬ　引分　重量 基 1-12

自動ドア工事　（上部センサー）　日本自動ドア

P5130-4601 -010 ＣＯＳ－１２６Ｓ　片引　軽量 基 1-13

-4602 -010 ＥＸＳ－６４０　片引　重量 基 1-14

-4601 -020 ＣＯＳ－１２６Ｄ　引分　軽量 基 1-15

-4602 -020 ＥＸＤ－６４０　引分　重量 基 1-16

自動ドア工事　（上部センサー）　ＴＨＵハシダ

P5130-3000 -118 ＥＤＭ１８ＮⅡ－Ｓ　片引　軽量 基 1-17

-130 ＥＤＭ３０ＮⅡ－Ｓ　片引　重量 基 1-18

-218 ＥＤＭ１８ＮⅡ－Ｄ　引分　軽量 基 1-19

-230 ＥＤＭ３０ＮⅡ－Ｄ　引分　重量 基 1-20

自動ドア工事　（上部センサー）　ドリーム

P5130-4000 -160 ＤＣ－５３－ＳＩ　片引　軽量 基 1-21

-180 ＤＣ－４３－ＳＩ　片引　重量 基 1-22

-260 ＤＣ－５３－ＳＳＩ　引分　軽量 基 1-23

-280 ＤＣ－４３－ＳＳＩ　引分　重量 基 1-24

自動ドア工事　－無電源駆動方式－　＜公表価格＞ 357頁1表

自動ドア工事　無電源駆動方式　ミーモ

P5130-8010 -010 無電源自動ドア　Ｓ型　片引　軽量　［材工］ 基 1-01

-020 無電源自動ドア　Ｗ型　引分　軽量　［材工］ 基 1-02
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シャッター工事 360頁1表

シャッター工事　重量　防煙シャッター

P4110-3000 -030 幅４５００×高３０００ｍｍ　電動式　煙感連動 個所 1-01

-040 幅４５００×高３０００ｍｍ　上部手動式　煙感連動 個所 1-02

シャッター工事　重量　防火シャッター

P4120-3000 -010 幅４５００×高３０００ｍｍ　電動式　煙感連動 個所 1-03

-020 幅４５００×高３０００ｍｍ　上部手動式　煙感連動 個所 1-04

シャッター工事　重量　スチールシャッター

P4130-2000 -010 幅４５００×高３０００ｍｍ　電動式 個所 1-05

-020 幅７０００×高３０００ｍｍ　電動式 個所 1-06

シャッター工事　重量　スチールグリルシャッター

P4150-2000 -010 幅４５００×高３０００ｍｍ　電動式 個所 1-07

-020 幅７０００×高３０００ｍｍ　電動式 個所 1-08

シャッター工事　スチールオーバーヘッドドア

P4610-6000 -010 幅４０００×高３０００ｍｍ　明り窓４個付き 個所 1-09

シャッター工事　アルミオーバーヘッドドア

P4610-7000 -010 幅４０００×高３０００ｍｍ　明り窓４個付き 個所 1-10

-020 幅４０００×高３０００ｍｍ　ステンレスレール 個所 1-11

-030 幅４０００×高３０００ｍｍ　ローヘッド型 個所 1-12

-040 幅４０００×高３０００ｍｍ　ハイリフト型 個所 1-13

シャッター工事　＜公表価格＞ 361頁1表

シャッター工事　耐火　サンシリカスクリーンⅡ

P4700-0010 -010 リフトアップ　１５００×２３００　三方ステンレス 個所 1-01

シャッター工事　鋼製ドア　スムードＳ

P4700-0020 -010 １４００×２２００　片引き・戸袋ボード納まり扉 個所 1-02

ガラス工事 364頁1表

ガラス工事　フロート板ガラス　ＦＬ３

P7110-0100 -031 １枚２．１８ｍ２以下 ｍ２ 1-01

ガラス工事　フロート板ガラス　ＦＬ８

P7110-0100 -081 １枚２．１８ｍ２以下 ｍ２ 1-02

-082 １枚４．４５ｍ２以下 ｍ２ 1-03

-083 １枚６．８１ｍ２以下 ｍ２ 1-04

ガラス工事　フロート板ガラス　ＦＬ１０

P7110-0100 -102 １枚４．４５ｍ２以下 ｍ２ 1-05

-103 １枚６．８１ｍ２以下 ｍ２ 1-06

ガラス工事　フロート板ガラス　ＦＬ１２

P7110-0100 -122 １枚４．４５ｍ２以下 ｍ２ 1-07

-123 １枚６．８１ｍ２以下 ｍ２ 1-08

ガラス工事　フロート板ガラス　ＦＬ１５

P7110-0100 -152 １枚４．４５ｍ２以下 ｍ２ 1-09

-153 １枚６．８１ｍ２以下 ｍ２ 1-10

ガラス工事　フロート板ガラス　ＦＬ１９

P7110-0100 -192 １枚４．４５ｍ２以下 ｍ２ 1-11

-193 １枚６．８１ｍ２以下 ｍ２ 1-12

ガラス工事　型板ガラス　Ｆ６

P7120-0100 -061 １枚２．１８ｍ２以下 ｍ２ 1-13

ガラス工事　網入型板ガラス　ＦＷ６．８

P7140-0110 -062 １枚４．４５ｍ２以下 ｍ２ 1-14

ガラス工事　網入磨板ガラス　ＰＷ６．８

P7130-0110 -062 １枚４．４５ｍ２以下 ｍ２ 1-15

ガラス工事　網入磨板ガラス　ＰＷ１０

P7130-0120 -102 １枚４．４５ｍ２以下 ｍ２ 1-16

-103 １枚６．８１ｍ２以下 ｍ２ 1-17

ガラス工事　強化ガラス　Ｔ４（学校用）

P7230-0010 -041 １枚１．８０ｍ２以下 ｍ２ 1-18

ガラス工事　強化ガラス　Ｔ５

P7230-0020 -051 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-19

-052 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-20

ガラス工事　強化ガラス　Ｔ６

P7230-0020 -061 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-21

-062 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-22

ガラス工事　強化ガラス　Ｔ８

P7230-0020 -082 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-23

ガラス工事　強化ガラス　Ｔ１０

P7230-0020 -102 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-24

-103 １枚６．００ｍ２以下 ｍ２ 1-25

ガラス工事　強化ガラス　Ｔ１２

P7230-0020 -122 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-26

-123 １枚６．００ｍ２以下 ｍ２ 1-27

ガラス工事　強化ガラス　Ｔ１５

P7230-0020 -152 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-28

-153 １枚６．００ｍ２以下 ｍ２ 1-29

ガラス工事 366頁1表

ガラス工事　合わせガラス　ＦＬ３＋ＦＬ３

P7210-0003 -031 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-01

-032 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-02

ガラス工事　合わせガラス　ＦＬ５＋ＦＬ５

P7210-0005 -051 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-03

-052 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-04

ガラス工事　合わせガラス　ＦＬ５＋ＦＬ６

P7210-0005 -061 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-05

-062 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-06

ガラス工事　合わせガラス　ＦＬ６＋ＦＬ６

P7210-0006 -061 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-07

-062 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-08

ガラス工事　合わせガラス　ＦＬ６＋ＦＬ８

P7210-0006 -081 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-09

-082 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-10

ガラス工事　合わせガラス　ＰＷ６．８＋ＦＬ６

P7210-0007 -061 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-11

-062 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-12

ガラス工事　合わせガラス　ＰＷ６．８＋ＦＬ８

P7210-0007 -081 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-13

-082 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-14

ガラス工事　合わせガラス　ＦＬ８＋ＦＬ８

P7210-0008 -081 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-15

-082 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-16

ガラス工事　合わせガラス　ＦＬ８＋ＦＬ１０

P7210-0008 -102 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-17

-103 １枚６．００ｍ２以下 ｍ２ 1-18

ガラス工事　合わせガラス　ＦＬ１０＋ＦＬ１０

P7210-0010 -101 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-19

-102 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-20

-103 １枚６．００ｍ２以下 ｍ２ 1-21

ガラス工事　合わせガラス　ＦＬ１０＋ＦＬ１２

P7210-0010 -124 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-22

-126 １枚６．００ｍ２以下 ｍ２ 1-23

ガラス工事　合わせガラス　ＦＬ１２＋ＦＬ１２

P7210-0012 -122 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-24

-123 １枚６．００ｍ２以下 ｍ２ 1-25

ガラス工事 368頁1表

ガラス工事　複層　ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ３

P7250-0603 -031 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-01

ガラス工事　複層　ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ５

P7250-0603 -051 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-02

-052 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-03

ガラス工事　複層　ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ６

P7250-0605 -061 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-04

ガラス工事　複層　ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＬ６

P7250-0606 -061 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-05

-063 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-06

ガラス工事　複層　ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＬ８

P7250-0606 -081 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-07

-083 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-08

ガラス工事　複層　ＰＷ６．８＋Ａ６＋ＦＬ５

P7250-0607 -053 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-09

ガラス工事　複層　ＰＷ６．８＋Ａ６＋ＦＬ６

P7250-0607 -062 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-10

-063 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-11

ガラス工事　複層　ＰＷ６．８＋Ａ６＋ＦＬ８

P7250-0607 -082 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-12

-083 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-13

ガラス工事　複層　ＦＬ８＋Ａ６＋ＦＬ８

P7250-0630 -010 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-14

-020 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-15

ガラス工事　複層　ＦＬ８＋Ａ６＋ＦＬ１０

P7250-0630 -030 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-16

-040 １枚６．００ｍ２以下 ｍ２ 1-17

ガラス工事　複層　ＦＬ１０＋Ａ６＋ＦＬ１０

P7250-0640 -010 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-18

-020 １枚６．００ｍ２以下 ｍ２ 1-19

ガラス工事　複層　ＦＬ１０＋Ａ６＋ＦＬ１２

P7250-0640 -030 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-20

-040 １枚６．００ｍ２以下 ｍ２ 1-21

ガラス工事　複層　ＦＬ１２＋Ａ６＋ＦＬ１２

P7250-0650 -010 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-22

-020 １枚６．００ｍ２以下 ｍ２ 1-23

ガラス工事　複層　Ｌｏｗ－Ｅ３＋Ａ６＋ＦＬ３

P7251-0306 -032 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-24
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P7251-0306 -034 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-25

ガラス工事　複層　Ｌｏｗ－Ｅ５＋Ａ６＋ＦＬ５

P7251-0506 -052 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-26

-054 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-27

ガラス工事　複層　Ｌｏｗ－Ｅ６＋Ａ６＋ＦＬ６

P7251-0606 -062 １枚２．００ｍ２以下 ｍ２ 1-28

-064 １枚４．００ｍ２以下 ｍ２ 1-29

ガラス工事 370頁1表

ガラス工事　強化ガラスドア（規格品）　標準型

P7310-1010 -151 ７６２×２１３４ｍｍ　透明　厚１２ｍｍ 枚 1-01

-152 ９１４×２１３４ｍｍ　透明　厚１２ｍｍ 枚 1-02

-153 １０６７×２１３４ｍｍ　透明　厚１２ｍｍ 枚 1-03

ガラス工事　強化ガラスドア（特注品）　標準型

P7310-2010 -082 ８００×２２００ｍｍ　透明　厚１２ｍｍ 枚 1-04

-102 １０００×２２００ｍｍ　透明　厚１２ｍｍ 枚 1-05

-122 １２００×２２００ｍｍ　透明　厚１２ｍｍ 枚 1-06

-282 ８００×２５００ｍｍ　透明　厚１２ｍｍ 枚 1-07

-302 １０００×２５００ｍｍ　透明　厚１２ｍｍ 枚 1-08

-322 １２００×２５００ｍｍ　透明　厚１２ｍｍ 枚 1-09

ガラス工事　鏡板　（クリアミラー）

R2010-3020 -010 ４．４５ｍ２以下　特寸　厚５ｍｍ ｍ２ 1-10

-020 ６．６９ｍ２以下　特寸　厚６ｍｍ ｍ２ 1-11

-030 ６．６９ｍ２以下　特寸　厚８ｍｍ ｍ２ 1-12

ガラス工事　ガラスとめシーリング

P7720-1021 -054 シリコーン系（片面施工）　幅５×深６ｍｍ ｍ 1-13

-062 シリコーン系（片面施工）　幅６×深５ｍｍ ｍ 1-14

-063 シリコーン系（片面施工）　幅６×深６ｍｍ ｍ 1-15

-081 シリコーン系（片面施工）　幅８×深６ｍｍ ｍ 1-16

-083 シリコーン系（片面施工）　幅８×深８ｍｍ ｍ 1-17

-085 シリコーン系（片面施工）　幅８×深１０ｍｍ ｍ 1-18

-101 シリコーン系（片面施工）　幅１０×深８ｍｍ ｍ 1-19

-103 シリコーン系（片面施工）　幅１０×深１０ｍｍ ｍ 1-20

ガラス工事　ガラスとめシーリング　養生フィルム

P7730-0100 -105 片面施工 ｍ２ 1-21

ガラス工事　＜公表価格＞ 372頁1表

ガラス工事　ガラス系採光材　網入波型硝子

N4911-0750 -010 大波　平葺５山両上り　幅７７０×長１８２０ｍｍ ｍ２ 1-01

-050 大波　壁シール工法　幅７７０×長１８２０ｍｍ ｍ２ 1-02

ガラス工事　溝型ガラス　プロフィリットガラス

N4911-6118 -010 Ｕ７ダブル　梨地　厚７×幅２６２×長４０００ ｍ２ 1-03

-020 Ｕ７シングル　梨地　厚７×幅２６２×長３０００ ｍ２ 1-04

ガラス工事　結晶化ガラス　パリトーンＰＳ

P7510-2010 -010 平板　ホワイト　幅４００ｍｍ以上 ｍ２ 1-05

-020 曲面板　高４００ｍｍ以上　Ｒ１５０～Ｒ３５０未満 ｍ２ 1-06

-030 曲面板　高４００ｍｍ以上　Ｒ３５０以上 ｍ２ 1-07

ガラス工事　結晶化ガラス　ネオパリエ

P7510-0110 -010 平板　ホワイト　幅４００ｍｍ以上 ｍ２ 1-08

-020 曲面板　高４００ｍｍ以上　Ｒ２００～Ｒ３５０ ｍ２ 1-09

-030 曲面板　高４００ｍｍ以上　Ｒ４００～Ｒ５００ ｍ２ 1-10

-040 曲面板　高４００ｍｍ以上　Ｒ５５０以上 ｍ２ 1-11

ガラス工事　ガラスブロック　ＮＥＧガラスブロック

P7510-0210 -010 ベーシック　厚９５×幅１４５×長１４５ｍｍ ｍ２ 1-12

-020 ベーシック　厚９５×幅１９０×長１９０ｍｍ ｍ２ 1-13

-030 ベーシック　厚９８×幅３００×長３００ｍｍ ｍ２ 1-14

-040 セラミックカラー　厚９５×幅１４５×長１４５ｍｍ ｍ２ 1-15

-050 セラミックカラー　厚９５×幅１９０×長１９０ｍｍ ｍ２ 1-16

-060 セラミックカラー　厚９８×幅３００×長３００ｍｍ ｍ２ 1-17

-070 カクテルカラー　厚９５×幅１４５×長１４５ｍｍ ｍ２ 1-18

-080 オパリーン　厚９５×幅１４５×長１４５ｍｍ ｍ２ 1-19

日照調整・飛散防止・防犯フィルム工事＜公表価格＞ 373頁1表

フィルム工事　ソーラーガード　Ｓｔｅｒｌｉｎｇ

P7951-4710 -010 熱線反射（スパッタードフィルム）　ニュートラル ｍ２ 1-01

フィルム工事　ソーラーガード　Ｌｘ７０

P7951-4710 -020 熱線反射（スパッタードフィルム）　ニュートラル ｍ２ 1-02

フィルム工事　アーマコート　４Ｍｉｌ　Ｃｌｅａｒ

P7951-4810 -030 飛散防止　１００μ　透明 ｍ２ 1-03

フィルム工事　アーマコート　８Ｍｉｌ　Ｃｌｅａｒ

P7951-4810 -040 飛散防止　２００μ　透明 ｍ２ 1-04

フィルム工事　アーマコート　１４ＭｉｌＣｌｅａｒ

P7951-4810 -050 防犯　３５０μ　透明 ｍ２ 1-05

フィルム工事　スーパーウェザー　シルキーヴェール

P7951-3250 -020 マットフィルム　内貼り用 ｍ２ 1-06

フィルム工事　スーパーウェザー　ＣＬＭ－２ＨＣ

P7951-3250 -030 透明・飛散防止　耐摩耗性 ｍ２ 1-07

フィルム工事　スーパーウェザーＣＬＭ－２Ｘ（Ｒ）

P7951-3250 -040 透明・飛散防止　外貼り用　耐摩耗性 ｍ２ 1-08

フィルム工事　マディコ　ＲＳ２０（３０）ＰＳＳＲ

P7951-3210 -120 熱線反射　耐摩耗性　濃（中・淡）　両面シルバー ｍ２ 1-09

フィルム工事　マディコ　ＣＨ２０ＰＳＳＲ

P7951-3223 -010 日射調整　耐摩耗性　グレー ｍ２ 1-10

フィルム工事　マディコ　ＴＢ２１ＰＳＳＲ

P7951-3223 -020 日射調整　耐摩耗性　ブロンズ ｍ２ 1-11

フィルム工事　マディコ　ＣＬＴ－２０２ＸＳＲ

P7951-3226 -110 飛散防止　耐摩耗性　透明 ｍ２ 1-12

フィルム工事　マディコ　ＦＲＯＳＴＭＡＴＴＥＰＳ

P7951-3230 -010 飛散防止　目隠し効果　マット乳白 ｍ２ 1-13

日照調整・飛散防止・防犯フィルム工事＜公表価格＞ 374頁1表

フィルム工事　スコッチティント　Ｎａｎｏ８０Ｓ

P7951-3505 -110 耐摩耗性日照調整・飛散防止フィルム　透明 ｍ２ 1-01

フィルム工事　スコッチティント　Ｎａｎｏ８０ＳＸ

P7951-3505 -210 耐摩耗性外貼用日照調整・飛散防止フィルム　透明 ｍ２ 1-02

フィルム工事　スコッチティントＲＥ１８ＳＩＡＲ

P7951-3512 -110 耐摩耗性日照調整・飛散防止フィルム　シルバー・濃 ｍ２ 1-03

フィルム工事　スコッチティントＲＥ１５ＳＩＡＲＸ

P7951-3534 -110 耐摩耗性外貼用日照調整フィルム　シルバー・濃 ｍ２ 1-04

フィルム工事　スコッチティントＲＥ３５ＳＩＡＲ

P7951-3546 -110 耐摩耗性日照調整・飛散防止フィルム　シルバー中濃 ｍ２ 1-05

フィルム工事　スコッチティントＲＥ２０ＳＭＡＲ

P7951-3532 -110 耐摩耗無反射タイプ　両面スモーク ｍ２ 1-06

フィルム工事　スコッチティントＲＥ３５ＮＥＡＲ

P7951-3550 -110 耐摩耗性日照調整・飛散防止フィルム　ニュートラル ｍ２ 1-07

フィルム工事　スコッチティント　Ｖ５０

P7951-3552 -110 不透明タイプ日照調整・飛散防止フィルム　グレー ｍ２ 1-08

フィルム工事　スコッチティント　ＳＨ２ＣＬＡＲ

P7951-3554 -110 耐摩耗飛散防止フィルム　透明 ｍ２ 1-09

フィルム工事　スコッチティント　ＳＨ２ＣＬＡＲＸ

P7951-3554 -210 外貼用飛散防止フィルム　透明 ｍ２ 1-10

フィルム工事　スコッチティントＵＬＴＲＡＳ８００

P7951-3558 -310 耐摩耗性超飛散防止フィルム　透明 ｍ２ 1-11

フィルム工事　スコッチティント

P7951-3558 -410 ＵＬＴＲＡＳ２２００　防犯・超飛散防止フィルム ｍ２ 1-12

フィルム工事　ファサラ　ＳＨ２ＭＡＭＬ

P7951-3560 -010 不透明マットタイプ　ミルキーホワイト ｍ２ 1-13

フィルム工事　ファサラ　ＳＨ２ＭＡＣＲＸ２

P7951-3560 -020 マットフィルム　外貼り用 ｍ２ 1-14

フィルム工事　レフテル　ＺＣ０５Ｇ

P7951-8110 -010 透明熱線反射　遮熱・断熱　通年省エネ　飛散防止 ｍ２ 1-15

フィルム工事　レフテル　ＺＣ０６Ｔ

P7951-8110 -015 高透明熱線反射　遮熱・断熱　通年省エネ　飛散防止 ｍ２ 1-16

フィルム工事　レフテル　ＺＨ０５Ｇ

P7951-8110 -020 透明熱線反射　日照調整・飛散防止 ｍ２ 1-17

フィルム工事　レフテル　ＷＨ０３

P7951-8110 -030 透明熱線反射　低可視光反射　日照調整・飛散防止 ｍ２ 1-18

フィルム工事　レフテル　ＺＳ０５Ｇ

P7951-8110 -050 透明熱線反射　外貼りタイプ　日照調整・飛散防止 ｍ２ 1-19

日照調整・飛散防止・防犯フィルム工事＜公表価格＞ 375頁1表

フィルム工事　ウインコス　１５０１ＵＨ

P7951-1035 -110 飛散防止対策用　ハードコートタイプ　透明 ｍ２ 1-01

フィルム工事　ウインコス　１５０１Ｅ

P7951-1043 -110 飛散防止対策用　外貼り用　透明 ｍ２ 1-02

フィルム工事　ウインコス　１５６１ＵＨ－Ｆ

P7951-1045 -120 防犯対策用　内貼り用　ハードコート　透明 ｍ２ 1-03

フィルム工事　ウインコス　１０１５ＵＨ

P7951-1047 -110 熱線遮断用　ハーフミラーハードコート　シルバー濃 ｍ２ 1-04

フィルム工事　ウインコス　１０３５ＵＨ

P7951-1049 -110 熱線遮断用　ハーフミラーハードコート　シルバー淡 ｍ２ 1-05

フィルム工事　ウインコス　２１１５

P7951-1014 -110 熱線遮断用　外貼り用　シルバー濃 ｍ２ 1-06

フィルム工事　ウインコス　１３２１

P7951-1019 -110 反射防止対策用　外貼り用　マット淡 ｍ２ 1-07

フィルム工事　ウインコス　１９０５ＵＨ

P7951-1053 -120 高領域紫外線カット用　ハードコート　オレンジ ｍ２ 1-08

フィルム工事　ウインコス　ＭＳＴ－５０００

P7951-2008 -110 装飾飛散防止対策　スーパーホワイト ｍ２ 1-09

フィルム工事　ウインコス　ＭＳＴ－５００１
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P7951-2010 -110 装飾飛散防止対策　ホワイトミスト　エンボスマット ｍ２ 1-10

フィルム工事　ウインコス　ＭＳＴ－５００２

P7951-2012 -110 装飾飛散防止対策　ミスト　エンボスマット ｍ２ 1-11

フィルム工事　ウインコス　ＭＳＴ－５００３

P7951-2014 -110 装飾飛散防止対策　ファインミスト　エンボスマット ｍ２ 1-12

フィルム工事　ウインコス　ＭＳＴ－５０１１

P7951-2016 -110 装飾飛散防止対策　和紙柄 ｍ２ 1-13

フィルム工事　ウインコス　ＺＨ０５Ｇ

P7951-1110 -110 日照調整　内貼り用　ハードコート　高透明 ｍ２ 1-14

フィルム工事　ウインコス　ＷＨ０３

P7951-1112 -110 日照調整　内貼り用　ハードコート　高透明 ｍ２ 1-15

フィルム工事　ウインコス　ＺＳ０５Ｇ

P7951-1114 -110 日照調整　外貼り用　高透明 ｍ２ 1-16

フィルム工事　ウインコス　オプトロンＧ

P7951-9232 -110 防虫対策用　グリーン ｍ２ 1-17

フィルム工事　ウインコス　オプトロン防虫

P7951-9234 -110 クリア　防虫対策用　透明 ｍ２ 1-18

フィルム工事　ウインコス　オプトロン防虫断熱

P7951-9236 -110 クリア　防虫対策用　断熱　透明 ｍ２ 1-19

塗装工事 382頁1表

塗装工事　素地ごしらえ　木部

Q1020-0010 -010 Ｂ種 ｍ２ 1-01

塗装工事　素地ごしらえ　鉄鋼面

Q1020-0500 -010 Ａ種 ｍ２ 1-02

-020 Ｂ種 ｍ２ 1-03

-030 Ｃ種 ｍ２ 1-04

塗装工事　素地ごしらえ　亜鉛めっき鋼面

Q1020-3000 -010 Ａ種 ｍ２ 1-05

-030 Ｂ種 ｍ２ 1-06

塗装工事　素地ごしらえ　モルタル面・プラスター面

Q1018-0020 -010 Ａ種　セメント系下地調整塗材　Ｃ－１ ｍ２ 1-07

-020 Ａ種　合成樹脂エマルションパテ（耐水形） ｍ２ 1-08

塗装工事　素地ごしらえ　コンクリート面

Q1018-0030 -010 Ａ種　セメント系下地調整塗材　Ｃ－１ ｍ２ 1-09

-020 Ａ種　合成樹脂エマルションパテ（耐水形） ｍ２ 1-10

-030 Ｂ種 ｍ２ 1-11

塗装工事　素地ごしらえ　ＡＬＣパネル面

Q1018-0035 -010 Ａ種　セメント系下地調整塗材　Ｃ－１ ｍ２ 1-12

-020 Ａ種　合成樹脂エマルションパテ（耐水形） ｍ２ 1-13

-030 Ｂ種 ｍ２ 1-14

塗装工事　素地ごしらえ　押出成形セメント板面

Q1018-0040 -011 Ａ種 ｍ２ 1-15

塗装工事　素地ごしらえ　石こうボード・他ボード面

Q1018-0050 -010 Ａ種 ｍ２ 1-16

塗装工事　素地ごしらえ　けい酸カルシウム板面

Q1018-0070 -011 Ａ種 ｍ２ 1-17

塗装工事　錆止め塗料塗り　亜鉛めっき鋼面

Q1018-0100 -031 （現場１回）変性エポキシ樹脂プライマー ｍ２ 1-18

塗装工事 384頁1表

塗装工事　合成樹脂調合ペイント塗り　（ＳＯＰ）

Q1100-1010 -035 木部　Ａ種 ｍ２ 1-01

-040 鉄鋼面　Ａ種 ｍ２ 1-02

塗装工事　クリヤラッカー塗り　（ＣＬ）

Q3020-1050 -030 木部　Ａ種 ｍ２ 1-03

塗装工事　アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

Q1018-1000 -010 コンクリート面・モルタル面　Ａ種 ｍ２ 1-04

-020 コンクリート面・モルタル面　Ｂ種 ｍ２ 1-05

塗装工事 386頁1表

塗装工事　耐候性塗料塗り（ＤＰ）

Q2020-1180 -310 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面２級アクリルシリコン樹脂系 ｍ２ 1-01

-320 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面　３級　ポリウレタン樹脂系 ｍ２ 1-02

-211 コンクリート面・押出成形セメント板面　Ａ種 ｍ２ 1-03

-221 コンクリート面・押出成形セメント板面　Ｂ種 ｍ２ 1-04

-231 コンクリート面・押出成形セメント板面　Ｃ種 ｍ２ 1-05

塗装工事 388頁1表

塗装工事つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

Q2020-1110 -025 左官仕上・ボード面　Ａ種 ｍ２ 1-01

-035 左官仕上・ボード面　Ｂ種 ｍ２ 1-02

-040 木部 ｍ２ 1-03

-050 鉄鋼面　Ａ種 ｍ２ 1-04

-055 鉄鋼面　Ｂ種 ｍ２ 1-05

-060 亜鉛めっき鋼面 ｍ２ 1-06

塗装工事　合成樹脂エマルションペイント塗り

Q2020-1090 -045 左官仕上・ボード面　Ａ種 ｍ２ 1-07

塗装工事　合成樹脂エマルション模様塗料塗り

Q2020-1120 -035 左官仕上・ボード面　Ａ種 ｍ２ 1-08

-045 左官仕上・ボード面　Ｂ種 ｍ２ 1-09

塗装工事 390頁1表

塗装工事　１液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス塗り

Q3020-1030 -040 木部　Ａ種 ｍ２ 1-01

-050 木部　Ｂ種 ｍ２ 1-02

塗装工事　２液形ポリウレタン樹脂ワニス塗り

Q2020-1050 -040 木部　Ａ種 ｍ２ 1-03

-050 木部　Ｂ種 ｍ２ 1-04

-010 コンクリート面　Ａ種 ｍ２ 1-05

-020 コンクリート面　Ｂ種 ｍ２ 1-06

塗装工事 392頁1表

塗装工事　木材保護塗料塗り（ＷＰ）

Q2020-1190 -010 木部　Ａ種 ｍ２ 1-01

-020 木部　Ｂ種 ｍ２ 1-02

塗装工事　アルミニウムペイント塗り

Q1100-2020 -020 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面　下塗・上塗２回 ｍ２ 1-03

-030 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面　上塗２回 ｍ２ 1-04

塗装工事　－細幅物：糸幅１００ｍｍ程度－ 394頁1表

塗装工事（細幅物）　素地ごしらえ

Q1810-1010 -010 木部　Ａ種 ｍ 1-01

-1020 -010 鉄鋼面　Ｃ種 ｍ 1-02

-1030 -020 亜鉛めっき鋼面　Ｂ種 ｍ 1-03

塗装工事（細幅物）　錆止め塗料塗り（現場１回）

Q1810-2010 -110 鉄鋼面　シアナミド鉛さび止めペイント ｍ 1-04

-120 鉄鋼面　鉛・クロムフリーさび止めペイント ｍ 1-05

-2015 -010 鉄・亜鉛めっき鋼面　水系さび止めペイント ｍ 1-06

-2020 -130 亜鉛めっき鋼面　一液形変性エポキシ樹脂さび止め ｍ 1-07

-121 亜鉛めっき鋼面　変性エポキシ樹脂プライマー ｍ 1-08

塗装工事（細幅物）　合成樹脂調合ペイント塗り

Q1810-3010 -005 木部　Ａ種 ｍ 1-09

-010 鉄鋼面　Ａ種 ｍ 1-10

塗装工事（細幅物）　クリヤラッカー塗り

Q1810-3015 -010 木部　Ａ種 ｍ 1-11

塗装工事　－細幅物：糸幅１００ｍｍ程度－ 396頁1表

塗装工事（細幅物）　耐候性塗料塗り

Q2030-1120 -210 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面　１級　ふっ素樹脂系 ｍ 1-01

-220 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面２級アクリルシリコン樹脂系 ｍ 1-02

-230 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面　３級　ポリウレタン樹脂系 ｍ 1-03

塗装工事つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

Q2030-1130 -010 （細幅物）木部 ｍ 1-04

-110 （細幅物）鉄鋼面　Ａ種 ｍ 1-05

-120 （細幅物）鉄鋼面　Ｂ種 ｍ 1-06

塗装工事（細幅物）合成樹脂エマルションペイント塗

Q2030-1040 -015 左官仕上・ボード面　Ａ種 ｍ 1-07

-025 左官仕上・ボード面　Ｂ種 ｍ 1-08

塗装工事（細幅）１液形油変性ポリウレタンワニス塗

Q2030-1060 -010 木部　Ａ種 ｍ 1-09

-020 木部　Ｂ種 ｍ 1-10

塗装工事（細幅物）２液形ポリウレタン樹脂ワニス塗

Q2030-1070 -010 木部　Ａ種 ｍ 1-11

-020 木部　Ｂ種 ｍ 1-12

塗装工事（細幅物）　木材保護塗料塗り

Q2030-1140 -010 木部　Ａ種 ｍ 1-13

-020 木部　Ｂ種 ｍ 1-14

塗装工事（細幅物）　アルミニウムペイント塗り

Q2030-1110 -010 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面　下塗・上塗２回 ｍ 1-15

-020 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面　上塗２回 ｍ 1-16

床下地・畳工事 402頁1表

床下地工事　乾式二重床　［材工］

Q6010-0011 -010 高５０～２００ｍｍパーティクルボード厚２０ｍｍ共 ｍ２ 1-01

-020 高５０～２００ｍｍ　際根太 ｍ 1-02

畳工事　新畳（１００枚）

Q6110-0100 -111 床：１級品　ＷＲ－１　表：麻引１等　Ｊ１ 枚 1-03

-122 床：２級品　ＷＲ－２　表：麻引２等　Ｊ２ 枚 1-04

-211 床：１級品　ＷＲ－１　表：綿引１等　Ｃ１ 枚 1-05

-221 床：２級品　ＷＲ－２　表：綿引１等　Ｃ１ 枚 1-06

-212 床：２級品　ＷＲ－２　表：綿引２等　Ｃ２ 枚 1-07

-0200 -020 床：ワラサンド　ＰＳ－Ｃ２０　表：綿引２等　Ｃ２ 枚 1-08

-0206 -055 床：オールボード　ＫＴ－Ⅰ　表：綿引２等　Ｃ２ 枚 1-09

-0210 -055 床：三層形　ＫＴ－Ⅲ　表：綿引２等　Ｃ２ 枚 1-10

-0212 -055 床：オールフォーム　ＫＴ－Ｎ　表：綿引２等　Ｃ２ 枚 1-11

畳工事　新畳（６枚）

Q6110-1100 -111 床：１級品　ＷＲ－１　表：麻引１等　Ｊ１ 枚 1-12

-122 床：２級品　ＷＲ－２　表：麻引２等　Ｊ２ 枚 1-13
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Q6110-1100 -211 床：１級品　ＷＲ－１　表：綿引１等　Ｃ１ 枚 1-14

-221 床：２級品　ＷＲ－２　表：綿引１等　Ｃ１ 枚 1-15

-222 床：２級品　ＷＲ－２　表：綿引２等　Ｃ２ 枚 1-16

-1200 -020 床：ワラサンド　ＰＳ－Ｃ２０　表：綿引２等　Ｃ２ 枚 1-17

-1206 -055 床：オールボード　ＫＴ－Ⅰ　表：綿引２等　Ｃ２ 枚 1-18

-1210 -055 床：三層形　ＫＴ－Ⅲ　表：綿引２等　Ｃ２ 枚 1-19

-1212 -055 床：オールフォーム　ＫＴ－Ｎ　表：綿引２等　Ｃ２ 枚 1-20

畳工事　表替え（６枚）

Q6114-1100 -101 表：麻引　１等　Ｊ１ 枚 1-21

-102 表：麻引　２等　Ｊ２ 枚 1-22

-201 表：綿引　１等　Ｃ１ 枚 1-23

-202 表：綿引　２等　Ｃ２ 枚 1-24

畳工事　裏返し

Q6118-1100 -100 ６枚 枚 1-25

フローリング工事 406頁1表

フローリング工事　フローリングボード普通張り

Q6210-0030 -115 なら　厚１５×長５００ｍｍ以上乱尺 ｍ２ 1-01

-0020 -115 かば　厚１５×長５００ｍｍ以上乱尺 ｍ２ 1-02

-0010 -115 ぶな　厚１５×長５００ｍｍ以上乱尺 ｍ２ 1-03

フローリング工事　フローリングボード特殊張り

Q6214-0030 -118 なら　厚１８×長５００ｍｍ以上乱尺 ｍ２ 1-04

-0020 -118 かば　厚１８×長５００ｍｍ以上乱尺 ｍ２ 1-05

-0010 -118 ぶな　厚１８×長５００ｍｍ以上乱尺 ｍ２ 1-06

フローリング工事　フローリングブロック張り

Q6218-0030 -115 なら　厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ ｍ２ 1-07

-0020 -115 かば　厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ ｍ２ 1-08

-0010 -115 ぶな　厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ ｍ２ 1-09

フローリング工事　複合フローリング張り　なら

Q6212-1010 -112 厚１２×幅３０３×長１８１８ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ ｍ２ 1-10

フローリング工事　複合フローリング張り　かば

Q6212-1010 -120 厚１２×幅３０３×長１８１８ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ ｍ２ 1-11

フローリング工事　複合フローリング張り　ひのき

Q6212-1010 -130 厚１２×幅１０６～１０８×長３９４０　Ｆ☆☆☆☆ ｍ２ 1-12

フローリング工事　仕上げ塗装　ワックス塗り

Q6213-1000 -010 １回塗り ｍ２ 1-13

フローリング工事　仕上げ塗装　フロアオイル塗り

Q6213-1010 -010 １回塗り ｍ２ 1-14

ビニル系床・カーペット敷込み工事 410頁1表

ビニル系床工事　複層ビニル床タイル

Q6310-0100 -025 厚２．０×幅３００×長３００ｍｍ　プレーン　ＦＴ ｍ２ 1-01

-020 厚２．０×幅３００×長３００ｍｍ　マーブル　ＦＴ ｍ２ 1-02

-0150 -020 厚３．０×幅３００×長３００ｍｍ　マーブル　ＦＴ ｍ２ 1-03

ビニル系床工事　コンポジションビニル床タイルＫＴ

Q6324-0100 -030 厚３．０×幅３０４．８×長３０４．８ｍｍ　半硬質 ｍ２ 1-04

-0200 -020 厚２．０×幅３０４．８×長３０４．８ｍｍ　軟質 ｍ２ 1-05

ビニル系床工事　複層ビニル床シート

Q6414-0200 -020 厚２．０ｍｍ　発泡層ない織布積層　マーブル　ＦＳ ｍ２ 1-06

-025 厚２．５ｍｍ　発泡層ない織布積層　マーブル　ＦＳ ｍ２ 1-07

ビニル系床工事　発泡複層ビニル床シート

Q6426-3800 -028 厚２．８ｍｍ　発泡層ある床シート　ＨＳ ｍ２ 1-08

-035 厚３．５ｍｍ　発泡層ある床シート　ＨＳ ｍ２ 1-09

ビニル系床工事　クッションフロア

Q6426-3810 -118 厚１．８ｍｍ　発泡層ある床シート　ＫＳ ｍ２ 1-10

-123 厚２．３ｍｍ　発泡層ある床シート　ＫＳ ｍ２ 1-11

ビニル系床工事　帯電防止コンポジションタイル

Q6426-3910 -020 厚２．０×幅４５４×長４５４ｍｍ　軟質　ＫＴ ｍ２ 1-12

ビニル系床工事　帯電防止置敷きビニル床タイル

Q6426-3920 -040 厚４．０×幅５００×長５００ｍｍ　ＦＯＡ ｍ２ 1-13

ビニル系床工事　視覚障害者用単層ビニル床タイル

Q6426-3930 -070 厚７．０×幅３００×長３００ｍｍ　ＴＴ 枚 1-14

-080 厚８．０×幅３００×長３００ｍｍ　ＴＴ 枚 1-15

ビニル系床工事　帯電防止ビニル床シート

Q6426-3940 -020 厚２．０ｍｍ　ＦＳ ｍ２ 1-16

ビニル系床工事　防滑性ビニル床シート

Q6424-4512 -125 厚２．５ｍｍ　ＦＳ ｍ２ 1-17

ビニル系床工事　リノリウム床シート

Q6340-6000 -025 厚２．５ｍｍ ｍ２ 1-18

ビニル系床・カーペット敷込み工事 412頁1表

ビニル系床工事　ソフト幅木

Q6450-0010 -128 厚２．０×幅７５ｍｍ ｍ 1-01

-130 厚２．０×幅１００ｍｍ ｍ 1-02

ビニル系床工事　稲妻幅木

Q6450-0020 -127 厚２．０×幅７５ｍｍ ｍ 1-03

ビニル系床工事　溶接棒

Q6460-0005 -001 ビニル床シート継目溶接 ｍ 1-04

カーペット工事　カーペット敷込み　［手間］

Q6710-2010 -001 グリッパー工法　フェルト敷き共 ｍ２ 1-05

-2500 -001 全面接着工法 ｍ２ 1-06

-3500 -001 両面テープ工法 ｍ２ 1-07

-3000 -001 タイルカーペット全面接着工法 ｍ２ 1-08

-1000 -001 置敷き敷詰め工法 ｍ２ 1-09

-4000 -104 ニードルパンチカーペット敷込み　厚４．０ｍｍ ｍ２ 1-10

カーペット工事　タイルカーペット（ループパイル）

Q6710-5010 -030 ＰＰ　ＰＶＣ　厚６．０×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２ 1-11

カーペット工事　見切り押え・への字形

Q6730-1000 -125 アルミ　幅２５ｍｍ×長４ｍ ｍ 1-12

-135 アルミ　幅３５ｍｍ×長４ｍ ｍ 1-13

-2000 -125 ステンレス　幅２５ｍｍ×長４ｍ ｍ 1-14

-135 ステンレス　幅３５ｍｍ×長４ｍ ｍ 1-15

断熱・防露工事 416頁1表

断熱・防露工事　断熱材吹付け　壁・天井　難燃

Q7280-1040 -110 硬質ウレタンフォーム　ノンフロンＡ種１　厚２０ ｍ２ 1-01

-120 硬質ウレタンフォーム　ノンフロンＡ種１　厚２５ ｍ２ 1-02

-130 硬質ウレタンフォーム　ノンフロンＡ種１　厚３０ ｍ２ 1-03

-140 硬質ウレタンフォーム　ノンフロンＡ種１　厚５０ ｍ２ 1-04

-150 硬質ウレタンフォーム　ノンフロンＡ種１　厚７５ ｍ２ 1-05

-210 硬質ウレタンフォーム　ノンフロンＡ種１Ｈ　厚２０ ｍ２ 1-06

-220 硬質ウレタンフォーム　ノンフロンＡ種１Ｈ　厚２５ ｍ２ 1-07

-230 硬質ウレタンフォーム　ノンフロンＡ種１Ｈ　厚３０ ｍ２ 1-08

-240 硬質ウレタンフォーム　ノンフロンＡ種１Ｈ　厚５０ ｍ２ 1-09

-250 硬質ウレタンフォーム　ノンフロンＡ種１Ｈ　厚７５ ｍ２ 1-10

断熱・防露工事　合成樹脂発泡材張付け　壁

Q7280-1050 -010 ポリスチレンフォーム板２種ｂ　厚２０ｍｍ ｍ２ 1-11

-020 ポリスチレンフォーム板２種ｂ　厚２５ｍｍ ｍ２ 1-12

-030 ポリスチレンフォーム板２種ｂ　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-13

断熱・防露工事　複合板ＧＬ工法　壁

Q7265-1050 -110 せっこうボード厚９．５ｍｍ＋ウレタン厚１０ｍｍ ｍ２ 1-14

-115 せっこうボード厚９．５ｍｍ＋ウレタン厚１５ｍｍ ｍ２ 1-15

-120 せっこうボード厚９．５ｍｍ＋ウレタン厚２０ｍｍ ｍ２ 1-16

-125 せっこうボード厚９．５ｍｍ＋ウレタン厚２５ｍｍ ｍ２ 1-17

-210 せっこうボード厚１２．５ｍｍ＋ウレタン厚１０ｍｍ ｍ２ 1-18

-215 せっこうボード厚１２．５ｍｍ＋ウレタン厚１５ｍｍ ｍ２ 1-19

-220 せっこうボード厚１２．５ｍｍ＋ウレタン厚２０ｍｍ ｍ２ 1-20

-225 せっこうボード厚１２．５ｍｍ＋ウレタン厚２５ｍｍ ｍ２ 1-21

断熱・防露工事　複合板直張り（新Ｓ１工法）　壁

Q7265-1080 -115 せっこうボード厚９．５＋ポリスチレン厚１５ｍｍ ｍ２ 1-22

-120 せっこうボード厚９．５＋ポリスチレン厚２０ｍｍ ｍ２ 1-23

-125 せっこうボード厚９．５＋ポリスチレン厚２５ｍｍ ｍ２ 1-24

-130 せっこうボード厚９．５＋ポリスチレン厚３０ｍｍ ｍ２ 1-25

-215 せっこうボード厚１２．５＋ポリスチレン厚１５ｍｍ ｍ２ 1-26

-220 せっこうボード厚１２．５＋ポリスチレン厚２０ｍｍ ｍ２ 1-27

-225 せっこうボード厚１２．５＋ポリスチレン厚２５ｍｍ ｍ２ 1-28

-230 せっこうボード厚１２．５＋ポリスチレン厚３０ｍｍ ｍ２ 1-29

-325 合板厚２．５＋ポリスチレンフォーム板厚２５ｍｍ ｍ２ 1-30

断熱・防露工事　グラスウールボード張り　壁

Q7220-1010 -010 厚２５ｍｍ　密度３２ｋｇ／ｍ３　ガラスクロス共 ｍ２ 1-31

-020 厚５０ｍｍ　密度３２ｋｇ／ｍ３　ガラスクロス共 ｍ２ 1-32

断熱・防露工事　グラスウール敷込み　天井

Q7220-2000 -102 厚２５ｍｍ　密度２４ｋｇ／ｍ３ ｍ２ 1-33

-105 厚５０ｍｍ　密度２４ｋｇ／ｍ３ ｍ２ 1-34

-110 厚１００ｍｍ　密度２４ｋｇ／ｍ３ ｍ２ 1-35

断熱・防露工事　ロックウール敷込み　天井

Q7222-1000 -102 厚２５ｍｍ　密度４０ｋｇ／ｍ３ ｍ２ 1-36

-104 厚４０ｍｍ　密度４０ｋｇ／ｍ３ ｍ２ 1-37

-105 厚５０ｍｍ　密度４０ｋｇ／ｍ３ ｍ２ 1-38

ボード張り工事 420頁1表

ボード張り工事　壁　せっこうボード

Q7240-1010 -109 ＧＢ－Ｒ　厚９．５ｍｍ　準不燃　突付け工法 ｍ２ 1-01

-1020 -109 ＧＢ－Ｒ　厚９．５ｍｍ　準不燃　目透し工法 ｍ２ 1-02

-212 ＧＢ－Ｒ　厚１２．５ｍｍ　不燃　目透し工法 ｍ２ 1-03

-1050 -109 ＧＢ－Ｒ　厚９．５ｍｍ　準不燃　ＧＬ工法 ｍ２ 1-04

ボード張り工事　壁　シージングせっこうボード

Q7242-1010 -109 ＧＢ－Ｓ　厚９．５ｍｍ　準不燃　突付け張り工法 ｍ２ 1-05

-112 ＧＢ－Ｓ　厚１２．５ｍｍ　準不燃　突付け張り工法 ｍ２ 1-06

-1050 -109 ＧＢ－Ｓ　厚９．５ｍｍ　準不燃　ＧＬ工法 ｍ２ 1-07

-112 ＧＢ－Ｓ　厚１２．５ｍｍ　準不燃　ＧＬ工法 ｍ２ 1-08

Q7290-1000 -230 ＧＢ－Ｓ　厚９．５ｍｍ　準不燃　化粧板張り用捨張 ｍ２ 1-09

ボード張り工事　壁　フレキシブルボード

Q7280-0030 -040 厚４．０ｍｍ　不燃　突付け張り工法 ｍ２ 1-10

-050 厚５．０ｍｍ　不燃　突付け張り工法 ｍ２ 1-11

-060 厚６．０ｍｍ　不燃　突付け張り工法 ｍ２ 1-12

ボード張り工事　壁　けい酸カルシウム板

Q7280-1030 -010 厚５．０ｍｍ　不燃　突付け張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-13

-020 厚６．０ｍｍ　不燃　突付け張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-14

-040 厚１０．０ｍｍ　不燃　突付け張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-15

-050 厚１２．０ｍｍ　不燃　突付け張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-16

-060 厚５．０ｍｍ　不燃　目透し張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-17

-070 厚６．０ｍｍ　不燃　目透し張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-18

-090 厚１０．０ｍｍ　不燃　目透し張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-19

-100 厚１２．０ｍｍ　不燃　目透し張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-20
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ボード張り工事　壁　化粧けい酸カルシウム板

Q7280-1060 -050 厚６ｍｍ不燃　アクリルウレタン着色　ジョイナー共 ｍ２ 1-21

ボード張り工事　壁　耐火間仕切り　強化石膏ボード

Q7280-1075 -010 １時間耐火　厚１２．５＋１２．５　軽量鉄骨６５形 ｍ２ 1-22

-020 １時間耐火　厚１５＋１５ｍｍ　軽量鉄骨下地６５形 ｍ２ 1-23

-030 １時間耐火　厚２１＋２１ｍｍ　軽量鉄骨下地６５形 ｍ２ 1-24

ボード張り工事　壁　耐火間仕切り　けいカル板

Q7280-1075 -110 １時間耐火　厚１２＋１２ｍｍ　軽量鉄骨下地６５形 ｍ２ 1-25

ボード張り工事　壁　耐火間仕切り　４周処理

Q7280-1075 -210 １時間耐火　耐火シール（片面） ｍ 1-26

ボード張り工事 422頁1表

ボード張り工事　天井　せっこうボード

Q7110-1010 -109 ＧＢ－Ｒ　厚９．５ｍｍ　準不燃　突付け張り工法 ｍ２ 1-01

-212 ＧＢ－Ｒ　厚１２．５ｍｍ　不燃　突付け張り工法 ｍ２ 1-02

-1020 -109 ＧＢ－Ｒ　厚９．５ｍｍ　準不燃　目透し張り工法 ｍ２ 1-03

-212 ＧＢ－Ｒ　厚１２．５ｍｍ　不燃　目透し張り工法 ｍ２ 1-04

ボード張り工事　天井　せっこうボード下り壁張り

Q7110-2010 -112 ＧＢ－Ｒ　厚９．５ｍｍ　準不燃　高３００ｍｍ以下 ｍ 1-05

-113 ＧＢ－Ｒ　厚９．５ｍｍ　準不燃　高９００ｍｍ以下 ｍ 1-06

ボード張り工事　天井　シージングせっこうボード

Q7134-1010 -109 ＧＢ－Ｓ　厚９．５ｍｍ　準不燃　突付け張り工法 ｍ２ 1-07

-112 ＧＢ－Ｓ　厚１２．５ｍｍ　準不燃　突付け張り工法 ｍ２ 1-08

ボード張り工事　天井　化粧せっこうボード

Q7118-1010 -159 ＧＢ－Ｄ　厚９．５ｍｍ準不燃　トラバーチン ｍ２ 1-09

-1012 -159 ＧＢ－Ｄ　厚９．５ｍｍ準不燃　大理石タイプ ｍ２ 1-10

-259 ＧＢ－ＮＣ　厚９．５ｍｍ　不燃　大理石タイプ ｍ２ 1-11

ボード張り工事　天井　化粧せっこうボード下り壁張

Q7110-2010 -122 ＧＢ－Ｄ　厚９．５ｍｍ　準不燃　高３００ｍｍ以下 ｍ 1-12

-123 ＧＢ－Ｄ　厚９．５ｍｍ　準不燃　高９００ｍｍ以下 ｍ 1-13

ボード張工事　天井　吸音用あなあきせっこうボード

Q7118-1022 -109 ＧＢ－Ｐ　厚９．５ｍｍ　クラフト紙裏張り ｍ２ 1-14

-1020 -109 ＧＢ－Ｐ　厚９．５ｍｍ　準不燃　不燃紙裏張り ｍ２ 1-15

ボード張り工事　天井　化粧せっこう吸音ボード

Q7118-1032 -109 ＧＢ－ＰＤ　厚９．５ｍｍ　準不燃　クラフト紙裏張 ｍ２ 1-16

-1030 -109 ＧＢ－ＰＤ　厚９．５ｍｍ　不燃　不燃紙裏張り ｍ２ 1-17

ボード張り工事　天井　フレキシブルボード

Q7155-1050 -104 厚４．０ｍｍ　不燃　突付け張り工法 ｍ２ 1-18

-105 厚５．０ｍｍ　不燃　突付け張り工法 ｍ２ 1-19

-106 厚６．０ｍｍ　不燃　突付け張り工法 ｍ２ 1-20

ボード張り工事 424頁1表

ボード張り工事　天井　けい酸カルシウム板

Q7118-1140 -010 厚５．０ｍｍ　不燃　突付け張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-01

-030 厚８．０ｍｍ　不燃　突付け張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-02

-040 厚１０．０ｍｍ　不燃　突付け張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-03

-050 厚１２．０ｍｍ　不燃　突付け張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-04

-060 厚５．０ｍｍ　不燃　目透し張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-05

-080 厚８．０ｍｍ　不燃　目透し張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-06

-090 厚１０．０ｍｍ　不燃　目透し張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-07

-100 厚１２．０ｍｍ　不燃　目透し張り工法　０．８ＦＫ ｍ２ 1-08

ボード張り工事　天井　木毛セメント板

Q7118-1120 -010 厚２０．０ｍｍ ｍ２ 1-09

-020 厚２５．０ｍｍ ｍ２ 1-10

ボード張り工事　天井　ロックウール吸音板

Q7210-1012 -109 厚９．０ｍｍ　不燃　捨張り工法　フラットタイプ ｍ２ 1-11

-112 厚１２．０ｍｍ　不燃　捨張り工法　フラットタイプ ｍ２ 1-12

-129 厚９．０ｍｍ　不燃　直張り工法　フラットタイプ ｍ２ 1-13

-122 厚１２．０ｍｍ　不燃　直張り工法　フラットタイプ ｍ２ 1-14

-1014 -112 厚１２．０ｍｍ　不燃　捨張り工法　凹凸タイプ ｍ２ 1-15

-116 厚１５．０ｍｍ　不燃　捨張り工法　凹凸タイプ ｍ２ 1-16

-119 厚１９．０ｍｍ　不燃　捨張り工法　凹凸タイプ ｍ２ 1-17

ボード張り工事　天井　ロックウール吸音板（軒天）

Q7210-1016 -209 厚９．０ｍｍ　不燃　捨張り工法　フラットタイプ ｍ２ 1-18

-212 厚１２．０ｍｍ　不燃　捨張り工法　フラットタイプ ｍ２ 1-19

-112 厚１２．０ｍｍ　不燃　捨張り工法　凹凸タイプ ｍ２ 1-20

Q7110 -115 厚１５．０ｍｍ　不燃　捨張り工法　凹凸タイプ ｍ２ 1-21

ボード張り工事　浴室天井材張り　浴室天井材

Q7212-1010 -020 有効幅３００ｍｍ　硬質塩ビ製　廻り縁共　捨張り別 ｍ２ 1-22

-1012 -010 有効幅２００ｍｍ　耐蝕アルミ製　廻り縁共　捨張別 ｍ２ 1-23

ボード張り工事　壁紙張り　ビニル壁紙

Q7214-1010 -010 壁　量産クロス ｍ２ 1-24

-1012 -010 天井　量産クロス ｍ２ 1-25

ボード張り工事　壁紙張り　ビニル壁紙　［手間］

Q7214-1010 -020 壁　無地 ｍ２ 1-26

-030 壁　柄物 ｍ２ 1-27

-1012 -020 天井　無地 ｍ２ 1-28

-030 天井　柄物 ｍ２ 1-29

ボード張り工事　廻り縁

Q7216-1010 -090 ボード厚９．０ｍｍ　アルミ製　コ型 ｍ 1-30

-120 ボード厚１２．０ｍｍ　アルミ製　コ型 ｍ 1-31

-1020 -090 ボード厚９．０ｍｍ　塩ビ製　コ型 ｍ 1-32

Q7216-1020 -120 ボード厚１２．０ｍｍ　塩ビ製　コ型 ｍ 1-33

内装工事　－ブランド品－　＜公表価格＞ 426頁1表

内装工事　床下地　エスレンネダマット

Q6911-0210 -015 厚４０・５０ｍｍ　和室用 ｍ２ 1-01

-025 厚６５・８０ｍｍ　和室用 ｍ２ 1-02

内装工事　床下地　エスレンネダマットＦＬ

Q6911-0211 -015 厚４０・５０ｍｍ　洋室用 ｍ２ 1-03

-025 厚６５・８０ｍｍ　洋室用 ｍ２ 1-04

内装工事　床下地　フリーフロア　ＣＰ工法

Q6911-0230 -010 パーティクルボード　厚２０ｍｍ共 ｍ２ 1-05

内装工事　床下地　フリーフロア　ＥＰ工法

Q6911-0230 -020 ＥＰ－６５　パーティクルボード２０＋断熱材６５共 ｍ２ 1-06

内装工事　木質系床　天龍プレパークソフト

Q6911-4510 -110 厚１０．０×幅１２３．５×長４５８ｍｍ　ナラ ｍ２ 1-07

-120 厚１０．０×幅１２３．５×長４５８ｍｍ　ブナ ｍ２ 1-08

-130 厚１０．０×幅１２３．５×長４５８ｍｍ　カバ ｍ２ 1-09

内装工事　シート系床　ナオスフローリング

Q6911-5010 -010 厚３．０×幅１４５×長９００ｍｍ ｍ２ 1-10

-020 厚４．０×幅３０×長１９５０ｍｍ　平見切り用 個所 1-11

-030 厚２～４×幅３０×長１９５０　テーパー平見切り用 個所 1-12

-040 厚４×幅１００×１９０×長１９５０ｍｍ　付け框用 個所 1-13

内装工事　体育施設　タラフレックススポーツフロア

Q6911-0310 -015 厚６．２×幅１５００ｍｍ×長２０ｍ　発泡層付 ｍ２ 1-14

-020 厚７．５×幅１５００ｍｍ×長２０ｍ　発泡層付 ｍ２ 1-15

-030 厚１０．５×幅１５００ｍｍ×長２０ｍ　発泡層付 ｍ２ 1-16

内装工事　－ブランド品－　＜公表価格＞ 427頁1表

防カビ工事　防菌・防カビコーティング工事既存下地

S3962-2610 -010 下地処理＋バイオデックスシーンＳＩ　２回塗 ｍ２ 1-01

防カビ工事　防菌・防カビコーティング工事　新設

S3962-2610 -020 下地処理＋バイオデックスシーンＳＩ　２回塗 ｍ２ 1-02

内装工事　ＳＯＬＩＤＯ　ｔｙｐｅＦ　ｃｏｆｆｅｅ

Q6911-9010 -010 内装　金具留め ｍ２ 1-03

内装工事　ＳＯＬＩＤＯ　ｔｙｐｅＭ＿ＬＡＰ

Q6911-9010 -110 内装　釘留め ｍ２ 1-04

-120 外装　釘留め ｍ２ 1-05

内装工事　ＳＯＬＩＤＯ　ｔｙｐｅＭ＿ＦＬＡＴ

Q6911-9010 -210 内装　接着剤 ｍ２ 1-06

-220 内装　接着剤　５ｍｍ目地 ｍ２ 1-07

内装工事　マルチスパン　ＭＳＦ－２００フラット調

Q6911-9510 -010 ９．０×２００×１０００～４０００　壁・天井用 ｍ２ 1-08

内装工事　マルチスパン　ＭＳＲ－２００　リブ調

Q6911-9510 -020 ９．０×２００×１０００～４０００　壁・天井用 ｍ２ 1-09

内装工事　マルチスパン　ＭＳＮ－２００　目地なし

Q6911-9510 -030 ９．０×１９０×１０００～４０００　壁・天井用 ｍ２ 1-10

内装工事ウッドマルチスパンＷＭＦ－２００フラット

Q6911-9520 -010 ９．０×２００×１０００～４０００　壁・天井用 ｍ２ 1-11

内装工事ウッドマルチスパンＷＭＮ－２００目地なし

Q6911-9520 -030 ９．０×１９０×１０００～４０００　壁・天井用 ｍ２ 1-12

内装工事　バスパネル　不燃２００（単色）

Q6911-9710 -010 ９．５×２００×１０００～４０００　壁・天井用 ｍ２ 1-13

内装工事　バスパネル　不燃２００（やよい檜）

Q6911-9710 -020 ９．５×２００×１０００～４０００　壁・天井用 ｍ２ 1-14

内装工事　バスパネル　不燃リブ２００（単色）

Q6911-9710 -030 ９．５×２００×１０００～４０００　壁・天井用 ｍ２ 1-15

内装工事　バスパネル　不燃目地なし２００（単色）

Q6911-9710 -040 ９．５×２００×１０００～４０００　壁・天井用 ｍ２ 1-16

内装工事　バスパネル　準不燃２００－Ⅰ型Ｒ　単色

Q6911-9720 -010 ９．０×２００×２０００～４０００　天井用 ｍ２ 1-17

内装工事　バスパネル　準不燃２００－Ⅰ型Ｒ　木目

Q6911-9720 -020 ９．０×２００×２０００～４０００　天井用 ｍ２ 1-18

内装工事　バスパネル　準不燃３００－Ⅰ型（単色）

Q6911-9720 -030 ９．０×３００×１８２０、３０００、４０００天井 ｍ２ 1-19

内装工事　バスパネル　準不燃３００－Ⅰ型（木目）

Q6911-9720 -040 ９．０×３００×１８２０、３０００、４０００天井 ｍ２ 1-20

内装工事　バスパネル　ＷＪ

Q6911-9730 -010 ９．１×３００×２０００～４０００　壁・天井用 ｍ２ 1-21

内装工事　バスパネル　ＢＴｊ（単色）

Q6911-9730 -020 ９．０×２００×３０００、４０００　壁・天井用 ｍ２ 1-22

内装工事　バスパネル　ＢＴｊ（柄物）

Q6911-9730 -030 ９．０×２００×３０００、４０００　壁・天井用 ｍ２ 1-23

内装工事　内装用臭気低減工法　ナオラップ工法

－34－
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Q6911-9810 -010 壁・床・天井シート張り　細部変性シリコン剤塗布 ｍ２ 1-24

塗床工事 430頁1表

塗床工事　合成樹脂塗床　弾性ウレタン塗床

Q6200-1010 -010 平滑仕上げ　仕上げ厚２．０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ ｍ２ 1-01

-020 防滑仕上げ　仕上げ厚２．０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ ｍ２ 1-02

-030 つや消し仕上げ　仕上げ厚２．０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ ｍ２ 1-03

塗床工事　合成樹脂塗床　エポキシ樹脂塗床

Q6200-2010 -010 薄膜流しのベ・平滑仕上　厚０．８ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ ｍ２ 1-04

-020 薄膜流しのベ・防滑仕上　厚１．２ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ ｍ２ 1-05

-2020 -010 厚膜流しのベ・平滑仕上　厚２．０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ ｍ２ 1-06

-020 厚膜流しのベ・防滑仕上　厚３．０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ ｍ２ 1-07

-2030 -010 樹脂モルタル・平滑仕上　厚５．０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ ｍ２ 1-08

-020 樹脂モルタル・防滑仕上　厚６．０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ ｍ２ 1-09

塗床工事　無機質系塗床　非金属セメント系塗床

Q6205-1010 -010 モノリシック工法　仕上げ厚１．５ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ ｍ２ 1-10

塗床工事　－ブランド品－　＜公表価格＞ 432頁1表

塗床工事　ジョリエースＥ　コーティング工法

Q6931-0110 -310 防塵・美装　厚０．３ｍｍ ｍ２ 1-01

塗床工事　ノンスタテックスＸＰⅡ

Q6932-0726 -120 コーティング工法　クリーンルーム等　厚０．２ｍｍ ｍ２ 1-02

塗床工事　水性アトムエポクリーン

Q6932-0728 -110 コーティング工法　工場・倉庫　厚０．２ｍｍ ｍ２ 1-03

塗床工事　フロアトップアクアエポ２１

Q6932-0730 -110 コーティング工法　コンクリート下地　厚０．２ｍｍ ｍ２ 1-04

塗床工事　ケミクリート　ＥＰ　カラー

Q6931-1026 -110 コーティング工法（防塵・美装） ｍ２ 1-05

塗床工事　ケミクリート　Ｅ１

Q6931-1018 -140 １プライライニング工法（槽内防食）厚約０．７ｍｍ ｍ２ 1-06

塗床工事　アーキフロアー　ＥＨ

Q6931-1218 -010 コーティング工法　厚０．１５ｍｍ ｍ２ 1-07

塗床工事　アーキフロアー　ＥＨマイルド

Q6931-1218 -110 平滑工法　耐薬品・耐摩耗　厚０．１５ｍｍ ｍ２ 1-08

塗床工事　マリンボンド　Ｌ－３ＰＳ

Q6931-1110 -110 床防塵　病院・工場・実験室　厚０．２ｍｍ ｍ２ 1-09

塗床工事　カンペフロアー　６００

Q6931-1914 -120 エポキシ樹脂エナメル ｍ２ 1-10

塗床工事　ユカトップ　Ｅ＃４００　平滑

Q6931-3510 -110 工場・倉庫・実験室　厚０．３ｍｍ ｍ２ 1-11

塗床工事　グリップコート　Ｇ－１０

Q6931-4210 -120 防塵・倉庫・工場　２回塗 ｍ２ 1-12

塗床工事　ユカクリート　スタンダード

Q6931-4510 -110 一般床・工場・学校　厚０．２ｍｍ ｍ２ 1-13

塗床工事　レジフロアー

Q6932-3810 -010 エポキシ系　工場・食堂・ガレージ　厚０．２ｍｍ ｍ２ 1-14

塗床工事　アートフロアー　ＥＣコート

Q6931-5322 -110 エポキシ系塗装仕上材　３回塗 ｍ２ 1-15

塗床工事　フロアーメイト　エポキシ

Q6931-5410 -110 工場・倉庫・駐車場　シーラー１回エポキシ上塗２回 ｍ２ 1-16

塗床工事　アスコンカラー

Q6931-6522 -010 一般工場　コンクリート強化　厚０．１～０．２ｍｍ ｍ２ 1-17

塗床工事　ユータック　Ｅ４０

Q6931-7140 -010 コーティング工法 ｍ２ 1-18

塗床工事　セラレジン　Ｃ

Q6932-7514 -103 一般床・工場・倉庫　厚０．３ｍｍ ｍ２ 1-19

塗床工事　セラレジン　ＣＮ

Q6932-7516 -105 プールサイド・外構通路・ベランダ　厚０．５ｍｍ ｍ２ 1-20

塗床工事　水系ボウジンテックス　Ｅ

Q6932-8234 -101 屋内用水性エポキシ　厚０．２ｍｍ ｍ２ 1-21

塗床工事　ボウジンテックス　＃２０００

Q6932-8220 -101 耐薬品床・耐摩耗床　工場・倉庫　厚０．２ｍｍ ｍ２ 1-22

塗床工事　ボウジンテックス　エポワイド

Q6932-8230 -107 屋内用耐薬品床・耐摩耗床　厚０．６ｍｍ ｍ２ 1-23

塗床工事　ボウジンテックス　Ｕワイド

Q6932-8238 -110 耐薬品床・耐摩耗床　工場・倉庫　厚０．５ｍｍ ｍ２ 1-24

塗床工事　ジョリエースＥ　流しのべ工法

Q6931-0110 -160 作業場倉庫等平滑仕上　電気室等　厚１．０ｍｍ ｍ２ 1-25

塗床工事　フロアトップ　＃８０００

Q6932-0710 -110 流しのべ工法　耐久性・耐薬品性　厚０．８ｍｍ ｍ２ 1-26

塗床工事　ケミクリート　Ｅ

Q6931-1014 -110 流しのべコーティング工法（耐久・耐薬）厚約０．８ ｍ２ 1-27

塗床工事　セーフティコート

Q6931-1042 -010 Ｅ刷毛引き工法　高耐久・高防滑　厚約１．０ｍｍ ｍ２ 1-28

塗床工事　アーキフロアー　ＥＨマイルド

Q6931-1218 -120 防滑工法　耐薬品・耐摩耗　厚０．８ｍｍ ｍ２ 1-29

塗床工事　マリンボンド　ビューマット

Q6931-1110 -115 エポキシフロアーカラー　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-30

塗床工事　グリップコート　Ｇ－３０

Q6931-4210 -110 工場・防塵・精密・クリーンルーム　厚１．０ｍｍ ｍ２ 1-31

塗床工事　グリップコート　ＫＧ－３０

Q6931-4220 -010 抗菌エポキシ流しのべ　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-32

塗床工事　ユカクリート　タイル＃７０

Q6931-4514 -112 工場・実験室　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-33

塗床工事　アートフロアー　ＥＰ

Q6931-5312 -110 実験室・病院・工場　厚１．０ｍｍ ｍ２ 1-34

塗床工事　アートフロアー　ＥＰ・Ｎ

Q6931-5314 -110 ノンスリップ仕上　厚１．０ｍｍ ｍ２ 1-35

塗床工事　アートフロアー　ＥＣＰ

Q6931-5318 -110 エポキシ系電導塗床　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-36

塗床工事　エポノンソル　タフ　ペースト工法

Q6931-6510 -020 食品工場・メッキ工場・厨房　厚２．０ｍｍ ｍ２ 1-37

塗床工事　ユータック　Ｅ－３０Ｎ　ローラー用

Q6931-7142 -010 コーティング工法　厚約０．８ｍｍ ｍ２ 1-38

塗床工事　ユータック　Ｅ－３０Ｎ

Q6931-7142 -020 流しのべ工法　厚約１．５ｍｍ ｍ２ 1-39

塗床工事　セラレジン　ＥＮ

Q6932-7510 -110 厨房・工場　厚１～１．５ｍｍ ｍ２ 1-40

塗床工事　セラレジン　ＥＳ

Q6932-7546 -115 実験室・研究室・工場　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-41

塗床工事　エパール　Ｆ－１工法

Q6932-7724 -010 流しのべ　工場・倉庫　厚１．２ｍｍ ｍ２ 1-42

塗床工事　ボウジンテックス　＃８０００

Q6932-8218 -110 屋内用エポキシ厚膜　厚１．０ｍｍ ｍ２ 1-43

-120 屋内用エポキシ厚膜　厚２．０ｍｍ ｍ２ 1-44

塗床工事　－ブランド品－　＜公表価格＞ 433頁1表

塗床工事　ジョリエースＥ　モルタル工法

Q6931-0110 -410 エポモル工法　耐荷重・耐摩耗床　厚６．０ｍｍ ｍ２ 1-01

塗床工事　タフモル

Q6932-0722 -130 樹脂モルタル工法　耐荷重・耐摩耗床　厚４．０ｍｍ ｍ２ 1-02

塗床工事　ベストクリート

Q6931-1043 -010 平滑工法　耐衝撃・耐久　厚約３．０ｍｍ ｍ２ 1-03

塗床工事　グリップコート　Ｇ－４５Ｎ

Q6931-4214 -104 無臭　食品工場・厨房　厚５．０ｍｍ ｍ２ 1-04

塗床工事　グリップコート　ＫＧ－４５Ｎ

Q6931-4216 -010 抗菌エポモル工法　厨房・食品工場　厚５．０ｍｍ ｍ２ 1-05

塗床工事　グリップコート　Ｇ－４０＋ＫＧ－３０

Q6931-4218 -010 抗菌積層工法　食品加工工場・厨房　厚５．０ｍｍ ｍ２ 1-06

塗床工事　ユカクリート　レジモル

Q6931-4513 -110 エポキシモルタル　カラー硅砂　厚４．０ｍｍ ｍ２ 1-07

塗床工事　オッシャーコート　ＥＣ－５４０－０１

Q6931-4950 -010 樹脂モルタル　厚５．５ｍｍ ｍ２ 1-08

塗床工事　アートフロアー　ＥＭ

Q6931-5308 -110 実験室・病院・工場　厚５．０ｍｍ ｍ２ 1-09

塗床工事　スーパークリート　Ｅ

Q6931-6134 -110 一般床・工場・食品工場　厚５．０ｍｍ ｍ２ 1-10

塗床工事　エポノンソル　タフ　ＧＭ工法

Q6931-6518 -030 耐クラック仕様　工場・厨房　厚４．０ｍｍ ｍ２ 1-11

塗床工事　エポノンソル　タフ　ＳＰ工法

Q6931-6510 -010 食品工場・メッキ工場・厨房　厚３．０ｍｍ ｍ２ 1-12

塗床工事　ユータック　Ｅ－３０Ｎ

Q6931-7144 -010 樹脂モルタル　流しのべ工法　厚約５．０ｍｍ ｍ２ 1-13

塗床工事　セラレジン　ＥＭ

Q6932-7544 -150 エポキシ系　モルタル工法素面　厚５．０ｍｍ ｍ２ 1-14

塗床工事　ジョリエースＵ　コーティング工法

Q6931-0110 -420 工場・倉庫（防塵・美装）厚０．３ｍｍ ｍ２ 1-15

塗床工事　フロアトップ　＃７０００

Q6932-0710 -105 コーティング工法　一般工場　３分艶 ｍ２ 1-16

塗床工事　フロアトップアクアフォルティス

Q6932-0732 -210 コーティング工法　一般工場　速乾艶有 ｍ２ 1-17
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塗床工事　エポロフロアー　Ｕ

Q6931-0510 -103 コーティング工法　一般床・工場等　厚０．３ｍｍ ｍ２ 1-18

塗床工事　カラートップ　Ｕ

Q6931-1012 -110 コーティング工法　工場・倉庫・ビル（防塵） ｍ２ 1-19

塗床工事　アーキフロアー　ＵＴ

Q6931-1226 -010 平滑工法　耐久・速乾・防塵　厚０．１５ｍｍ ｍ２ 1-20

塗床工事　カンペフロアー　４００

Q6931-1914 -110 ウレタン樹脂エナメル ｍ２ 1-21

塗床工事　ユカクリート　クリヤー　＃７００Ｔ

Q6931-4515 -020 水系ウレタン　木床用　厚０．２ｍｍ ｍ２ 1-22

塗床工事　ユカクリート　ミズユカ

Q6931-4517 -110 水性２液型　平滑仕上げ　厚０．２ｍｍ ｍ２ 1-23

塗床工事　フロアーメイト　ウレタン

Q6931-5412 -110 工場・倉庫・駐車場　シーラー１回ウレタン上塗２回 ｍ２ 1-24

塗床工事　ユータック　Ｒ

Q6931-7146 -010 コーティング工法 ｍ２ 1-25

塗床工事　ニートカラー　Ｕ

Q6932-7535 -150 一般床・工場　厚０．１ｍｍ ｍ２ 1-26

-160 一般床・工場　厚０．１５ｍｍ ｍ２ 1-27

塗床工事　ミリオネートクリンカラー

Q6931-8114 -010 防塵床　厚０．６ｍｍ ｍ２ 1-28

塗床工事　ボウジンテックス　＃５０００Ｕ

Q6932-8212 -100 工場・倉庫通路　厚０．２ｍｍ ｍ２ 1-29

塗床工事　ボウジンテックス　＃５５００Ｎ

Q6932-8216 -106 防滑性既調合タイプ　厚０．６ｍｍ ｍ２ 1-30

塗床工事　－ブランド品－　＜公表価格＞ 434頁1表

塗床工事　アクアコート　＃３１１０

Q6931-2910 -220 一般床・学校・工場　厚２．０ｍｍ ｍ２ 1-01

塗床工事　カラートップ　ＤＬ

Q6931-1012 -010 一般床・弾性床　ＳＴ工法　厚約１．３ｍｍ ｍ２ 1-02

塗床工事　ダンタンＨＦ　Ｓ工法

Q6931-3114 -125 一般床・工場・体育館　厚２．０ｍｍ ｍ２ 1-03

塗床工事　グリップコート　Ｕ－２０Ｅ

Q6931-4212 -110 公共住宅・事務所　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-04

塗床工事　ラザーコート　ＡＳ　ゴムチップウレタン

Q6931-4230 -110 体育館・トレーニング室　厚１５．０ｍｍ ｍ２ 1-05

塗床工事　ユカクリート　ソフトＡ

Q6931-4512 -115 一般床・病院・学校　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-06

塗床工事　アートフロアー　ＮＳ

Q6931-5310 -115 病院　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-07

塗床工事　アートフロアー　ＮＳ・Ｎ

Q6931-5311 -110 一般床・学校・病院　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-08

塗床工事　ユータック　Ｆエコ

Q6931-7110 -120 流しのべ工法　学校・病院・事務所　厚約２．０ｍｍ ｍ２ 1-09

塗床工事　レヂンエースＦ

Q6931-7710 -183 体育館　厚８．０ｍｍ ｍ２ 1-10

塗床工事　セラレジン　Ｕ－Ｓ

Q6932-7511 -010 一般床　厚１．２ｍｍ ｍ２ 1-11

塗床工事　セラレジン　Ｕ－Ｃ

Q6932-7513 -010 ノンスリップ工法　学校・病院　厚２．０ｍｍ ｍ２ 1-12

塗床工事　セラステップ

Q6932-7542 -115 プールサイド・テニスコート　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-13

-130 プールサイド・テニスコート　厚３．０ｍｍ ｍ２ 1-14

塗床工事　ボウジンテックス　＃７７００

Q6932-8214 -140 屋内用弾性厚膜　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-15

塗床工事　ファブリカ流しのべ工法

Q6931-0112 -010 半導体工場平滑仕上　食品・医薬品等　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-16

塗床工事　アイカピュール耐熱　Ｍ７工法

Q6931-0113 -010 水性硬質ウレタン　食品工場床　耐熱水　厚約７ｍｍ ｍ２ 1-17

塗床工事　アイカピュール耐熱　Ｍ３工法

Q6931-0113 -020 水性硬質ウレタン　食品工場床　耐熱水　厚約３ｍｍ ｍ２ 1-18

塗床工事　アイカピュール耐熱　Ｆ工法

Q6931-0113 -030 水性硬質ウレタン　食品工場床　平滑　厚約４ｍｍ ｍ２ 1-19

塗床工事　フロアトップ　Ｕ－１００ＮＥＯ

Q6932-0720 -110 流しのべ工法　整備工場・耐衝撃・耐久性　厚２ｍｍ ｍ２ 1-20

塗床工事　フロアガードＵ　モルタルＭ工法

Q6932-0724 -010 水性硬質ウレタン　艶消　厨房床　防滑性　厚７ｍｍ ｍ２ 1-21

塗床工事　フロアガードＵ　モルタルＭｈｍ工法

Q6932-0724 -020 水性硬質ウレタン　艶消　厨房床　防滑性　厚７ｍｍ ｍ２ 1-22

塗床工事　フロアガードＵ　ペーストＦ－４工法

Q6932-0724 -110 水性硬質ウレタン　艶消　耐久性　耐熱性　厚４ｍｍ ｍ２ 1-23

塗床工事　フロアガードＵ　ペーストＧ－３工法

Q6932-0724 -120 水性硬質ウレタン　艶有　耐久性　耐熱性　厚３ｍｍ ｍ２ 1-24

塗床工事　ＡＲフロアー　Ｓ工法

Q6931-0930 -010 屋内艶有平滑　学校・事務所　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-25

塗床工事　ＡＲフロアー　ＳＴ工法

Q6931-0930 -020 屋外艶有平滑　学校・マンション　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-26

塗床工事　ＡＲフロアー　ＮＳ工法

Q6931-0930 -030 屋内ノンスリップ　学校　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-27

塗床工事　ＡＲフロアー　ＮＳＴ工法

Q6931-0930 -040 屋内外ノンスリップ　工場　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-28

塗床工事　ビューコート

Q6931-1032 -120 流しのべコーティング工法（耐久）　厚約１．５ｍｍ ｍ２ 1-29

塗床工事　タフクリート　ＦＬ

Q6931-1041 -010 ＦＬ工法　耐衝撃・耐久　厚約４．０ｍｍ ｍ２ 1-30

塗床工事　タフクリート　ＭＨ

Q6931-1041 -020 耐熱水・速硬化・無臭　厚約６．０ｍｍ ｍ２ 1-31

塗床工事　ピュアクリートＨＦ

Q6931-2116 -110 耐熱　厨房・食品工場床　厚９．０ｍｍ ｍ２ 1-32

塗床工事　ユカクリートレジモルハード　ＵＷ

Q6931-4525 -010 艶有　平滑仕上　厚４．０ｍｍ ｍ２ 1-33

-020 艶消　薄膜防滑仕上　厚３．０ｍｍ ｍ２ 1-34

-030 艶消　厚膜防滑仕上　厚７．０ｍｍ ｍ２ 1-35

塗床工事　アートフロアー　ＨＵ

Q6931-5323 -010 高強度ウレタン　低臭・環境対応型　厚１．２ｍｍ ｍ２ 1-36

塗床工事　ステリコートＵＣ　Ｆタイプ

Q6931-6710 -110 食品工場・厨房　厚３．０～４．０ｍｍ ｍ２ 1-37

塗床工事　ステリコートＵＣ　Ｒタイプ

Q6931-6710 -120 食品工場・厨房　厚６．０～７．０ｍｍ ｍ２ 1-38

塗床工事　ユータック　コンプリート　薄膜仕様

Q6931-7148 -010 水性硬質ウレタン　耐熱水　平滑　厚約３．０ｍｍ ｍ２ 1-39

-020 水性硬質ウレタン　耐熱水　防滑　厚約３．０ｍｍ ｍ２ 1-40

塗床工事　ユータック　スーパーＦハードＮ

Q6931-7113 -010 学校・病院・工場　食品・薬品工場　厚約１．５ｍｍ ｍ２ 1-41

塗床工事　ユークリート　ＵＤ２００ＳＲ

Q6931-5340 -010 水系硬質ウレタン　防滑　厚６．０ｍｍ ｍ２ 1-42

塗床工事　ユークリート　ＭＦ

Q6931-5340 -020 水系硬質ウレタン　平滑　厚３．０ｍｍ ｍ２ 1-43

塗床工事　ユークリート　ＭＦ４０ＡＳ

Q6931-5340 -050 水系硬質ウレタン　平滑　帯電防止　厚４．０ｍｍ ｍ２ 1-44

塗床工事　ユークリート　ＦＬ

Q6931-5340 -040 水系硬質ウレタン　防滑　嵩上げ増厚用　厚１２ｍｍ ｍ２ 1-45

塗床工事　ＨＣパーク　Ｐ－２０－Ｃ

Q6931-8116 -020 工場床　厚２．０ｍｍ ｍ２ 1-46

塗床工事　ボウジンテックス　タフタイトＵ

Q6932-8236 -110 耐薬品床・耐摩耗床　工場・倉庫　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-47

塗床工事　－ブランド品－　＜公表価格＞ 435頁1表

塗床工事　ケミクリート　ＭＳ

Q6931-1018 -110 ペースト防滑工法　速硬化　厚約４．０ｍｍ ｍ２ 1-01

塗床工事　ケミクリート　ＭＳ・Ｌ

Q6931-1018 -130 ペースト工法　速硬化・低臭　厚約３．０ｍｍ ｍ２ 1-02

-135 ペースト防滑工法　速硬化・低臭　厚約４．０ｍｍ ｍ２ 1-03

塗床工事　アートフロアー　低臭ＰＦ

Q6931-5324 -010 ペースト工法　速硬化・低臭　厚２．０ｍｍ ｍ２ 1-04

塗床工事　ユータック　オリゴマー

Q6931-7150 -010 流しのべ薄膜工法　厚約２．０ｍｍ ｍ２ 1-05

塗床工事　ユータック　オリゴマー　低臭型

Q6931-7150 -020 流しのべ薄膜工法　厚約２．０ｍｍ ｍ２ 1-06

塗床工事　セラレジン　ＢＫ－ＮＭ

Q6932-7536 -120 コンクリート下地　一般床　厚２．０ｍｍ ｍ２ 1-07

-220 アスファルト下地　一般床　厚２．０ｍｍ ｍ２ 1-08

塗床工事　シリカル　ＭＣ２－ＳＬ

Q6932-8418 -010 標準タイプ（耐荷重）　厚３．０ｍｍ ｍ２ 1-09

塗床工事　シリカル　ＭＣ２Ｋ－ＳＬ

Q6932-8418 -020 標準抗菌タイプ（耐荷重）　厚３．０ｍｍ ｍ２ 1-10

塗床工事　アクリトーンフロア　ＦＣ工法

Q6932-8710 -100 流しのべ工法　厚２．０ｍｍ ｍ２ 1-11

塗床工事　アクリトーンフロア　ＦＭ１工法

Q6932-8712 -110 モルタル樹脂床　厚４．０ｍｍ ｍ２ 1-12
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塗床工事　ケミクリート　ＳＶ

Q6931-1018 -150 １プライライニング工法（槽内防食）厚約１．０ｍｍ ｍ２ 1-13

塗床工事　ユータック　ＶＥ－１００

Q6931-7152 -010 １プライライニング工法　厚約１．０ｍｍ ｍ２ 1-14

塗床工事　－ブランド品－　＜公表価格＞ 436頁1表

塗床工事　フロアトップ　＃１４００　水性

Q6932-0710 -101 コーティング工法　一般床・工場　厚０．１ｍｍ ｍ２ 1-01

塗床工事　フロアトップ　アクアＷ＃５０００　水性

Q6932-0732 -110 コーティング工法　一般床・工場　厚０．１ｍｍ ｍ２ 1-02

塗床工事　イサムフロアー　ＷＡ　ＮＥＷ

Q6931-0530 -015 水性　コーティング工法　一般床・工場・倉庫 ｍ２ 1-03

塗床工事　イサムフロアー　Ｖ

Q6931-0530 -020 コーティング工法　一般床・工場・倉庫　厚０．３ ｍ２ 1-04

塗床工事　カラートップ　Ｈ

Q6931-1012 -120 コーティング工法　ビル（防塵）・工場・倉庫 ｍ２ 1-05

塗床工事　アーキフロアー　ＡＳ

Q6931-1228 -010 溶剤型アクリル塗床材　厚０．１５ｍｍ ｍ２ 1-06

塗床工事　カンペフロアー　２００

Q6931-1914 -100 アクリル樹脂エナメル ｍ２ 1-07

塗床工事　ボージンコートＳ

Q6931-4518 -210 溶剤型　防塵用　一般床・倉庫・工場　厚０．１ｍｍ ｍ２ 1-08

塗床工事　水系ボージンコート

Q6931-4518 -310 水性　光沢型　一般床・倉庫・工場　厚０．１ｍｍ ｍ２ 1-09

塗床工事　水系ボウジンテックス　＃３００

Q6932-8232 -105 水性防滑性既調合舗装材　厚０．５ｍｍ ｍ２ 1-10

塗床工事　ボウジンテックス　＃１０００

Q6932-8210 -100 一般床・倉庫・工場　厚０．１ｍｍ ｍ２ 1-11

塗床工事　カラクリート　緑・青色系など１０色

Q6931-1006 -110 工場・倉庫・駐車場・住宅・店舗・エクステリア ｍ２ 1-12

塗床工事　デザインクリート

Q6931-1034 -110 デザイン押型工法　厚約２．０～３．０ｍｍ ｍ２ 1-13

塗床工事　フェロコン　緑色

Q6931-1036 -110 モノリシック工法　工場・倉庫・駐車場（硬質） ｍ２ 1-14

塗床工事　ラガーハードＳ　緑・黄・濃灰系４色

Q6931-1038 -110 硬化コンクリート塗付工法平滑仕上　厚約５．０ｍｍ ｍ２ 1-15

塗床工事　スムースコート　緑２色

Q6931-1044 -010 工場・倉庫・駐車場・スロープ・通路　厚１．０ｍｍ ｍ２ 1-16

塗床工事　スーパーガード

Q6931-1046 -010 工場・倉庫・駐車場・スロープ・通路　厚１．５ｍｍ ｍ２ 1-17

塗床工事　ペーパーステンシル

Q6931-1047 -010 型紙デザイン床パターン仕上　厚２．０～３．０ｍｍ ｍ２ 1-18

-020 型紙デザイン床　平滑仕上　厚２．０～３．０ｍｍ ｍ２ 1-19

-030 型紙デザイン床　防滑仕上　厚２．０～３．０ｍｍ ｍ２ 1-20

塗床工事　ラバクリート　Ｆ

Q6931-1048 -010 工場・倉庫・駐車場　平滑仕上　厚３．０ｍｍ ｍ２ 1-21

塗床工事　タフコンカラー　一般色

Q6932-7528 -100 一般床・工場・倉庫 ｍ２ 1-22

塗床工事　－ブランド品－　＜公表価格＞ 437頁1表

塗床工事　ストリートカラー　Ｆ

Q6931-1040 -110 屋上・通路・エントランス他（屋内外） ｍ２ 1-01

塗床工事　ストリートカラー　ＮＳ

Q6931-1040 -115 屋上・通路・プールサイド他（屋内外） ｍ２ 1-02

塗床工事　ストリートカラー　ＮＳ遮熱タイプ

Q6931-1040 -130 プールサイド・レジャー施設・通路 ｍ２ 1-03

塗床工事　ランデックスコート　Ｒ８００

Q6931-4711 -015 Ａ型　テニスコート・歩道・校庭等 ｍ２ 1-04

-025 Ｂ型　テニスコート・サイクリングロード・駐車場等 ｍ２ 1-05

-035 Ｃ型　駐車場・ローラースケート場等 ｍ２ 1-06

塗床工事　ランデックスコートＲ８００クール＆エコ

Q6931-4716 -015 Ａ型　テニスコート・歩道・校庭等 ｍ２ 1-07

-025 Ｂ型　テニスコート・サイクリングロード・駐車場等 ｍ２ 1-08

-035 Ｃ型　駐車場・ローラースケート場等 ｍ２ 1-09

塗床工事　ランデックスコート　スーパーエコ・体感

Q6931-4718 -015 Ｒ１０００　Ａ型　スポーツ施設・公園・歩道等 ｍ２ 1-10

-025 Ｒ１０００　Ｂ型　スポーツ施設・公園・歩道等 ｍ２ 1-11

-035 Ｒ１０００　Ｃ型　スポーツ施設・公園・歩道等 ｍ２ 1-12

塗床工事　ダイスコート　８００Ｐ　Ａ－１

Q6932-3710 -107 アスファルト面　厚０．７ｍｍ ｍ２ 1-13

塗床工事　ダイスコート　８００Ｐ　Ｃ－４

Q6932-3710 -308 コンクリート面　厚０．８ｍｍ ｍ２ 1-14

塗床工事　ジョリエースＣ　ＪＥＸ－１２４

Q6931-0110 -510 コンクリート表面強化材 ｍ２ 1-15

塗床工事　ダイヤモンドハード

Q6931-2118 -010 コンクリート強化　耐摩耗（浸透型）　倉庫など ｍ２ 1-16

塗床工事　アッシュフォードフォーミュラ

Q6931-7010 -020 コンクリート保護・保存・強化　（浸透性） ｍ２ 1-17

塗床工事　セボ　＃ハードナ２０

Q6932-5010 -110 コンクリート床耐摩耗処理 ｍ２ 1-18

塗床工事　ＮＴクリスタルハードナー

Q6931-7158 -010 コンクリート表面強化剤 ｍ２ 1-19

塗床工事　ハードナーリキッド

Q6932-7525 -100 一般床・工場・倉庫 ｍ２ 1-20

黒板・白板・掲示板工事 440頁1表

黒板工事　スチール黒板

R2010-1010 -010 高９００×幅１８００ｍｍ　アルミ枠付き　焼付け 個所 1-01

-012 高９００×幅２４００ｍｍ　アルミ枠付き　焼付け 個所 1-02

-014 高９００×幅２７００ｍｍ　アルミ枠付き　焼付け 個所 1-03

-016 高９００×幅３６００ｍｍ　アルミ枠付き　焼付け 個所 1-04

-018 高１２００×幅１８００ｍｍ　アルミ枠付き　焼付け 個所 1-05

-020 高１２００×幅２７００ｍｍ　アルミ枠付き　焼付け 個所 1-06

-022 高１２００×幅３６００ｍｍ　アルミ枠付き　焼付け 個所 1-07

-024 高１２００×幅４５００ｍｍ　アルミ枠付き　焼付け 個所 1-08

-026 高１２００×幅５４００ｍｍ　アルミ枠付き　焼付け 個所 1-09

黒板工事　ホーロー黒板

R2010-1020 -010 高９００×幅１８００ｍｍ　アルミ枠付き 個所 1-10

-012 高９００×幅２４００ｍｍ　アルミ枠付き 個所 1-11

-014 高９００×幅２７００ｍｍ　アルミ枠付き 個所 1-12

-016 高９００×幅３６００ｍｍ　アルミ枠付き 個所 1-13

-020 高１２００×幅２７００ｍｍ　アルミ枠付き 個所 1-14

-022 高１２００×幅３６００ｍｍ　アルミ枠付き 個所 1-15

-024 高１２００×幅４５００ｍｍ　アルミ枠付き 個所 1-16

-026 高１２００×幅４８００ｍｍ　アルミ枠付き 個所 1-17

黒板工事　曲面スチール黒板

R2010-1030 -010 高１２００×幅３６００ｍｍ　アルミ枠付き　捨枠付 個所 1-18

-012 高１２００×幅４５００ｍｍ　アルミ枠付き　捨枠付 個所 1-19

黒板工事　曲面ホーロー黒板

R2010-1040 -010 高１２００×幅３６００ｍｍ　アルミ枠付き　捨枠付 個所 1-20

-012 高１２００×幅４５００ｍｍ　アルミ枠付き　捨枠付 個所 1-21

白板工事　ホーロー白板

R2010-2010 -010 高９００×幅１８００ｍｍ　アルミ枠付き 個所 1-22

-012 高９００×幅２４００ｍｍ　アルミ枠付き 個所 1-23

-020 高１２００×幅２７００ｍｍ　アルミ枠付き 個所 1-24

-022 高１２００×幅３６００ｍｍ　アルミ枠付き 個所 1-25

白板工事　曲面ホーロー白板

R2010-2020 -010 高１２００×幅３６００ｍｍ　アルミ枠付き　捨枠付 個所 1-26

-012 高１２００×幅４５００ｍｍ　アルミ枠付き　捨枠付 個所 1-27

掲示板工事　掲示板

R2010-2500 -020 高９００×幅１２００ｍｍ　アルミ枠付き 個所 1-28

-030 高９００×幅１８００ｍｍ　アルミ枠付き 個所 1-29

-040 高１２００×幅２７００ｍｍ　アルミ枠付き 個所 1-30

間仕切工事　＜公表価格＞ 442頁1表

間仕切工事　ナック　ＫＷ－ＧＷ－３Ｌ

R2911-2310 -010 ポール５０ｍｍ角　アルミスタッド　パネル焼付鋼板 ｍ２ 1-01

-020 ポール４２ｍｍ角　アルミスタッド　パネル焼付鋼板 ｍ２ 1-02

間仕切工事　スパンド・ライン

R2911-2510 -110 アルミＳＬ－ＣＰＰ　パネル　９００×２７００ｍｍ ｍ２ 1-03

-120 アルミＳＬ－ＣＰＤ　ドア　９００×２７００ｍｍ セット 1-04

間仕切工事　トーカイアルミパーティション

R2911-9840 -010 エール５０　厚３３×幅９００×高２５００ｍｍ ｍ２ 1-05

間仕切工事　トーカイスチールパーティション

R2911-9860 -010 ユーティ５０　厚５０×幅９００×高２５００ｍｍ ｍ２ 1-06

-9880 -020 マルチフネンエース６０　幅９００×高２５００ｍｍ ｍ２ 1-07

間仕切工事　ナイスタッド　ＵＪ－Ｐ＆Ｐ

R2911-1016 -010 １時間耐火　遮音　ＴＬＤ－５７　壁厚１４９ｍｍ ｍ２ 1-08

間仕切工事　ナイスタッド　ＡＧＰ

R2911-1018 -010 １時間耐火　遮音　ＴＬＤ－５５　壁厚１４９ｍｍ ｍ２ 1-09

間仕切工事　ナイスタッド　ＡＧ６５

R2911-1014 -065 １時間耐火　遮音　ＴＬＤ－５０　壁厚１４５ｍｍ ｍ２ 1-10

間仕切工事　ナイスタッド　ＡＧ－５０

R2911-1014 -050 １時間耐火　遮音　ＴＬＤ－５２　壁厚１３０ｍｍ ｍ２ 1-11

間仕切工事　Ａ－２０００・ＷＩ

R2911-4103 -010 １時間耐火　ＴＬＤ－５６　 小壁厚１３６ｍｍ ｍ２ 1-12

間仕切工事　Ａ－２０００・ＷＩ－Ｓ

R2911-4104 -010 １時間耐火　ＴＬＤ－５７　 小壁厚１３７ｍｍ ｍ２ 1-13

間仕切工事　タイガードリーミィ６０

R2911-4105 -010 １時間耐火　ＴＬＤ－６０　 小壁厚１５９ｍｍ ｍ２ 1-14
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間仕切工事　タイガードリーミィ６１

R2911-4106 -010 １時間耐火　ＴＬＤ－６１　 小壁厚１６０ｍｍ ｍ２ 1-15

間仕切工事　リブオールＡ

R2911-4107 -010 １時間耐火　ＴＬＤ－５２　 小壁厚１３４ｍｍ ｍ２ 1-16

間仕切工事　Ｓウォール

R2911-4108 -010 １時間耐火　 小壁厚８７ｍｍ　片面施工可能 ｍ２ 1-17

間仕切工事　スーパーリブオールＡ

R2911-4109 -010 １時間耐火　ＴＬＤ－５６　 小壁厚１３８ｍｍ ｍ２ 1-18

間仕切工事　トイレブース　ＴＧストーンスクリーン

R2911-5810 -010 厚３０×高２５００×幅１８００（ 大寸法） ｍ２ 1-19

間仕切工事　トイレブース　トーカイトイレブース

R2911-9800 -020 エース４０　ＡＲ　１２００×１２００×２０００ セット 1-20

-9820 -020 エース４０　Ａ　１２００×１２００×２０００ セット 1-21

間仕切工事　トイレブース　ラバトリブース　ＳＳ型

R2911-8112 -110 ステンレスエッジ　メラミン化粧板　パネル仕上 ｍ２ 1-22

間仕切工事　トイレブース　ラバトリブース　ＳＡ型

R2911-8114 -110 アルミエッジ　グレビティヒンジ　メラミン化粧板 ｍ２ 1-23

フリーアクセスフロア工事　＜公表価格＞ 444頁1表

ＦＡフロア工事　モバフロア　Ａ型

Q6921-1822 -146 ４６５×４６５×３４ｍｍ　アルミダイカスト製 ｍ２ 1-01

ＦＡフロア工事　モバフロア　ＤＡ型

Q6921-0310 -134 ４５０×４５０×３４ｍｍ　アルミダイカスト製 ｍ２ 1-02

ＦＡフロア工事　モバフロア　５０Ａ型

Q6921-0315 -138 ５００×５００×３８ｍｍ　アルミダイカスト製 ｍ２ 1-03

ＦＡフロア工事　モバフロア　Ｌ６０Ａ型

Q6921-0314 -150 ６００×６００×４５ｍｍ　アルミダイカスト製 ｍ２ 1-04

ＦＡフロア工事　モバフロア　Ｌ６０Ｓ型

Q6921-0313 -150 ６００×６００×４５ｍｍ　アルミダイカスト製 ｍ２ 1-05

ＦＡフロア工事　モバフロア　ＤＢ型

Q6921-0317 -134 ４５０×４５０×３４ｍｍ　アルミダイカスト製 ｍ２ 1-06

ＦＡフロア工事　モバフロア　５０Ｂ型

Q6921-0316 -138 ５００×５００×３８ｍｍ　アルミダイカスト製 ｍ２ 1-07

ＦＡフロア工事　モバフロア　ＳＰＡ型

Q6921-0318 -139 ６００×６００×３９ｍｍ　スチール製 ｍ２ 1-08

ＦＡフロア工事　フリープランフロア　Ｈ－４０

Q6921-2018 -140 ２５０×２５０×４０ｍｍ　樹脂製 ｍ２ 1-09

ＦＡフロア工事　フリープランフロア　Ｈ－５０

Q6921-2020 -150 ２５０×２５０×５０ｍｍ　樹脂製 ｍ２ 1-10

ＦＡフロア工事　フリープランフロア　Ｈ－７０

Q6921-2022 -170 ２５０×２５０×７０ｍｍ　樹脂製 ｍ２ 1-11

ＦＡフロア工事　フリープランフロア　Ｈ－９５

Q6921-2024 -195 ２５０×２５０×９５ｍｍ　樹脂製 ｍ２ 1-12

ＦＡフロア工事　アジャスタースチールＪ３０００

Q6921-2028 -128 ５００×５００×２８ｍｍ　スチール製 ｍ２ 1-13

ＦＡフロア工事　アジャスタースチールＶ３０００

Q6921-2029 -010 ５００×５００×５０ｍｍ　焼付塗装鋼板 ｍ２ 1-14

ＦＡフロア工事　ネットワークフロア４０

Q6921-1710 -140 ６００×６００×４０ｍｍ超高強度軽量コンクリート ｍ２ 1-15

ＦＡフロア工事　ネットワークフロア２９

Q6921-1712 -129 ６００×６００×２９ｍｍ超高強度軽量コンクリート ｍ２ 1-16

ＦＡフロア工事　ネットワークフロア４０プラス

Q6921-1715 -040 ６００×６００×４０ｍｍ超高強度軽量コンクリート ｍ２ 1-17

ＦＡフロア工事　ハイスチールＨ＝７０　５０００Ｎ

Q6921-1718 -010 １６５×１６５×７０ｍｍ　スチール製 ｍ２ 1-18

ＦＡフロア工事　ハイスチールＨ＝７０　３０００Ｎ

Q6921-1718 -110 １６５×１６５×７０ｍｍ　スチール製 ｍ２ 1-19

ＦＡフロア工事　ハイスチールＨ＝９３　５０００Ｎ

Q6921-1718 -210 １６５×１６５×９３ｍｍ　スチール製 ｍ２ 1-20

ＦＡフロア工事　ハイスチールＨ＝９３　３０００Ｎ

Q6921-1718 -220 １６５×１６５×９３ｍｍ　スチール製 ｍ２ 1-21

ＦＡフロア工事　クワッドフィックス６００

Q6921-1720 -010 ６００×６００×１９ｍｍ　高５０～１６５ｍｍ ｍ２ 1-22

ＦＡフロア工事　Ｗｅｂフロア

Q6921-1722 -010 ５００×５００×２６ｍｍ　高７０～１０３ｍｍ ｍ２ 1-23

ＦＡフロア工事　ＤＤフロア　Ｋタイプ　ＦＳＲＣ製

Q6921-6510 -210 ５００×５００×２８ｍｍ　高５０～１５０ｍｍ ｍ２ 1-24

ＦＡフロア工事　ＤＤフロアＫＨタイプ　ＦＳＲＣ製

Q6921-6510 -220 ５００×５００×２８ｍｍ　高５０～１５０ｍｍ ｍ２ 1-25

ＦＡフロア工事　ダクトフロア　ＳＤシリーズ

Q6921-3110 -246 ＳＤ４５０、５００、６００　アルミ製Ｐタイル仕上 ｍ２ 1-26

ＦＡフロア工事　ＳＤフロア　ＳＰ５００－Ｆ

Q6921-3117 -015 ５００角×厚２５ｍｍ　スチール製３０００Ｎ対応品 ｍ２ 1-27

フリーアクセスフロア工事　＜公表価格＞ 445頁1表

ＦＡフロア工事　ＯＡフロア　Ｐ型

Q6921-3930 -050 ５００×５００×５０ｍｍ　支柱一体プラスチック製 ｍ２ 1-01

-075 ５００×５００×７５ｍｍ　支柱一体プラスチック製 ｍ２ 1-02

-100 ５００×５００×１００ｍｍ支柱一体プラスチック製 ｍ２ 1-03

ＦＡフロア工事　フリーアクセスフロア　Ａ５００

Q6921-8010 -132 ５００×５００×３４ｍｍ　高１００～３００ｍｍ ｍ２ 1-04

ＦＡフロア工事　フリーアクセスフロア　Ａ６００Ｌ

Q6921-8010 -140 ６００×６００×４５ｍｍ　高１００～３００ｍｍ ｍ２ 1-05

ＦＡフロア工事　オフィスフロア　ＷＳＡ５００Ｎ

Q6921-8020 -210 ５００×５００×２３．４ｍｍ　高５０～１００ｍｍ ｍ２ 1-06

ＦＡフロア工事　オフィスフロア　ＷＳＢ５００Ｎ

Q6921-8020 -220 ５００×５００×２３ｍｍ　高５０～１００ｍｍ ｍ２ 1-07

ＦＡフロア工事　オフィスフロア　ＩＳ５００Ｎ

Q6921-8020 -150 ５００×５００×１２ｍｍ　高４０・５０ｍｍ ｍ２ 1-08

ＦＡフロア工事　ＩＢフロア　ＡＺ３０００－ＤＰ

Q6921-5723 -010 ５００×５００×２８ｍｍ　高５０～１５０ｍｍ ｍ２ 1-09

-020 ５００×５００×２８ｍｍ　高２００～３００ｍｍ ｍ２ 1-10

ＦＡフロア工事　ＯＡフロア　ＬＭ３０００

Q6921-8210 -010 ４９７×４９７×３０ｍｍ　ＭＤＦ製 ｍ２ 1-11

ＦＡフロア工事　クリーンＯＡフロア　Ｔ－５０Ｒ

Q6921-8212 -010 ２５０×２５０×５０ｍｍ　再生ＰＰ樹脂製 ｍ２ 1-12

ＦＡフロア工事　フリーＡＸＥＺ・４０

Q6921-0350 -010 置敷溝配線方式　高４０ｍｍ　スチール製 ｍ２ 1-13

ＦＡフロア工事　Ｅ－ＳＱＵＡＲＥパネル

Q6921-8110 -010 １６５×１６５×５０ｍｍ　アルミダイカスト製 ｍ２ 1-14

フェンス工事　＜公表価格＞ 448頁1表

フェンス工事　朝日ＰＣフェンス　ネットフェンス

F3910-0440 -007 Ａ７５０　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-01

-008 Ａ８００　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-02

-009 Ａ９００　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-03

-010 Ａ１０００　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-04

-012 Ａ１２００　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-05

-015 Ａ１５００　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-06

-018 Ａ１８００　２００×２００×４５０ｍｍ ｍ 1-07

-020 Ａ２０００　２５０×２５０×４５０ｍｍ ｍ 1-08

-025 Ａ２５００　３００×３００×５００ｍｍ ｍ 1-09

-030 Ａ３０００　３００×３００×６００ｍｍ ｍ 1-10

フェンス工事　朝日ＵＮフェンス　メッシュフェンス

F3910-0410 -006 Ａ６００－５０　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-11

-008 Ａ８００－５０　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-12

-009 Ａ９００－５０　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-13

-010 Ａ１０００－５０　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-14

-012 Ａ１２００－５０　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-15

-015 Ａ１５００－５０　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-16

-018 Ａ１８００－５０　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-17

-020 Ａ２０００－５０　２５０×２５０×４５０ｍｍ ｍ 1-18

-024 Ａ２４００－５０　３００×３００×５００ｍｍ ｍ 1-19

-030 Ａ３０００－５０　３００×３００×６００ｍｍ ｍ 1-20

-040 Ａ４０００－５０　５００×５００×９００ｍｍ ｍ 1-21

-050 Ｓ５０００－５０　５００×９００×１０００ｍｍ ｍ 1-22

-060 Ｓ６０００－５０　５５０×１１００×１１００ｍｍ ｍ 1-23

フェンス工事　朝日目かくしフェンスＸＡブラインド

F3910-0430 -015 ＸＷ－１５００－Ｍ　４００×４００×６００ｍｍ ｍ 1-24

-018 ＸＷ－１８００－Ｍ　４００×４００×７５０ｍｍ ｍ 1-25

-0435 -012 ＡＭ－１２００－Ｍ　３００×３００×６００ｍｍ ｍ 1-26

-015 ＡＭ－１５００－Ｍ　４００×４００×６００ｍｍ ｍ 1-27

-018 ＡＭ－１８００－Ｍ　４００×４００×７５０ｍｍ ｍ 1-28

-020 ＡＭ－２０００－Ｍ　５００×５００×７００ｍｍ ｍ 1-29

-025 ＡＭ－２５００－Ｍ　５５０×５５０×８５０ｍｍ ｍ 1-30

-030 ＡＭ－３０００－Ｍ　６５０×６５０×１０００ｍｍ ｍ 1-31

フェンス工事　朝日ＡＲフェンス　メッシュフェンス

F3910-0445 -008 Ａ－８００－ＭＳ　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-32

-009 Ａ－９００－ＭＳ　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-33

-010 Ａ－１０００－ＭＳ　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-34

-012 Ａ－１２００－ＭＳ　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-35

-015 Ａ－１５００－ＭＳ　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-36

-018 Ａ－１８００－ＭＳ　２００×２００×４５０ｍｍ ｍ 1-37

-020 Ａ－２０００－ＭＳ　２５０×２５０×４５０ｍｍ ｍ 1-38

-024 Ａ－２４００－ＭＳ　３００×３００×５００ｍｍ ｍ 1-39

-030 Ａ－３０００－ＭＳ　３５０×３５０×６００ｍｍ ｍ 1-40

フェンス工事　＜公表価格＞ 449頁1表

フェンス工事　角パイプフェンス　格子フェンス

F3910-5410 -009 ＳＰ－Ａ　高９００　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-01

-012 ＳＰ－Ａ　高１２００　２００×２００×４５０ｍｍ ｍ 1-02

-015 ＳＰ－Ａ　高１５００　２５０×２５０×４５０ｍｍ ｍ 1-03

-018 ＳＰ－Ａ　高１８００　２５０×２５０×４５０ｍｍ ｍ 1-04
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フェンス工事ネオロータフェンス　メッシュフェンス

F3910-5425 -009 ＮＥＲ－Ａ高１０００　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-05

-012 ＮＥＲ－Ａ高１２００　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-06

-015 ＮＥＲ－Ａ高１５００　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-07

フェンス工事　Ｖネットフェンス　（５型）

F3910-5430 -009 ＶＡ５型　高９００　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-08

-012 ＶＡ５型　高１２００　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-09

-015 ＶＡＢ５　高１５００　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-10

-018 ＶＡＢ５　高１８００　２００×２００×４５０ｍｍ ｍ 1-11

フェンス工事　フォンテーヌフェンス　メッシュ

F3910-7510 -010 ＦＴ－１００　縦１８０×横１８０×高４５０ｍｍ ｍ 1-12

-012 ＦＴ－１２０　縦１８０×横１８０×高４５０ｍｍ ｍ 1-13

-015 ＦＴ－１５０　縦１８０×横１８０×高４５０ｍｍ ｍ 1-14

-018 ＦＴ－１８０　縦２００×横２００×高４５０ｍｍ ｍ 1-15

-020 ＦＴ－２００　縦２５０×横２５０×高４５０ｍｍ ｍ 1-16

フェンス工事　エクセランフェンス　メッシュ

F3910-7520 -010 ＥＣ－１－１００　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-17

-012 ＥＣ－１－１２０　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-18

-015 ＥＣ－１－１５０　１８０×１８０×４５０ｍｍ ｍ 1-19

-018 ＥＣ－１－１８０　２００×２００×４５０ｍｍ ｍ 1-20

-020 ＥＣ－１－２００　２５０×２５０×４５０ｍｍ ｍ 1-21

-030 ＥＣ－１－３００　３００×３００×７００ｍｍ ｍ 1-22

組立車庫・パーキングシステム　＜公表価格＞ 450頁1表

２段式駐車場　ＮＰＧ－４５　［材工］

F4920-9810 -010 ３相２００Ｖ　亜鉛めっき 基 1-01

２段式駐車場　ＰＴ２４Ｗ　［材工］

F4920-9810 -020 ３相２００Ｖ　亜鉛めっき 基 1-02

自走式駐車場　［材工］

F4920-1615 -010 ３層４段　合成スラブ床　フラット式　国交大臣認定 ｍ２ 1-03

-020 ４層５段　合成スラブ床　フラット式　国交大臣認定 ｍ２ 1-04

-030 ５層６段　合成スラブ床　フラット式　国交大臣認定 ｍ２ 1-05

自転車置場　＜公表価格＞ 451頁1表

駐輪場上屋サイクルハウスニューアール型　［材工］

F4940-2010 -010 ＳＬＢ－２８０　ＶＴ仕様　２連棟 棟 1-01

駐輪場上屋　ヨコトクサイクルポート　［材工］

F4940-9710 -030 ＳＴ－３Ｇ　上、下自転車 セット 1-02

-020 ＹＭ－２Ｇ　上、下自転車 セット 1-03

駐輪場上屋　シンワ型シェルター　［材工］

F4940-3814 -010 ＳＳ１８Ｋ－１　片側タイプ　１連型 式 1-04

-110 ＳＷ３７Ｋ－１　両側タイプ　１連型 式 1-05

サイクルラック　ローリングラック　［材工］

F4940-8010 -020 Ｈタイプ　取付ピッチ３２０ｍｍ 台 1-06

-010 Ｌタイプ　取付ピッチ３２０ｍｍ 台 1-07

サイクルラック　ＨＴラック　［材工］

F4940-8012 -020 Ｈタイプ　取付ピッチ４００ｍｍ 台 1-08

-010 Ｌタイプ　取付ピッチ４００ｍｍ 台 1-09

サイクルラック　二段式ラック　［材工］

F4940-1312 -030 ＮＲ－５Ｗ型　ダブルガスシリンダータイプ 台 1-10

サイクルラック　垂直二段式ラック　［材工］

F4940-1312 -060 ＮＲＢ－１型 台 1-11

サイクルラック　［材工］

F4940-9722 -012 ＹＳ－１ 台 1-12

-030 ＳＳ２００ 台 1-13

サイクルラック　シンワ型簡易式ラック　［材工］

F4940-3822 -010 ＫＳ－４０型　片側駐車設備 台 1-14

-020 ＫＷ－４０型　両側駐車設備 台 1-15

サイクルラック　シンワ型スイング式ラック［材工］

F4940-3826 -010 ＥＦ－１型　片側駐車設備 台 1-16

サイクルラック　シンワ型スライド式ラック［材工］

F4940-3828 -010 Ｈ－１Ｚ型　片側駐車設備 台 1-17

-020 Ｈ－２Ｚ型　片側駐車設備 台 1-18

サイクルラック　シンワ型ガススプリング付２段式

F4940-3824 -010 Ｆ－３Ｇ型　１セット（２台）　［材工］ セット 1-19

自転車搬送設備　搬送用コンベア　ＨＣ－Ｊ２型

F4940-9900 -010 自転車専用ゴムベルト方式　［材工］ 台 1-20

自転車搬送設備　搬送用コンベア　ＨＣ－５０２型

F4940-9900 -020 ５０ＣＣ以下バイク兼用ゴムベルト方式　［材工］ 台 1-21

自転車搬送設備　ヨコトクサイクルライン　［材工］

F4940-9714 -010 自転車搬送用コンベア 基 1-22

-020 自転車・ミニバイク併用搬送コンベア 基 1-23

自転車搬送設備　サイクルスロープ　［材工］

F4940-9800 -010 ＳＣ－ＣＹＢ　自転車・ミニバイク兼用 基 1-24

-020 ＳＣ－ＣＹ　自転車専用 基 1-25

解体工事 456頁1表

木造建物解体工事　上屋解体　［手間］

S1010-1001 -010 戸建住宅　手こわし 延ｍ２ 1-01

-020 戸建住宅　手こわし・機械併用 延ｍ２ 1-02

-2001 -010 共同住宅　手こわし・機械併用 延ｍ２ 1-03

Ｓ造建物解体工事　上屋解体　［手間］

S1110-0011 -010 鋼材量３０～５０ｋｇ／ｍ２　手こわし 延ｍ２ 1-04

-020 鋼材量５０～７５ｋｇ／ｍ２　手こわし 延ｍ２ 1-05

-030 鋼材量７５～１００ｋｇ／ｍ２　手こわし 延ｍ２ 1-06

-0021 -010 鋼材量３０～５０ｋｇ／ｍ２　手こわし・機械併用 延ｍ２ 1-07

-020 鋼材量５０～７５ｋｇ／ｍ２　手こわし・機械併用 延ｍ２ 1-08

-030 鋼材量７５～１００ｋｇ／ｍ２　手こわし・機械併用 延ｍ２ 1-09

ＲＣ造建物解体工事　躯体解体　［手間］

S1210-1010 -010 階上からの解体　ハンドブレーカ主体 ｍ３ 1-10

-020 階上からの解体　圧砕機、ハンドブレーカ併用 ｍ３ 1-11

-030 階上からの解体　圧砕機主体 ｍ３ 1-12

-1020 -020 地上からの解体　圧砕機、ハンドブレーカ併用 ｍ３ 1-13

-030 地上からの解体　圧砕機主体 ｍ３ 1-14

ＳＲＣ造建物解体工事　躯体解体　［手間］

S1220-1011 -010 階上からの解体　大型ブレーカ、圧砕機併用 ｍ３ 1-15

-1021 -010 地上からの解体　大型ブレーカ、圧砕機併用 ｍ３ 1-16

基礎コンクリート解体工事　木造建物　［手間］

S1230-1010 -010 ハンドブレーカ主体 ｍ３ 1-17

-1020 -015 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 ｍ３ 1-18

-1030 -030 大型ブレーカ、圧砕機併用 ｍ３ 1-19

基礎コンクリート解体工事　Ｓ・ＲＣ・ＳＲＣ造

S1230-0010 -010 ハンドブレーカ主体　［手間］ ｍ３ 1-20

-0020 -015 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用　［手間］ ｍ３ 1-21

-0030 -030 大型ブレーカ、圧砕機併用　［手間］ ｍ３ 1-22

解体工事　土間コンクリート解体　［手間］

S1240-3010 -010 厚１００～１５０ｍｍ　ハンドブレーカ主体 ｍ３ 1-23

-020 厚１００～１５０ｍｍ　大型、ハンドブレーカ併用 ｍ３ 1-24

-030 厚１００～１５０ｍｍ　大型ブレーカ、圧砕機併用 ｍ３ 1-25

解体工事　内部造作材撤去　［手間］

S1250-0010 -010 戸建住宅 延ｍ２ 1-26

-015 共同住宅 延ｍ２ 1-27

-020 事務所 延ｍ２ 1-28

-030 工場・倉庫 延ｍ２ 1-29

はつり工事・積込み 458頁1表

はつり工事　コンクリート面目荒し　［手間］

R2500-1050 -010 床　全面 ｍ２ 1-01

-020 床　９０ｍｍ間隔 ｍ２ 1-02

-1051 -010 壁　全面 ｍ２ 1-03

-020 壁　９０ｍｍ間隔 ｍ２ 1-04

-1052 -010 天井　全面 ｍ２ 1-05

-020 天井　９０ｍｍ間隔 ｍ２ 1-06

はつり工事　コンクリート面はつり　［手間］

R2500-1060 -010 床　厚２０～３０ｍｍ ｍ２ 1-07

-1061 -010 壁　厚２０～３０ｍｍ ｍ２ 1-08

-1062 -010 天井　厚２０～３０ｍｍ ｍ２ 1-09

はつり工事　溝はつり　［手間］

R2500-1025 -010 幅６０ｍｍ　深さ６０ｍｍ　カッター入別途 ｍ 1-10

-020 幅９０ｍｍ　深さ９０ｍｍ　カッター入別途 ｍ 1-11

-030 幅１００ｍｍ　深さ１００ｍｍ　カッター入別途 ｍ 1-12

はつり工事　貫通穴あけ　［手間］

R2500-1030 -010 床・壁　径１００　厚１２０～１５０ｍｍ　機械使用 個所 1-13

-020 床・壁　径１００　厚１５０～２００ｍｍ　機械使用 個所 1-14

-030 床・壁　径１００　厚２００～３００ｍｍ　機械使用 個所 1-15

はつり工事　カッター入れ　［手間］

R2500-1040 -010 コンクリート面　厚３０ｍｍ程度 ｍ 1-16

-020 モルタル面　厚３０ｍｍ程度 ｍ 1-17

はつり工事・積込み　積込み　［手間］

R2500-3010 -010 コンクリート・モルタル類　人力 ｍ３ 1-18

-020 内装仕上材・木材類　人力 ｍ３ 1-19

-030 コンクリート・モルタル類　機械 ｍ３ 1-20

-040 内装仕上材・木材類　機械 ｍ３ 1-21

防水改修工事 464頁1表

防水改修工事　防水層押え撤去　［手間］

L1810-1000 -181 軽量コンクリート押え　平面　厚８０ｍｍ ｍ２ 1-01

-2000 -151 コンクリート押え　平面　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-02

-158 コンクリート押え　立上り　厚５０ｍｍ　高３０ｃｍ ｍ 1-03

-3000 -151 モルタル押え　平面　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-04

-158 モルタル押え　立上り　厚５０ｍｍ　高３０ｃｍ程度 ｍ 1-05

-4000 -151 砂利押え　平面　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-06

-5000 -118 コンクリートブロック押え　立上り　高３０ｃｍ程度 ｍ 1-07

-6000 -118 レンガ押え　立上り　高３０ｃｍ程度 ｍ 1-08

防水改修工事　既存防水層撤去　［手間］

L1814-1010 -110 アスファルト防水層　密着工法を対象 ｍ２ 1-09

-2010 -001 シート防水層　加硫ゴム、塩ビシートを対象 ｍ２ 1-10

-3010 -001 塗膜防水層 ｍ２ 1-11

-4000 -001 断熱露出防水層 ｍ２ 1-12

-5010 -010 シーリング ｍ 1-13

防水改修工事　撤去　［手間］

R2500-2040 -010 配管用炭素鋼鋼管　たてどい ｍ 1-14

-2041 -010 塩ビ管　たてどい ｍ 1-15

-2042 -010 ルーフドレイン 個所 1-16
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R2500-2044 -010 アルミ笠木 ｍ 1-17

防水改修工事　下地処理　［材工］

L7010-1010 -010 ケレン・清掃　全面デッキブラシがけ ｍ２ 1-18

-020 ひび割れ補修　ゴムアスファルト系シール材 ｍ 1-19

防水改修工事　下地調整　［材工］

L7010-2010 -010 下地調整　ポリマーセメントペースト　平部 ｍ２ 1-20

-020 溶融アスファルト塗り　１．０ｋｇ／ｍ２程度 ｍ２ 1-21

防水改修工事　改質アスファルトシート防水［材工］

L7010-3010 -010 ＡＳ－Ｔ１　平部　Ｍ４ＡＳ工法 ｍ２ 1-22

-020 ＡＳ－Ｔ１　立上り　Ｍ４ＡＳ工法 ｍ２ 1-23

-3020 -010 ＡＳ－Ｔ２　平部　Ｍ４ＡＳ工法 ｍ２ 1-24

-020 ＡＳ－Ｔ２　立上り　Ｍ４ＡＳ工法 ｍ２ 1-25

防水改修工事　ルーフドレイン　［材工］

L7010-4010 -010 二重ドレイン　鋳鉄製　縦ひき　径１００ｍｍ 個所 1-26

-020 二重ドレイン　銅製　縦ひき　径１００ｍｍ 個所 1-27

外壁改修工事 468頁1表

外壁改修工事　外壁面の事前調査

O6410-1030 -110 目視や打診による確認作業、マーキング、計測 ｍ２ 1-01

外壁改修工事　外装材撤去　［手間］

R2500-2020 -020 外壁モルタル塗り撤去　全面 ｍ２ 1-02

-022 外壁モルタル塗り撤去　部分 ｍ２ 1-03

-024 外壁タイル張り撤去　全面　下地モルタル共 ｍ２ 1-04

-026 外壁タイル張り撤去　部分　下地モルタル共 ｍ２ 1-05

外壁改修工事　既存塗膜の除去　［手間］

O6430-1031 -010 サンダー工法　劣化膜の除去 ｍ２ 1-06

-1032 -010 高圧水洗工法　既存塗膜および下地劣化部の除去 ｍ２ 1-07

-1033 -010 塗膜はく離剤工法　塗膜の除去 ｍ２ 1-08

-1030 -005 水洗い工法　デッキブラシによる水洗い・清掃 ｍ２ 1-09

-010 水洗い工法　高圧ポンプによる水洗い・清掃 ｍ２ 1-10

外壁改修工事　＜公表価格＞ 470頁1表

外壁改修工事　タイル張り改修工法

O8020-1100 -010 ＦＳＴ工法　径３ｍｍピン×長４０ｍｍ 穴 1-01

-020 ＦＳＴ工法　径３ｍｍピン×長５０ｍｍ 穴 1-02

-030 ＦＳＴ工法　径３ｍｍピン×長６０ｍｍ 穴 1-03

-110 ＦＳＴ工法　径５ｍｍピン×長６０ｍｍ 穴 1-04

-120 ＦＳＴ工法　径５ｍｍピン×長７０ｍｍ 穴 1-05

-130 ＦＳＴ工法　径５ｍｍピン×長８０ｍｍ 穴 1-06

-140 ＦＳＴ工法　径５ｍｍピン×長９０ｍｍ 穴 1-07

-1510 -010 Ｊｆｐ工法　ジャストフィットピン径３×長４０ｍｍ 穴 1-08

-020 Ｊｆｐ工法　ジャストフィットピン径３×長５０ｍｍ 穴 1-09

-030 Ｊｆｐ工法　ジャストフィットピン径３×長６０ｍｍ 穴 1-10

-040 Ｊｆｐ工法　ジャストフィットピン径５×長５０ｍｍ 穴 1-11

-050 Ｊｆｐ工法　ジャストフィットピン径５×長６０ｍｍ 穴 1-12

-060 Ｊｆｐ工法　ジャストフィットピン径５×長７０ｍｍ 穴 1-13

-070 Ｊｆｐ工法　ジャストフィットピン径５×長８０ｍｍ 穴 1-14

-080 Ｊｆｐ工法　ジャストフィットピン径５×長９０ｍｍ 穴 1-15

-090 Ｊｆｐ工法ジャストフィットピン径５×長１００ｍｍ 穴 1-16

外壁改修工事　タイル剥落防止樹脂注入工法

O8020-4000 -040 ＪＫテラピン工法 穴 1-17

-050 ＪＫテラピン工法　直張り・小型タイル 穴 1-18

外壁改修工事　外壁タイル剥落防止工法

O8020-4500 -015 ＪＫセライダー工法 ｍ２ 1-19

-018 ＪＫセライダー工法　斜壁仕様 ｍ２ 1-20

-020 ＪＫセライダー工法　防水仕様 ｍ２ 1-21

外壁改修工事　モルタル塗り改修工法

O8020-2100 -010 ＦＳＴ工法　径５ｍｍピン×長５０ｍｍ 穴 1-22

-020 ＦＳＴ工法　径５ｍｍピン×長６０ｍｍ 穴 1-23

-030 ＦＳＴ工法　径５ｍｍピン×長７０ｍｍ 穴 1-24

-040 ＦＳＴ工法　径５ｍｍピン×長８０ｍｍ 穴 1-25

-2000 -080 ＪＫラビング工法 ｍ 1-26

外壁改修工事タイル・打放しＣｏ保護透明塗膜・防水

O8020-5000 -015 ＪＫコート工法 ｍ２ 1-27

-120 ＪＫコート工法　ガラスブロック仕様 ｍ２ 1-28

-110 ＪＫコート工法　ＡＬＣパネル・押出成形板仕様 ｍ２ 1-29

外壁改修工事　石張り壁改修工法

O8020-9000 -010 ＦＳコラム工法　径４ｍｍピン×長７０ｍｍ 穴 1-30

-020 ＦＳコラム工法　径４ｍｍピン×長８０ｍｍ 穴 1-31

-030 ＦＳコラム工法　径４ｍｍピン×長９０ｍｍ 穴 1-32

-040 ＦＳコラム工法　径４ｍｍピン×長１００ｍｍ 穴 1-33

-050 ＦＳコラム工法　径４ｍｍピン×長１１０ｍｍ 穴 1-34

外壁改修工事　＜公表価格＞ 471頁1表

外壁改修工事打放しＣｏ改修工法ＲＣ－ＲＮシステム

O8020-5700 -010 メイクアップ仕様　水性フッ素樹脂系 ｍ２ 1-01

-020 メイクアップ仕様　水性アクリルシリコン樹脂系 ｍ２ 1-02

-110 ライトメイクアップ仕様　水性フッ素樹脂系 ｍ２ 1-03

-120 ライトメイクアップ仕様水性アクリルシリコン樹脂系 ｍ２ 1-04

外壁改修工事　打放しコンクリート　若返りシステム

O6911-7324 -120 汚損修復・Ｃｏ強化・意匠性回復　超耐候フッ素仕上 ｍ２ 1-05

外壁改修工事　打放しコンクリート　ＦＭシステム

O6911-7328 -013 ＮＹ－９０９０　水性アクリルシリコン仕上 ｍ２ 1-06

-023 ＮＹ－８０９０　超耐候性フッ素仕上 ｍ２ 1-07

外壁改修工事　ランデックスコート　ＷＳ疎水剤

O8020-5800 -120 Ａ工法＋ＦＣ特殊工法　内壁用（プライマーなし） ｍ２ 1-08

-220 Ｂ工法＋ＦＣ特殊工法　外壁用（プライマーあり） ｍ２ 1-09

外壁改修工事　タフレジンクリアガードＨＤ工法

O8010-1005 -010 ダイナミックレジン　無溶剤形透明ウレアウレタン ｍ２ 1-10

外壁改修工事　アドグラピンネット工法

O6911-6210 -050 外壁タイル落下防止工法　アドグラ仕上 ｍ２ 1-11

外壁改修工事　アドグラ・クリアガード工法

O8010-3710 -010 透明塗膜によるタイル落下予防工法 ｍ２ 1-12

外壁改修工事　ボンドアクアバインド工法

O8010-2005 -020 透明塗膜によるタイル剥落防止工法 ｍ２ 1-13

外壁改修工事　ボンドカーボピンネット工法

O8010-2010 -010 モルタル＋リシン仕上 ｍ２ 1-14

-025 モルタル＋吹付タイル仕上 ｍ２ 1-15

-035 モルタル＋弾性タイル仕上 ｍ２ 1-16

-040 モザイクタイル仕上 ｍ２ 1-17

-050 二丁掛け・小口タイル仕上 ｍ２ 1-18

外壁改修工事　ＧＮＳピンネット工法

O8010-3010 -010 モルタル塗　リシン仕上　ピン５０ｍｍ使用 ｍ２ 1-19

-020 モルタル塗　吹付タイル仕上　ピン５０ｍｍ使用 ｍ２ 1-20

-030 モルタル塗　弾性タイル仕上　ピン５０ｍｍ使用 ｍ２ 1-21

-040 小口タイル仕上　ピン５０ｍｍ使用 ｍ２ 1-22

-050 二丁掛けタイル仕上　ピン５０ｍｍ使用 ｍ２ 1-23

外壁改修工事　ＧＮＳグラナイト工法

O8010-3050 -010 モルタル塗　リシン仕上　ピン５０ｍｍ使用 ｍ２ 1-24

-020 モルタル塗　吹付タイル仕上　ピン５０ｍｍ使用 ｍ２ 1-25

-030 モルタル塗　弾性タイル仕上　ピン５０ｍｍ使用 ｍ２ 1-26

-040 小口タイル仕上　ピン５０ｍｍ使用 ｍ２ 1-27

-050 二丁掛けタイル仕上　ピン５０ｍｍ使用 ｍ２ 1-28

外壁改修工事　ＧＮＳネット工法

O8010-3020 -010 ピン使用なし ｍ２ 1-29

外壁改修工事　ＧＮＳアンカー工法

O8010-3030 -110 ５０角タイル４５×４５ｍｍ　ＧＮＳ５３５Ｒ ｍ２ 1-30

-120 ５０角タイル４５×４５ｍｍ　ＧＮＳ５５０Ｒ ｍ２ 1-31

-130 ５０角タイル４５×４５ｍｍ　ＧＮＳ５７０Ｒ ｍ２ 1-32

-210 ４５二丁タイル４５×９５ｍｍ　ＧＮＳ５３５Ｒ ｍ２ 1-33

-220 ４５二丁タイル４５×９５ｍｍ　ＧＮＳ５５０Ｒ ｍ２ 1-34

-230 ４５二丁タイル４５×９５ｍｍ　ＧＮＳ５７０Ｒ ｍ２ 1-35

-310 小口平タイル６０×１０８ｍｍ　ＧＮＳ５５０Ｒ ｍ２ 1-36

-320 小口平タイル６０×１０８ｍｍ　ＧＮＳ５７０Ｒ ｍ２ 1-37

-410 二丁掛タイル６０×２２７ｍｍ　ＧＮＳ５５０Ｒ ｍ２ 1-38

-420 二丁掛タイル６０×２２７ｍｍ　ＧＮＳ５７０Ｒ ｍ２ 1-39

外壁改修工事　＜公表価格＞ 472頁1表

外壁改修工事　タケモルピンネット工法

O8010-3810 -010 モルタル塗　リシン仕上 ｍ２ 1-01

-020 モルタル塗　複層仕上 ｍ２ 1-02

-030 モルタル塗　弾性塗材仕上 ｍ２ 1-03

-040 小型タイル張り　４個所／ｍ２撤去 ｍ２ 1-04

外壁改修工事　タイルガードネット工法

O8010-3816 -010 小型タイル張り　タイル無撤去 ｍ２ 1-05

外壁改修工事　タケモルネット貼り工法

O8010-3814 -010 コンクリート打放し　リシン仕上 ｍ２ 1-06

-020 ＡＬＣ板　リシン仕上 ｍ２ 1-07

-030 ＰＣ板　複層仕上 ｍ２ 1-08

外壁改修工事　タケモル・ラスモルタル補強工法

O8010-3818 -010 ラスモルタル　鉄骨造　リシン仕上 ｍ２ 1-09

外壁改修工事　タイルガード工法

O8010-3812 -020 タイル剥落防止工法 穴 1-10

外壁改修工事　エバーガード工法　ＳＧ－１

O8010-3526 -010 特殊１成分形ウレタン樹脂色調保持型タイル剥落防止 ｍ２ 1-11

外壁改修工事　エバーガード工法　ＳＧ－３

O8010-3526 -030 特殊１成分形ウレタン樹脂色調保持型タイル剥落防止 ｍ２ 1-12

外壁改修工事　ノンネットガードＵ工法　Ｕ－Ｍ

O8010-3530 -010 特殊１成分形ウレタン樹脂　モルタル塗外壁剥落防止 ｍ２ 1-13

外壁改修工事　ノンネットガードＵ工法　Ｕ－Ｔ

O8010-3530 -020 特殊１成分形ウレタン樹脂　タイル張り外壁剥落防止 ｍ２ 1-14

外壁改修工事　ビームハール工法

O8010-3410 -010 石材・大形タイル乾式張付け　４００角 ｍ２ 1-15

外壁改修工事　ドットハール工法

O8010-3420 -010 乱形石材・乱形タイル乾式張付け ｍ２ 1-16

外壁改修工事　新シュタールネット工法

O8010-3430 -010 二丁掛けタイル　ブリックタイル乾式張付け ｍ２ 1-17

外壁改修工事　ネットバリヤー工法

O8010-4010 -010 モザイクタイル仕上の上にタイル下地を形成 ｍ２ 1-18

外壁改修工事　ネットバリヤーⅡ

O8010-4011 -020 塗装仕上の上にタイル下地を形成 ｍ２ 1-19

外壁改修工事　ネットバリヤー工法（Ｍ２）

O8010-4010 -040 モザイクタイル張　塗装仕上の上にモルタル下地仕上 ｍ２ 1-20
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外壁改修工事　ネットバリヤー工法（Ｐ１）

O8010-4010 -050 モザイクタイル張　塗装仕上の上に塗装下地を形成 ｍ２ 1-21

外壁改修工事　ネットバリヤー工法（ＳＴ）

O8010-4014 -010 コンクリート・モルタル（ピンなし）タイル下地形成 ｍ２ 1-22

外壁改修工事　軽微クラック補修工法　ＧＲＣ工法

O8020-9610 -010 表面処理（幅０．３ｍｍ未満）　４５角タイル 枚 1-23

-020 表面処理（幅０．３ｍｍ未満）４５二丁タイル　短辺 枚 1-24

-030 表面処理（幅０．３ｍｍ未満）４５二丁タイル　長辺 枚 1-25

-040 表面処理（幅０．３ｍｍ未満）　小口タイル　短辺 枚 1-26

-050 表面処理（幅０．３ｍｍ未満）　小口タイル　長辺 枚 1-27

-060 表面処理（幅０．３ｍｍ未満）二丁掛けタイル　短辺 枚 1-28

-070 表面処理（幅０．３ｍｍ未満）二丁掛けタイル　長辺 枚 1-29

-080 表面処理（幅０．３ｍｍ未満）　モルタル・塗装面 ｍ 1-30

-090 表面処理（０．３未満）モルタル塗装面　表面塗装無 ｍ 1-31

外壁改修工事　傾斜穿孔樹脂注入工法　シプリス工法

O8020-9710 -010 表面処理なし　コンクリート　ヘッドレスピンあり ｍ 1-32

-020 表面処理なし　モルタル　ヘッドレスピンあり ｍ 1-33

-030 表面処理なし　タイル　ヘッドレスピンあり ｍ 1-34

-040 表面処理なし　コンクリート　ピンなし ｍ 1-35

-050 表面処理なし　モルタル　ピンなし ｍ 1-36

-060 表面処理なし　タイル　ピンなし ｍ 1-37

-110 表面処理含む　コンクリート　ヘッドレスピンあり ｍ 1-38

-120 表面処理含む　モルタル　ヘッドレスピンあり ｍ 1-39

-130 表面処理含む　タイル　ヘッドレスピンあり ｍ 1-40

-140 表面処理含む　コンクリート　ピンなし ｍ 1-41

-150 表面処理含む　モルタル　ピンなし ｍ 1-42

-160 表面処理含む　タイル　ピンなし ｍ 1-43

外壁改修工事　＜公表価格＞ 473頁1表

外壁改修工事　自動式低圧樹脂注入工法

O7010-2010 -110 ボンドシリンダー工法　厚１５０ｍｍ ｍ 1-01

-2012 -110 ボンドピンニング工法 ｍ２ 1-02

-2014 -110 ボンドＣＰアンカーピン工法 ｍ２ 1-03

-3010 -110 ＳＫグラウトプラグＡ工法 ｍ 1-04

-3012 -120 ＳＫグラウトピンニング工法　全面樹脂注入 ｍ２ 1-05

-6010 -250 ミクロカプセル工法 ｍ 1-06

-6020 -030 マトロン工法 ｍ 1-07

-6030 -010 ひびわれターパンⅠ型工法 ｍ 1-08

-020 ひびわれターパンⅡ型工法 ｍ 1-09

-9030 -020 エアロプレート工法　クラック幅０．５　４個所／ｍ ｍ 1-10

-9020 -120 ノックスアンカー部分注入工法　９本／ｍ２ ｍ２ 1-11

外壁改修工事クリーニング　バイオ洗浄ケミクリーン

O7030-5010 -010 ３工程（汚れ分解→中和作業→水洗浄）　Ｎｏ．７Ｓ ｍ２ 1-12

-020 ２工程（汚れ分解→水洗浄）　Ｎｏ．３使用 ｍ２ 1-13

-030 ２工程（汚れ分解→水洗浄）　Ｎｏ．６Ｓ使用 ｍ２ 1-14

-040 ２工程（汚れ分解→水洗浄）　Ｎｏ．５使用 ｍ２ 1-15

-050 ２工程（汚れ分解→水洗浄）　Ｎｏ．１使用 ｍ２ 1-16

外壁改修工事　コーティング　ケミセラコーティング

O8040-1034 -010 外壁タイルの汚れ防止・親水膜形成 ｍ２ 1-17

外壁改修工事　コーティング　ＳＴＦコート

O8040-1036 -010 外床タイルの汚れ防止・撥水膜形成 ｍ２ 1-18

外壁改修工事　コーティング　アルミコートＳ

O8040-1035 -010 アルミサッシ、アルミ手すりの劣化防止・被膜復旧 ｍ 1-19

外壁改修工事　ピュアクリスタルコートＰＣ１００

O8040-1037 -010 浸透造膜・高硬度型　鉄部・塗装面・石材（鏡面） ｍ２ 1-20

外壁改修工事ピュアクリスタルコートＰＣ７２３－５

O8040-1037 -020 浸透造膜・低収縮高追従型　鉄部・塗装面・石材 ｍ２ 1-21

-030 浸透造膜・低収縮高追従型・Ｃｏ・石材 ｍ２ 1-22

外壁改修工事　ピュアクリスタルコートＰＣ３０００

O8040-1037 -040 浸透非造膜　石材（鏡面・バーナー）・Ｃｏ ｍ２ 1-23

外壁改修工事　塗膜除去　バイオハクリ工法

O7020-1110 -010 手ケレン＋水洗い　外装薄膜塗材Ｅ ｍ２ 1-24

-020 手ケレン＋水洗い　可とう形外装塗材Ｅ ｍ２ 1-25

-030 手ケレン＋水洗い　防水型外装薄膜塗材Ｅ ｍ２ 1-26

-040 手ケレン＋水洗い　複層塗材Ｅ ｍ２ 1-27

-050 手ケレン＋水洗い　防水型複層塗材Ｅ ｍ２ 1-28

-060 手ケレン＋水洗い　防水型複層塗材ＲＥ ｍ２ 1-29

光触媒塗装工事　＜公表価格＞ 474頁1表

光触媒塗装工事　エアフレッシュ　ＣＰ－１工法

O8015-0500 -010 ハイブリッド型光触媒内装用塗料　Ｃｏ・モルタル等 ｍ２ 1-01

光触媒塗装工事　エアフレッシュ　ＣＰ－２工法

O8015-0500 -020 ハイブリッド型光触媒内装用塗料クロス・旧塗膜塗替 ｍ２ 1-02

光触媒塗装工事　ティオコート　Ａ工法

O8015-3500 -010 光触媒酸化チタンコーティング（無機基材）タイル他 ｍ２ 1-03

光触媒塗装工事　ティオコート　ＢＡ工法

O8015-3500 -015 光触媒酸化チタンコーティング（有機基材）吹付塗装 ｍ２ 1-04

光触媒塗装工事　ティオコート　Ｓ工法

O8015-3500 -035 光触媒酸化チタンコーティング　ガラス面 ｍ２ 1-05

光触媒塗装工事　ティオコート　ＨＡ工法

O8015-3500 -050 光触媒酸化チタンコーティング　打放しコンクリート ｍ２ 1-06

光触媒塗装工事　ティオコート　ＨＢＡ工法

O8015-3500 -055 光触媒酸化チタンコーティング　打放コン・モルタル ｍ２ 1-07

光触媒塗装工事　ティオコート　ＢＳ工法

O8015-3500 -065 光触媒酸化チタンコーティング　工場焼付パネル他 ｍ２ 1-08

光触媒塗装工事打放しＣｏＳＥＦシステム光触媒仕上

O8015-2500 -020 吉田工法　水性フッ素樹脂仕上面に光触媒を積層 ｍ２ 1-09

光触媒塗装工事　ビストレイター

O8015-5000 -010 常温硬化型光触媒酸化チタンコーティング ｍ２ 1-10

光触媒塗装工事　エヌティオＧ工法

O8015-5500 -030 標準塗装工法 ｍ２ 1-11

光触媒塗装工事　ＴＰＸマイクロフィルム

O8015-3600 -015 光触媒吹付　室内用抗菌・抗ウイルス・防臭・防カビ ｍ２ 1-12

-020 光触媒吹付　塗装基面 ｍ２ 1-13

-030 光触媒吹付　セラミック基面 ｍ２ 1-14

光触媒塗装工事　ピュアコート水性

O8015-6000 -021 高耐候性フッ素樹脂光触媒コーティング　外装用 ｍ２ 1-15

光触媒塗装工事　ピュアコートタイル

O8015-6000 -031 磁器タイル用　フッ素樹脂光触媒コーティング ｍ２ 1-16

光触媒塗装工事　ピュアコート溶剤

O8015-6000 -071 汎用溶剤系二液型塗料・焼付鋼板用　フッ素光触媒 ｍ２ 1-17

光触媒塗装工事　ピュアコートインテリア

O8015-6000 -042 室内用　抗ウイルス・抗菌・防臭　フッ素樹脂光触媒 ｍ２ 1-18

光触媒塗装工事　Ｎ－ＲＣシステム

O8015-6000 -051 濡れ肌・中性化防止機能付　フッ素樹脂光触媒クリア ｍ２ 1-19

-055 濡れ肌・中性化防止機能付　フッ素樹脂光触媒カラー ｍ２ 1-20

光触媒塗装工事　Ｇ－ＰＦシステム

O8015-6000 -061 打放し調描画再生工法　フッ素樹脂光触媒仕上 ｍ２ 1-21

熱交換塗料塗装工事　＜公表価格＞ 475頁1表

熱交換塗料塗装工事　熱交換塗料　ＡＫ－１

O7510-0020 -010 折板・瓦棒　３回塗り ｍ２ 1-01

熱交換塗料塗装工事　熱交換塗料　ＡＫ－２

O7510-0020 -020 スレート　３回塗り ｍ２ 1-02

熱交換塗料塗装工事　熱交換塗料　ＡＫ－３

O7510-0020 -030 外壁　３回塗り ｍ２ 1-03

熱交換塗料塗装工事　熱交換塗料　ＡＫ－４

O7510-0020 -040 防水仕上げ　３回塗り ｍ２ 1-04

熱交換塗料塗装工事　熱交換塗料　ＡＫ－５

O7510-0020 -050 アスファルト舗装　３回塗り ｍ２ 1-05

熱交換塗料塗装工事　熱交換塗料　ＡＫ－６

O7510-0020 -080 コンクリート舗装　３回塗り ｍ２ 1-06

熱交換塗料塗装工事　熱交換塗料　ＡＫ－７

O7510-0020 -090 ゴムチップ舗装　３回塗り ｍ２ 1-07

しろあり防除工事　＜公表価格＞ 475頁2表

しろあり防除工事　テクノガード工法

S3982-7620 -300 土壌への防蟻・防湿皮膜形成工法　水性アクリル樹脂 ｍ２ 1-01

しろあり防除工事　発泡施工法

S3982-7620 -400 新築住宅 ｍ２ 1-02

-405 既存住宅 ｍ２ 1-03

建具改修工事・内装改修工事 478頁1表

建具改修工事　撤去　木製建具　［手間］

R2500-2050 -010 片開きフラッシュ戸　幅９００ｍｍ　枠共 個所 1-01

-020 片開きフラッシュ戸　幅９００ｍｍ　扉のみ 個所 1-02

-110 両開きフラッシュ戸　幅１８００ｍｍ　枠共 個所 1-03

-120 両開きフラッシュ戸　幅１８００ｍｍ　扉のみ 個所 1-04

建具改修工事　撤去　金属製建具　［手間］

R2500-2052 -010 片開きフラッシュ戸　幅９００ｍｍ　枠共 個所 1-05

-020 片開きフラッシュ戸　幅９００ｍｍ　扉のみ 個所 1-06

-110 両開きフラッシュ戸　幅１８００ｍｍ　枠共 個所 1-07

-120 両開きフラッシュ戸　幅１８００ｍｍ　扉のみ 個所 1-08

建具改修工事　撤去　シーリング　［手間］

R2500-2054 -010 建具廻りシーリング ｍ 1-09

建具改修工事　撤去　ガラス　［手間］

R2500-2056 -010 厚２～１０ｍｍ ｍ２ 1-10

建具改修工事　建具周囲はつり　［手間］

R2500-2058 -010 ＲＣ壁厚１５０ｍｍ ｍ 1-11

-020 ＲＣ壁厚２００ｍｍ ｍ 1-12

内装改修工事　下地撤去　［手間］

R2500-2015 -010 床組　束立 ｍ２ 1-13

-020 床組　ころばし ｍ２ 1-14

-030 床下地板 ｍ２ 1-15

-040 ＯＡフロア ｍ２ 1-16

-050 乾式二重床 ｍ２ 1-17

-060 間仕切り壁　軽鉄 ｍ２ 1-18

-070 間仕切り壁　木下地 ｍ２ 1-19
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R2500-2015 -080 天井　軽鉄 ｍ２ 1-20

内装改修工事　床仕上材撤去　［手間］

R2500-2020 -030 モルタル　厚３０ｍｍ程度 ｍ２ 1-21

-031 畳 枚 1-22

-033 ビニル床シート　接着剤の除去含む ｍ２ 1-23

-034 ビニル床タイル　接着剤の除去含む ｍ２ 1-24

-074 ビニル幅木　高６０～１００ｍｍ ｍ 1-25

-076 カーペット　接着剤の除去含む、全面接着工法 ｍ２ 1-26

-078 タイルカーペット　接着剤の除去含む、全面接着工法 ｍ２ 1-27

-080 フローリング　厚１２～１５ｍｍ　乾式工法 ｍ２ 1-28

-072 木製幅木　高１００ｍｍ程度 ｍ 1-29

-086 石材　厚２０～２５ｍｍ ｍ２ 1-30

-032 タイル　下地モルタル共 ｍ２ 1-31

-088 床点検口 個所 1-32

内装改修工事　壁仕上材撤去　［手間］

R2500-2020 -040 モルタル ｍ２ 1-33

-042 プラスター、しっくい等 ｍ２ 1-34

-045 合板、せっこうボード　一重張り ｍ２ 1-35

-200 合板、せっこうボード　二重張り ｍ２ 1-36

-046 壁紙 ｍ２ 1-37

-043 石材 ｍ２ 1-38

-044 タイル　下地モルタル共 ｍ２ 1-39

内装改修工事　天井仕上材撤去　［手間］

R2500-2020 -050 モルタル ｍ２ 1-40

-052 プラスター、しっくい等 ｍ２ 1-41

-054 合板、せっこうボード　一重張り ｍ２ 1-42

-400 合板、せっこうボード　二重張り ｍ２ 1-43

-056 ロックウール化粧吸音板 ｍ２ 1-44

-410 ロックウール化粧吸音板　捨張（せっこうボード）共 ｍ２ 1-45

-048 壁紙 ｍ２ 1-46

-058 塩ビ製廻り縁 ｍ 1-47

-060 アルミ製廻り縁 ｍ 1-48

-420 天井点検口 個所 1-49

塗装改修工事 482頁1表

塗装改修工事　下地調整　木部

Q1030-1070 -011 ＲＡ種　不透明塗料下地 ｍ２ 1-01

-020 ＲＢ種　不透明塗料下地 ｍ２ 1-02

-030 ＲＣ種　不透明塗料下地 ｍ２ 1-03

-120 ＲＢ種　透明塗料下地 ｍ２ 1-04

塗装改修工事　下地調整　鉄鋼面

Q1030-1020 -110 ＲＡ種　２種ケレン ｍ２ 1-05

-1030 -010 ＲＢ種　３種ケレンＡ ｍ２ 1-06

-1031 -010 ＲＢ種　３種ケレンＢ ｍ２ 1-07

-1032 -010 ＲＢ種　３種ケレンＣ ｍ２ 1-08

-1040 -110 ＲＣ種　４種ケレン ｍ２ 1-09

塗装改修工事　下地調整　亜鉛めっき鋼面

Q1030-1120 -112 ＲＡ種　２種ケレン ｍ２ 1-10

-1130 -011 ＲＢ種　３種ケレンＡ ｍ２ 1-11

-1131 -011 ＲＢ種　３種ケレンＢ ｍ２ 1-12

-1132 -011 ＲＢ種　３種ケレンＣ ｍ２ 1-13

-1140 -111 ＲＣ種　４種ケレン ｍ２ 1-14

塗装改修工事　下地調整　モルタル面・プラスター面

Q1030-1080 -010 ＲＡ種 ｍ２ 1-15

-020 ＲＢ種 ｍ２ 1-16

-030 ＲＣ種 ｍ２ 1-17

塗装改修工事　下地調整　コンクリート面

Q1030-1050 -010 ＲＡ種 ｍ２ 1-18

-020 ＲＢ種 ｍ２ 1-19

-030 ＲＣ種 ｍ２ 1-20

塗装改修工事 484頁1表

塗装改修工事　下地調整　ＡＬＣパネル面

Q1030-1090 -010 ＲＡ種 ｍ２ 1-01

-020 ＲＢ種 ｍ２ 1-02

-030 ＲＣ種 ｍ２ 1-03

塗装改修工事　下地調整　押出成形セメント板面

Q1030-2010 -011 ＲＡ種 ｍ２ 1-04

-021 ＲＢ種 ｍ２ 1-05

-030 ＲＣ種 ｍ２ 1-06

塗装改修工事下地調整　せっこうボード・他ボード面

Q1030-1060 -110 ＲＡ種 ｍ２ 1-07

-120 ＲＢ種 ｍ２ 1-08

-130 ＲＣ種 ｍ２ 1-09

塗装改修工事　下地調整　けい酸カルシウム板面

Q1030-2020 -011 ＲＡ種 ｍ２ 1-10

-021 ＲＢ種 ｍ２ 1-11

-031 ＲＣ種 ｍ２ 1-12

塗装改修工事　錆止め塗料塗り　鉄鋼面Ｃ種

Q1060-1020 -010 シアナミド鉛さび止めペイント ｍ２ 1-13

-020 鉛・クロムフリーさび止めペイント　溶剤系 ｍ２ 1-14

-030 水系さび止めペイント ｍ２ 1-15

塗装改修工事　錆止め塗料塗り　亜鉛めっき鋼面Ｃ種

Q1060-1030 -060 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント ｍ２ 1-16

-051 変性エポキシ樹脂プライマー ｍ２ 1-17

-030 水系さび止めペイント ｍ２ 1-18

塗装改修工事 486頁1表

塗装改修工事　合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）

Q1070-0010 -020 木部　Ｂ種　外部 ｍ２ 1-01

-030 木部　Ｃ種 ｍ２ 1-02

-0020 -010 鉄鋼面　Ａ種 ｍ２ 1-03

-020 鉄鋼面　Ｂ種 ｍ２ 1-04

-0030 -010 亜鉛めっき鋼面　Ａ種 ｍ２ 1-05

-0040 -010 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面　Ｃ種 ｍ２ 1-06

塗装改修工事　フタル酸樹脂エナメル塗り（ＦＥ）

Q1070-0200 -010 木部 ｍ２ 1-07

-020 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 ｍ２ 1-08

塗装改修工事　耐候性塗料塗り（ＤＰ）

Q1070-0420 -010 鉄鋼面Ｃ種・亜鉛めっき鋼面　Ｃ種１級 ｍ２ 1-09

-020 鉄鋼面Ｃ種・亜鉛めっき鋼面　Ｃ種２級 ｍ２ 1-10

-030 鉄鋼面Ｃ種・亜鉛めっき鋼面　Ｃ種３級 ｍ２ 1-11

-0430 -021 コンクリート面・押出成形セメント板面　Ａ－２種 ｍ２ 1-12

-041 コンクリート面・押出成形セメント板面　Ｂ－２種 ｍ２ 1-13

-061 コンクリート面・押出成形セメント板面　Ｃ－２種 ｍ２ 1-14

塗装改修工事 488頁1表

塗装改修工事　つや有合成樹脂エマルションペイント

Q1070-0500 -020 左官仕上・ボード面　Ｃ種 ｍ２ 1-01

-0510 -020 木部　Ｂ種 ｍ２ 1-02

-030 木部　Ｃ種 ｍ２ 1-03

-0520 -030 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面　Ｃ種 ｍ２ 1-04

塗装改修工事　合成樹脂エマルションペイント塗り

Q1070-0600 -020 左官仕上・ボード面　Ｃ種 ｍ２ 1-05

塗装改修工事　合成樹脂エマルション模様塗料塗り

Q1070-0700 -030 左官仕上・ボード面　Ｃ種 ｍ２ 1-06

耐震改修工事 498頁1表

耐震改修工事　耐震壁の増設　［手間］

S5010-1040 -010 鉄筋加工組立　細物　副資材、場内小運搬含む ｔ 1-01

耐震改修工事　耐震壁の増設

S5010-1020 -010 耐震補強壁型枠　普通型枠　運搬費共　片面 ｍ２ 1-02

耐震改修工事　耐震壁の増設　［手間］

S5010-1010 -005 コンクリート打設　流込み工法 ｍ３ 1-03

-010 コンクリート打設　圧入工法　器具損料共 ｍ３ 1-04

耐震改修工事　溶接閉鎖フープ巻き他　［手間］

S5010-1042 -005 補強筋取付 ｔ 1-05

耐震改修工事　溶接閉鎖フープ巻き他

S5010-1042 -015 型枠　コンクリート増打ち用 ｍ２ 1-06

-1044 -020 増打ちコンクリート　厚５０ｍｍ程度 ｍ３ 1-07

耐震改修工事　割裂補強筋　スパイラル鉄筋

S5010-1050 -010 鉄筋径６　スパイラル径７５　壁厚１５０ｍｍ ｍ 1-08

-020 鉄筋径６　スパイラル径１００　壁厚１８０ｍｍ ｍ 1-09

-030 鉄筋径６　スパイラル径１２０　壁厚２００ｍｍ ｍ 1-10

-040 鉄筋径６　スパイラル径１５０　壁厚２５０ｍｍ ｍ 1-11

-050 鉄筋径６　スパイラル径２００　壁厚３００ｍｍ ｍ 1-12

耐震改修工事　鉄骨ブレースの増設　［手間］

S5010-1060 -010 工場加工組立 ｔ 1-13

-020 現場建方・取付　揚重機（オペレーター共）は別途 ｔ 1-14

-030 場内小運搬費 ｔ 1-15

耐震改修工事　鉄骨部分補強　［手間］

S5010-1070 -010 工場加工組立 ｔ 1-16

-020 現場建方・取付　揚重機（オペレーター共）は別途 ｔ 1-17

-030 場内小運搬費 ｔ 1-18

耐震改修工事　鋼板巻き　［手間］

S5010-1080 -010 工場加工組立 ｔ 1-19

-020 現場建方・取付　揚重機（オペレーター共）は別途 ｔ 1-20

-030 場内小運搬費 ｔ 1-21

耐震改修工事　鉄骨工事現場実測

S5010-1090 -010 現場実測費（鉄骨工事）　加工図作成含む ｔ 1-22

耐震改修工事　無収縮モルタル注入

S5010-1100 -010 試験費共　Ｆｃ＝３０ ｍ３ 1-23

耐震改修工事　無収縮モルタル注入用型枠

S5010-1110 -010 両面鋼製　厚２．３～３．２ｍｍ　両面 ｍ 1-24

-020 片面木製・片面鋼製　両面 ｍ 1-25

-030 両面木製　厚１８ｍｍ　両面 ｍ 1-26

炭素繊維シート工法　＜公表価格＞ 501頁1表

炭素繊維シート工法　トレカクロス工法　［材工］

O8030-2105 -010 ＵＴ７０－２０Ｇ　１層張　高強度（１方向） ｍ２ 1-01

-020 ＵＴ７０－２０Ｇ　２層張　高強度（１方向） ｍ２ 1-02

-030 ＵＴ７０－２０Ｇ　３層張　高強度（１方向） ｍ２ 1-03

-110 ＵＴ７０－３０Ｇ　１層張　高強度（１方向） ｍ２ 1-04

-120 ＵＴ７０－３０Ｇ　２層張　高強度（１方向） ｍ２ 1-05

-130 ＵＴ７０－３０Ｇ　３層張　高強度（１方向） ｍ２ 1-06

-310 ＵＴ７０－４０Ｇ　１層張　高強度（１方向） ｍ２ 1-07

-320 ＵＴ７０－４０Ｇ　２層張　高強度（１方向） ｍ２ 1-08

-330 ＵＴ７０－４０Ｇ　３層張　高強度（１方向） ｍ２ 1-09

-410 ＵＴ７０－６０Ｇ　１層張　高強度（１方向） ｍ２ 1-10

-420 ＵＴ７０－６０Ｇ　２層張　高強度（１方向） ｍ２ 1-11

-430 ＵＴ７０－６０Ｇ　３層張　高強度（１方向） ｍ２ 1-12
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O8030-2105 -210 ＵＭ４６－３０Ｇ　１層張　中弾性（１方向） ｍ２ 1-13

-220 ＵＭ４６－３０Ｇ　２層張　中弾性（１方向） ｍ２ 1-14

-230 ＵＭ４６－３０Ｇ　３層張　中弾性（１方向） ｍ２ 1-15

-510 ＵＭ４６－３４Ｇ　１層張　中弾性（１方向） ｍ２ 1-16

-520 ＵＭ４６－３４Ｇ　２層張　中弾性（１方向） ｍ２ 1-17

-530 ＵＭ４６－３４Ｇ　３層張　中弾性（１方向） ｍ２ 1-18

-610 ＵＭ４６－４０Ｇ　１層張　中弾性（１方向） ｍ２ 1-19

-620 ＵＭ４６－４０Ｇ　２層張　中弾性（１方向） ｍ２ 1-20

-630 ＵＭ４６－４０Ｇ　３層張　中弾性（１方向） ｍ２ 1-21

-710 ＢＴ７０－２０　１層張　高強度（２方向） ｍ２ 1-22

-720 ＢＴ７０－２０　２層張　高強度（２方向） ｍ２ 1-23

-730 ＢＴ７０－２０　３層張　高強度（２方向） ｍ２ 1-24

炭素繊維シート工法　フォルカトウシート工法　材工

O8030-1100 -010 ＦＴＳ－Ｃ１－２０　１層張　高強度カーボン ｍ２ 1-25

-020 ＦＴＳ－Ｃ１－２０　２層張　高強度カーボン ｍ２ 1-26

-030 ＦＴＳ－Ｃ１－２０　３層張　高強度カーボン ｍ２ 1-27

-040 ＦＴＳ－Ｃ１－２０　４層張　高強度カーボン ｍ２ 1-28

-110 ＦＴＳ－Ｃ１－３０　１層張　高強度カーボン ｍ２ 1-29

-120 ＦＴＳ－Ｃ１－３０　２層張　高強度カーボン ｍ２ 1-30

-130 ＦＴＳ－Ｃ１－３０　３層張　高強度カーボン ｍ２ 1-31

-210 ＦＴＳ－Ｃ５－３０　１層張　中弾性カーボン ｍ２ 1-32

-220 ＦＴＳ－Ｃ５－３０　２層張　中弾性カーボン ｍ２ 1-33

-230 ＦＴＳ－Ｃ５－３０　３層張　中弾性カーボン ｍ２ 1-34

-240 ＦＴＳ－Ｃ５－３０　４層張　中弾性カーボン ｍ２ 1-35

炭素繊維シート工法　ＦＦシステム工法　［材工］

O8030-6100 -010 ＦＦ－ＣＲ１２０　１層張 ｍ２ 1-36

-020 ＦＦ－ＣＲ１２０　２層張 ｍ２ 1-37

-030 ＦＦ－ＣＲ１２０　３層張 ｍ２ 1-38

-110 ＦＦ－ＣＲ１３０　１層張 ｍ２ 1-39

-120 ＦＦ－ＣＲ１３０　２層張 ｍ２ 1-40

-130 ＦＦ－ＣＲ１３０　３層張 ｍ２ 1-41

炭素繊維シート工法　＜公表価格＞ 502頁1表

炭素繊維シート工法　リペラーク工法　［材工］

O8030-3100 -010 ＭＲＫ－Ｍ２－２０　１層張　高強度カーボン繊維 ｍ２ 1-01

-020 ＭＲＫ－Ｍ２－２０　２層張　高強度カーボン繊維 ｍ２ 1-02

-030 ＭＲＫ－Ｍ２－２０　３層張　高強度カーボン繊維 ｍ２ 1-03

-110 ＭＲＫ－Ｍ２－３０　１層張　高強度カーボン繊維 ｍ２ 1-04

-120 ＭＲＫ－Ｍ２－３０　２層張　高強度カーボン繊維 ｍ２ 1-05

-130 ＭＲＫ－Ｍ２－３０　３層張　高強度カーボン繊維 ｍ２ 1-06

-410 ＭＲＫ－Ｍ４－３０　１層張　中弾性カーボン繊維 ｍ２ 1-07

-420 ＭＲＫ－Ｍ４－３０　２層張　中弾性カーボン繊維 ｍ２ 1-08

-430 ＭＲＫ－Ｍ４－３０　３層張　中弾性カーボン繊維 ｍ２ 1-09

-210 ＭＲＫ－Ｍ６－３０　１層張　高弾性カーボン繊維 ｍ２ 1-10

-220 ＭＲＫ－Ｍ６－３０　２層張　高弾性カーボン繊維 ｍ２ 1-11

炭素繊維シート工法　トレカラミネート工法［材工］

O8030-2200 -010 ＴＬ５１０　高強度　１．０×５０ｍｍ ｍ 1-12

-020 ＴＬ５１５　高強度　１．５×５０ｍｍ ｍ 1-13

-030 ＴＬ５２０　高強度　２．０×５０ｍｍ ｍ 1-14

-110 ＭＬ５２０　中弾性　２．０×５０ｍｍ ｍ 1-15

炭素繊維シート工法　ｅプレート工法　［材工］

O8030-3260 -020 ＧＭ５１２　高強度　１．２×５０ｍｍ ｍ 1-16

-030 ＧＭ５２０　高強度　２．０×５０ｍｍ ｍ 1-17

-040 ＧＭ１０１２　高強度　１．２×１００ｍｍ ｍ 1-18

-110 ＨＭ５１２　高弾性　１．２×５０ｍｍ ｍ 1-19

-120 ＨＭ５２０　高弾性　２．０×５０ｍｍ ｍ 1-20

-130 ＨＭ１０２０　高弾性　２．０×１００ｍｍ ｍ 1-21

環境配慮改修工事　－石綿処理工事－ 510頁1表

環境配慮改修工事　仮設・養生等　床養生

O8500-0101 -010 二重張り　隔離シート　厚０．１５ｍｍ　［材工］ ｍ２ 1-01

環境配慮改修工事　仮設・養生等　壁養生

O8500-0102 -010 一重張り　隔離シート　厚０．０８ｍｍ　［材工］ ｍ２ 1-02

環境配慮改修工事　仮設・養生等　整理清掃後片付け

O8500-0103 -010 整理清掃後片付け　［手間］ ｍ２ 1-03

環境配慮改修工事　除去処理　粉じん飛散抑制剤吹付

O8500-0201 -010 粉じん飛散抑制剤吹付け　［材工］ ｍ２ 1-04

環境配慮改修工事　除去処理　吹付け材除去

O8500-0202 -010 壁　厚２０～３０ｍｍ　作業レベル１　［手間］ ｍ２ 1-05

-020 天井　厚２０～３０ｍｍ　作業レベル１　［手間］ ｍ２ 1-06

環境配慮改修工事　除去処理　粉じん飛散防止剤吹付

O8500-0203 -010 粉じん飛散防止剤吹付け　［材工］ ｍ２ 1-07

環境配慮改修工事　除去処理　配管用保温材除去

O8500-0204 -010 保温板　作業レベル２　［手間］ ｍ２ 1-08

-020 保温筒　作業レベル２　［手間］ ｍ 1-09

環境配慮改修工事　除去処理　耐火被覆板除去

O8500-0205 -010 柱・梁　厚５０ｍｍ程度まで　作業レベル２［手間］ ｍ２ 1-10

環境配慮改修工事　除去処理　屋根用折板裏断熱材

O8500-0206 -010 断熱材のみ除去（現場除去）　作業レベル２［手間］ ｍ２ 1-11

環境配慮改修工事　除去処理　成形板除去　［手間］

O8500-0207 -010 屋内床（ビニル床タイル程度）　作業レベル３ ｍ２ 1-12

-020 屋内壁（スレートボード程度）　作業レベル３ ｍ２ 1-13

-025 屋内壁（けい酸カルシウム板１種程度）作業レベル３ ｍ２ 1-14

-030 屋内天井（ロックウール吸音板程度）　作業レベル３ ｍ２ 1-15

-040 外壁（スレートボード程度）　作業レベル３ ｍ２ 1-16

-050 屋根材（スレート波板程度）　作業レベル３ ｍ２ 1-17

環境配慮改修工事　除去処理　仕上げ塗材除去

O8500-0207 -060 壁　厚５ｍｍ程度　作業レベル３［手間］ ｍ２ 1-18

環境配慮改修工事　除去処理　除去石綿処理［手間］

O8500-0208 -010 密封処理（二重梱包） ｍ３ 1-19

アスベスト処理工事　＜公表価格＞ 512頁1表

アスベスト処理工事　コスモＳＲシステム

O8600-0020 -015 基本プラン　コスモグリップＳＲ＋専用撥水剤 ｍ２ 1-01

-025 美観プラン　コスモグリップＳＲ＋シエロシャネツ ｍ２ 1-02

-030 省エネプラン　コスモグリップＳＲ＋遮熱塗料 ｍ２ 1-03

アスベスト処理工事　ウォータークリーン工法

O8600-0060 -010 集塵装置付超高圧水洗工法（１００Ｍｐａ以上） ｍ２ 1-04

アスベスト処理工事　ウォータークリーンＳＧ工法

O8600-0060 -020 湿式集塵装置付ディスクグラインダー工法 ｍ２ 1-05

アスベスト処理工事　ウォータークリーン剥離剤工法

O8600-0060 -030 剥離剤併用手工具ケレン工法 ｍ２ 1-06

屋上・壁面・駐車場緑化工事　＜公表価格＞ 514頁1表

緑化工事　イーエス屋上緑化かんすいシステム

M0500-0100 -040 屋上緑化庭園タイプ　低木　植栽 ｍ２ 1-01

-050 屋上緑化庭園タイプ　地被タイプ　植栽 ｍ２ 1-02

緑化工事　スクエアターフ　Ｌｉｇｈｔ

M0500-0320 -010 底面かん水ユニット式　かん水パイプ付 ｍ２ 1-03

緑化工事　スクエアターフ　Ｗａｖｅ

M0500-0290 -010 雨水利用型　折板屋根緑化システム ｍ２ 1-04

緑化工事　スクエアターフ　Ｒａｉｎ９６

M0500-0310 -010 雨水生育型緑化システム　４０７×４０７×１４５ ｍ２ 1-05

緑化工事　スクエアターフ　洪水無用

M0500-0325 -010 雨水流出抑制屋上緑化施設 ｍ２ 1-06

緑化工事　スクエアプランツ

M0500-0335 -010 草木植栽用　底面かん水ユニット式　かん水パイプ付 ｍ２ 1-07

緑化工事　パラビエンタ

M0500-0340 -010 ユニット型壁面緑化システム　５６０×５６０×５０ ｍ２ 1-08

緑化工事　のぼるｔｏみどりパネル（登はん型）

M0500-0345 -010 つる植物登はん補助資材　立体金網＋登はんマット ｍ２ 1-09

緑化工事　のぼるｔｏみどりワイヤー（登はん型）

M0500-0345 -020 ハシゴ型ワイヤー（ＳＵＳ） ｍ２ 1-10

緑化工事　スーパーグリーン（ＭＧＥメグ）

M0500-0380 -015 屋上緑化　ちばフェアグリーン芝生　養生期間不要 ｍ２ 1-11

緑化工事　スーパーグリーン（ＰＧＥパグ）

M0500-0380 -025 駐車場緑化　ちばフェアグリーン芝生　養生期間不要 ｍ２ 1-12

緑化工事　スーパーグリーン（ＦＧＥ）

M0500-0380 -030 壁面緑化　オオイタビ、ヘデラ　散水設備別途 ｍ２ 1-13

緑化工事　ベジルーフユニットシステム５００

M0500-1800 -010 セダムユニット　幅５００×長５００×高７０ｍｍ ｍ２ 1-14

緑化工事　グリーンプレイス　Ｕ－ＶＦ工法

M0500-0900 -010 厚３．８ｍｍ　屋上緑化専用防水システム ｍ２ 1-15

緑化工事　グリーンプレイス　Ｇ－ＵＦ工法

M0500-0900 -030 厚５．０ｍｍ　屋上緑化専用防水システム ｍ２ 1-16

緑化工事　グリーンプレイス　Ｖ－ＵＦ工法

M0500-0900 -040 厚３．０ｍｍ　屋上緑化専用防水システム ｍ２ 1-17

緑化工事　Ｇウェイブ　超薄層芝生緑化システム

M0500-0702 -020 ＦＤ－ＬＳ・Ｈ　ネット仕様 ｍ２ 1-18

緑化工事　Ｇウェイブ　草花緑化システム

M0500-0703 -020 ＦＤ－ＬＥ・ＧＬ　土壌厚１００ｍｍ　フレコン ｍ２ 1-19

緑化工事　Ｇウェイブ

M0500-0800 -025 ＦＤ－ＬＰ　管理型庭園緑化システム　植栽基盤のみ ｍ２ 1-20

緑化工事　ＮＫツタネットＰ１００Ｒ

M0500-2000 -010 エコマーク認定再生ポリエチレン糸使用　２枚使用 ｍ２ 1-21

緑化工事　カナートＣＴ－１

M0500-1200 -010 カナートグリーンビズＧ ｍ２ 1-22

緑化工事　カナートＣＴ－２

M0500-1200 -020 管理型屋上緑化工法　緑化基盤のみ ｍ２ 1-23

緑化工事　ステンレスワイヤー壁面緑化工法

M0500-1300 -010 シングル工法　Ｚ型金具連結一体型重荷重　高７ｍ超 ｍ２ 1-24

-020 シングル工法　Ｚ型金具単体　軽荷重　高７ｍ未満 ｍ２ 1-25

-030 クロス工法　Ｚ型金具単体　軽荷重　高７ｍ未満 ｍ２ 1-26

-040 シングルワイヤー工法　Ｈ形鋼柱取付ワイヤー支柱 ｍ２ 1-27

緑化工事　ぴたっとモス　陸屋根工法

M0500-1450 -010 ぴたっとモスユニット、専用架台含む　灌水不要 ｍ２ 1-28

緑化工事　ぴたっとモス　５００ハゼ式折板工法
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M0500-1450 -020 ぴたっとモスユニット、専用架台含む　灌水不要 ｍ２ 1-29

緑化工事　ぴたっとモス　受けレール式工法

M0500-1450 -030 ぴたっとモスユニット、専用架台含む　灌水不要 ｍ２ 1-30

緑化工事　ぴたっとモス　重ね式折板工法

M0500-1450 -040 ぴたっとモスユニット、専用架台含む　灌水不要 ｍ２ 1-31

緑化工事　超大型緑のカーテン

M0500-1400 -010 高２０ｍ×幅９００ｍｍ　大型植物用の自動灌水装置 基 1-32

緑化工事　エコグリーンマットシステム

M0500-1500 -010 人工軽量土壌併用システム　耐根フィルム ｍ２ 1-33

緑化工事　折板屋根緑化システム

M0500-1500 -020 基本システム（ハゼ式）　ワイヤーネット ｍ２ 1-34

配線工事　－電線（ＩＶ、ＨＩＶ）－ 518頁1表

配線工事　６００Ｖビニル絶縁電線

T2010-0020 -150 ＩＶ　管内配線　より線　１５０ｍｍ２ ｍ 1-01

-200 ＩＶ　管内配線　より線　２００ｍｍ２ ｍ 1-02

-250 ＩＶ　管内配線　より線　２５０ｍｍ２ ｍ 1-03

-325 ＩＶ　管内配線　より線　３２５ｍｍ２ ｍ 1-04

配線工事　６００Ｖ二種ビニル絶縁電線

T2012-0010 -012 ＨＩＶ　管内配線　単線　１．２ｍｍ ｍ 1-05

-016 ＨＩＶ　管内配線　単線　１．６ｍｍ ｍ 1-06

-020 ＨＩＶ　管内配線　単線　２．０ｍｍ ｍ 1-07

-0020 -005 ＨＩＶ　管内配線　より線　５．５ｍｍ２ ｍ 1-08

-008 ＨＩＶ　管内配線　より線　８ｍｍ２ ｍ 1-09

-014 ＨＩＶ　管内配線　より線　１４ｍｍ２ ｍ 1-10

-022 ＨＩＶ　管内配線　より線　２２ｍｍ２ ｍ 1-11

-038 ＨＩＶ　管内配線　より線　３８ｍｍ２ ｍ 1-12

-060 ＨＩＶ　管内配線　より線　６０ｍｍ２ ｍ 1-13

-100 ＨＩＶ　管内配線　より線　１００ｍｍ２ ｍ 1-14

-150 ＨＩＶ　管内配線　より線　１５０ｍｍ２ ｍ 1-15

-200 ＨＩＶ　管内配線　より線　２００ｍｍ２ ｍ 1-16

-250 ＨＩＶ　管内配線　より線　２５０ｍｍ２ ｍ 1-17

-325 ＨＩＶ　管内配線　より線　３２５ｍｍ２ ｍ 1-18

配線工事　－ケーブル（ＶＶＲ）－ 519頁1表

配線工事　６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル

T2022-0002 -055 ＶＶＲ　露出配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-01

-080 ＶＶＲ　露出配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 1-02

-140 ＶＶＲ　露出配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 1-03

-220 ＶＶＲ　露出配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 1-04

-380 ＶＶＲ　露出配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 1-05

-600 ＶＶＲ　露出配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 1-06

-910 ＶＶＲ　露出配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 1-07

-0003 -055 ＶＶＲ　露出配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-08

-080 ＶＶＲ　露出配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-09

-140 ＶＶＲ　露出配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-10

-220 ＶＶＲ　露出配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-11

-380 ＶＶＲ　露出配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-12

-600 ＶＶＲ　露出配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-13

-910 ＶＶＲ　露出配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-14

-915 ＶＶＲ　露出配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-15

-920 ＶＶＲ　露出配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-16

-1002 -055 ＶＶＲ　管内配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-17

-080 ＶＶＲ　管内配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 1-18

-140 ＶＶＲ　管内配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 1-19

-220 ＶＶＲ　管内配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 1-20

-380 ＶＶＲ　管内配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 1-21

-600 ＶＶＲ　管内配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 1-22

-910 ＶＶＲ　管内配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 1-23

-1003 -055 ＶＶＲ　管内配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-24

-080 ＶＶＲ　管内配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-25

-140 ＶＶＲ　管内配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-26

-220 ＶＶＲ　管内配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-27

-380 ＶＶＲ　管内配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-28

-600 ＶＶＲ　管内配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-29

-910 ＶＶＲ　管内配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-30

-915 ＶＶＲ　管内配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-31

-920 ＶＶＲ　管内配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-32

-2002 -055 ＶＶＲ　ラック配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-33

-080 ＶＶＲ　ラック配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 1-34

-140 ＶＶＲ　ラック配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 1-35

-220 ＶＶＲ　ラック配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 1-36

-380 ＶＶＲ　ラック配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 1-37

-600 ＶＶＲ　ラック配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 1-38

-910 ＶＶＲ　ラック配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 1-39

-2003 -055 ＶＶＲ　ラック配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-40

-080 ＶＶＲ　ラック配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-41

-140 ＶＶＲ　ラック配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-42

-220 ＶＶＲ　ラック配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-43

-380 ＶＶＲ　ラック配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-44

-600 ＶＶＲ　ラック配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-45

-910 ＶＶＲ　ラック配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-46

-915 ＶＶＲ　ラック配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-47

-920 ＶＶＲ　ラック配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-48

配線工事　－ケーブル（ＣＶ）－ 520頁1表

配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ケーブル

T2030-0202 -002 ＣＶ　隠ぺい配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 1-01

-003 ＣＶ　隠ぺい配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-02

-005 ＣＶ　隠ぺい配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-03

-008 ＣＶ　隠ぺい配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 1-04

-014 ＣＶ　隠ぺい配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 1-05

-022 ＣＶ　隠ぺい配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 1-06

T2030-0202 -038 ＣＶ　隠ぺい配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 1-07

-060 ＣＶ　隠ぺい配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 1-08

-100 ＣＶ　隠ぺい配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 1-09

-0203 -002 ＣＶ　隠ぺい配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 1-10

-003 ＣＶ　隠ぺい配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-11

-005 ＣＶ　隠ぺい配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-12

-008 ＣＶ　隠ぺい配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-13

-014 ＣＶ　隠ぺい配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-14

-022 ＣＶ　隠ぺい配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-15

-038 ＣＶ　隠ぺい配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-16

-060 ＣＶ　隠ぺい配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-17

-100 ＣＶ　隠ぺい配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-18

-0204 -002 ＣＶ　隠ぺい配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 1-19

-003 ＣＶ　隠ぺい配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-20

-005 ＣＶ　隠ぺい配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-21

-008 ＣＶ　隠ぺい配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 1-22

-014 ＣＶ　隠ぺい配線　４心　１４ｍｍ２ ｍ 1-23

-022 ＣＶ　隠ぺい配線　４心　２２ｍｍ２ ｍ 1-24

-038 ＣＶ　隠ぺい配線　４心　３８ｍｍ２ ｍ 1-25

-060 ＣＶ　隠ぺい配線　４心　６０ｍｍ２ ｍ 1-26

-100 ＣＶ　隠ぺい配線　４心　１００ｍｍ２ ｍ 1-27

配線工事　－ケーブル（ＣＶ）－ 521頁1表

配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ケーブル

T2030-0002 -002 ＣＶ　管内配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 1-01

-003 ＣＶ　管内配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-02

-005 ＣＶ　管内配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-03

-008 ＣＶ　管内配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 1-04

-014 ＣＶ　管内配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 1-05

-022 ＣＶ　管内配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 1-06

-038 ＣＶ　管内配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 1-07

-060 ＣＶ　管内配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 1-08

-100 ＣＶ　管内配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 1-09

-150 ＣＶ　管内配線　２心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-10

-200 ＣＶ　管内配線　２心　２００ｍｍ２ ｍ 1-11

-250 ＣＶ　管内配線　２心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-12

-325 ＣＶ　管内配線　２心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-13

-0003 -002 ＣＶ　管内配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 1-14

-003 ＣＶ　管内配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-15

-005 ＣＶ　管内配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-16

-008 ＣＶ　管内配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-17

-014 ＣＶ　管内配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-18

-022 ＣＶ　管内配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-19

-038 ＣＶ　管内配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-20

-060 ＣＶ　管内配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-21

-100 ＣＶ　管内配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-22

-150 ＣＶ　管内配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-23

-200 ＣＶ　管内配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-24

-250 ＣＶ　管内配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-25

-325 ＣＶ　管内配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-26

-0004 -002 ＣＶ　管内配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 1-27

-003 ＣＶ　管内配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-28

-005 ＣＶ　管内配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-29

-008 ＣＶ　管内配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 1-30

-014 ＣＶ　管内配線　４心　１４ｍｍ２ ｍ 1-31

-022 ＣＶ　管内配線　４心　２２ｍｍ２ ｍ 1-32

-038 ＣＶ　管内配線　４心　３８ｍｍ２ ｍ 1-33

-060 ＣＶ　管内配線　４心　６０ｍｍ２ ｍ 1-34

-100 ＣＶ　管内配線　４心　１００ｍｍ２ ｍ 1-35

-150 ＣＶ　管内配線　４心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-36

-200 ＣＶ　管内配線　４心　２００ｍｍ２ ｍ 1-37

-250 ＣＶ　管内配線　４心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-38

-325 ＣＶ　管内配線　４心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-39

配線工事　－ケーブル（ＣＶ）－ 522頁1表

配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ケーブル

T2030-0101 -002 ＣＶ　ラック配線　単心　２ｍｍ２ ｍ 1-01

-003 ＣＶ　ラック配線　単心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-02

-005 ＣＶ　ラック配線　単心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-03

-008 ＣＶ　ラック配線　単心　８ｍｍ２ ｍ 1-04

-014 ＣＶ　ラック配線　単心　１４ｍｍ２ ｍ 1-05

-022 ＣＶ　ラック配線　単心　２２ｍｍ２ ｍ 1-06

-038 ＣＶ　ラック配線　単心　３８ｍｍ２ ｍ 1-07

-060 ＣＶ　ラック配線　単心　６０ｍｍ２ ｍ 1-08

-100 ＣＶ　ラック配線　単心　１００ｍｍ２ ｍ 1-09

-150 ＣＶ　ラック配線　単心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-10

-200 ＣＶ　ラック配線　単心　２００ｍｍ２ ｍ 1-11

-0102 -002 ＣＶ　ラック配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 1-12

-003 ＣＶ　ラック配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-13

-005 ＣＶ　ラック配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-14

-008 ＣＶ　ラック配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 1-15

-014 ＣＶ　ラック配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 1-16

-022 ＣＶ　ラック配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 1-17

-038 ＣＶ　ラック配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 1-18

-060 ＣＶ　ラック配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 1-19

-100 ＣＶ　ラック配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 1-20

-150 ＣＶ　ラック配線　２心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-21

-200 ＣＶ　ラック配線　２心　２００ｍｍ２ ｍ 1-22

-250 ＣＶ　ラック配線　２心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-23

-325 ＣＶ　ラック配線　２心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-24

-0103 -002 ＣＶ　ラック配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 1-25

-003 ＣＶ　ラック配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-26

-005 ＣＶ　ラック配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-27

-008 ＣＶ　ラック配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-28

-014 ＣＶ　ラック配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-29

-022 ＣＶ　ラック配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-30

-038 ＣＶ　ラック配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-31

-060 ＣＶ　ラック配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-32

-100 ＣＶ　ラック配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-33

-150 ＣＶ　ラック配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-34
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T2030-0103 -200 ＣＶ　ラック配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-35

-250 ＣＶ　ラック配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-36

-325 ＣＶ　ラック配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-37

-0104 -002 ＣＶ　ラック配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 1-38

-003 ＣＶ　ラック配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-39

-005 ＣＶ　ラック配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-40

-008 ＣＶ　ラック配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 1-41

-014 ＣＶ　ラック配線　４心　１４ｍｍ２ ｍ 1-42

-022 ＣＶ　ラック配線　４心　２２ｍｍ２ ｍ 1-43

-038 ＣＶ　ラック配線　４心　３８ｍｍ２ ｍ 1-44

-060 ＣＶ　ラック配線　４心　６０ｍｍ２ ｍ 1-45

-100 ＣＶ　ラック配線　４心　１００ｍｍ２ ｍ 1-46

-150 ＣＶ　ラック配線　４心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-47

-200 ＣＶ　ラック配線　４心　２００ｍｍ２ ｍ 1-48

-250 ＣＶ　ラック配線　４心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-49

-325 ＣＶ　ラック配線　４心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-50

配線工事　－ケーブル（ＣＶ）－ 523頁1表

配線工事　６６００Ｖ高圧架橋ポリ絶縁ケーブル

T2052-0003 -008 ＣＶ　管内配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-01

-014 ＣＶ　管内配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-02

-022 ＣＶ　管内配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-03

-038 ＣＶ　管内配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-04

-060 ＣＶ　管内配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-05

-100 ＣＶ　管内配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-06

-150 ＣＶ　管内配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-07

-200 ＣＶ　管内配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-08

-250 ＣＶ　管内配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-09

-325 ＣＶ　管内配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-10

-0101 -008 ＣＶ　ラック配線　単心　８ｍｍ２ ｍ 1-11

-014 ＣＶ　ラック配線　単心　１４ｍｍ２ ｍ 1-12

-022 ＣＶ　ラック配線　単心　２２ｍｍ２ ｍ 1-13

-038 ＣＶ　ラック配線　単心　３８ｍｍ２ ｍ 1-14

-060 ＣＶ　ラック配線　単心　６０ｍｍ２ ｍ 1-15

-100 ＣＶ　ラック配線　単心　１００ｍｍ２ ｍ 1-16

-150 ＣＶ　ラック配線　単心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-17

-200 ＣＶ　ラック配線　単心　２００ｍｍ２ ｍ 1-18

-250 ＣＶ　ラック配線　単心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-19

-325 ＣＶ　ラック配線　単心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-20

-0103 -008 ＣＶ　ラック配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-21

-014 ＣＶ　ラック配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-22

-022 ＣＶ　ラック配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-23

-038 ＣＶ　ラック配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-24

-060 ＣＶ　ラック配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-25

-100 ＣＶ　ラック配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-26

-150 ＣＶ　ラック配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-27

-200 ＣＶ　ラック配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-28

-250 ＣＶ　ラック配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-29

-325 ＣＶ　ラック配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-30

配線工事　－ケーブル（ＣＶＴ）－ 524頁1表

配線工事　６００Ｖトリプレックス形絶縁ケーブル

T2035-0103 -008 ＣＶＴ　隠ぺい配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-01

-014 ＣＶＴ　隠ぺい配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-02

-022 ＣＶＴ　隠ぺい配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-03

-038 ＣＶＴ　隠ぺい配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-04

-060 ＣＶＴ　隠ぺい配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-05

-100 ＣＶＴ　隠ぺい配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-06

-150 ＣＶＴ　隠ぺい配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-07

-200 ＣＶＴ　隠ぺい配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-08

-250 ＣＶＴ　隠ぺい配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-09

-325 ＣＶＴ　隠ぺい配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-10

-0003 -008 ＣＶＴ　管内配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-11

-014 ＣＶＴ　管内配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-12

-022 ＣＶＴ　管内配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-13

-038 ＣＶＴ　管内配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-14

-060 ＣＶＴ　管内配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-15

-100 ＣＶＴ　管内配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-16

-150 ＣＶＴ　管内配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-17

-200 ＣＶＴ　管内配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-18

-250 ＣＶＴ　管内配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-19

-325 ＣＶＴ　管内配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-20

-0203 -008 ＣＶＴ　ラック配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-21

-014 ＣＶＴ　ラック配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-22

-022 ＣＶＴ　ラック配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-23

-038 ＣＶＴ　ラック配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-24

-060 ＣＶＴ　ラック配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-25

-100 ＣＶＴ　ラック配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-26

-150 ＣＶＴ　ラック配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-27

-200 ＣＶＴ　ラック配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-28

-250 ＣＶＴ　ラック配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-29

-325 ＣＶＴ　ラック配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-30

配線工事　６６００Ｖトリプレックス形絶縁ケーブル

T2057-0003 -022 ＣＶＴ　管内配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-31

-038 ＣＶＴ　管内配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-32

-060 ＣＶＴ　管内配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-33

-100 ＣＶＴ　管内配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-34

-150 ＣＶＴ　管内配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-35

-200 ＣＶＴ　管内配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-36

-250 ＣＶＴ　管内配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-37

-325 ＣＶＴ　管内配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-38

-0103 -022 ＣＶＴ　ラック配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-39

-038 ＣＶＴ　ラック配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-40

-060 ＣＶＴ　ラック配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-41

-100 ＣＶＴ　ラック配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-42

-150 ＣＶＴ　ラック配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-43

-200 ＣＶＴ　ラック配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-44

-250 ＣＶＴ　ラック配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-45

-325 ＣＶＴ　ラック配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-46

配線工事　－ケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））－ 525頁1表

配線工事　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）

T2036-0002 -002 隠ぺい配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 1-01

-003 隠ぺい配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-02

-005 隠ぺい配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-03

-008 隠ぺい配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 1-04

-014 隠ぺい配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 1-05

-022 隠ぺい配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 1-06

-038 隠ぺい配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 1-07

-060 隠ぺい配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 1-08

-100 隠ぺい配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 1-09

-0003 -002 隠ぺい配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 1-10

-003 隠ぺい配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-11

-005 隠ぺい配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-12

-008 隠ぺい配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-13

-014 隠ぺい配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-14

-022 隠ぺい配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-15

-038 隠ぺい配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-16

-060 隠ぺい配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-17

-100 隠ぺい配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-18

-0004 -002 隠ぺい配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 1-19

-003 隠ぺい配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-20

-005 隠ぺい配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-21

-008 隠ぺい配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 1-22

-014 隠ぺい配線　４心　１４ｍｍ２ ｍ 1-23

-022 隠ぺい配線　４心　２２ｍｍ２ ｍ 1-24

-038 隠ぺい配線　４心　３８ｍｍ２ ｍ 1-25

-060 隠ぺい配線　４心　６０ｍｍ２ ｍ 1-26

-100 隠ぺい配線　４心　１００ｍｍ２ ｍ 1-27

配線工事　－ケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））－ 526頁1表

配線工事　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）

T2036-0102 -002 管内配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 1-01

-003 管内配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-02

-005 管内配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-03

-008 管内配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 1-04

-014 管内配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 1-05

-022 管内配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 1-06

-038 管内配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 1-07

-060 管内配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 1-08

-100 管内配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 1-09

-150 管内配線　２心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-10

-200 管内配線　２心　２００ｍｍ２ ｍ 1-11

-250 管内配線　２心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-12

-325 管内配線　２心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-13

-0103 -002 管内配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 1-14

-003 管内配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-15

-005 管内配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-16

-008 管内配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-17

-014 管内配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-18

-022 管内配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-19

-038 管内配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-20

-060 管内配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-21

-100 管内配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-22

-150 管内配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-23

-200 管内配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-24

-250 管内配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-25

-325 管内配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-26

-0104 -002 管内配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 1-27

-003 管内配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-28

-005 管内配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-29

-008 管内配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 1-30

-014 管内配線　４心　１４ｍｍ２ ｍ 1-31

-022 管内配線　４心　２２ｍｍ２ ｍ 1-32

-038 管内配線　４心　３８ｍｍ２ ｍ 1-33

-060 管内配線　４心　６０ｍｍ２ ｍ 1-34

-100 管内配線　４心　１００ｍｍ２ ｍ 1-35

-150 管内配線　４心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-36

-200 管内配線　４心　２００ｍｍ２ ｍ 1-37

-250 管内配線　４心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-38

-325 管内配線　４心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-39

配線工事　－ケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））－ 527頁1表

配線工事　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）

T2036-0201 -002 ラック配線　単心　２ｍｍ２ ｍ 1-01

-003 ラック配線　単心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-02

-005 ラック配線　単心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-03

-008 ラック配線　単心　８ｍｍ２ ｍ 1-04

-014 ラック配線　単心　１４ｍｍ２ ｍ 1-05

-022 ラック配線　単心　２２ｍｍ２ ｍ 1-06

-038 ラック配線　単心　３８ｍｍ２ ｍ 1-07

-060 ラック配線　単心　６０ｍｍ２ ｍ 1-08

-100 ラック配線　単心　１００ｍｍ２ ｍ 1-09

-150 ラック配線　単心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-10

-200 ラック配線　単心　２００ｍｍ２ ｍ 1-11

-0202 -002 ラック配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 1-12

-003 ラック配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-13

-005 ラック配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-14

-008 ラック配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 1-15

-014 ラック配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 1-16

-022 ラック配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 1-17

-038 ラック配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 1-18

-060 ラック配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 1-19

-100 ラック配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 1-20

-150 ラック配線　２心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-21

-200 ラック配線　２心　２００ｍｍ２ ｍ 1-22

-250 ラック配線　２心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-23

-325 ラック配線　２心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-24
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T2036-0203 -002 ラック配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 1-25

-003 ラック配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-26

-005 ラック配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-27

-008 ラック配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-28

-014 ラック配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-29

-022 ラック配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-30

-038 ラック配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-31

-060 ラック配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-32

-100 ラック配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-33

-150 ラック配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-34

-200 ラック配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-35

-250 ラック配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-36

-325 ラック配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-37

-0204 -002 ラック配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 1-38

-003 ラック配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-39

-005 ラック配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-40

-008 ラック配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 1-41

-014 ラック配線　４心　１４ｍｍ２ ｍ 1-42

-022 ラック配線　４心　２２ｍｍ２ ｍ 1-43

-038 ラック配線　４心　３８ｍｍ２ ｍ 1-44

-060 ラック配線　４心　６０ｍｍ２ ｍ 1-45

-100 ラック配線　４心　１００ｍｍ２ ｍ 1-46

-150 ラック配線　４心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-47

-200 ラック配線　４心　２００ｍｍ２ ｍ 1-48

-250 ラック配線　４心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-49

-325 ラック配線　４心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-50

配線工事　－ケーブルＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）－ 528頁1表

配線工事　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）

T2037-0003 -008 隠ぺい配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-01

-014 隠ぺい配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-02

-022 隠ぺい配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-03

-038 隠ぺい配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-04

-060 隠ぺい配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-05

-100 隠ぺい配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-06

-150 隠ぺい配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-07

-200 隠ぺい配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-08

-250 隠ぺい配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-09

-325 隠ぺい配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-10

-0103 -008 管内配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-11

-014 管内配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-12

-022 管内配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-13

-038 管内配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-14

-060 管内配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-15

-100 管内配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-16

-150 管内配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-17

-200 管内配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-18

-250 管内配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-19

-325 管内配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-20

-0203 -008 ラック配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-21

-014 ラック配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 1-22

-022 ラック配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 1-23

-038 ラック配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 1-24

-060 ラック配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 1-25

-100 ラック配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 1-26

-150 ラック配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 1-27

-200 ラック配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 1-28

-250 ラック配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 1-29

-325 ラック配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 1-30

配線工事　－ケーブル端末処理－ 529頁1表

配線工事　ケーブル端末処理　６６００Ｖ

T2060-1103 -014 屋内用　３心　１４ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０３ 個所 1-01

-022 屋内用　３心　２２ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０３ 個所 1-02

-038 屋内用　３心　３８ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０３ 個所 1-03

-060 屋内用　３心　６０ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０３ 個所 1-04

-100 屋内用　３心　１００ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０３ 個所 1-05

-150 屋内用　３心　１５０ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０３ 個所 1-06

-200 屋内用　３心　２００ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０３ 個所 1-07

-250 屋内用　３心　２５０ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０３ 個所 1-08

-325 屋内用　３心　３２５ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０３ 個所 1-09

-2203 -014 屋外用　３心　１４ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０５ 個所 1-10

-022 屋外用　３心　２２ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０５ 個所 1-11

-038 屋外用　３心　３８ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０５ 個所 1-12

-060 屋外用　３心　６０ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０５ 個所 1-13

-100 屋外用　３心　１００ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０５ 個所 1-14

-150 屋外用　３心　１５０ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０５ 個所 1-15

-200 屋外用　３心　２００ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０５ 個所 1-16

-250 屋外用　３心　２５０ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０５ 個所 1-17

-300 屋外用　３心　３２５ｍｍ２　ＪＣＡＡ　Ｃ３１０５ 個所 1-18

配線工事　－ケーブル（ＣＶＶ）－ 530頁1表

配線工事　制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル

T2070-0002 -012 ＣＶＶ　管内配線　２心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-01

-020 ＣＶＶ　管内配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 1-02

-035 ＣＶＶ　管内配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-03

-055 ＣＶＶ　管内配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-04

-080 ＣＶＶ　管内配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 1-05

-0003 -012 ＣＶＶ　管内配線　３心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-06

-020 ＣＶＶ　管内配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 1-07

-035 ＣＶＶ　管内配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-08

-055 ＣＶＶ　管内配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-09

-080 ＣＶＶ　管内配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-10

-0004 -012 ＣＶＶ　管内配線　４心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-11

-020 ＣＶＶ　管内配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 1-12

-035 ＣＶＶ　管内配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-13

-055 ＣＶＶ　管内配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-14

-080 ＣＶＶ　管内配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 1-15

-0005 -012 ＣＶＶ　管内配線　５心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-16

T2070-0005 -020 ＣＶＶ　管内配線　５心　２ｍｍ２ ｍ 1-17

-035 ＣＶＶ　管内配線　５心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-18

-055 ＣＶＶ　管内配線　５心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-19

-080 ＣＶＶ　管内配線　５心　８ｍｍ２ ｍ 1-20

-0006 -012 ＣＶＶ　管内配線　６心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-21

-020 ＣＶＶ　管内配線　６心　２ｍｍ２ ｍ 1-22

-035 ＣＶＶ　管内配線　６心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-23

-055 ＣＶＶ　管内配線　６心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-24

-0007 -012 ＣＶＶ　管内配線　７心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-25

-020 ＣＶＶ　管内配線　７心　２ｍｍ２ ｍ 1-26

-035 ＣＶＶ　管内配線　７心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-27

-055 ＣＶＶ　管内配線　７心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-28

-0008 -012 ＣＶＶ　管内配線　８心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-29

-020 ＣＶＶ　管内配線　８心　２ｍｍ２ ｍ 1-30

-035 ＣＶＶ　管内配線　８心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-31

-055 ＣＶＶ　管内配線　８心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-32

-0010 -012 ＣＶＶ　管内配線　１０心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-33

-020 ＣＶＶ　管内配線　１０心　２ｍｍ２ ｍ 1-34

-035 ＣＶＶ　管内配線　１０心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-35

-055 ＣＶＶ　管内配線　１０心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-36

-0012 -012 ＣＶＶ　管内配線　１２心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-37

-020 ＣＶＶ　管内配線　１２心　２ｍｍ２ ｍ 1-38

-035 ＣＶＶ　管内配線　１２心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-39

-0015 -012 ＣＶＶ　管内配線　１５心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-40

-020 ＣＶＶ　管内配線　１５心　２ｍｍ２ ｍ 1-41

-035 ＣＶＶ　管内配線　１５心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-42

-0020 -012 ＣＶＶ　管内配線　２０心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-43

-020 ＣＶＶ　管内配線　２０心　２ｍｍ２ ｍ 1-44

-035 ＣＶＶ　管内配線　２０心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-45

-0030 -012 ＣＶＶ　管内配線　３０心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-46

-020 ＣＶＶ　管内配線　３０心　２ｍｍ２ ｍ 1-47

配線工事　－ケーブル（ＣＶＶ）－ 531頁1表

配線工事　制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル

T2070-0102 -012 ＣＶＶ　ラック配線　２心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-01

-020 ＣＶＶ　ラック配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 1-02

-035 ＣＶＶ　ラック配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-03

-055 ＣＶＶ　ラック配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-04

-080 ＣＶＶ　ラック配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 1-05

-0103 -012 ＣＶＶ　ラック配線　３心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-06

-020 ＣＶＶ　ラック配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 1-07

-035 ＣＶＶ　ラック配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-08

-055 ＣＶＶ　ラック配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-09

-080 ＣＶＶ　ラック配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 1-10

-0104 -012 ＣＶＶ　ラック配線　４心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-11

-020 ＣＶＶ　ラック配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 1-12

-035 ＣＶＶ　ラック配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-13

-055 ＣＶＶ　ラック配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-14

-080 ＣＶＶ　ラック配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 1-15

-0105 -012 ＣＶＶ　ラック配線　５心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-16

-020 ＣＶＶ　ラック配線　５心　２ｍｍ２ ｍ 1-17

-035 ＣＶＶ　ラック配線　５心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-18

-055 ＣＶＶ　ラック配線　５心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-19

-080 ＣＶＶ　ラック配線　５心　８ｍｍ２ ｍ 1-20

-0106 -012 ＣＶＶ　ラック配線　６心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-21

-020 ＣＶＶ　ラック配線　６心　２ｍｍ２ ｍ 1-22

-035 ＣＶＶ　ラック配線　６心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-23

-055 ＣＶＶ　ラック配線　６心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-24

-0107 -012 ＣＶＶ　ラック配線　７心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-25

-020 ＣＶＶ　ラック配線　７心　２ｍｍ２ ｍ 1-26

-035 ＣＶＶ　ラック配線　７心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-27

-055 ＣＶＶ　ラック配線　７心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-28

-0108 -012 ＣＶＶ　ラック配線　８心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-29

-020 ＣＶＶ　ラック配線　８心　２ｍｍ２ ｍ 1-30

-035 ＣＶＶ　ラック配線　８心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-31

-055 ＣＶＶ　ラック配線　８心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-32

-0110 -012 ＣＶＶ　ラック配線　１０心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-33

-020 ＣＶＶ　ラック配線　１０心　２ｍｍ２ ｍ 1-34

-035 ＣＶＶ　ラック配線　１０心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-35

-055 ＣＶＶ　ラック配線　１０心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-36

-0112 -012 ＣＶＶ　ラック配線　１２心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-37

-020 ＣＶＶ　ラック配線　１２心　２ｍｍ２ ｍ 1-38

-035 ＣＶＶ　ラック配線　１２心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-39

配線工事　－ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）－ 532頁1表

配線工事　静電遮蔽付制御用ケーブル　銅テープ

T2070-5102 -012 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　２心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-01

-020 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 1-02

-035 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-03

-055 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-04

-5103 -012 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　３心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-05

-020 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 1-06

-035 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-07

-055 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-08

-5104 -012 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　４心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-09

-020 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 1-10

-035 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-11

-055 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-12

-5105 -012 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　５心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-13

-020 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　５心　２ｍｍ２ ｍ 1-14

-035 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　５心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-15

-055 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　５心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-16

-5106 -012 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　６心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-17

-020 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　６心　２ｍｍ２ ｍ 1-18

-035 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　６心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-19

-055 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　６心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-20

-5107 -012 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　７心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-21

-020 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　７心　２ｍｍ２ ｍ 1-22

-035 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　７心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-23

-055 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　７心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-24
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T2070-5108 -012 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　８心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-25

-020 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　８心　２ｍｍ２ ｍ 1-26

-035 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　８心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-27

-055 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　８心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-28

-5110 -012 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　１０心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-29

-020 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　１０心　２ｍｍ２ ｍ 1-30

-035 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　１０心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-31

-055 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　１０心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-32

-5112 -012 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　１２心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-33

-020 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　１２心　２ｍｍ２ ｍ 1-34

-035 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　１２心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-35

-055 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　１２心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-36

-5115 -012 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　１５心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-37

-020 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　１５心　２ｍｍ２ ｍ 1-38

-035 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　１５心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-39

-055 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　１５心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-40

-5120 -012 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　２０心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-41

-020 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　２０心　２ｍｍ２ ｍ 1-42

-035 ＣＶＶ－Ｓ　管内配線　２０心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-43

配線工事　－ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）－ 533頁1表

配線工事　静電遮蔽付制御用ケーブル　銅テープ

T2070-5202 -012 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　２心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-01

-020 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 1-02

-035 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-03

-055 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-04

-5203 -012 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　３心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-05

-020 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 1-06

-035 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-07

-055 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-08

-5204 -012 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　４心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-09

-020 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 1-10

-035 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-11

-055 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-12

-5205 -012 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　５心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-13

-020 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　５心　２ｍｍ２ ｍ 1-14

-035 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　５心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-15

-055 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　５心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-16

-5206 -012 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　６心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-17

-020 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　６心　２ｍｍ２ ｍ 1-18

-035 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　６心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-19

-055 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　６心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-20

-5207 -012 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　７心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-21

-020 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　７心　２ｍｍ２ ｍ 1-22

-035 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　７心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-23

-055 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　７心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-24

-5208 -012 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　８心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-25

-020 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　８心　２ｍｍ２ ｍ 1-26

-035 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　８心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-27

-055 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　８心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-28

-5210 -012 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　１０心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-29

-020 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　１０心　２ｍｍ２ ｍ 1-30

-035 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　１０心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-31

-055 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　１０心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-32

-5212 -012 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　１２心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-33

-020 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　１２心　２ｍｍ２ ｍ 1-34

-035 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　１２心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-35

-055 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　１２心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-36

-5215 -012 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　１５心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-37

-020 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　１５心　２ｍｍ２ ｍ 1-38

-035 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　１５心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-39

-055 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　１５心　５．５ｍｍ２ ｍ 1-40

-5220 -012 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　２０心　１．２５ｍｍ２ ｍ 1-41

-020 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　２０心　２ｍｍ２ ｍ 1-42

-035 ＣＶＶ－Ｓ　ラック配線　２０心　３．５ｍｍ２ ｍ 1-43

配線工事　－ケーブル（ＦＰ、ＦＰ－Ｃ共用型）－ 534頁1表

配線工事　耐火ケーブル（ＦＰ、ＦＰ－Ｃ共用型）

T2040-2102 -012 隠ぺい配線　２心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-01

-016 隠ぺい配線　２心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-02

-020 隠ぺい配線　２心　導体径２ｍｍ ｍ 1-03

-021 隠ぺい配線　２心　公称断面積２ｍｍ２ ｍ 1-04

-035 隠ぺい配線　２心　公称断面積３．５ｍｍ２ ｍ 1-05

-055 隠ぺい配線　２心　公称断面積５．５ｍｍ２ ｍ 1-06

-080 隠ぺい配線　２心　公称断面積８ｍｍ２ ｍ 1-07

-2103 -012 隠ぺい配線　３心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-08

-016 隠ぺい配線　３心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-09

-020 隠ぺい配線　３心　導体径２ｍｍ ｍ 1-10

-021 隠ぺい配線　３心　公称断面積２ｍｍ２ ｍ 1-11

-035 隠ぺい配線　３心　公称断面積３．５ｍｍ２ ｍ 1-12

-2203 -055 隠ぺい配線　３心　公称断面積５．５ｍｍ２ ｍ 1-13

-080 隠ぺい配線　３心　公称断面積８ｍｍ２ ｍ 1-14

-2204 -012 隠ぺい配線　４心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-15

-016 隠ぺい配線　４心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-16

-020 隠ぺい配線　４心　導体径２ｍｍ ｍ 1-17

-021 隠ぺい配線　４心　公称断面積２ｍｍ２ ｍ 1-18

-035 隠ぺい配線　４心　公称断面積３．５ｍｍ２ ｍ 1-19

-055 隠ぺい配線　４心　公称断面積５．５ｍｍ２ ｍ 1-20

-2205 -012 隠ぺい配線　５心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-21

-016 隠ぺい配線　５心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-22

-2206 -012 隠ぺい配線　６心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-23

-016 隠ぺい配線　６心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-24

-2207 -012 隠ぺい配線　７心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-25

-016 隠ぺい配線　７心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-26

配線工事　－ケーブル（ＦＰ、ＦＰ－Ｃ共用型）－ 535頁1表

配線工事　耐火ケーブル（ＦＰ、ＦＰ－Ｃ共用型）

T2040-3101 -021 管内配線　単心　公称断面積２ｍｍ２ ｍ 1-01

-035 管内配線　単心　公称断面積３．５ｍｍ２ ｍ 1-02

T2040-3101 -055 管内配線　単心　公称断面積５．５ｍｍ２ ｍ 1-03

-080 管内配線　単心　公称断面積８ｍｍ２ ｍ 1-04

-140 管内配線　単心　公称断面積１４ｍｍ２ ｍ 1-05

-220 管内配線　単心　公称断面積２２ｍｍ２ ｍ 1-06

-380 管内配線　単心　公称断面積３８ｍｍ２ ｍ 1-07

-600 管内配線　単心　公称断面積６０ｍｍ２ ｍ 1-08

-910 管内配線　単心　公称断面積１００ｍｍ２ ｍ 1-09

-915 管内配線　単心　公称断面積１５０ｍｍ２ ｍ 1-10

-920 管内配線　単心　公称断面積２００ｍｍ２ ｍ 1-11

-3102 -012 管内配線　２心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-12

-016 管内配線　２心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-13

-020 管内配線　２心　導体径２ｍｍ ｍ 1-14

-021 管内配線　２心　公称断面積２ｍｍ２ ｍ 1-15

-035 管内配線　２心　公称断面積３．５ｍｍ２ ｍ 1-16

-055 管内配線　２心　公称断面積５．５ｍｍ２ ｍ 1-17

-080 管内配線　２心　公称断面積８ｍｍ２ ｍ 1-18

-140 管内配線　２心　公称断面積１４ｍｍ２ ｍ 1-19

-220 管内配線　２心　公称断面積２２ｍｍ２ ｍ 1-20

-380 管内配線　２心　公称断面積３８ｍｍ２ ｍ 1-21

-600 管内配線　２心　公称断面積６０ｍｍ２ ｍ 1-22

-910 管内配線　２心　公称断面積１００ｍｍ２ ｍ 1-23

-915 管内配線　２心　公称断面積１５０ｍｍ２ ｍ 1-24

-920 管内配線　２心　公称断面積２００ｍｍ２ ｍ 1-25

-3103 -012 管内配線　３心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-26

-016 管内配線　３心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-27

-020 管内配線　３心　導体径２ｍｍ ｍ 1-28

-021 管内配線　３心　公称断面積２ｍｍ２ ｍ 1-29

-035 管内配線　３心　公称断面積３．５ｍｍ２ ｍ 1-30

-055 管内配線　３心　公称断面積５．５ｍｍ２ ｍ 1-31

-080 管内配線　３心　公称断面積８ｍｍ２ ｍ 1-32

-140 管内配線　３心　公称断面積１４ｍｍ２ ｍ 1-33

-220 管内配線　３心　公称断面積２２ｍｍ２ ｍ 1-34

-380 管内配線　３心　公称断面積３８ｍｍ２ ｍ 1-35

-600 管内配線　３心　公称断面積６０ｍｍ２ ｍ 1-36

-910 管内配線　３心　公称断面積１００ｍｍ２ ｍ 1-37

-915 管内配線　３心　公称断面積１５０ｍｍ２ ｍ 1-38

-920 管内配線　３心　公称断面積２００ｍｍ２ ｍ 1-39

配線工事　－ケーブル（ＦＰ、ＦＰ－Ｃ共用型）－ 536頁1表

配線工事　耐火ケーブル（ＦＰ、ＦＰ－Ｃ共用型）

T2040-3104 -012 管内配線　４心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-01

-016 管内配線　４心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-02

-020 管内配線　４心　導体径２ｍｍ ｍ 1-03

-021 管内配線　４心　公称断面積２ｍｍ２ ｍ 1-04

-035 管内配線　４心　公称断面積３．５ｍｍ２ ｍ 1-05

-055 管内配線　４心　公称断面積５．５ｍｍ２ ｍ 1-06

-3105 -012 管内配線　５心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-07

-016 管内配線　５心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-08

-3106 -012 管内配線　６心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-09

-016 管内配線　６心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-10

-3107 -012 管内配線　７心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-11

-016 管内配線　７心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-12

-3108 -012 管内配線　８心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-13

-016 管内配線　８心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-14

-3110 -012 管内配線　１０心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-15

-016 管内配線　１０心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-16

-3112 -012 管内配線　１２心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-17

-016 管内配線　１２心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-18

-3115 -012 管内配線　１５心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-19

-016 管内配線　１５心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-20

-3120 -012 管内配線　２０心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-21

-016 管内配線　２０心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-22

-3130 -012 管内配線　３０心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-23

-016 管内配線　３０心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-24

配線工事　－ケーブル（ＦＰ、ＦＰ－Ｃ共用型）－ 537頁1表

配線工事　耐火ケーブル（ＦＰ、ＦＰ－Ｃ共用型）

T2040-4101 -021 ラック配線　単心　公称断面積２ｍｍ２ ｍ 1-01

-035 ラック配線　単心　公称断面積３．５ｍｍ２ ｍ 1-02

-055 ラック配線　単心　公称断面積５．５ｍｍ２ ｍ 1-03

-080 ラック配線　単心　公称断面積８ｍｍ２ ｍ 1-04

-140 ラック配線　単心　公称断面積１４ｍｍ２ ｍ 1-05

-220 ラック配線　単心　公称断面積２２ｍｍ２ ｍ 1-06

-380 ラック配線　単心　公称断面積３８ｍｍ２ ｍ 1-07

-600 ラック配線　単心　公称断面積６０ｍｍ２ ｍ 1-08

-910 ラック配線　単心　公称断面積１００ｍｍ２ ｍ 1-09

-915 ラック配線　単心　公称断面積１５０ｍｍ２ ｍ 1-10

-920 ラック配線　単心　公称断面積２００ｍｍ２ ｍ 1-11

-4102 -012 ラック配線　２心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-12

-016 ラック配線　２心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-13

-020 ラック配線　２心　導体径２ｍｍ ｍ 1-14

-021 ラック配線　２心　公称断面積２ｍｍ２ ｍ 1-15

-035 ラック配線　２心　公称断面積３．５ｍｍ２ ｍ 1-16

-055 ラック配線　２心　公称断面積５．５ｍｍ２ ｍ 1-17

-080 ラック配線　２心　公称断面積８ｍｍ２ ｍ 1-18

-140 ラック配線　２心　公称断面積１４ｍｍ２ ｍ 1-19

-220 ラック配線　２心　公称断面積２２ｍｍ２ ｍ 1-20

-380 ラック配線　２心　公称断面積３８ｍｍ２ ｍ 1-21

-600 ラック配線　２心　公称断面積６０ｍｍ２ ｍ 1-22

-910 ラック配線　２心　公称断面積１００ｍｍ２ ｍ 1-23

-915 ラック配線　２心　公称断面積１５０ｍｍ２ ｍ 1-24

-920 ラック配線　２心　公称断面積２００ｍｍ２ ｍ 1-25

-4103 -012 ラック配線　３心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-26

-016 ラック配線　３心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-27

-020 ラック配線　３心　導体径２ｍｍ ｍ 1-28

-021 ラック配線　３心　公称断面積２ｍｍ２ ｍ 1-29

-035 ラック配線　３心　公称断面積３．５ｍｍ２ ｍ 1-30

-055 ラック配線　３心　公称断面積５．５ｍｍ２ ｍ 1-31

-080 ラック配線　３心　公称断面積８ｍｍ２ ｍ 1-32

-140 ラック配線　３心　公称断面積１４ｍｍ２ ｍ 1-33
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T2040-4103 -220 ラック配線　３心　公称断面積２２ｍｍ２ ｍ 1-34

-380 ラック配線　３心　公称断面積３８ｍｍ２ ｍ 1-35

-600 ラック配線　３心　公称断面積６０ｍｍ２ ｍ 1-36

-910 ラック配線　３心　公称断面積１００ｍｍ２ ｍ 1-37

-915 ラック配線　３心　公称断面積１５０ｍｍ２ ｍ 1-38

-920 ラック配線　３心　公称断面積２００ｍｍ２ ｍ 1-39

配線工事　－ケーブル（ＦＰ、ＦＰ－Ｃ共用型）－ 538頁1表

配線工事　耐火ケーブル（ＦＰ、ＦＰ－Ｃ共用型）

T2040-4104 -012 ラック配線　４心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-01

-016 ラック配線　４心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-02

-020 ラック配線　４心　導体径２ｍｍ ｍ 1-03

-021 ラック配線　４心　公称断面積２ｍｍ２ ｍ 1-04

-035 ラック配線　４心　公称断面積３．５ｍｍ２ ｍ 1-05

-055 ラック配線　４心　公称断面積５．５ｍｍ２ ｍ 1-06

-4105 -012 ラック配線　５心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-07

-016 ラック配線　５心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-08

-4106 -012 ラック配線　６心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-09

-016 ラック配線　６心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-10

-4107 -012 ラック配線　７心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-11

-016 ラック配線　７心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-12

-4108 -012 ラック配線　８心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-13

-016 ラック配線　８心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-14

-4110 -012 ラック配線　１０心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-15

-016 ラック配線　１０心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-16

-4112 -012 ラック配線　１２心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-17

-016 ラック配線　１２心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-18

-4115 -012 ラック配線　１５心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-19

-016 ラック配線　１５心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-20

-4120 -012 ラック配線　２０心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-21

-016 ラック配線　２０心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-22

-4130 -012 ラック配線　３０心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-23

-016 ラック配線　３０心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-24

配線工事　－電線（ＨＰ）－ 539頁1表

配線工事　耐熱電線（ＨＰ）

T2100-1090 -002 隠ぺい配線　線心数２心　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-01

-003 隠ぺい配線　線心数３心　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-02

-004 隠ぺい配線　線心数４心　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-03

-005 隠ぺい配線　線心数５心　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-04

-006 隠ぺい配線　線心数６心　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-05

-105 隠ぺい配線　対数５対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-06

-110 隠ぺい配線　対数１０対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-07

-115 隠ぺい配線　対数１５対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-08

-120 隠ぺい配線　対数２０対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-09

-125 隠ぺい配線　対数２５対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-10

-130 隠ぺい配線　対数３０対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-11

-150 隠ぺい配線　対数５０対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-12

-200 隠ぺい配線　対数１００対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-13

-1120 -002 隠ぺい配線　線心数２心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-14

-003 隠ぺい配線　線心数３心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-15

-004 隠ぺい配線　線心数４心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-16

-005 隠ぺい配線　線心数５心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-17

-006 隠ぺい配線　線心数６心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-18

-105 隠ぺい配線　対数５対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-19

-110 隠ぺい配線　対数１０対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-20

-115 隠ぺい配線　対数１５対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-21

-120 隠ぺい配線　対数２０対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-22

-125 隠ぺい配線　対数２５対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-23

-130 隠ぺい配線　対数３０対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-24

-150 隠ぺい配線　対数５０対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-25

-200 隠ぺい配線　対数１００対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-26

配線工事　－電線（ＨＰ）－ 540頁1表

配線工事　耐熱電線（ＨＰ）

T2100-0065 -002 管内配線　線心数２心　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-01

-003 管内配線　線心数３心　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-02

-004 管内配線　線心数４心　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-03

-005 管内配線　線心数５心　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-04

-006 管内配線　線心数６心　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-05

-105 管内配線　対数５対　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-06

-110 管内配線　対数１０対　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-07

-115 管内配線　対数１５対　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-08

-120 管内配線　対数２０対　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-09

-130 管内配線　対数３０対　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-10

-150 管内配線　対数５０対　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-11

-200 管内配線　対数１００対　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-12

-0090 -002 管内配線　線心数２心　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-13

-003 管内配線　線心数３心　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-14

-004 管内配線　線心数４心　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-15

-005 管内配線　線心数５心　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-16

-006 管内配線　線心数６心　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-17

-105 管内配線　対数５対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-18

-110 管内配線　対数１０対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-19

-115 管内配線　対数１５対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-20

-120 管内配線　対数２０対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-21

-125 管内配線　対数２５対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-22

-130 管内配線　対数３０対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-23

-150 管内配線　対数５０対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-24

-200 管内配線　対数１００対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-25

-0120 -002 管内配線　線心数２心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-26

-003 管内配線　線心数３心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-27

-004 管内配線　線心数４心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-28

-005 管内配線　線心数５心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-29

-006 管内配線　線心数６心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-30

-105 管内配線　対数５対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-31

-110 管内配線　対数１０対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-32

-115 管内配線　対数１５対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-33

-120 管内配線　対数２０対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-34

T2100-0120 -125 管内配線　対数２５対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-35

-130 管内配線　対数３０対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-36

-150 管内配線　対数５０対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-37

-200 管内配線　対数１００対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-38

配線工事　－ケーブル（ＡＥ）－ 541頁1表

配線工事　警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル

T2310-0065 -002 ＡＥ　管内配線　線心数２心　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-01

-003 ＡＥ　管内配線　線心数３心　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-02

-004 ＡＥ　管内配線　線心数４心　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-03

-105 ＡＥ　管内配線　対数５対　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-04

-110 ＡＥ　管内配線　対数１０対　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-05

-115 ＡＥ　管内配線　対数１５対　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-06

-120 ＡＥ　管内配線　対数２０対　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-07

-130 ＡＥ　管内配線　対数３０対　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-08

-150 ＡＥ　管内配線　対数５０対　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-09

-200 ＡＥ　管内配線　対数１００対　導体径０．６５ｍｍ ｍ 1-10

-0090 -002 ＡＥ　管内配線　線心数２心　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-11

-003 ＡＥ　管内配線　線心数３心　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-12

-004 ＡＥ　管内配線　線心数４心　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-13

-105 ＡＥ　管内配線　対数５対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-14

-110 ＡＥ　管内配線　対数１０対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-15

-115 ＡＥ　管内配線　対数１５対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-16

-120 ＡＥ　管内配線　対数２０対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-17

-130 ＡＥ　管内配線　対数３０対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-18

-150 ＡＥ　管内配線　対数５０対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-19

-200 ＡＥ　管内配線　対数１００対　導体径０．９ｍｍ ｍ 1-20

-0120 -002 ＡＥ　管内配線　線心数２心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-21

-003 ＡＥ　管内配線　線心数３心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-22

-004 ＡＥ　管内配線　線心数４心　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-23

-105 ＡＥ　管内配線　対数５対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-24

-110 ＡＥ　管内配線　対数１０対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-25

-115 ＡＥ　管内配線　対数１５対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-26

-120 ＡＥ　管内配線　対数２０対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-27

-130 ＡＥ　管内配線　対数３０対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-28

-150 ＡＥ　管内配線　対数５０対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-29

-200 ＡＥ　管内配線　対数１００対　導体径１．２ｍｍ ｍ 1-30

配線工事　－ケーブル（構内）－ 542頁1表

配線工事　構内用ケーブル　ビル構内・ＰＢＸ配線用

T2110-0050 -010 管内配線　導体径０．５ｍｍ　対数１０対 ｍ 1-01

-020 管内配線　導体径０．５ｍｍ　対数２０対 ｍ 1-02

-030 管内配線　導体径０．５ｍｍ　対数３０対 ｍ 1-03

-050 管内配線　導体径０．５ｍｍ　対数５０対 ｍ 1-04

-100 管内配線　導体径０．５ｍｍ　対数１００対 ｍ 1-05

-200 管内配線　導体径０．５ｍｍ　対数２００対 ｍ 1-06

-0065 -010 管内配線　導体径０．６５ｍｍ　対数１０対 ｍ 1-07

-020 管内配線　導体径０．６５ｍｍ　対数２０対 ｍ 1-08

-030 管内配線　導体径０．６５ｍｍ　対数３０対 ｍ 1-09

配線工事　－ケーブル（同軸）－ 542頁2表

配線工事　同軸ケーブル

T2130-0002 -003 管内配線　３Ｃ－２Ｖ ｍ 1-01

-005 管内配線　５Ｃ－２Ｖ ｍ 1-02

-007 管内配線　７Ｃ－２Ｖ ｍ 1-03

-010 管内配線　１０Ｃ－２Ｖ ｍ 1-04

配線工事　－ケーブル（ＦＣＰＥＶ）－ 543頁1表

配線工事　着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル

T2112-0065 -005 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．６５ｍｍ　５対 ｍ 1-01

-010 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．６５ｍｍ　１０対 ｍ 1-02

-015 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．６５ｍｍ　１５対 ｍ 1-03

-020 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．６５ｍｍ　２０対 ｍ 1-04

-025 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．６５ｍｍ　２５対 ｍ 1-05

-030 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．６５ｍｍ　３０対 ｍ 1-06

-050 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．６５ｍｍ　５０対 ｍ 1-07

-100 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．６５ｍｍ　１００対 ｍ 1-08

-0090 -005 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．９ｍｍ　５対 ｍ 1-09

-010 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．９ｍｍ　１０対 ｍ 1-10

-015 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．９ｍｍ　１５対 ｍ 1-11

-020 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．９ｍｍ　２０対 ｍ 1-12

-025 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．９ｍｍ　２５対 ｍ 1-13

-030 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．９ｍｍ　３０対 ｍ 1-14

-050 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．９ｍｍ　５０対 ｍ 1-15

-100 ＦＣＰＥＶ　管内配線　０．９ｍｍ　１００対 ｍ 1-16

-0120 -005 ＦＣＰＥＶ　管内配線　１．２ｍｍ　５対 ｍ 1-17

-010 ＦＣＰＥＶ　管内配線　１．２ｍｍ　１０対 ｍ 1-18

-015 ＦＣＰＥＶ　管内配線　１．２ｍｍ　１５対 ｍ 1-19

-020 ＦＣＰＥＶ　管内配線　１．２ｍｍ　２０対 ｍ 1-20

-025 ＦＣＰＥＶ　管内配線　１．２ｍｍ　２５対 ｍ 1-21

-030 ＦＣＰＥＶ　管内配線　１．２ｍｍ　３０対 ｍ 1-22

-050 ＦＣＰＥＶ　管内配線　１．２ｍｍ　５０対 ｍ 1-23

-100 ＦＣＰＥＶ　管内配線　１．２ｍｍ　１００対 ｍ 1-24

配線工事　着色識別ポリ絶縁ケーブル　銅テープ遮蔽

T2112-1065 -005 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．６５ｍｍ　５対 ｍ 1-25

-010 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．６５ｍｍ　１０対 ｍ 1-26

-015 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．６５ｍｍ　１５対 ｍ 1-27

-020 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．６５ｍｍ　２０対 ｍ 1-28

-025 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．６５ｍｍ　２５対 ｍ 1-29

-030 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．６５ｍｍ　３０対 ｍ 1-30

-050 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．６５ｍｍ　５０対 ｍ 1-31

-100 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．６５ｍｍ　１００対 ｍ 1-32

-1090 -005 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．９ｍｍ　５対 ｍ 1-33

-010 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．９ｍｍ　１０対 ｍ 1-34

-015 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．９ｍｍ　１５対 ｍ 1-35

-020 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．９ｍｍ　２０対 ｍ 1-36

-025 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．９ｍｍ　２５対 ｍ 1-37
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T2112-1090 -030 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．９ｍｍ　３０対 ｍ 1-38

-050 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．９ｍｍ　５０対 ｍ 1-39

-100 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　０．９ｍｍ　１００対 ｍ 1-40

-1120 -005 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　１．２ｍｍ　５対 ｍ 1-41

-010 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　１．２ｍｍ　１０対 ｍ 1-42

-015 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　１．２ｍｍ　１５対 ｍ 1-43

-020 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　１．２ｍｍ　２０対 ｍ 1-44

-025 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　１．２ｍｍ　２５対 ｍ 1-45

-030 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　１．２ｍｍ　３０対 ｍ 1-46

-050 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　１．２ｍｍ　５０対 ｍ 1-47

-100 ＦＣＰＥＶ－Ｓ　管内配線　１．２ｍｍ　１００対 ｍ 1-48

電線管工事 545頁1表

電線管工事　波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）

T1160-0300 -030 地中配管　呼び径　３０ｍｍ ｍ 1-01

-040 地中配管　呼び径　４０ｍｍ ｍ 1-02

-050 地中配管　呼び径　５０ｍｍ ｍ 1-03

-065 地中配管　呼び径　６５ｍｍ ｍ 1-04

-080 地中配管　呼び径　８０ｍｍ ｍ 1-05

-100 地中配管　呼び径　１００ｍｍ ｍ 1-06

-125 地中配管　呼び径　１２５ｍｍ ｍ 1-07

-150 地中配管　呼び径　１５０ｍｍ ｍ 1-08

電線管工事　ポリエチレンライニング鋼管

T1160-0500 -016 地中配管　径　１６ｍｍ ｍ 1-09

-022 地中配管　径　２２ｍｍ ｍ 1-10

-028 地中配管　径　２８ｍｍ ｍ 1-11

-036 地中配管　径　３６ｍｍ ｍ 1-12

-042 地中配管　径　４２ｍｍ ｍ 1-13

-054 地中配管　径　５４ｍｍ ｍ 1-14

-070 地中配管　径　７０ｍｍ ｍ 1-15

-082 地中配管　径　８２ｍｍ ｍ 1-16

-092 地中配管　径　９２ｍｍ ｍ 1-17

-104 地中配管　径　１０４ｍｍ ｍ 1-18

ボックス類工事 546頁1表

ボックス類工事　アウトレットボックス取付

T1450-0143 -044 四角　大浅型　深４４ｍｍ 個 1-01

-0144 -054 四角　大深型　深５４ｍｍ 個 1-02

ボックス類工事　コンクリートボックス取付

T1450-0241 -010 四角　中浅型　深４４ｍｍ 個 1-03

-0242 -002 四角　中深型２　深７５ｍｍ 個 1-04

-003 四角　中深型３　深１００ｍｍ 個 1-05

-0281 -010 八角　浅型　深４４ｍｍ 個 1-06

-0282 -001 八角　深型１　深５４ｍｍ 個 1-07

-003 八角　深型３　深１００ｍｍ 個 1-08

ボックス類工事　露出用丸型ボックス取付

T1450-0301 -019 薄鋼用　１方出　呼び径１９ｍｍ 個 1-09

-031 薄鋼用　１方出　呼び径３１ｍｍ 個 1-10

-0302 -019 薄鋼用　２方出　呼び径１９ｍｍ 個 1-11

-031 薄鋼用　２方出　呼び径３１ｍｍ 個 1-12

-0303 -019 薄鋼用　３方出　呼び径１９ｍｍ 個 1-13

-031 薄鋼用　３方出　呼び径３１ｍｍ 個 1-14

ボックス類工事　露出角型スイッチボックス取付

T1450-0411 -019 薄鋼用　１個用　１方出　呼び径１９ｍｍ 個 1-15

-031 薄鋼用　１個用　１方出　呼び径３１ｍｍ 個 1-16

-0412 -019 薄鋼用　１個用　２方出　呼び径１９ｍｍ 個 1-17

-031 薄鋼用　１個用　２方出　呼び径３１ｍｍ 個 1-18

-0421 -019 薄鋼用　２個用　１方出　呼び径１９ｍｍ 個 1-19

-025 薄鋼用　２個用　１方出　呼び径２５ｍｍ 個 1-20

-031 薄鋼用　２個用　１方出　呼び径３１ｍｍ 個 1-21

ボックス類工事　合成樹脂スイッチボックス取付

T1452-0101 -014 角形　露出形　１方出　呼び径１４ｍｍ 個 1-22

-016 角形　露出形　１方出　呼び径１６ｍｍ 個 1-23

-0102 -014 角形　露出形　２方出　呼び径１４ｍｍ 個 1-24

-016 角形　露出形　２方出　呼び径１６ｍｍ 個 1-25

照明器具工事　－ＬＥＤ照明器具－ 549頁1表

照明器具工事　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯

U1700-5101 -210 ＬＲＳ３－２－１５　ＬＮ 台 1-01

-220 ＬＲＳ３－２－３０　ＬＮ 台 1-02

-440 ＬＲＳ３－４－４８　ＬＮ 台 1-03

-450 ＬＲＳ３－４－６５　ＬＮ 台 1-04

-5102 -410 ＬＲＳ３Ｌ３Ｇ０－４－３０　ＬＮ 台 1-05

-420 ＬＲＳ３Ｌ３Ｇ０－４－４１　ＬＮ 台 1-06

-5103 -410 ＬＲＳ３Ｆ１－４－２８　ＬＮ 台 1-07

-420 ＬＲＳ３Ｆ１－４－４０　ＬＮ 台 1-08

-5104 -440 ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＮ 台 1-09

-450 ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＮ 台 1-10

-5106 -410 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７　ＬＮ 台 1-11

-420 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６　ＬＮ 台 1-12

-5107 -410 ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ 台 1-13

-420 ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－６２　ＬＮ 台 1-14

-5111 -210 ＬＲＳ６－２－１５　ＬＮ 台 1-15

-220 ＬＲＳ６－２－３０　ＬＮ 台 1-16

-410 ＬＲＳ６－４－２３　ＬＮ 台 1-17

-420 ＬＲＳ６－４－３０　ＬＮ 台 1-18

-440 ＬＲＳ６－４－４８　ＬＮ 台 1-19

-450 ＬＲＳ６－４－６５　ＬＮ 台 1-20

-5112 -410 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－１５　ＬＮ 台 1-21

-420 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－１９　ＬＮ 台 1-22

-430 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－３２　ＬＮ 台 1-23

-440 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－４２　ＬＮ 台 1-24

-5113 -410 ＬＲＳ６Ｌ５－４－２０　ＬＮ 台 1-25

-420 ＬＲＳ６Ｌ５－４－２５　ＬＮ 台 1-26

U1700-5113 -430 ＬＲＳ６Ｌ５－４－４１　ＬＮ 台 1-27

-440 ＬＲＳ６Ｌ５－４－５４　ＬＮ 台 1-28

-5114 -410 ＬＲＳ６Ｆ１－４－１３　ＬＮ 台 1-29

-420 ＬＲＳ６Ｆ１－４－１８　ＬＮ 台 1-30

-430 ＬＲＳ６Ｆ１－４－２８　ＬＮ 台 1-31

-440 ＬＲＳ６Ｆ１－４－４０　ＬＮ 台 1-32

-5116 -410 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１　ＬＮ 台 1-33

-420 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８　ＬＮ 台 1-34

-430 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５　ＬＮ 台 1-35

-440 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０　ＬＮ 台 1-36

照明器具工事　－ＬＥＤ照明器具－ 550頁1表

照明器具工事　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯

U1700-5125 -410 ＬＲＳ８－４－２０　ＬＮ 台 1-01

-420 ＬＲＳ８－４－２６　ＬＮ 台 1-02

-430 ＬＲＳ８－４－４３　ＬＮ 台 1-03

-440 ＬＲＳ８－４－５８　ＬＮ 台 1-04

-5131 -410 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２１　ＬＮ 台 1-05

-420 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２７　ＬＮ 台 1-06

-430 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４４　ＬＮ 台 1-07

-440 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－５８　ＬＮ 台 1-08

照明器具工事　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯

U1700-5211 -210 ＬＳＳ１－２－１５　ＬＮ 台 1-09

-410 ＬＳＳ１－４－２３　ＬＮ 台 1-10

-420 ＬＳＳ１－４－３０　ＬＮ 台 1-11

-440 ＬＳＳ１－４－４８　ＬＮ 台 1-12

-450 ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ 台 1-13

-5212 -210 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－０７　ＬＮ 台 1-14

-220 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－１４　ＬＮ 台 1-15

-410 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－２２　ＬＮ 台 1-16

-420 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０　ＬＮ 台 1-17

-430 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ 台 1-18

-440 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ 台 1-19

-5213 -410 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２２　ＬＮ 台 1-20

-420 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２９　ＬＮ 台 1-21

-430 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－４７　ＬＮ 台 1-22

-440 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ 台 1-23

-5214 -410 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２２　ＬＮ 台 1-24

-420 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２９　ＬＮ 台 1-25

-430 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－４７　ＬＮ 台 1-26

-440 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ 台 1-27

照明器具工事　－ＬＥＤ照明器具－ 551頁1表

照明器具工事　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯

U1700-5221 -440 ＬＳＳ６－４－４８　ＬＮ 台 1-01

-450 ＬＳＳ６－４－６５　ＬＮ 台 1-02

-5225 -410 ＬＳＳ７－４－３８　ＬＮ 台 1-03

-420 ＬＳＳ７－４－５６　ＬＮ 台 1-04

-5231 -210 ＬＳＳ９－２－１５　ＬＮ 台 1-05

-220 ＬＳＳ９－２－３０　ＬＮ 台 1-06

-410 ＬＳＳ９－４－２３　ＬＮ 台 1-07

-420 ＬＳＳ９－４－３０　ＬＮ 台 1-08

-440 ＬＳＳ９－４－４８　ＬＮ 台 1-09

-450 ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ 台 1-10

-5232 -210 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－０７　ＬＮ 台 1-11

-220 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－１４　ＬＮ 台 1-12

-410 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－２２　ＬＮ 台 1-13

-420 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－３０　ＬＮ 台 1-14

-430 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ 台 1-15

-440 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ 台 1-16

-5233 -410 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２２　ＬＮ 台 1-17

-420 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２９　ＬＮ 台 1-18

-430 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－４７　ＬＮ 台 1-19

-440 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ 台 1-20

-5234 -410 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２２　ＬＮ 台 1-21

-420 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２９　ＬＮ 台 1-22

-430 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－４７　ＬＮ 台 1-23

-440 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ 台 1-24

照明器具工事　－ＬＥＤ照明器具－ 552頁1表

照明器具工事　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯

U1700-5241 -210 ＬＳＳ１０－２－１５　ＬＮ 台 1-01

-220 ＬＳＳ１０－２－３０　ＬＮ 台 1-02

-440 ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＮ 台 1-03

-450 ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ 台 1-04

-5242 -410 ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ 台 1-05

-420 ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ 台 1-06

-5243 -410 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－４７　ＬＮ 台 1-07

-420 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ 台 1-08

-5244 -410 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－４７　ＬＮ 台 1-09

-420 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ 台 1-10

-5301 -410 ＬＳＲ１２－４－２１　ＬＮ 台 1-11

-420 ＬＳＲ１２－４－２９　ＬＮ 台 1-12

-430 ＬＳＲ１２－４－４５　ＬＮ 台 1-13

-440 ＬＳＲ１２－４－６２　ＬＮ 台 1-14

照明器具工事　ＬＥＤ照明器具　ブラケット

U1700-5401 -410 ＬＢＳ５－４－１９　ＬＮ 台 1-15

-420 ＬＢＳ５－４－２４　ＬＮ 台 1-16

照明器具工事　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯

U1700-5151 -010 ＬＲＳ１－０５　ＬＮ 台 1-17

-020 ＬＲＳ１－０８　ＬＮ 台 1-18

-030 ＬＲＳ１－１３　ＬＮ 台 1-19

-040 ＬＲＳ１－１７　ＬＮ 台 1-20

-069 ＬＲＳ１－３３　ＬＺ 台 1-21

-079 ＬＲＳ１－４９　ＬＺ 台 1-22

-089 ＬＲＳ１－６５　ＬＺ 台 1-23
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U1700-5151 -099 ＬＲＳ１－８５　ＬＺ 台 1-24

-5152 -010 ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５　ＬＮ 台 1-25

-5153 -010 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８　ＬＮ 台 1-26

-020 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３　ＬＮ 台 1-27

-030 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１７　ＬＮ 台 1-28

照明器具工事　－ＬＥＤ照明器具－ 553頁1表

照明器具工事　ＬＥＤ照明器具　照明制御装置

U1700-9010 -010 ＤＳ１－Ａ 台 1-01

-020 ＤＳ１－ＡＮ 台 1-02

-030 ＤＳ１－ＮＴ 台 1-03

-040 ＤＳ１－Ｎ 台 1-04

-9020 -010 ＤＳ２－Ａ 台 1-05

-020 ＤＳ２－ＡＮ 台 1-06

-030 ＤＳ２－ＮＴ 台 1-07

-040 ＤＳ２－Ｎ 台 1-08

照明器具工事　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯

U1700-5321 -219 ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＺ 台 1-09

-5322 -219 ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＺ 台 1-10

-5321 -419 ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＺ 台 1-11

-5322 -419 ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＺ 台 1-12

-5323 -119 ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＺ 台 1-13

-319 ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＺ 台 1-14

照明器具工事　ＬＥＤ照明器具　ブラケット

U1700-5441 -010 ＬＢＦ２ＲＰ－１０　ＬＮ 台 1-15

照明器具工事　ＬＥＤ照明器具　ガーデンライト

U1700-5631 -010 ＬＰＴ１－０２　ＬＮ 台 1-16

照明器具工事　－非常用ＬＥＤ照明器具－ 553頁2表

照明器具工事　非常用ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯

U1710-6500 -010 Ｋ１－ＬＲＳ１１－１ 台 1-01

-020 Ｋ１－ＬＲＳ１１－２ 台 1-02

-030 Ｋ１－ＬＲＳ１１－３ 台 1-03

照明器具工事　非常用ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯

U1710-6600 -010 Ｋ１－ＬＳＳ１１－１ 台 1-04

-020 Ｋ１－ＬＳＳ１１－２ 台 1-05

-030 Ｋ１－ＬＳＳ１１－３ 台 1-06

-6604 -020 Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２ 台 1-07

-030 Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３ 台 1-08

照明器具工事　－誘導灯器具－ 554頁1表

照明器具工事　誘導灯器具　片面壁埋込形

U1500-1000 -010 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ 台 1-01

-1001 -010 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ 台 1-02

-1002 -010 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ 台 1-03

-1004 -010 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ 台 1-04

-1005 -010 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ 台 1-05

-1006 -010 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ 台 1-06

-1007 -010 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ 台 1-07

照明器具工事　誘導灯器具　片面壁直付け形

U1500-1010 -010 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ 台 1-08

-1011 -010 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ 台 1-09

-1012 -010 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ 台 1-10

-1013 -010 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ 台 1-11

-1014 -010 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ 台 1-12

-1015 -010 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ 台 1-13

-1017 -010 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ 台 1-14

-1018 -010 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ 台 1-15

照明器具工事　－誘導灯器具－ 555頁1表

照明器具工事　誘導灯器具　片面天井埋込形

U1500-1020 -010 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ 台 1-01

-1021 -010 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ 台 1-02

-1022 -010 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ 台 1-03

-1026 -010 ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ 台 1-04

-1027 -010 ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ 台 1-05

照明器具工事　誘導灯器具　両面天井埋込形

U1500-1028 -010 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ 台 1-06

-1029 -010 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ 台 1-07

-1030 -010 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ 台 1-08

-1034 -010 ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ 台 1-09

-1035 -010 ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ 台 1-10

照明器具工事　誘導灯器具　片面天井直付け形

U1500-1040 -010 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ 台 1-11

-1041 -010 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ 台 1-12

-1042 -010 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ 台 1-13

-1043 -010 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ 台 1-14

-1044 -010 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ 台 1-15

-1045 -010 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ 台 1-16

-1046 -010 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ 台 1-17

-1047 -010 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ 台 1-18

照明器具工事　誘導灯器具　両面天井直付け形

U1500-1048 -010 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ 台 1-19

-1049 -010 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ 台 1-20

-1050 -010 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ 台 1-21

-1052 -010 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ 台 1-22

-1053 -010 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ 台 1-23

-1055 -010 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ 台 1-24

-1056 -010 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ 台 1-25

照明器具工事　－誘導灯器具－ 556頁1表

照明器具工事　誘導灯器具　片面壁埋込形

U1500-1060 -010 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ 台 1-01

-1061 -010 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ 台 1-02

-1062 -010 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ 台 1-03

照明器具工事　誘導灯器具　片面壁直付け形

U1500-1070 -010 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ 台 1-04

-1071 -010 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ 台 1-05

-1072 -010 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ 台 1-06

-1073 -010 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ 台 1-07

照明器具工事　誘導灯器具　片面天井埋込形

U1500-1080 -010 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ 台 1-08

-1081 -010 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ 台 1-09

-1082 -010 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ 台 1-10

照明器具工事　誘導灯器具　両面天井埋込形

U1500-1084 -010 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ 台 1-11

-1085 -010 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ 台 1-12

-1086 -010 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ 台 1-13

照明器具工事　誘導灯器具　片面天井直付け形

U1500-1090 -010 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ 台 1-14

-1091 -010 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ 台 1-15

-1092 -010 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ 台 1-16

-1093 -010 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ 台 1-17

照明器具工事　誘導灯器具　両面天井直付け形

U1500-1094 -010 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ 台 1-18

-1095 -010 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ 台 1-19

-1096 -010 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ 台 1-20

通信・情報設備工事 559頁1表

通信・情報工事　電気時計設備　電気時計（親時計）

U6010-0100 -100 壁掛型　［手間］ 台 1-01

-200 据置型　［手間］ 台 1-02

通信・情報工事　電気時計設備　制御監視盤

U6010-1100 -100 制御監視盤　［手間］ 面 1-03

通信・情報工事　電気時計設備　電気時計（子時計）

U6010-0200 -100 ３００～４００ｍｍ　壁掛型　［手間］ 個 1-04

-200 ３００～４００ｍｍ　埋込型　［手間］ 個 1-05

-300 ４００ｍｍ　つり下げ型　［手間］ 個 1-06

通信・情報工事　テレビ共同受信設備　［手間］

U6020-0110 -010 親アンテナ取付け　１段 組 1-07

-020 親アンテナ取付け　２段 組 1-08

-0120 -010 アンテナマスト取付け　建物上 基 1-09

-020 アンテナマスト取付け　壁面 基 1-10

通信・情報工事　テレビ共同受信設備　分配器

U6020-0200 -010 ２分配　［手間］ 個 1-11

-020 ４分配　［手間］ 個 1-12

-030 ６分配　［手間］ 個 1-13

通信・情報工事　テレビ共同受信設備　分岐器

U6020-0300 -010 ２分岐　［手間］ 個 1-14

-020 ４分岐　［手間］ 個 1-15

通信・情報工事　テレビ共同受信設備　直列ユニット

U6020-0400 -010 直列ユニット　［手間］ 個 1-16

通信・情報工事　テレビ共同受信設備　混合器

U6020-0500 -010 混合器　［手間］ 個 1-17

通信・情報工事　テレビ共同受信設備　増幅器

U6020-0600 -010 増幅器　［手間］ 台 1-18

通信・情報工事　テレビ共同受信設備　機器収容箱

U6020-1000 -010 １形　幅３００×高３００ｍｍ　［手間］ 面 1-19

-020 ２形　幅４００×高４００ｍｍ　［手間］ 面 1-20

-030 ３形　幅４５０×高４５０ｍｍ　［手間］ 面 1-21

-040 ４形　幅５００×高５００ｍｍ　［手間］ 面 1-22

-050 ５形　幅５００×高６００ｍｍ　［手間］ 面 1-23

通信・情報設備工事 560頁1表

通信・情報工事　火災報知設備　スポット型感知器

U6030-0110 -010 定温・差動式　［手間］ 個 1-01

通信・情報工事　火災報知設備　煙感知器

U6030-0120 -120 露出型　２種　［手間］ 個 1-02

-220 埋込型　２種　［手間］ 個 1-03

通信・情報工事　火災報知設備　分布型感知器

U6030-0130 -010 １個用　［手間］ 個 1-04

-020 ２個用　［手間］ 個 1-05

-030 ３個用　［手間］ 個 1-06

通信・情報工事　火災報知設備　線状感知器　空気管

U6030-0140 -010 木造、軟質繊維板　［手間］ ｍ 1-07

-020 耐火造打放し　［手間］ ｍ 1-08

通信・情報工事　火災報知設備　発信機　［手間］

U6030-0200 -010 Ｐ型　１級 個 1-09

-020 Ｐ型　２級 個 1-10
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通信・情報工事　火災報知設備　総合盤　［手間］

U6030-0300 -010 Ｐ型　１級発信機 組 1-11

-020 Ｐ型　２級発信機 組 1-12

通信・情報工事　火災報知設備　電鈴　［手間］

U6030-0400 -010 径１５０ｍｍ 個 1-13

通信・情報工事　火災報知設備　試験器　［手間］

U6030-0500 -010 試験器 個 1-14

通信・情報工事　火災報知設備　表示灯　［手間］

U6030-0600 -010 表示灯 個 1-15

通信・情報工事　火災報知設備　標識板　［手間］

U6030-0700 -010 標識板 個 1-16

通信・情報工事　火災報知設備　受信盤　［手間］

U6030-1000 -106 １級　６窓まで 面 1-17

-110 １級　１０窓まで 面 1-18

-115 １級　１５窓まで 面 1-19

-120 １級　２０窓まで 面 1-20

-125 １級　２５窓まで 面 1-21

-130 １級　３０窓まで 面 1-22

-205 ２級　５窓まで 面 1-23

配管工事　－鋼管類－ 567頁1表

配管工事　水道用ライニング鋼管・ガス管　［手間］

W1110-2000 -010 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径１５Ａ ｍ 1-01

-020 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径２０Ａ ｍ 1-02

-030 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径２５Ａ ｍ 1-03

-040 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径３２Ａ ｍ 1-04

-050 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-05

-060 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-06

-070 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-07

-080 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-08

-090 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-09

-100 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-10

-110 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-11

-2001 -010 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径１５Ａ ｍ 1-12

-020 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径２０Ａ ｍ 1-13

-030 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径２５Ａ ｍ 1-14

-040 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径３２Ａ ｍ 1-15

-050 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-16

-060 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-17

-070 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-18

-080 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-19

-090 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-20

-100 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-21

-110 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-22

-1150 -210 屋外配管　ねじ接合　呼び径１５Ａ ｍ 1-23

-220 屋外配管　ねじ接合　呼び径２０Ａ ｍ 1-24

-230 屋外配管　ねじ接合　呼び径２５Ａ ｍ 1-25

-240 屋外配管　ねじ接合　呼び径３２Ａ ｍ 1-26

-250 屋外配管　ねじ接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-27

-260 屋外配管　ねじ接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-28

-270 屋外配管　ねじ接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-29

-280 屋外配管　ねじ接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-30

-290 屋外配管　ねじ接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-31

-300 屋外配管　ねじ接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-32

-310 屋外配管　ねじ接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-33

-2003 -010 地中配管　ねじ接合　呼び径１５Ａ ｍ 1-34

-020 地中配管　ねじ接合　呼び径２０Ａ ｍ 1-35

-030 地中配管　ねじ接合　呼び径２５Ａ ｍ 1-36

-040 地中配管　ねじ接合　呼び径３２Ａ ｍ 1-37

-050 地中配管　ねじ接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-38

-060 地中配管　ねじ接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-39

-070 地中配管　ねじ接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-40

-080 地中配管　ねじ接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-41

-090 地中配管　ねじ接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-42

-100 地中配管　ねじ接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-43

-110 地中配管　ねじ接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-44

配管工事　－鋼管類－ 568頁1表

配管工事　フランジ付ライニング鋼管　［手間］

W1110-2010 -010 屋内一般配管　フランジ接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-01

-020 屋内一般配管　フランジ接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-02

-030 屋内一般配管　フランジ接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-03

-040 屋内一般配管　フランジ接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-04

-050 屋内一般配管　フランジ接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-05

-060 屋内一般配管　フランジ接合　呼び径２００Ａ ｍ 1-06

-070 屋内一般配管　フランジ接合　呼び径２５０Ａ ｍ 1-07

-080 屋内一般配管　フランジ接合　呼び径３００Ａ ｍ 1-08

-1140 -210 機械室・便所配管　フランジ接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-09

-220 機械室・便所配管　フランジ接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-10

-230 機械室・便所配管　フランジ接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-11

-240 機械室・便所配管　フランジ接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-12

-250 機械室・便所配管　フランジ接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-13

-260 機械室・便所配管　フランジ接合　呼び径２００Ａ ｍ 1-14

-270 機械室・便所配管　フランジ接合　呼び径２５０Ａ ｍ 1-15

-280 機械室・便所配管　フランジ接合　呼び径３００Ａ ｍ 1-16

-2012 -010 屋外配管　フランジ接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-17

-020 屋外配管　フランジ接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-18

-030 屋外配管　フランジ接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-19

-040 屋外配管　フランジ接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-20

-050 屋外配管　フランジ接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-21

-060 屋外配管　フランジ接合　呼び径２００Ａ ｍ 1-22

-070 屋外配管　フランジ接合　呼び径２５０Ａ ｍ 1-23

-080 屋外配管　フランジ接合　呼び径３００Ａ ｍ 1-24

-2013 -010 地中配管　フランジ接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-25

W1110-2013 -020 地中配管　フランジ接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-26

-030 地中配管　フランジ接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-27

-040 地中配管　フランジ接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-28

-050 地中配管　フランジ接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-29

-060 地中配管　フランジ接合　呼び径２００Ａ ｍ 1-30

-070 地中配管　フランジ接合　呼び径２５０Ａ ｍ 1-31

-080 地中配管　フランジ接合　呼び径３００Ａ ｍ 1-32

配管工事　－鋼管類－ 569頁1表

配管工事　水道用耐熱塩ビライニング鋼管他［手間］

W1110-2020 -010 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径１５Ａ ｍ 1-01

-020 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径２０Ａ ｍ 1-02

-030 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径２５Ａ ｍ 1-03

-040 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径３２Ａ ｍ 1-04

-050 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-05

-060 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-06

-070 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-07

-080 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-08

-090 屋内一般配管　ねじ接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-09

-1160 -010 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径１５Ａ ｍ 1-10

-020 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径２０Ａ ｍ 1-11

-030 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径２５Ａ ｍ 1-12

-040 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径３２Ａ ｍ 1-13

-050 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-14

-060 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-15

-070 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-16

-080 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-17

-090 機械室・便所配管　ねじ接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-18

-2022 -010 屋外配管　ねじ接合　呼び径１５Ａ ｍ 1-19

-020 屋外配管　ねじ接合　呼び径２０Ａ ｍ 1-20

-030 屋外配管　ねじ接合　呼び径２５Ａ ｍ 1-21

-040 屋外配管　ねじ接合　呼び径３２Ａ ｍ 1-22

-050 屋外配管　ねじ接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-23

-060 屋外配管　ねじ接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-24

-070 屋外配管　ねじ接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-25

-080 屋外配管　ねじ接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-26

-090 屋外配管　ねじ接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-27

配管工事　－鋼管類－ 570頁1表

配管工事　水道用塩ビライニング鋼管　ＶＡ［手間］

W1110-2030 -010 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径５０Ａ ｍ 1-01

-020 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径６５Ａ ｍ 1-02

-030 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径８０Ａ ｍ 1-03

-040 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径１００Ａ ｍ 1-04

-050 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径１２５Ａ ｍ 1-05

-060 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径１５０Ａ ｍ 1-06

-070 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径２００Ａ ｍ 1-07

-080 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径２５０Ａ ｍ 1-08

-090 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径３００Ａ ｍ 1-09

-2031 -010 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径５０Ａ ｍ 1-10

-020 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径６５Ａ ｍ 1-11

-030 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径８０Ａ ｍ 1-12

-040 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径１００Ａ ｍ 1-13

-050 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径１２５Ａ ｍ 1-14

-060 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径１５０Ａ ｍ 1-15

-070 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径２００Ａ ｍ 1-16

-080 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径２５０Ａ ｍ 1-17

-090 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径３００Ａ ｍ 1-18

-2032 -010 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径５０Ａ ｍ 1-19

-020 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径６５Ａ ｍ 1-20

-030 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径８０Ａ ｍ 1-21

-040 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径１００Ａ ｍ 1-22

-050 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径１２５Ａ ｍ 1-23

-060 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径１５０Ａ ｍ 1-24

-070 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径２００Ａ ｍ 1-25

-080 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径２５０Ａ ｍ 1-26

-090 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径３００Ａ ｍ 1-27

配管工事　消火用外面被覆鋼管　［手間］

W1110-2043 -010 地中配管　ねじ接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-28

-020 地中配管　ねじ接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-29

-030 地中配管　ねじ接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-30

-040 地中配管　ねじ接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-31

配管工事　－鋼管類－ 571頁1表

配管工事　配管用炭素鋼鋼管（白・黒）　［手間］

W1110-2050 -010 屋内一般配管　溶接接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-01

-020 屋内一般配管　溶接接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-02

-030 屋内一般配管　溶接接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-03

-040 屋内一般配管　溶接接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-04

-050 屋内一般配管　溶接接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-05

-060 屋内一般配管　溶接接合　呼び径２００Ａ ｍ 1-06

-070 屋内一般配管　溶接接合　呼び径２５０Ａ ｍ 1-07

-080 屋内一般配管　溶接接合　呼び径３００Ａ ｍ 1-08

-2051 -010 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-09

-020 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-10

-030 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-11

-040 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-12

-050 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-13

-060 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径２００Ａ ｍ 1-14

-070 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径２５０Ａ ｍ 1-15

-080 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径３００Ａ ｍ 1-16

-2052 -010 屋外配管　溶接接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-17

-020 屋外配管　溶接接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-18

-030 屋外配管　溶接接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-19

-040 屋外配管　溶接接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-20

-050 屋外配管　溶接接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-21

-060 屋外配管　溶接接合　呼び径２００Ａ ｍ 1-22

-070 屋外配管　溶接接合　呼び径２５０Ａ ｍ 1-23
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W1110-2052 -080 屋外配管　溶接接合　呼び径３００Ａ ｍ 1-24

-2053 -010 地中配管　溶接接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-25

-020 地中配管　溶接接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-26

-030 地中配管　溶接接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-27

-040 地中配管　溶接接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-28

-050 地中配管　溶接接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-29

-060 地中配管　溶接接合　呼び径２００Ａ ｍ 1-30

-070 地中配管　溶接接合　呼び径２５０Ａ ｍ 1-31

-080 地中配管　溶接接合　呼び径３００Ａ ｍ 1-32

配管工事　－鋼管類－ 572頁1表

配管工事　配管用炭素鋼鋼管（白）　［手間］

W1110-2060 -010 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径５０Ａ ｍ 1-01

-020 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径６５Ａ ｍ 1-02

-030 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径８０Ａ ｍ 1-03

-040 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径１００Ａ ｍ 1-04

-050 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径１２５Ａ ｍ 1-05

-060 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径１５０Ａ ｍ 1-06

-070 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径２００Ａ ｍ 1-07

-080 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径２５０Ａ ｍ 1-08

-090 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径３００Ａ ｍ 1-09

-2061 -010 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径５０Ａ ｍ 1-10

-020 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径６５Ａ ｍ 1-11

-030 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径８０Ａ ｍ 1-12

-040 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径１００Ａ ｍ 1-13

-050 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径１２５Ａ ｍ 1-14

-060 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径１５０Ａ ｍ 1-15

-070 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径２００Ａ ｍ 1-16

-080 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径２５０Ａ ｍ 1-17

-090 機械室・便所配管　ハウジング形継手　呼径３００Ａ ｍ 1-18

-2062 -010 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径５０Ａ ｍ 1-19

-020 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径６５Ａ ｍ 1-20

-030 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径８０Ａ ｍ 1-21

-040 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径１００Ａ ｍ 1-22

-050 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径１２５Ａ ｍ 1-23

-060 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径１５０Ａ ｍ 1-24

-070 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径２００Ａ ｍ 1-25

-080 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径２５０Ａ ｍ 1-26

-090 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径３００Ａ ｍ 1-27

配管工事　ガス管・排水用鋼管　［手間］

W1110-2070 -010 屋内一般配管　ＭＤ継手　呼び径４０Ａ ｍ 1-28

-020 屋内一般配管　ＭＤ継手　呼び径５０Ａ ｍ 1-29

-030 屋内一般配管　ＭＤ継手　呼び径６５Ａ ｍ 1-30

-040 屋内一般配管　ＭＤ継手　呼び径８０Ａ ｍ 1-31

-050 屋内一般配管　ＭＤ継手　呼び径１００Ａ ｍ 1-32

-060 屋内一般配管　ＭＤ継手　呼び径１２５Ａ ｍ 1-33

-070 屋内一般配管　ＭＤ継手　呼び径１５０Ａ ｍ 1-34

-080 屋内一般配管　ＭＤ継手　呼び径２００Ａ ｍ 1-35

-2071 -010 機械室・便所配管　ＭＤ継手　呼び径４０Ａ ｍ 1-36

-020 機械室・便所配管　ＭＤ継手　呼び径５０Ａ ｍ 1-37

-030 機械室・便所配管　ＭＤ継手　呼び径６５Ａ ｍ 1-38

-040 機械室・便所配管　ＭＤ継手　呼び径８０Ａ ｍ 1-39

-050 機械室・便所配管　ＭＤ継手　呼び径１００Ａ ｍ 1-40

-060 機械室・便所配管　ＭＤ継手　呼び径１２５Ａ ｍ 1-41

-070 機械室・便所配管　ＭＤ継手　呼び径１５０Ａ ｍ 1-42

-080 機械室・便所配管　ＭＤ継手　呼び径２００Ａ ｍ 1-43

配管工事　－ステンレス鋼管－ 573頁1表

配管工事　ステンレス鋼管　［手間］

W1110-1190 -010 屋内一般配管　圧縮・プレス・拡管接合　１３ＳＵ ｍ 1-01

-020 屋内一般配管　圧縮・プレス・拡管接合　２０ＳＵ ｍ 1-02

-030 屋内一般配管　圧縮・プレス・拡管接合　２５ＳＵ ｍ 1-03

-040 屋内一般配管　圧縮・プレス・拡管接合　３０ＳＵ ｍ 1-04

-050 屋内一般配管　圧縮・プレス・拡管接合　４０ＳＵ ｍ 1-05

-060 屋内一般配管　圧縮・プレス・拡管接合　５０ＳＵ ｍ 1-06

-070 屋内一般配管　圧縮・プレス・拡管接合　６０ＳＵ ｍ 1-07

-2081 -010 機械室・便所配管　圧縮・プレス・拡管接合１３ＳＵ ｍ 1-08

-020 機械室・便所配管　圧縮・プレス・拡管接合２０ＳＵ ｍ 1-09

-030 機械室・便所配管　圧縮・プレス・拡管接合２５ＳＵ ｍ 1-10

-040 機械室・便所配管　圧縮・プレス・拡管接合３０ＳＵ ｍ 1-11

-050 機械室・便所配管　圧縮・プレス・拡管接合４０ＳＵ ｍ 1-12

-060 機械室・便所配管　圧縮・プレス・拡管接合５０ＳＵ ｍ 1-13

-070 機械室・便所配管　圧縮・プレス・拡管接合６０ＳＵ ｍ 1-14

-2082 -010 屋外配管　圧縮・プレス・拡管接合　呼び径１３ＳＵ ｍ 1-15

-020 屋外配管　圧縮・プレス・拡管接合　呼び径２０ＳＵ ｍ 1-16

-030 屋外配管　圧縮・プレス・拡管接合　呼び径２５ＳＵ ｍ 1-17

-040 屋外配管　圧縮・プレス・拡管接合　呼び径３０ＳＵ ｍ 1-18

-050 屋外配管　圧縮・プレス・拡管接合　呼び径４０ＳＵ ｍ 1-19

-060 屋外配管　圧縮・プレス・拡管接合　呼び径５０ＳＵ ｍ 1-20

-070 屋外配管　圧縮・プレス・拡管接合　呼び径６０ＳＵ ｍ 1-21

-2083 -010 地中配管　圧縮・プレス・拡管接合　呼び径１３ＳＵ ｍ 1-22

-020 地中配管　圧縮・プレス・拡管接合　呼び径２０ＳＵ ｍ 1-23

-030 地中配管　圧縮・プレス・拡管接合　呼び径２５ＳＵ ｍ 1-24

-040 地中配管　圧縮・プレス・拡管接合　呼び径３０ＳＵ ｍ 1-25

-050 地中配管　圧縮・プレス・拡管接合　呼び径４０ＳＵ ｍ 1-26

-060 地中配管　圧縮・プレス・拡管接合　呼び径５０ＳＵ ｍ 1-27

-070 地中配管　圧縮・プレス・拡管接合　呼び径６０ＳＵ ｍ 1-28

配管工事　－ステンレス鋼管－ 574頁1表

配管工事　ステンレス鋼管　［手間］

W1110-1210 -010 屋内一般配管　溶接接合　呼び径１３ＳＵ ｍ 1-01

-020 屋内一般配管　溶接接合　呼び径２０ＳＵ ｍ 1-02

-030 屋内一般配管　溶接接合　呼び径２５ＳＵ ｍ 1-03

-040 屋内一般配管　溶接接合　呼び径３０ＳＵ ｍ 1-04

-050 屋内一般配管　溶接接合　呼び径４０ＳＵ ｍ 1-05

-060 屋内一般配管　溶接接合　呼び径５０ＳＵ ｍ 1-06

-070 屋内一般配管　溶接接合　呼び径６０ＳＵ ｍ 1-07

-080 屋内一般配管　溶接接合　呼び径７５ＳＵ ｍ 1-08

W1110-1210 -150 屋内一般配管　溶接接合　呼び径８０ＳＵ ｍ 1-09

-090 屋内一般配管　溶接接合　呼び径１００ＳＵ ｍ 1-10

-100 屋内一般配管　溶接接合　呼び径１２５ＳＵ ｍ 1-11

-110 屋内一般配管　溶接接合　呼び径１５０ＳＵ ｍ 1-12

-120 屋内一般配管　溶接接合　呼び径２００ＳＵ ｍ 1-13

-130 屋内一般配管　溶接接合　呼び径２５０ＳＵ ｍ 1-14

-140 屋内一般配管　溶接接合　呼び径３００ＳＵ ｍ 1-15

-2091 -010 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径１３ＳＵ ｍ 1-16

-020 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径２０ＳＵ ｍ 1-17

-030 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径２５ＳＵ ｍ 1-18

-040 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径３０ＳＵ ｍ 1-19

-050 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径４０ＳＵ ｍ 1-20

-060 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径５０ＳＵ ｍ 1-21

-070 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径６０ＳＵ ｍ 1-22

-080 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径７５ＳＵ ｍ 1-23

-090 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径８０ＳＵ ｍ 1-24

-100 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径１００ＳＵ ｍ 1-25

-110 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径１２５ＳＵ ｍ 1-26

-120 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径１５０ＳＵ ｍ 1-27

-130 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径２００ＳＵ ｍ 1-28

-140 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径２５０ＳＵ ｍ 1-29

-150 機械室・便所配管　溶接接合　呼び径３００ＳＵ ｍ 1-30

-2092 -010 屋外配管　溶接接合　呼び径１３ＳＵ ｍ 1-31

-020 屋外配管　溶接接合　呼び径２０ＳＵ ｍ 1-32

-030 屋外配管　溶接接合　呼び径２５ＳＵ ｍ 1-33

-040 屋外配管　溶接接合　呼び径３０ＳＵ ｍ 1-34

-050 屋外配管　溶接接合　呼び径４０ＳＵ ｍ 1-35

-060 屋外配管　溶接接合　呼び径５０ＳＵ ｍ 1-36

-070 屋外配管　溶接接合　呼び径６０ＳＵ ｍ 1-37

-080 屋外配管　溶接接合　呼び径７５ＳＵ ｍ 1-38

-090 屋外配管　溶接接合　呼び径８０ＳＵ ｍ 1-39

-100 屋外配管　溶接接合　呼び径１００ＳＵ ｍ 1-40

-110 屋外配管　溶接接合　呼び径１２５ＳＵ ｍ 1-41

-120 屋外配管　溶接接合　呼び径１５０ＳＵ ｍ 1-42

-130 屋外配管　溶接接合　呼び径２００ＳＵ ｍ 1-43

-140 屋外配管　溶接接合　呼び径２５０ＳＵ ｍ 1-44

-150 屋外配管　溶接接合　呼び径３００ＳＵ ｍ 1-45

配管工事　－ステンレス鋼管－ 575頁1表

配管工事　ステンレス鋼管　［手間］

W1110-2093 -010 地中配管　溶接接合　呼び径１３ＳＵ ｍ 1-01

-020 地中配管　溶接接合　呼び径２０ＳＵ ｍ 1-02

-030 地中配管　溶接接合　呼び径２５ＳＵ ｍ 1-03

-040 地中配管　溶接接合　呼び径３０ＳＵ ｍ 1-04

-050 地中配管　溶接接合　呼び径４０ＳＵ ｍ 1-05

-060 地中配管　溶接接合　呼び径５０ＳＵ ｍ 1-06

-070 地中配管　溶接接合　呼び径６０ＳＵ ｍ 1-07

-080 地中配管　溶接接合　呼び径７５ＳＵ ｍ 1-08

-090 地中配管　溶接接合　呼び径８０ＳＵ ｍ 1-09

-100 地中配管　溶接接合　呼び径１００ＳＵ ｍ 1-10

-110 地中配管　溶接接合　呼び径１２５ＳＵ ｍ 1-11

-120 地中配管　溶接接合　呼び径１５０ＳＵ ｍ 1-12

-130 地中配管　溶接接合　呼び径２００ＳＵ ｍ 1-13

-140 地中配管　溶接接合　呼び径２５０ＳＵ ｍ 1-14

-150 地中配管　溶接接合　呼び径３００ＳＵ ｍ 1-15

配管工事　一般配管用ステンレス鋼管　［手間］

W1110-2100 -010 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径６０ＳＵ ｍ 1-16

-020 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径７５ＳＵ ｍ 1-17

-030 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径８０ＳＵ ｍ 1-18

-040 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径１００ＳＵ ｍ 1-19

-050 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径１２５ＳＵ ｍ 1-20

-060 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径１５０ＳＵ ｍ 1-21

-070 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径２００ＳＵ ｍ 1-22

-080 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径２５０ＳＵ ｍ 1-23

-090 屋内一般配管　ハウジング形継手　呼び径３００ＳＵ ｍ 1-24

-2101 -010 機械室・便所配管　ハウジング形継手　径６０ＳＵ ｍ 1-25

-020 機械室・便所配管　ハウジング形継手　径７５ＳＵ ｍ 1-26

-030 機械室・便所配管　ハウジング形継手　径８０ＳＵ ｍ 1-27

-040 機械室・便所配管　ハウジング形継手　径１００ＳＵ ｍ 1-28

-050 機械室・便所配管　ハウジング形継手　径１２５ＳＵ ｍ 1-29

-060 機械室・便所配管　ハウジング形継手　径１５０ＳＵ ｍ 1-30

-070 機械室・便所配管　ハウジング形継手　径２００ＳＵ ｍ 1-31

-080 機械室・便所配管　ハウジング形継手　径２５０ＳＵ ｍ 1-32

-090 機械室・便所配管　ハウジング形継手　径３００ＳＵ ｍ 1-33

-2102 -010 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径６０ＳＵ ｍ 1-34

-020 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径７５ＳＵ ｍ 1-35

-030 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径８０ＳＵ ｍ 1-36

-040 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径１００ＳＵ ｍ 1-37

-050 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径１２５ＳＵ ｍ 1-38

-060 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径１５０ＳＵ ｍ 1-39

-070 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径２００ＳＵ ｍ 1-40

-080 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径２５０ＳＵ ｍ 1-41

-090 屋外配管　ハウジング形継手　呼び径３００ＳＵ ｍ 1-42

配管工事　－排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管－ 576頁1表

配管工事　排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管

W1110-2110 -010 屋内一般配管　ねじ接合　呼径３２Ａ　［手間］ ｍ 1-01

-020 屋内一般配管　ねじ接合　呼径４０Ａ　［手間］ ｍ 1-02

-030 屋内一般配管　ねじ接合　呼径５０Ａ　［手間］ ｍ 1-03

-040 屋内一般配管　ねじ接合　呼径６５Ａ　［手間］ ｍ 1-04

-050 屋内一般配管　ねじ接合　呼径８０Ａ　［手間］ ｍ 1-05

-060 屋内一般配管　ねじ接合　呼径１００Ａ　［手間］ ｍ 1-06

-070 屋内一般配管　ねじ接合　呼径１２５Ａ　［手間］ ｍ 1-07

-080 屋内一般配管　ねじ接合　呼径１５０Ａ　［手間］ ｍ 1-08

-2111 -010 機械室・便所配管　ねじ接合　呼径３２Ａ　［手間］ ｍ 1-09

-020 機械室・便所配管　ねじ接合　呼径４０Ａ　［手間］ ｍ 1-10

-030 機械室・便所配管　ねじ接合　呼径５０Ａ　［手間］ ｍ 1-11

-040 機械室・便所配管　ねじ接合　呼径６５Ａ　［手間］ ｍ 1-12

-050 機械室・便所配管　ねじ接合　呼径８０Ａ　［手間］ ｍ 1-13
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W1110-2111 -060 機械室・便所配管　ねじ接合　呼径１００Ａ［手間］ ｍ 1-14

-070 機械室・便所配管　ねじ接合　呼径１２５Ａ［手間］ ｍ 1-15

-080 機械室・便所配管　ねじ接合　呼径１５０Ａ［手間］ ｍ 1-16

-2112 -010 屋外配管　ねじ接合　呼び径３２Ａ　［手間］ ｍ 1-17

-020 屋外配管　ねじ接合　呼び径４０Ａ　［手間］ ｍ 1-18

-030 屋外配管　ねじ接合　呼び径５０Ａ　［手間］ ｍ 1-19

-040 屋外配管　ねじ接合　呼び径６５Ａ　［手間］ ｍ 1-20

-050 屋外配管　ねじ接合　呼び径８０Ａ　［手間］ ｍ 1-21

-060 屋外配管　ねじ接合　呼び径１００Ａ　［手間］ ｍ 1-22

-070 屋外配管　ねじ接合　呼び径１２５Ａ　［手間］ ｍ 1-23

-080 屋外配管　ねじ接合　呼び径１５０Ａ　［手間］ ｍ 1-24

-2113 -010 地中配管　ねじ接合　呼び径３２Ａ　［手間］ ｍ 1-25

-020 地中配管　ねじ接合　呼び径４０Ａ　［手間］ ｍ 1-26

-030 地中配管　ねじ接合　呼び径５０Ａ　［手間］ ｍ 1-27

-040 地中配管　ねじ接合　呼び径６５Ａ　［手間］ ｍ 1-28

-050 地中配管　ねじ接合　呼び径８０Ａ　［手間］ ｍ 1-29

-060 地中配管　ねじ接合　呼び径１００Ａ　［手間］ ｍ 1-30

-070 地中配管　ねじ接合　呼び径１２５Ａ　［手間］ ｍ 1-31

-080 地中配管　ねじ接合　呼び径１５０Ａ　［手間］ ｍ 1-32

配管工事　－遠心力鉄筋コンクリート管（排水）－ 576頁2表

配管工事　遠心力鉄筋コンクリート管　［手間］

W1110-1220 -020 地中配管　ソケット接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-01

-030 地中配管　ソケット接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-02

-040 地中配管　ソケット接合　呼び径２００Ａ ｍ 1-03

-050 地中配管　ソケット接合　呼び径２５０Ａ ｍ 1-04

-060 地中配管　ソケット接合　呼び径３００Ａ ｍ 1-05

配管工事　－銅管－ 577頁1表

配管工事　銅管（Ｍ・被覆・保温付被覆）　［手間］

W1110-2120 -010 屋内一般配管　ろう接合　呼び径１５Ａ ｍ 1-01

-020 屋内一般配管　ろう接合　呼び径２０Ａ ｍ 1-02

-030 屋内一般配管　ろう接合　呼び径２５Ａ ｍ 1-03

-040 屋内一般配管　ろう接合　呼び径３２Ａ ｍ 1-04

-050 屋内一般配管　ろう接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-05

-060 屋内一般配管　ろう接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-06

-070 屋内一般配管　ろう接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-07

-080 屋内一般配管　ろう接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-08

-090 屋内一般配管　ろう接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-09

-100 屋内一般配管　ろう接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-10

-110 屋内一般配管　ろう接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-11

-2121 -010 機械室・便所配管　ろう接合　呼び径１５Ａ ｍ 1-12

-020 機械室・便所配管　ろう接合　呼び径２０Ａ ｍ 1-13

-030 機械室・便所配管　ろう接合　呼び径２５Ａ ｍ 1-14

-040 機械室・便所配管　ろう接合　呼び径３２Ａ ｍ 1-15

-050 機械室・便所配管　ろう接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-16

-060 機械室・便所配管　ろう接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-17

-070 機械室・便所配管　ろう接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-18

-080 機械室・便所配管　ろう接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-19

-090 機械室・便所配管　ろう接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-20

-100 機械室・便所配管　ろう接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-21

-110 機械室・便所配管　ろう接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-22

-2122 -010 屋外配管　ろう接合　呼び径１５Ａ ｍ 1-23

-020 屋外配管　ろう接合　呼び径２０Ａ ｍ 1-24

-030 屋外配管　ろう接合　呼び径２５Ａ ｍ 1-25

-040 屋外配管　ろう接合　呼び径３２Ａ ｍ 1-26

-050 屋外配管　ろう接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-27

-060 屋外配管　ろう接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-28

-070 屋外配管　ろう接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-29

-080 屋外配管　ろう接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-30

-090 屋外配管　ろう接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-31

-100 屋外配管　ろう接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-32

-110 屋外配管　ろう接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-33

配管工事　－硬質ポリ塩化ビニル管－ 578頁1表

配管工事　塩ビ管（ＨＩＶＰ・ＶＷ・ＶＰ）［手間］

W1110-1250 -010 屋内一般配管　接着接合　呼び径１５Ａ ｍ 1-01

-020 屋内一般配管　接着接合　呼び径２０Ａ ｍ 1-02

-030 屋内一般配管　接着接合　呼び径２５Ａ ｍ 1-03

-040 屋内一般配管　接着接合　呼び径３０Ａ ｍ 1-04

-050 屋内一般配管　接着接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-05

-060 屋内一般配管　接着接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-06

-070 屋内一般配管　接着接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-07

-080 屋内一般配管　接着接合　呼び径７５Ａ ｍ 1-08

-090 屋内一般配管　接着接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-09

-100 屋内一般配管　接着接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-10

-110 屋内一般配管　接着接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-11

-2131 -010 機械室・便所配管　接着接合　呼び径１５Ａ ｍ 1-12

-020 機械室・便所配管　接着接合　呼び径２０Ａ ｍ 1-13

-030 機械室・便所配管　接着接合　呼び径２５Ａ ｍ 1-14

-040 機械室・便所配管　接着接合　呼び径３０Ａ ｍ 1-15

-050 機械室・便所配管　接着接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-16

-060 機械室・便所配管　接着接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-17

-070 機械室・便所配管　接着接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-18

-080 機械室・便所配管　接着接合　呼び径７５Ａ ｍ 1-19

-090 機械室・便所配管　接着接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-20

-100 機械室・便所配管　接着接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-21

-110 機械室・便所配管　接着接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-22

-1250 -150 屋外配管　接着接合　呼び径１５Ａ ｍ 1-23

-160 屋外配管　接着接合　呼び径２０Ａ ｍ 1-24

-170 屋外配管　接着接合　呼び径２５Ａ ｍ 1-25

-180 屋外配管　接着接合　呼び径３０Ａ ｍ 1-26

-190 屋外配管　接着接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-27

-200 屋外配管　接着接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-28

-210 屋外配管　接着接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-29

-220 屋外配管　接着接合　呼び径７５Ａ ｍ 1-30

-230 屋外配管　接着接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-31

-240 屋外配管　接着接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-32

-250 屋外配管　接着接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-33

W1110-2133 -010 地中配管　接着接合　呼び径１５Ａ ｍ 1-34

-020 地中配管　接着接合　呼び径２０Ａ ｍ 1-35

-030 地中配管　接着接合　呼び径２５Ａ ｍ 1-36

-040 地中配管　接着接合　呼び径３０Ａ ｍ 1-37

-050 地中配管　接着接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-38

-060 地中配管　接着接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-39

-070 地中配管　接着接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-40

-080 地中配管　接着接合　呼び径７５Ａ ｍ 1-41

-090 地中配管　接着接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-42

-100 地中配管　接着接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-43

-110 地中配管　接着接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-44

配管工事　－耐火二層管－ 579頁1表

配管工事　耐火二層管　［手間］

W1110-2150 -010 屋内一般配管　接着接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-01

-020 屋内一般配管　接着接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-02

-030 屋内一般配管　接着接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-03

-040 屋内一般配管　接着接合　呼び径７５Ａ ｍ 1-04

-050 屋内一般配管　接着接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-05

-060 屋内一般配管　接着接合　呼び径１２５Ａ ｍ 1-06

-070 屋内一般配管　接着接合　呼び径１５０Ａ ｍ 1-07

配管工事　－鉛管－ 579頁2表

配管工事　鉛管（排水）　［手間］

W1110-1270 -010 機械室・便所配管　プラスタン接合　呼び径３０Ａ ｍ 1-01

-020 機械室・便所配管　プラスタン接合　呼び径４０Ａ ｍ 1-02

-030 機械室・便所配管　プラスタン接合　呼び径５０Ａ ｍ 1-03

-040 機械室・便所配管　プラスタン接合　呼び径６５Ａ ｍ 1-04

-050 機械室・便所配管　プラスタン接合　呼び径８０Ａ ｍ 1-05

-060 機械室・便所配管　プラスタン接合　呼び径１００Ａ ｍ 1-06

配管工事　－冷媒管－ 579頁3表

配管工事　冷媒用銅管　［手間］

W1110-1280 -010 空調冷媒用配管　ろう接合　外径６．４ｍｍ ｍ 1-01

-020 空調冷媒用配管　ろう接合　外径９．５ｍｍ ｍ 1-02

-030 空調冷媒用配管　ろう接合　外径１２．７ｍｍ ｍ 1-03

-040 空調冷媒用配管　ろう接合　外径１５．９ｍｍ ｍ 1-04

-050 空調冷媒用配管　ろう接合　外径１９．１ｍｍ ｍ 1-05

-060 空調冷媒用配管　ろう接合　外径２２．２ｍｍ ｍ 1-06

-070 空調冷媒用配管　ろう接合　外径２５．４ｍｍ ｍ 1-07

-080 空調冷媒用配管　ろう接合　外径２８．６ｍｍ ｍ 1-08

-090 空調冷媒用配管　ろう接合　外径３１．８ｍｍ ｍ 1-09

-100 空調冷媒用配管　ろう接合　外径３４．９ｍｍ ｍ 1-10

-110 空調冷媒用配管　ろう接合　外径３８．１ｍｍ ｍ 1-11

-120 空調冷媒用配管　ろう接合　外径４４．５ｍｍ ｍ 1-12

-130 空調冷媒用配管　ろう接合　外径５０．８ｍｍ ｍ 1-13

配管工事　冷媒用被覆銅管　［手間］

W1110-2144 -010 空調冷媒用配管　フレヤー接合　外径６．４ｍｍ ｍ 1-14

-020 空調冷媒用配管　フレヤー接合　外径９．５ｍｍ ｍ 1-15

-030 空調冷媒用配管　フレヤー接合　外径１２．７ｍｍ ｍ 1-16

-040 空調冷媒用配管　フレヤー接合　外径１５．９ｍｍ ｍ 1-17

-050 空調冷媒用配管　フレヤー接合　外径１９．１ｍｍ ｍ 1-18

-060 空調冷媒用配管　フレヤー接合　外径２２．２ｍｍ ｍ 1-19

-070 空調冷媒用配管　フレヤー接合　外径２５．４ｍｍ ｍ 1-20

-080 空調冷媒用配管　フレヤー接合　外径２８．６ｍｍ ｍ 1-21

-090 空調冷媒用配管　フレヤー接合　外径３１．８ｍｍ ｍ 1-22

-100 空調冷媒用配管　フレヤー接合　外径３４．９ｍｍ ｍ 1-23

-110 空調冷媒用配管　フレヤー接合　外径３８．１ｍｍ ｍ 1-24

-120 空調冷媒用配管　フレヤー接合　外径４４．５ｍｍ ｍ 1-25

-130 空調冷媒用配管　フレヤー接合　外径５０．８ｍｍ ｍ 1-26

配管工事　－一般弁類－ 580頁1表

配管工事　弁類（仕切弁・玉形弁等）　［手間］

W1110-1310 -010 呼び径１５Ａ 個 1-01

-020 呼び径２０Ａ 個 1-02

-030 呼び径２５Ａ 個 1-03

-040 呼び径３２Ａ 個 1-04

-050 呼び径４０Ａ 個 1-05

-060 呼び径５０Ａ 個 1-06

-070 呼び径６５Ａ 個 1-07

-080 呼び径８０Ａ 個 1-08

-090 呼び径１００Ａ 個 1-09

-100 呼び径１２５Ａ 個 1-10

-110 呼び径１５０Ａ 個 1-11

-120 呼び径２００Ａ 個 1-12

-130 呼び径２５０Ａ 個 1-13

-140 呼び径３００Ａ 個 1-14

配管工事　バタフライ弁　［手間］

W1110-2165 -010 呼び径４０Ａ 個 1-15

-020 呼び径５０Ａ 個 1-16

-030 呼び径６５Ａ 個 1-17

-040 呼び径８０Ａ 個 1-18

-050 呼び径１００Ａ 個 1-19

-060 呼び径１２５Ａ 個 1-20

-070 呼び径１５０Ａ 個 1-21

-080 呼び径２００Ａ 個 1-22

配管工事　－伸縮継手－ 581頁1表

配管工事　伸縮継手　［手間］

W1110-1320 -030 ベローズ形、複式・スリーブ形　呼び径２５Ａ 個 1-01

-040 ベローズ形、複式・スリーブ形　呼び径３２Ａ 個 1-02

-050 ベローズ形、複式・スリーブ形　呼び径４０Ａ 個 1-03

-060 ベローズ形、複式・スリーブ形　呼び径５０Ａ 個 1-04

-070 ベローズ形、複式・スリーブ形　呼び径６５Ａ 個 1-05
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W1110-1320 -080 ベローズ形、複式・スリーブ形　呼び径８０Ａ 個 1-06

-090 ベローズ形、複式・スリーブ形　呼び径１００Ａ 個 1-07

-100 ベローズ形、複式・スリーブ形　呼び径１２５Ａ 個 1-08

-110 ベローズ形、複式・スリーブ形　呼び径１５０Ａ 個 1-09

-120 ベローズ形、複式・スリーブ形　呼び径２００Ａ 個 1-10

配管工事　フレキシブルジョイント等　［手間］

W1110-1320 -230 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手　２５Ａ 個 1-11

-240 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手　３２Ａ 個 1-12

-250 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手　４０Ａ 個 1-13

-260 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手　５０Ａ 個 1-14

-270 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手　６５Ａ 個 1-15

-280 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手　８０Ａ 個 1-16

-290 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手１００Ａ 個 1-17

-300 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手１２５Ａ 個 1-18

-310 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手１５０Ａ 個 1-19

-320 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手２００Ａ 個 1-20

配管工事　－圧力計・温度計等－ 581頁2表

配管工事　圧力計・温度計等　［手間］

W1110-1330 -010 圧力計 組 1-01

-020 連成計 組 1-02

-030 真空計 組 1-03

-040 温度計 個 1-04

-060 フロートスイッチ　オイルサービスタンク用 個 1-05

-080 地震感知装置　配管配線工事別途 組 1-06

-090 ばい煙濃度計　配管配線工事別途 組 1-07

-100 瞬間流量計 個 1-08

保温工事 582頁1表

保温工事　機器類　冷水タンク・冷温水タンク

W1120-1271 -010 グラスウール　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-01

保温工事　機器類　冷水ヘッダー・冷温水ヘッダー

W1120-1271 -020 グラスウール　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-02

保温工事　機器類　温水タンク・還水タンク

W1120-1271 -030 グラスウール　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-03

保温工事　機器類　温水ヘッダー・蒸気ヘッダー

W1120-1271 -040 グラスウール　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-04

保温工事　機器類　熱交換器

W1120-1271 -050 グラスウール　厚５０ｍｍ ｍ２ 1-05

保温工事　機器類　膨張タンク

W1120-1271 -060 グラスウール　厚２５ｍｍ ｍ２ 1-06

保温工事　弁類（冷水・冷温水）（グラスウール）

W1120-1310 -010 屋内露出　呼び径６５Ａ×厚４０ｍｍ 個 1-07

-020 屋内露出　呼び径８０Ａ×厚４０ｍｍ 個 1-08

-030 屋内露出　呼び径１００Ａ×厚４０ｍｍ 個 1-09

-040 屋内露出　呼び径１２５Ａ×厚４０ｍｍ 個 1-10

-050 屋内露出　呼び径１５０Ａ×厚４０ｍｍ 個 1-11

-110 屋外露出　呼び径６５Ａ×厚４０ｍｍ 個 1-12

-120 屋外露出　呼び径８０Ａ×厚４０ｍｍ 個 1-13

-130 屋外露出　呼び径１００Ａ×厚４０ｍｍ 個 1-14

-140 屋外露出　呼び径１２５Ａ×厚４０ｍｍ 個 1-15

-150 屋外露出　呼び径１５０Ａ×厚４０ｍｍ 個 1-16

-210 天井内、パイプスペース内　径６５Ａ×厚４０ｍｍ 個 1-17

-220 天井内、パイプスペース内　径８０Ａ×厚４０ｍｍ 個 1-18

-230 天井内、パイプスペース内　径１００Ａ×厚４０ｍｍ 個 1-19

-240 天井内、パイプスペース内　径１２５Ａ×厚４０ｍｍ 個 1-20

-250 天井内、パイプスペース内　径１５０Ａ×厚４０ｍｍ 個 1-21

設備塗装工事 584頁1表

設備塗装工事　配管用炭素鋼鋼管（黒管）

W1130-1110 -010 露出　１５Ａ ｍ 1-01

-020 露出　２０Ａ ｍ 1-02

-030 露出　２５Ａ ｍ 1-03

-040 露出　３２Ａ ｍ 1-04

-050 露出　４０Ａ ｍ 1-05

-060 露出　５０Ａ ｍ 1-06

-070 露出　６５Ａ ｍ 1-07

-080 露出　８０Ａ ｍ 1-08

-090 露出　１００Ａ ｍ 1-09

-100 露出　１２５Ａ ｍ 1-10

-110 露出　１５０Ａ ｍ 1-11

-120 露出　２００Ａ ｍ 1-12

-210 保温される裸管隠ぺい　１５Ａ ｍ 1-13

-220 保温される裸管隠ぺい　２０Ａ ｍ 1-14

-230 保温される裸管隠ぺい　２５Ａ ｍ 1-15

-240 保温される裸管隠ぺい　３２Ａ ｍ 1-16

-250 保温される裸管隠ぺい　４０Ａ ｍ 1-17

-260 保温される裸管隠ぺい　５０Ａ ｍ 1-18

-270 保温される裸管隠ぺい　６５Ａ ｍ 1-19

-280 保温される裸管隠ぺい　８０Ａ ｍ 1-20

-290 保温される裸管隠ぺい　１００Ａ ｍ 1-21

-300 保温される裸管隠ぺい　１２５Ａ ｍ 1-22

-310 保温される裸管隠ぺい　１５０Ａ ｍ 1-23

設備塗装工事　配管用炭素鋼鋼管（白管・裸）

W1130-1130 -010 露出　１５Ａ ｍ 1-24

-020 露出　２０Ａ ｍ 1-25

-030 露出　２５Ａ ｍ 1-26

-040 露出　３２Ａ ｍ 1-27

-050 露出　４０Ａ ｍ 1-28

-060 露出　５０Ａ ｍ 1-29

-070 露出　６５Ａ ｍ 1-30

W1130-1130 -080 露出　８０Ａ ｍ 1-31

-090 露出　１００Ａ ｍ 1-32

-100 露出　１２５Ａ ｍ 1-33

-110 露出　１５０Ａ ｍ 1-34

-120 露出　２００Ａ ｍ 1-35

設備塗装工事 585頁1表

設備塗装工事　保温外装（亜鉛鉄板）

W1130-1140 -010 露出（保温厚２０ｍｍ）１５Ａ ｍ 1-01

-020 露出（保温厚２０ｍｍ）２０Ａ ｍ 1-02

-030 露出（保温厚２０ｍｍ）２５Ａ ｍ 1-03

-040 露出（保温厚２０ｍｍ）３２Ａ ｍ 1-04

-050 露出（保温厚２０ｍｍ）４０Ａ ｍ 1-05

-060 露出（保温厚２０ｍｍ）５０Ａ ｍ 1-06

-070 露出（保温厚２０ｍｍ）６５Ａ ｍ 1-07

-080 露出（保温厚２０ｍｍ）８０Ａ ｍ 1-08

-090 露出（保温厚２０ｍｍ）１００Ａ ｍ 1-09

-100 露出（保温厚２０ｍｍ）１２５Ａ ｍ 1-10

-110 露出（保温厚２０ｍｍ）１５０Ａ ｍ 1-11

-210 露出（保温厚２５ｍｍ）１５Ａ ｍ 1-12

-220 露出（保温厚２５ｍｍ）２０Ａ ｍ 1-13

-230 露出（保温厚２５ｍｍ）２５Ａ ｍ 1-14

-240 露出（保温厚２５ｍｍ）３２Ａ ｍ 1-15

-250 露出（保温厚２５ｍｍ）４０Ａ ｍ 1-16

-260 露出（保温厚２５ｍｍ）５０Ａ ｍ 1-17

-270 露出（保温厚２５ｍｍ）６５Ａ ｍ 1-18

-280 露出（保温厚２５ｍｍ）８０Ａ ｍ 1-19

-290 露出（保温厚２５ｍｍ）１００Ａ ｍ 1-20

-300 露出（保温厚２５ｍｍ）１２５Ａ ｍ 1-21

-310 露出（保温厚２５ｍｍ）１５０Ａ ｍ 1-22

-410 露出（保温厚３０ｍｍ）１５Ａ ｍ 1-23

-420 露出（保温厚３０ｍｍ）２０Ａ ｍ 1-24

-430 露出（保温厚３０ｍｍ）２５Ａ ｍ 1-25

-440 露出（保温厚３０ｍｍ）３２Ａ ｍ 1-26

-450 露出（保温厚３０ｍｍ）４０Ａ ｍ 1-27

-460 露出（保温厚３０ｍｍ）５０Ａ ｍ 1-28

-470 露出（保温厚３０ｍｍ）６５Ａ ｍ 1-29

-480 露出（保温厚３０ｍｍ）８０Ａ ｍ 1-30

-490 露出（保温厚３０ｍｍ）１００Ａ ｍ 1-31

-500 露出（保温厚３０ｍｍ）１２５Ａ ｍ 1-32

-510 露出（保温厚３０ｍｍ）１５０Ａ ｍ 1-33

-520 露出（保温厚３０ｍｍ）２００Ａ ｍ 1-34

-610 露出（保温厚４０ｍｍ）３２Ａ ｍ 1-35

-620 露出（保温厚４０ｍｍ）４０Ａ ｍ 1-36

-630 露出（保温厚４０ｍｍ）５０Ａ ｍ 1-37

-640 露出（保温厚４０ｍｍ）６５Ａ ｍ 1-38

-650 露出（保温厚４０ｍｍ）８０Ａ ｍ 1-39

-660 露出（保温厚４０ｍｍ）１００Ａ ｍ 1-40

-670 露出（保温厚４０ｍｍ）１２５Ａ ｍ 1-41

-680 露出（保温厚４０ｍｍ）１５０Ａ ｍ 1-42

-690 露出（保温厚４０ｍｍ）２００Ａ ｍ 1-43

-810 露出（保温厚５０ｍｍ）２００Ａ ｍ 1-44

-820 露出（保温厚５０ｍｍ）２５０Ａ ｍ 1-45

-830 露出（保温厚５０ｍｍ）３００Ａ ｍ 1-46

設備塗装工事 586頁1表

設備塗装工事　機器・その他　鋳鉄製放熱器

W1130-1150 -010 露出 ｍ２ 1-01

設備塗装工事　機器・その他　鋼板製煙道

W1130-1150 -020 耐熱 ｍ２ 1-02

設備塗装工事　ダクト　亜鉛鉄板製ダクト

W1130-1160 -010 露出 ｍ２ 1-03

-030 内面 ｍ２ 1-04

設備塗装工事 587頁1表

設備塗装工事　防錆工事　鉛管（コンクリート内）

W1130-1170 -010 プラスチックテープ　幅２５ｍｍ　２０Ａ ｍ 1-01

-020 プラスチックテープ　幅２５ｍｍ　２５Ａ ｍ 1-02

-030 プラスチックテープ　幅５０ｍｍ　３２Ａ ｍ 1-03

-040 プラスチックテープ　幅５０ｍｍ　４０Ａ ｍ 1-04

-050 プラスチックテープ　幅５０ｍｍ　５０Ａ ｍ 1-05

-060 プラスチックテープ　幅７５ｍｍ　６５Ａ ｍ 1-06

-070 プラスチックテープ　幅７５ｍｍ　８０Ａ ｍ 1-07

-080 プラスチックテープ　幅７５ｍｍ　１００Ａ ｍ 1-08

設備塗装工事　防錆工事　鋼管（土中埋設）

W1130-1170 -210 ペトロラタム系テープ　幅５０ｍｍ　２０Ａ ｍ 1-09

-220 ペトロラタム系テープ　幅５０ｍｍ　２５Ａ ｍ 1-10

-230 ペトロラタム系テープ　幅５０ｍｍ　３２Ａ ｍ 1-11

-240 ペトロラタム系テープ　幅５０ｍｍ　４０Ａ ｍ 1-12

-250 ペトロラタム系テープ　幅１００ｍｍ　５０Ａ ｍ 1-13

-260 ペトロラタム系テープ　幅１００ｍｍ　６５Ａ ｍ 1-14

-270 ペトロラタム系テープ　幅１００ｍｍ　８０Ａ ｍ 1-15

-280 ペトロラタム系テープ　幅１００ｍｍ　１００Ａ ｍ 1-16

-410 ブチル系テープ　幅５０ｍｍ　２０Ａ ｍ 1-17

-420 ブチル系テープ　幅５０ｍｍ　２５Ａ ｍ 1-18

-430 ブチル系テープ　幅５０ｍｍ　３２Ａ ｍ 1-19

-440 ブチル系テープ　幅５０ｍｍ　４０Ａ ｍ 1-20

-450 ブチル系テープ　幅１００ｍｍ　５０Ａ ｍ 1-21

-460 ブチル系テープ　幅１００ｍｍ　６５Ａ ｍ 1-22

-470 ブチル系テープ　幅１００ｍｍ　８０Ａ ｍ 1-23

-480 ブチル系テープ　幅１００ｍｍ　１００Ａ ｍ 1-24

空気調和機設備工事 589頁1表

空調工事　空気熱源パッケージ　圧縮機屋内［手間］

X1200-1010 -010 直吹、ダクト接続　屋内外機　冷房能力１２．５ｋＷ 台 1-01
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X1200-1010 -020 直吹、ダクト接続　屋内外機　冷房能力１８．０ｋＷ 台 1-02

-030 直吹、ダクト接続　屋内外機　冷房能力２５．０ｋＷ 台 1-03

-040 直吹、ダクト接続　屋内外機　冷房能力３５．５ｋＷ 台 1-04

-050 直吹、ダクト接続　屋内外機　冷房能力５０．０ｋＷ 台 1-05

-060 直吹、ダクト接続　屋内外機　冷房能力５６．０ｋＷ 台 1-06

-070 直吹、ダクト接続　屋内外機　冷房能力７１．０ｋＷ 台 1-07

空調工事　空気熱源パッケージ　圧縮機屋外［手間］

X1200-1140 -010 セパレート　屋外機　冷房能力１０．０ｋＷ 台 1-08

-020 セパレート　屋外機　冷房能力１４．０ｋＷ 台 1-09

-030 セパレート　屋外機　冷房能力２０．０ｋＷ 台 1-10

-040 セパレート　屋外機　冷房能力２５．０ｋＷ 台 1-11

-110 セパレート　室内機　カセット型　能力３．２ｋＷ 台 1-12

-120 セパレート　室内機　カセット型　能力５．６ｋＷ 台 1-13

-210 セパレート　室内機　壁掛け型　冷房能力３．２ｋＷ 台 1-14

-220 セパレート　室内機　壁掛け型　冷房能力５．６ｋＷ 台 1-15

-310 セパレート　室内機　床置き型　冷房能力３．２ｋＷ 台 1-16

-320 セパレート　室内機　床置き型　冷房能力５．６ｋＷ 台 1-17

空調工事　パッケージ形空気調和機　［手間］

X1200-1040 -010 水冷式　冷房能力２．５ｋＷ 台 1-18

-020 水冷式　冷房能力５．０ｋＷ 台 1-19

-030 水冷式　冷房能力９．０ｋＷ 台 1-20

-040 水冷式　冷房能力１４．０ｋＷ 台 1-21

-050 水冷式　冷房能力２２．４ｋＷ 台 1-22

-060 水冷式　冷房能力２８．０ｋＷ 台 1-23

-065 水冷式　冷房能力４５．０ｋＷ 台 1-24

-070 水冷式　冷房能力５６．０ｋＷ 台 1-25

-080 水冷式　冷房能力７１．０ｋＷ 台 1-26

-090 水冷式　冷房能力９０．０ｋＷ 台 1-27

-100 水冷式　冷房能力１１２．０ｋＷ 台 1-28

空気調和機設備工事 590頁1表

空調工事　ルームエアコン　セパレート（床置き形）

X1200-1050 -010 圧縮機０．７５ｋＷ　冷房能力２．５ｋＷ　［手間］ 台 1-01

-020 圧縮機１．１０ｋＷ　冷房能力３．６ｋＷ　［手間］ 台 1-02

-030 圧縮機１．５０ｋＷ　冷房能力４．０ｋＷ　［手間］ 台 1-03

-040 圧縮機２．００ｋＷ　冷房能力４．５ｋＷ　［手間］ 台 1-04

空調工事　ルームエアコン　セパレート（壁掛け形）

X1200-1050 -210 圧縮機０．７５ｋＷ　冷房能力２．５ｋＷ　［手間］ 台 1-05

-220 圧縮機１．１０ｋＷ　冷房能力３．６ｋＷ　［手間］ 台 1-06

-230 圧縮機１．５０ｋＷ　冷房能力４．０ｋＷ　［手間］ 台 1-07

-250 圧縮機２．００ｋＷ　冷房能力４．５ｋＷ　［手間］ 台 1-08

-240 圧縮機３．００ｋＷ　冷房能力６．３ｋＷ　［手間］ 台 1-09

空調工事　ファンコイルユニット　［手間］

X1200-1060 -010 床置き形・ローボーイ形　ＦＣＵ－２、ＦＣＵ－３ 台 1-10

-020 床置き形・ローボーイ形　ＦＣＵ－４、ＦＣＵ－６ 台 1-11

-030 床置き形・ローボーイ形　ＦＣＵ－８ 台 1-12

-040 床置き形・ローボーイ形　ＦＣＵ－１２ 台 1-13

-210 天井吊り形　ＦＣＵ－２、ＦＣＵ－３ 台 1-14

-220 天井吊り形　ＦＣＵ－４、ＦＣＵ－６ 台 1-15

-230 天井吊り形　ＦＣＵ－８ 台 1-16

-240 天井吊り形　ＦＣＵ－１２ 台 1-17

-410 カセット形　ＦＣＵ－２、ＦＣＵ－３ 台 1-18

-420 カセット形　ＦＣＵ－４、ＦＣＵ－６ 台 1-19

-430 カセット形　ＦＣＵ－８ 台 1-20

-440 カセット形　ＦＣＵ－１２ 台 1-21

空調工事　ユニット形空気調和機　［手間］

X1200-1070 -020 ユニット形　風量９７８０ｍ３／ｈ 台 1-22

-030 ユニット形　風量１１３００ｍ３／ｈ 台 1-23

-040 ユニット形　風量１７１００ｍ３／ｈ 台 1-24

-050 ユニット形　風量２５９００ｍ３／ｈ 台 1-25

-060 ユニット形　風量３０７００ｍ３／ｈ 台 1-26

-070 ユニット形　風量３５７００ｍ３／ｈ 台 1-27

-080 ユニット形　風量３９４００ｍ３／ｈ 台 1-28

-090 ユニット形　風量４３８００ｍ３／ｈ 台 1-29

空気調和機設備工事 591頁1表

空調工事　送風機　片吸込　［手間］

X1200-1120 -010 Ｎｏ．１・１／４ 台 1-01

-020 Ｎｏ．１・１／２ 台 1-02

-030 Ｎｏ．２ 台 1-03

-040 Ｎｏ．２・１／２ 台 1-04

-050 Ｎｏ．３ 台 1-05

-060 Ｎｏ．３・１／２ 台 1-06

-070 Ｎｏ．４ 台 1-07

-080 Ｎｏ．５ 台 1-08

-090 Ｎｏ．６ 台 1-09

-100 Ｎｏ．７ 台 1-10

-110 Ｎｏ．８ 台 1-11

-120 Ｎｏ．９ 台 1-12

-130 Ｎｏ．１０ 台 1-13

空調工事　送風機　両吸込　［手間］

X1200-1120 -210 Ｎｏ．２ 台 1-14

-220 Ｎｏ．３ 台 1-15

-230 Ｎｏ．４ 台 1-16

-240 Ｎｏ．５ 台 1-17

-250 Ｎｏ．６ 台 1-18

-260 Ｎｏ．７ 台 1-19

-270 Ｎｏ．８ 台 1-20

-280 Ｎｏ．９ 台 1-21

-290 Ｎｏ．１０ 台 1-22

空調工事　送風機　小形送風機　［手間］

X1200-1120 -410 ファンユニット 台 1-23

-420 ミニシロッコファン 台 1-24

X1200-1120 -430 天井埋込み形換気扇 台 1-25

-440 パイプ用ファン 台 1-26

空調工事　送風機　換気扇（圧力扇）　［手間］

X1200-1120 -610 羽根径２００ｍｍ 台 1-27

-620 羽根径２５０ｍｍ 台 1-28

-630 羽根径３００ｍｍ 台 1-29

-640 羽根径４００ｍｍ 台 1-30

-650 羽根径５００ｍｍ 台 1-31

ダクト設備工事 592頁1表

ダクト工事　アングル工法ダクト　ボタンパンチはぜ

X1250-1010 -210 ステンレス鋼板　厚０．５ｍｍ ｍ２ 1-01

-220 ステンレス鋼板　厚０．６ｍｍ ｍ２ 1-02

-230 ステンレス鋼板　厚０．８ｍｍ ｍ２ 1-03

-240 ステンレス鋼板　厚１．０ｍｍ ｍ２ 1-04

ダクト工事　コーナーボルト工法ダクト

X1250-1020 -210 共板工法ダクト　ステンレス鋼板　厚０．５ｍｍ ｍ２ 1-05

-220 共板工法ダクト　ステンレス鋼板　厚０．６ｍｍ ｍ２ 1-06

-230 共板工法ダクト　ステンレス鋼板　厚０．８ｍｍ ｍ２ 1-07

-410 スライド工法ダクト　亜鉛鉄板　厚０．５ｍｍ ｍ２ 1-08

-420 スライド工法ダクト　亜鉛鉄板　厚０．６ｍｍ ｍ２ 1-09

-430 スライド工法ダクト　亜鉛鉄板　厚０．８ｍｍ ｍ２ 1-10

-440 スライド工法ダクト　亜鉛鉄板　厚１．０ｍｍ ｍ２ 1-11

-450 スライド工法ダクト　亜鉛鉄板　厚１．２ｍｍ ｍ２ 1-12

ダクト工事　排煙円形ダクト　排煙

X1250-1040 -010 亜鉛鉄板　鉄板厚０．８ｍｍ　ダクト口径３００ｍｍ ｍ 1-13

-020 亜鉛鉄板　鉄板厚０．８ｍｍ　ダクト口径３５０ｍｍ ｍ 1-14

-030 亜鉛鉄板　鉄板厚０．８ｍｍ　ダクト口径４００ｍｍ ｍ 1-15

-040 亜鉛鉄板　鉄板厚０．８ｍｍ　ダクト口径４５０ｍｍ ｍ 1-16

-210 亜鉛鉄板　鉄板厚１．０ｍｍ　ダクト口径５００ｍｍ ｍ 1-17

-220 亜鉛鉄板　鉄板厚１．０ｍｍ　ダクト口径５５０ｍｍ ｍ 1-18

-230 亜鉛鉄板　鉄板厚１．０ｍｍ　ダクト口径６００ｍｍ ｍ 1-19

-240 亜鉛鉄板　鉄板厚１．０ｍｍ　ダクト口径６５０ｍｍ ｍ 1-20

-250 亜鉛鉄板　鉄板厚１．０ｍｍ　ダクト口径７００ｍｍ ｍ 1-21

-410 亜鉛鉄板　鉄板厚１．２ｍｍ　ダクト口径８００ｍｍ ｍ 1-22

-420 亜鉛鉄板　鉄板厚１．２ｍｍ　ダクト口径９００ｍｍ ｍ 1-23

-430 亜鉛鉄板　鉄板厚１．２ｍｍ　ダクト口径１０００ ｍ 1-24

ダクト工事　フレキシブルダクト　アルミ保温なし

X1250-1050 -010 １本１ｍ以内　ダクト口径１００ｍｍ 本 1-25

-020 １本１ｍ以内　ダクト口径１５０ｍｍ 本 1-26

-030 １本１ｍ以内　ダクト口径２００ｍｍ 本 1-27

-040 １本１ｍ以内　ダクト口径２５０ｍｍ 本 1-28

-050 １本１ｍ以内　ダクト口径３００ｍｍ 本 1-29

-060 １本１ｍ以内　ダクト口径３５０ｍｍ 本 1-30

-070 １本１ｍ以内　ダクト口径４００ｍｍ 本 1-31

ダクト工事　フレキシブルダクト　アルミ保温あり

X1250-1050 -210 １本１ｍ以内　ダクト口径１００ｍｍ 本 1-32

-220 １本１ｍ以内　ダクト口径２００ｍｍ 本 1-33

-230 １本１ｍ以内　ダクト口径３００ｍｍ 本 1-34

-240 １本１ｍ以内　ダクト口径４００ｍｍ 本 1-35

ダクト設備工事 593頁1表

ダクト工事　たわみ継手　（キャンバス継手）

X1250-1090 -010 両吸込形（吹出口のみ）　送風機　Ｎｏ．２以下 組 1-01

-020 両吸込形（吹出口のみ）　送風機　Ｎｏ．２・１／２ 組 1-02

-030 両吸込形（吹出口のみ）　送風機　Ｎｏ．３ 組 1-03

-040 両吸込形（吹出口のみ）　送風機　Ｎｏ．３・１／２ 組 1-04

-050 両吸込形（吹出口のみ）　送風機　Ｎｏ．４ 組 1-05

-060 両吸込形（吹出口のみ）　送風機　Ｎｏ．４・１／２ 組 1-06

-070 両吸込形（吹出口のみ）　送風機　Ｎｏ．５ 組 1-07

-080 両吸込形（吹出口のみ）　送風機　Ｎｏ．５・１／２ 組 1-08

-090 両吸込形（吹出口のみ）　送風機　Ｎｏ．６ 組 1-09

-100 両吸込形（吹出口のみ）　送風機　Ｎｏ．７ 組 1-10

-110 両吸込形（吹出口のみ）　送風機　Ｎｏ．８ 組 1-11

-210 片吸込形（吸込吹出口共）　送風機Ｎｏ．２以下 組 1-12

-220 片吸込形（吸込吹出口共）　送風機Ｎｏ．２・１／２ 組 1-13

-230 片吸込形（吸込吹出口共）　送風機Ｎｏ．３ 組 1-14

-240 片吸込形（吸込吹出口共）　送風機Ｎｏ．３・１／２ 組 1-15

-250 片吸込形（吸込吹出口共）　送風機Ｎｏ．４ 組 1-16

-260 片吸込形（吸込吹出口共）　送風機Ｎｏ．４・１／２ 組 1-17

-270 片吸込形（吸込吹出口共）　送風機Ｎｏ．５ 組 1-18

-280 片吸込形（吸込吹出口共）　送風機Ｎｏ．５・１／２ 組 1-19

-290 片吸込形（吸込吹出口共）　送風機Ｎｏ．６ 組 1-20

-300 片吸込形（吸込吹出口共）　送風機Ｎｏ．７ 組 1-21

-310 片吸込形（吸込吹出口共）　送風機Ｎｏ．８ 組 1-22

ダクト工事　ダクト付属品　外気取入・排気ガラリ

X1250-1060 -410 表面積０．１ｍ２　［手間］ 個 1-23

-420 表面積０．５ｍ２　［手間］ 個 1-24

-430 表面積１．０ｍ２　［手間］ 個 1-25

-440 表面積１．６ｍ２　［手間］ 個 1-26

-450 表面積２．０ｍ２　［手間］ 個 1-27

-460 表面積２．４ｍ２　［手間］ 個 1-28

弁装置類工事 594頁1表

弁類工事　減圧装置（蒸気用）　減圧弁等　［手間］

X1300-1010 -010 高圧３２Ａ－低圧４０Ａ　減圧弁口径２０Ａ 組 1-01

-020 高圧３２Ａ－低圧５０Ａ　減圧弁口径２５Ａ 組 1-02

-030 高圧３２Ａ－低圧６５Ａ　減圧弁口径３２Ａ 組 1-03

-040 高圧４０Ａ－低圧６５Ａ　減圧弁口径４０Ａ 組 1-04

-050 高圧５０Ａ－低圧６５Ａ　減圧弁口径５０Ａ 組 1-05

-060 高圧６５Ａ－低圧８０Ａ　減圧弁口径６５Ａ 組 1-06

-070 高圧８０Ａ－低圧１００Ａ　減圧弁口径８０Ａ 組 1-07

-080 高圧１００Ａ－低圧１２５Ａ　減圧弁口径１００Ａ 組 1-08
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弁類工事　温度調整装置　温度調整弁等　［手間］

X1300-1020 -010 蒸気圧３ｋｇ／ｃｍ２迄　口径２０Ａ 組 1-09

-020 蒸気圧３ｋｇ／ｃｍ２迄　口径２５Ａ 組 1-10

-030 蒸気圧３ｋｇ／ｃｍ２迄　口径３２Ａ 組 1-11

-040 蒸気圧３ｋｇ／ｃｍ２迄　口径４０Ａ 組 1-12

-050 蒸気圧３ｋｇ／ｃｍ２迄　口径５０Ａ 組 1-13

-060 蒸気圧３ｋｇ／ｃｍ２迄　口径６５Ａ 組 1-14

-070 蒸気圧３ｋｇ／ｃｍ２迄　口径８０Ａ 組 1-15

-080 蒸気圧３ｋｇ／ｃｍ２迄　口径１００Ａ 組 1-16

弁類工事　高圧トラップ装置　［手間］

X1300-1030 -010 管末トラップバケット　口径２０Ａ 組 1-17

-020 管末トラップバケット　口径２５Ａ 組 1-18

-030 管末トラップバケット　口径３２Ａ 組 1-19

-040 管末トラップバケット　口径４０Ａ 組 1-20

弁類工事　低圧トラップ装置　［手間］

X1300-1040 -010 管末トラップ　口径２０Ａ 組 1-21

-020 管末トラップ　口径２５Ａ 組 1-22

-030 管末トラップ　口径３２Ａ 組 1-23

弁類工事　多量トラップ装置　［手間］

X1300-1050 -010 蒸気圧３ｋｇ／ｃｍ２迄　口径２０Ａ 組 1-24

-020 蒸気圧３ｋｇ／ｃｍ２迄　口径２５Ａ 組 1-25

-030 蒸気圧３ｋｇ／ｃｍ２迄　口径３２Ａ 組 1-26

-040 蒸気圧３ｋｇ／ｃｍ２迄　口径４０Ａ 組 1-27

-050 蒸気圧３ｋｇ／ｃｍ２迄　口径５０Ａ 組 1-28

-060 蒸気圧３ｋｇ／ｃｍ２迄　口径６５Ａ 組 1-29

弁類工事　三方弁装置　［手間］

X1300-1060 -010 ２５Ａ×２０Ａ　口径２０Ａ 組 1-30

-020 ３２Ａ×２５Ａ　口径２５Ａ 組 1-31

-030 ４０Ａ×３２Ａ　口径３２Ａ 組 1-32

-040 ５０Ａ×４０Ａ　口径４０Ａ 組 1-33

-050 ６５Ａ×５０Ａ　口径５０Ａ 組 1-34

-060 ８０Ａ×６５Ａ　口径６５Ａ 組 1-35

-070 １００Ａ×８０Ａ　口径８０Ａ 組 1-36

-080 １２５Ａ×１００Ａ　口径１００Ａ 組 1-37

-090 １５０Ａ×１２５Ａ　口径１２５Ａ 組 1-38

弁類工事　二方弁装置　［手間］

X1300-1080 -010 ２５Ａ×２０Ａ　口径２０Ａ 組 1-39

-020 ３２Ａ×２５Ａ　口径２５Ａ 組 1-40

-030 ４０Ａ×３２Ａ　口径３２Ａ 組 1-41

-040 ５０Ａ×４０Ａ　口径４０Ａ 組 1-42

-050 ６５Ａ×５０Ａ　口径５０Ａ 組 1-43

-060 ８０Ａ×６５Ａ　口径６５Ａ 組 1-44

弁類工事　電磁弁装置（電磁のみ取付）　［手間］

X1300-1070 -010 管寸法　２０Ａ　口径１５Ａ 個 1-45

-020 管寸法　２５Ａ　口径２０Ａ 個 1-46

-030 管寸法　３２Ａ　口径２５Ａ 個 1-47

-040 管寸法　４０Ａ　口径３２Ａ 個 1-48

-050 管寸法　５０Ａ　口径４０Ａ 個 1-49

給水設備工事　－タンク類－ 596頁1表

給水設備工事　タンク類　［手間］

Y1150-1010 -010 鋼板製一体形タンク　容量　２ｍ３ 基 1-01

-020 鋼板製一体形タンク　容量　３ｍ３ 基 1-02

-030 鋼板製一体形タンク　容量　６ｍ３ 基 1-03

-040 鋼板製一体形タンク　容量　８ｍ３ 基 1-04

-050 鋼板製一体形タンク　容量　１０ｍ３ 基 1-05

-060 鋼板製一体形タンク　容量　１５ｍ３ 基 1-06

-070 鋼板製一体形タンク　容量　２０ｍ３ 基 1-07

-210 ＦＲＰ製一体形タンク　容量　２ｍ３ 基 1-08

-220 ＦＲＰ製一体形タンク　容量　３ｍ３ 基 1-09

-230 ＦＲＰ製一体形タンク　容量　６ｍ３ 基 1-10

-240 ＦＲＰ製一体形タンク　容量　８ｍ３ 基 1-11

-250 ＦＲＰ製一体形タンク　容量　１０ｍ３ 基 1-12

-260 ＦＲＰ製一体形タンク　容量　１５ｍ３ 基 1-13

-270 ＦＲＰ製一体形タンク　容量　２０ｍ３ 基 1-14

給水設備工事　－水栓類－ 596頁2表

給水設備工事　水栓類　［手間］

Y1150-1020 -010 一般水栓類　口径１３Ａ 個 1-01

-020 一般水栓類　口径２０Ａ 個 1-02

-030 湯水混合水栓　口径１３Ａ　２０Ａ共 個 1-03

-040 散水栓　口径１３Ａ　２０Ａ共　箱共 個 1-04

-050 水抜栓　口径１５Ａ　２０Ａ共 個 1-05

-060 不凍水栓　口径１５Ａ　２０Ａ共 個 1-06

-070 水栓柱 個 1-07

給水設備工事　－量水器等－ 597頁1表

給水設備工事　量水器等　量水器　［手間］

Y1150-1030 -010 径１５Ａ　単式・複式　屋内取付 個 1-01

-020 径２０Ａ　単式・複式　屋内取付 個 1-02

-030 径２５Ａ　単式・複式　屋内取付 個 1-03

-040 径３２Ａ　単式・複式　屋内取付 個 1-04

-050 径４０Ａ　単式・複式　屋内取付 個 1-05

-210 径５０Ａ　単式・複式　屋内取付 個 1-06

-220 径６５Ａ　単式・複式　屋内取付 個 1-07

-230 径８０Ａ　単式・複式　屋内取付 個 1-08

-240 径１００Ａ　単式・複式　屋内取付 個 1-09

-250 径１２５Ａ　単式・複式　屋内取付 個 1-10

-260 径１５０Ａ　単式・複式　屋内取付 個 1-11

給水設備工事　量水器等　ボールタップ　［手間］

Y1150-1040 -010 径１５Ａ　屋内取付 個 1-12

Y1150-1040 -020 径２０Ａ　屋内取付 個 1-13

-030 径２５Ａ　屋内取付 個 1-14

-040 径３２Ａ　屋内取付 個 1-15

-050 径４０Ａ　屋内取付 個 1-16

-060 径５０Ａ　屋内取付 個 1-17

-070 径６５Ａ　屋内取付 個 1-18

-080 径８０Ａ　屋内取付 個 1-19

-090 径１００Ａ　屋内取付 個 1-20

-100 径１２５Ａ　屋内取付 個 1-21

給水設備工事　量水器等　定水位弁　［手間］

Y1150-1040 -210 ボールタップ及び電磁弁別途　径２５Ａ　屋内取付 個 1-22

-220 ボールタップ及び電磁弁別途　径３２Ａ　屋内取付 個 1-23

-230 ボールタップ及び電磁弁別途　径４０Ａ　屋内取付 個 1-24

-240 ボールタップ及び電磁弁別途　径５０Ａ　屋内取付 個 1-25

-250 ボールタップ及び電磁弁別途　径６５Ａ　屋内取付 個 1-26

-260 ボールタップ及び電磁弁別途　径８０Ａ　屋内取付 個 1-27

-270 ボールタップ及び電磁弁別途　径１００Ａ　屋内取付 個 1-28

-280 ボールタップ及び電磁弁別途　径１２５Ａ　屋内取付 個 1-29

-290 ボールタップ及び電磁弁別途　径１５０Ａ　屋内取付 個 1-30

-300 ボールタップ及び電磁弁別途　径２００Ａ　屋内取付 個 1-31

排水設備工事 598頁1表

排水設備工事　排水金具　床上掃除口　［手間］

Y1200-1010 -010 非防水層形Ａ型　口径４０Ａ 個 1-01

-020 非防水層形Ａ型　口径５０Ａ 個 1-02

-030 非防水層形Ａ型　口径６５Ａ 個 1-03

-040 非防水層形Ａ型　口径８０Ａ 個 1-04

-050 非防水層形Ａ型　口径１００Ａ 個 1-05

-060 非防水層形Ａ型　口径１２５Ａ 個 1-06

-070 非防水層形Ａ型　口径１５０Ａ 個 1-07

-110 防水層形Ｂ型　口径４０Ａ 個 1-08

-120 防水層形Ｂ型　口径５０Ａ 個 1-09

-130 防水層形Ｂ型　口径６５Ａ 個 1-10

-140 防水層形Ｂ型　口径８０Ａ 個 1-11

-150 防水層形Ｂ型　口径１００Ａ 個 1-12

-160 防水層形Ｂ型　口径１２５Ａ 個 1-13

-170 防水層形Ｂ型　口径１５０Ａ 個 1-14

排水設備工事　排水金具　床下掃除口　［手間］

Y1200-1010 -210 黄銅製ねじ込形　口径４０Ａ 個 1-15

-220 黄銅製ねじ込形　口径５０Ａ 個 1-16

-230 黄銅製ねじ込形　口径６５Ａ 個 1-17

-240 黄銅製ねじ込形　口径８０Ａ 個 1-18

-250 黄銅製ねじ込形　口径１００Ａ 個 1-19

-260 黄銅製ねじ込形　口径１２５Ａ 個 1-20

-270 黄銅製ねじ込形　口径１５０Ａ 個 1-21

排水設備工事　トラップ　［手間］

Y1200-1010 -310 床排水トラップ　非防水層形Ａ型　口径４０Ａ 個 1-22

-320 床排水トラップ　非防水層形Ａ型　口径５０Ａ 個 1-23

-330 床排水トラップ　非防水層形Ａ型　口径６５Ａ 個 1-24

-340 床排水トラップ　非防水層形Ａ型　口径８０Ａ 個 1-25

-350 床排水トラップ　非防水層形Ａ型　口径１００Ａ 個 1-26

-410 床排水トラップ　防水層形Ｂ型　口径４０Ａ 個 1-27

-420 床排水トラップ　防水層形Ｂ型　口径５０Ａ 個 1-28

-430 床排水トラップ　防水層形Ｂ型　口径６５Ａ 個 1-29

-440 床排水トラップ　防水層形Ｂ型　口径８０Ａ 個 1-30

-450 床排水トラップ　防水層形Ｂ型　口径１００Ａ 個 1-31

排水設備工事　通気金物　［手間］

Y1200-1010 -510 ５０ＶＡ２ 個 1-32

-520 ８０ＶＡ２ 個 1-33

-530 １００ＶＡ２ 個 1-34

排水設備工事　満水試験継手　［手間］

Y1200-1010 -610 径５０Ａ 個 1-35

-620 径８０Ａ 個 1-36

-630 径１００Ａ 個 1-37

-640 径１２５Ａ 個 1-38

-650 径１５０Ａ 個 1-39

給湯設備工事 599頁1表

給湯設備工事　ガス湯沸器類　貯湯湯沸器

Y1250-1010 -010 置台形　貯湯量　１０Ｌ　［手間］ 台 1-01

-020 置台形　貯湯量　２０Ｌ　［手間］ 台 1-02

-030 置台形　貯湯量　４０Ｌ　［手間］ 台 1-03

-040 置台形　貯湯量　６０Ｌ　［手間］ 台 1-04

-050 置台形　貯湯量　９０Ｌ　［手間］ 台 1-05

-060 置台形　貯湯量　１２５Ｌ　［手間］ 台 1-06

-210 壁掛形　貯湯量　１０Ｌ　［手間］ 台 1-07

-220 壁掛形　貯湯量　２０Ｌ　［手間］ 台 1-08

-230 壁掛形　貯湯量　４０Ｌ　［手間］ 台 1-09

-240 壁掛形　貯湯量　６０Ｌ　［手間］ 台 1-10

給湯設備工事　ガス湯沸器類　瞬間湯沸器

Y1250-1010 -410 能力　５号　［手間］ 台 1-11

-420 能力　６号　［手間］ 台 1-12

-430 能力　７号　［手間］ 台 1-13

-440 能力　８号　［手間］ 台 1-14

-450 能力　１３号　［手間］ 台 1-15

-460 能力　１６号　［手間］ 台 1-16

-470 能力　２０号　［手間］ 台 1-17

-480 能力　２４号　［手間］ 台 1-18

-490 能力　３０号　［手間］ 台 1-19

給湯設備工事　電気湯沸器類　電気湯沸器

Y1250-1020 -010 置台形　貯湯量　２０Ｌ　［手間］ 台 1-20

-020 置台形　貯湯量　６０Ｌ　［手間］ 台 1-21

-030 置台形　貯湯量　９０Ｌ　［手間］ 台 1-22

－56－

2022年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表



Y1250-1020 -110 壁掛形　貯湯量　２０Ｌ　［手間］ 台 1-23

-120 壁掛形　貯湯量　４０Ｌ　［手間］ 台 1-24

-130 壁掛形　貯湯量　６０Ｌ　［手間］ 台 1-25

給湯設備工事　風呂釜・浴槽等　バランス形風呂釜

Y1250-1030 -010 上り湯シャワー付き　［手間］ 台 1-26

-020 上り湯シャワーなし　［手間］ 台 1-27

給湯設備工事　風呂釜・浴槽等　浴槽

Y1250-1030 -110 据置形　長８００×奥行７００×高６４０　［手間］ 個 1-28

消火設備工事 600頁1表

消火設備工事　屋内・屋外消火栓等　［手間］

Y1300-1010 -010 屋内消火栓箱　埋込形（弁、ホース、ノズル等） 組 1-01

-020 屋内消火栓箱　露出形（弁、ホース、ノズル等） 組 1-02

-030 屋内消火栓箱　埋込形（放水口付き） 組 1-03

-040 屋内消火栓箱　露出形（放水口付き） 組 1-04

-110 放水用器具格納箱　埋込形（放水口・ホース×２） 組 1-05

-120 放水用器具格納箱　露出形（放水口・ホース×２） 組 1-06

-130 放水用器具格納箱　埋込形（放水口・ホース×４） 組 1-07

-140 放水用器具格納箱　露出形（放水口・ホース×４） 組 1-08

-210 放水口格納箱　埋込形・放水口、格納箱 組 1-09

-220 放水口格納箱　露出形・放水口、格納箱 組 1-10

-310 屋外消火栓箱　地上式 組 1-11

-320 屋外消火栓ホース格納箱　地上式 組 1-12

-330 送水口・採水口 組 1-13

-410 テスト弁　４０Ａ 組 1-14

-420 テスト弁　６５Ａ 組 1-15

-510 放水口　埋込形　単口 組 1-16

-520 放水口　露出形　単口 組 1-17

消火設備工事　スプリンクラー設備　［手間］

Y1300-1020 -010 流水検知装置　径８０Ａ 組 1-18

-020 流水検知装置　径１００Ａ 組 1-19

-030 流水検知装置　径１２５Ａ 組 1-20

-040 流水検知装置　径１５０Ａ 組 1-21

-410 ポンプ制御盤　７．５ｋＷ以下 面 1-22

-420 ポンプ制御盤　１１～１９ｋＷ 面 1-23

-430 ポンプ制御盤　２２ｋＷ 面 1-24

-440 ポンプ制御盤　３７ｋＷ以上 面 1-25

-110 スプリンクラーヘッド　天井穴あけ・付属品共 個 1-26

-210 末端試験弁　仕切弁、テスト用放水口、圧力計共 組 1-27

-310 起動用水圧開閉装置　付属品取付共　１００Ｌ用 組 1-28

-510 呼水槽　１００Ｌ、１５０Ｌ、ブラケット共 基 1-29

-520 スプリンクラー用送水口　６５Ａ埋込形、銘板共 個 1-30

-530 ベル 個 1-31

管内更生工事　－建設技術審査証明工法－ 602頁1表

給水管更生工事　ライニング本工事　審査証明工法

W9300-0010 -015 給水管　口径１５Ａ ｍ 1-01

-020 給水管　口径２０Ａ ｍ 1-02

-025 給水管　口径２５Ａ ｍ 1-03

-032 給水管　口径３２Ａ ｍ 1-04

-040 給水管　口径４０Ａ ｍ 1-05

-050 給水管　口径５０Ａ ｍ 1-06

-065 給水管　口径６５Ａ ｍ 1-07

-080 給水管　口径８０Ａ ｍ 1-08

-100 給水管　口径１００Ａ ｍ 1-09

排水管更生工事　ライニング本工事　審査証明工法

W9400-0010 -010 Ａタイプ　立て管６５Ａ 系統 1-10

-0020 -010 Ｂタイプ　立て管８０Ａ　横枝管１口　４０Ａ 系統 1-11

-0030 -010 Ｃタイプ　立て管８０Ａ　横枝管２口　５０・４０Ａ 系統 1-12

-0040 -010 Ｄタイプ　立て管８０Ａ　横枝管３口　５０・４０Ａ 系統 1-13

管内更生工事　－一般工法－ 603頁1表

管内更生工事　一般工法　ライニング本工事費

W9200-1010 -015 給水管　口径１５Ａ ｍ 1-01

-020 給水管　口径２０Ａ ｍ 1-02

-025 給水管　口径２５Ａ ｍ 1-03

-032 給水管　口径３２Ａ ｍ 1-04

-040 給水管　口径４０Ａ ｍ 1-05

-050 給水管　口径５０Ａ ｍ 1-06

-065 給水管　口径６５Ａ ｍ 1-07

-080 給水管　口径８０Ａ ｍ 1-08

-100 給水管　口径１００Ａ ｍ 1-09

-1020 -015 給湯管・冷温水管　口径１５Ａ ｍ 1-10

-020 給湯管・冷温水管　口径２０Ａ ｍ 1-11

-025 給湯管・冷温水管　口径２５Ａ ｍ 1-12

-032 給湯管・冷温水管　口径３２Ａ ｍ 1-13

-040 給湯管・冷温水管　口径４０Ａ ｍ 1-14

-050 給湯管・冷温水管　口径５０Ａ ｍ 1-15

-065 給湯管・冷温水管　口径６５Ａ ｍ 1-16

-080 給湯管・冷温水管　口径８０Ａ ｍ 1-17

-100 給湯管・冷温水管　口径１００Ａ ｍ 1-18

管内更生工事　－一般工法－ 604頁1表

管内更生工事　一般工法　配管切断復旧工事

W9200-2020 -210 切断１個所、配管長さ１ｍ以内　口径２０Ａ 個所 1-01

-220 切断１個所、配管長さ１ｍ以内　口径３２Ａ 個所 1-02

-230 切断１個所、配管長さ１ｍ以内　口径５０Ａ 個所 1-03

-240 切断１個所、配管長さ１ｍ以内　口径８０Ａ 個所 1-04

管内更生工事　一般工法　保温ラッキング工事

W9200-2020 -310 １個所、１ｍ以内、屋内　口径２０Ａ 個所 1-05

-320 １個所、１ｍ以内、屋内　口径３２Ａ 個所 1-06

-330 １個所、１ｍ以内、屋内　口径５０Ａ 個所 1-07

-340 １個所、１ｍ以内、屋内　口径８０Ａ 個所 1-08

W9200-2020 -410 １個所、１ｍ以内、屋外　口径２０Ａ 個所 1-09

-420 １個所、１ｍ以内、屋外　口径３２Ａ 個所 1-10

-430 １個所、１ｍ以内、屋外　口径５０Ａ 個所 1-11

-440 １個所、１ｍ以内、屋外　口径８０Ａ 個所 1-12

管内更生工事　一般工法　水栓脱着工事

W9200-2020 -510 口径２０Ａ 個所 1-13

-520 口径３２Ａ 個所 1-14

管内更生工事　一般工法　バルブ脱着工事

W9200-2020 -610 口径３２Ａ 個所 1-15

-620 口径５０Ａ 個所 1-16

-630 口径８０Ａ 個所 1-17

管内更生工事　一般工法　量水器脱着工事

W9200-2020 -710 口径３２Ａ 個所 1-18

-720 口径５０Ａ 個所 1-19

-730 口径８０Ａ 個所 1-20

管内更生工事　一般工法　仮設給水工事

W9200-2020 -810 配管材料・ＶＰ　口径３２Ａ ｍ 1-21

-820 配管材料・ＶＰ　口径５０Ａ ｍ 1-22

-830 配管材料・ＶＰ　口径８０Ａ ｍ 1-23

管内更生工事　一般工法　付帯建築工事

W9200-2010 -080 モルタル壁面はつり、復旧、ＲＣ 個所 1-24

-090 天井解体、復旧ボード仕上、１ｍ×１ｍ 個所 1-25

管内更生工事　一般工法　水質検査

W9200-2010 -100 一般飲料（省略不可項目）＋鉄分 回 1-26

管内更生工事　一般工法　機械搬入搬出費

W9200-2010 -110 更生機械１セット分 回 1-27

消防設備点検 627頁1表

消火器具点検　定期点検・機器（外観）点検

G1310-1010 -010 基本料金 式 1-01

-1020 -010 消火器小型（二酸化炭素・ハロン）　１～５０本 本 1-02

-020 消火器小型（二酸化炭素・ハロン）　５１～１００本 本 1-03

-030 消火器小型（二酸化炭素・ハロン）　１０１本以上 本 1-04

-1030 -010 消火器小型（化学泡消火器）　１～５０本 本 1-05

-020 消火器小型（化学泡消火器）　５１～１００本 本 1-06

-030 消火器小型（化学泡消火器）　１０１本以上 本 1-07

-1040 -010 消火器小型（粉末消火器）加圧式　１～５０本 本 1-08

-020 消火器小型（粉末消火器）加圧式　５１～１００本 本 1-09

-030 消火器小型（粉末消火器）加圧式　１０１本以上 本 1-10

-1050 -010 消火器小型（粉末・強化液）蓄圧式　１～５０本 本 1-11

-020 消火器小型（粉末・強化液）蓄圧式　５１～１００本 本 1-12

-030 消火器小型（粉末・強化液）蓄圧式　１０１本以上 本 1-13

-1060 -010 消火器大型（粉末消火器）車載式　５０型以上 台 1-14

-020 消火器大型（泡消火器）車載式　１００型以上 台 1-15

-030 消火器大型（二酸化炭素消火器）車載式　５０型以上 台 1-16

消火器具点検　定期点検・機器（機能）点検

G1310-1510 -010 基本料金 式 1-17

-1520 -010 消火器小型（二酸化炭素・ハロン）　１～５０本 本 1-18

-020 消火器小型（二酸化炭素・ハロン）　５１～１００本 本 1-19

-030 消火器小型（二酸化炭素・ハロン）　１０１本以上 本 1-20

-1530 -010 消火器小型（化学泡消火器）　１～５０本 本 1-21

-020 消火器小型（化学泡消火器）　５１～１００本 本 1-22

-030 消火器小型（化学泡消火器）　１０１本以上 本 1-23

-1540 -010 消火器小型（粉末消火器）加圧式　１～５０本 本 1-24

-020 消火器小型（粉末消火器）加圧式　５１～１００本 本 1-25

-030 消火器小型（粉末消火器）加圧式　１０１本以上 本 1-26

-1550 -010 消火器小型（粉末・強化液）蓄圧式　１～５０本 本 1-27

-020 消火器小型（粉末・強化液）蓄圧式　５１～１００本 本 1-28

-030 消火器小型（粉末・強化液）蓄圧式　１０１本以上 本 1-29

-1560 -010 消火器大型（粉末消火器）車載式　５０型以上 台 1-30

-020 消火器大型（泡消火器）車載式　１００型以上 台 1-31

-030 消火器大型（二酸化炭素消火器）車載式　５０型以上 台 1-32

消防設備点検 628頁1表

消防設備点検　薬剤詰替料金

G1310-2010 -010 粉末消火器小型　２型 本 1-01

-020 粉末消火器小型　３型 本 1-02

-030 粉末消火器小型　４型 本 1-03

-040 粉末消火器小型　６型 本 1-04

-050 粉末消火器小型　１０型 本 1-05

-060 粉末消火器小型　１５型 本 1-06

-070 粉末消火器小型　２０型 本 1-07

-2020 -010 粉末消火器大型　５０型　車付 台 1-08

-020 粉末消火器大型　１００型　車付 台 1-09

-030 粉末消火器大型　１５０型　車付 台 1-10

-040 粉末消火器大型　２００型　車付 台 1-11

-2030 -010 化学泡消火器小型　１０型 本 1-12

-2040 -010 化学泡消火器大型　１００型　車付 台 1-13

-020 化学泡消火器大型　２００型　車付 台 1-14

-2050 -010 強化液消火器小型　３型 本 1-15

-020 強化液消火器小型　４型 本 1-16

-030 強化液消火器小型　６型 本 1-17

-040 強化液消火器小型　８型 本 1-18

-050 強化液消火器小型　１０型 本 1-19

-2060 -010 二酸化炭素消火器小型　３型 本 1-20

-020 二酸化炭素消火器小型　５型 本 1-21

-030 二酸化炭素消火器小型　７型 本 1-22

-040 二酸化炭素消火器小型　１０型 本 1-23

-050 二酸化炭素消火器小型　１５型 本 1-24

-2070 -010 二酸化炭素消火器大型　５０型　車付 台 1-25

-020 二酸化炭素消火器大型　１００型　車付 台 1-26

-2080 -010 ハロン１３０１消火器　１型 本 1-27
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G1310-2080 -020 ハロン１３０１消火器　２型 本 1-28

誘導灯及び誘導標識点検　定期点検・機器点検

G1310-2510 -010 基本料金 式 1-29

-2520 -010 誘導灯点検　１～５０個 個 1-30

-020 誘導灯点検　５１～１００個 個 1-31

-030 誘導灯点検　１０１個以上 個 1-32

-2530 -010 誘導標識点検 個 1-33

-2540 -010 連動切替器点検 個 1-34

-2550 -010 電源装置点検 式 1-35

-2560 -010 配線点検　絶縁測定 式 1-36

消防設備点検 629頁1表

屋内・屋外消火栓設備点検　定期点検・機器点検

G1310-3010 -010 基本料金 式 1-01

-3020 -010 加圧送水装置　ポンプ・モーター 台 1-02

-3030 -010 ポンプ表示盤 式 1-03

-3040 -010 ポンプ操作盤 面 1-04

-3050 -010 呼水装置 式 1-05

-3060 -010 消火栓　屋内型　１号消火栓 台 1-06

-020 消火栓　屋内型　２号消火栓 台 1-07

-3070 -010 消火栓　一般屋外型 台 1-08

-020 消火栓　屋外スタンド型 台 1-09

-030 消火栓　屋外ホース格納型 台 1-10

-3080 -010 圧力調整弁 台 1-11

-3090 -010 手動起動スイッチ 個 1-12

-3100 -010 表示灯 個 1-13

-3110 -010 放水テスト 式 1-14

-3120 -010 放水口 基 1-15

-3130 -010 常用電源 式 1-16

-3140 -010 配線点検　絶縁測定 式 1-17

屋内・屋外消火栓設備点検　定期点検・総合点検

G1310-3510 -010 基本料金 式 1-18

-3520 -010 加圧送水装置　ポンプ・モーター 台 1-19

-3530 -010 ポンプ表示盤 式 1-20

-3540 -010 ポンプ操作盤 面 1-21

-3550 -010 呼水装置 式 1-22

-3560 -010 消火栓　屋内型　１号消火栓 台 1-23

-020 消火栓　屋内型　２号消火栓 台 1-24

-3570 -010 消火栓　一般屋外型 台 1-25

-020 消火栓　屋外スタンド型 台 1-26

-030 消火栓　屋外ホース格納型 台 1-27

-3580 -010 圧力調整弁 台 1-28

-3590 -010 手動起動スイッチ 個 1-29

-3600 -010 表示灯 個 1-30

-3610 -010 放水テスト 式 1-31

-3620 -010 放水口 基 1-32

-3630 -010 常用電源 式 1-33

-3640 -010 配線点検　絶縁測定 式 1-34

消防設備点検 630頁1表

自動火災報知設備点検　定期点検・機器点検

G1310-4010 -010 基本料金 式 1-01

-4020 -010 受信機Ｐ型１級　１０回線まで 面 1-02

-020 受信機Ｐ型１級　１１回線以上１０回線ごとの加算額 面 1-03

-4030 -010 受信機Ｐ型２級　５回線まで 面 1-04

-4040 -010 中継器　１回線当たり 回線 1-05

-4050 -010 スポット型感知器　差動式　１～５０個 個 1-06

-020 スポット型感知器　差動式　５１～１００個 個 1-07

-030 スポット型感知器　差動式　１０１個以上 個 1-08

-4060 -010 スポット型感知器　定温式　１～５０個 個 1-09

-020 スポット型感知器　定温式　５１～１００個 個 1-10

-030 スポット型感知器　定温式　１０１個以上 個 1-11

-4070 -010 煙感知器（２種）　１～５０個 個 1-12

-020 煙感知器（２種）　５１～１００個 個 1-13

-030 煙感知器（２種）　１０１～１５０個 個 1-14

-040 煙感知器（２種）　１５１個以上 個 1-15

-4080 -010 差動式分布型感知器 個 1-16

-4090 -010 発信機　Ｐ型１・２級 個 1-17

-020 発信機　Ｐ型１・２級　巡回記録付 個 1-18

-4100 -010 電鈴点検 個 1-19

-4110 -010 表示灯点検 個 1-20

-4120 -010 電源点検　予備電池含む 式 1-21

-4130 -010 消火栓起動連動装置点検 台 1-22

-4140 -010 巡回記録装置点検 式 1-23

-4150 -010 非常電話点検　親機 台 1-24

-020 非常電話点検　子機 台 1-25

-4160 -010 配線点検　絶縁測定 式 1-26

消防設備点検 631頁1表

自動火災報知設備点検　定期点検・総合点検

G1310-4510 -010 基本料金 式 1-01

-4520 -010 受信機Ｐ型１級　１０回線まで 面 1-02

-020 受信機Ｐ型１級　１１回線以上１０回線ごとの加算額 面 1-03

-4530 -010 受信機Ｐ型２級　５回線まで 面 1-04

-4540 -010 中継器　１回線当たり 回線 1-05

-4550 -010 スポット型感知器　差動式　１～５０個 個 1-06

-020 スポット型感知器　差動式　５１～１００個 個 1-07

-030 スポット型感知器　差動式　１０１個以上 個 1-08

-4560 -010 スポット型感知器　定温式　１～５０個 個 1-09

-020 スポット型感知器　定温式　５１～１００個 個 1-10

-030 スポット型感知器　定温式　１０１個以上 個 1-11

-4570 -010 煙感知器（２種）　１～５０個 個 1-12

-020 煙感知器（２種）　５１～１００個 個 1-13

-030 煙感知器（２種）　１０１～１５０個 個 1-14

-040 煙感知器（２種）　１５１個以上 個 1-15

-4580 -010 差動式分布型感知器 個 1-16

-4590 -010 発信機　Ｐ型１・２級 個 1-17

G1310-4590 -020 発信機　Ｐ型１・２級　巡回記録付 個 1-18

-4600 -010 電鈴点検 個 1-19

-4610 -010 表示灯点検 個 1-20

-4620 -010 電源点検　予備電池含む 式 1-21

-4630 -010 消火栓起動連動装置点検 台 1-22

-4640 -010 巡回記録装置点検 式 1-23

-4650 -010 非常電話点検　親機 台 1-24

-020 非常電話点検　子機 台 1-25

-4660 -010 配線点検　絶縁測定 式 1-26

消防設備点検 632頁1表

避難器具点検　定期点検・機器点検　基本料金

G1310-5010 -010 垂直式 式 1-01

避難器具点検　定期点検・機器点検　救助袋

G1310-5020 -010 垂直式　３階 台 1-02

-020 垂直式　４階 台 1-03

-030 垂直式　５階 台 1-04

-040 垂直式　６階 台 1-05

-050 垂直式　７階 台 1-06

-060 垂直式　８階 台 1-07

-070 垂直式　９階 台 1-08

-080 垂直式　１０階 台 1-09

-090 垂直式　１１階 台 1-10

避難器具点検　定期点検・機器点検　緩降機

G1310-5030 -010 垂直式　２階 台 1-11

-020 垂直式　３階 台 1-12

-030 垂直式　４階 台 1-13

-040 垂直式　５階 台 1-14

-050 垂直式　６階 台 1-15

-060 垂直式　７階 台 1-16

-070 垂直式　８階 台 1-17

-080 垂直式　９階 台 1-18

-090 垂直式　１０階 台 1-19

-100 垂直式　１１階 台 1-20

避難器具点検　定期点検・機器点検　基本料金

G1310-5040 -010 斜降式 式 1-21

避難器具点検　定期点検・機器点検　救助袋

G1310-5050 -010 斜降式　３階 台 1-22

-020 斜降式　４階 台 1-23

-030 斜降式　５階 台 1-24

-040 斜降式　６階 台 1-25

-050 斜降式　７階 台 1-26

-060 斜降式　８階 台 1-27

-070 斜降式　９階 台 1-28

-080 斜降式　１０階 台 1-29

-090 斜降式　１１階 台 1-30

避難器具点検　定期点検・機器点検　はしご

G1310-5060 -010 ロープまたは金属　２階 台 1-31

-020 ロープまたは金属　３階 台 1-32

-5080 -010 固定式　２階 台 1-33

-020 固定式　３階 台 1-34

-030 固定式　４階 台 1-35

-040 固定式　５階 台 1-36

-050 固定式　６階 台 1-37

避難器具点検　定期点検・機器点検　避難ハッチ

G1310-5070 -010 ロープまたは金属 台 1-38

-5090 -010 固定式 台 1-39

消防設備点検 633頁1表

避難器具点検　定期点検・総合点検　基本料金

G1310-5510 -010 垂直式 式 1-01

避難器具点検　定期点検・総合点検　救助袋

G1310-5520 -010 垂直式　３階 台 1-02

-020 垂直式　４階 台 1-03

-030 垂直式　５階 台 1-04

-040 垂直式　６階 台 1-05

-050 垂直式　７階 台 1-06

-060 垂直式　８階 台 1-07

-070 垂直式　９階 台 1-08

-080 垂直式　１０階 台 1-09

-090 垂直式　１１階 台 1-10

避難器具点検　定期点検・総合点検　緩降機

G1310-5530 -010 垂直式　２階 台 1-11

-020 垂直式　３階 台 1-12

-030 垂直式　４階 台 1-13

-040 垂直式　５階 台 1-14

-050 垂直式　６階 台 1-15

-060 垂直式　７階 台 1-16

-070 垂直式　８階 台 1-17

-080 垂直式　９階 台 1-18

-090 垂直式　１０階 台 1-19

-100 垂直式　１１階 台 1-20

避難器具点検　定期点検・総合点検　基本料金

G1310-5540 -010 斜降式 式 1-21

避難器具点検　定期点検・総合点検　救助袋

G1310-5550 -010 斜降式　３階 台 1-22

-020 斜降式　４階 台 1-23

-030 斜降式　５階 台 1-24

-040 斜降式　６階 台 1-25

-050 斜降式　７階 台 1-26
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G1310-5550 -060 斜降式　８階 台 1-27

-070 斜降式　９階 台 1-28

-080 斜降式　１０階 台 1-29

-090 斜降式　１１階 台 1-30

避難器具点検　定期点検・総合点検　はしご

G1310-5560 -010 ロープまたは金属　２階 台 1-31

-020 ロープまたは金属　３階 台 1-32

-5580 -010 固定式　２階 台 1-33

-020 固定式　３階 台 1-34

-030 固定式　４階 台 1-35

-040 固定式　５階 台 1-36

-050 固定式　６階 台 1-37

避難器具点検　定期点検・総合点検　避難ハッチ

G1310-5570 -010 ロープまたは金属 台 1-38

-5590 -010 固定式 台 1-39

消防設備点検 634頁1表

防火・排煙設備点検　定期点検・機器及び総合点検

G1310-6010 -010 基本料金 式 1-01

-6020 -010 連動制御盤　１～１０回線 個 1-02

-020 連動制御盤　１１回線以上（１回線増す毎に追加） 個 1-03

-6030 -010 煙感知器　３種　１～５０個 個 1-04

-020 煙感知器　３種　５１～１００個 個 1-05

-030 煙感知器　３種　１０１～１５０個 個 1-06

-040 煙感知器　３種　１５１個以上 個 1-07

-6040 -010 ダンパー　１～５０台 台 1-08

-020 ダンパー　５１～１００台 台 1-09

-030 ダンパー　１０１台以上 台 1-10

-6050 -010 排煙口　１～５０台 台 1-11

-020 排煙口　５１～１００台 台 1-12

-030 排煙口　１０１台以上 台 1-13

-6060 -010 垂れ壁　１～５０台 台 1-14

-020 垂れ壁　５１～１００台 台 1-15

-030 垂れ壁　１０１台以上 台 1-16

-6070 -010 ハッチ　１～５０台 台 1-17

-020 ハッチ　５１～１００台 台 1-18

-030 ハッチ　１０１台以上 台 1-19

-6080 -010 防火戸　非常錠　１～５０台 台 1-20

-020 防火戸　非常錠　５１～１００台 台 1-21

-030 防火戸　非常錠　１０１台以上 台 1-22

-6090 -010 シャッター　電動式　１～５０台 台 1-23

-020 シャッター　電動式　５１～１００台 台 1-24

-030 シャッター　電動式　１０１台以上 台 1-25

-6100 -010 シャッター　手動式　１～５０台 台 1-26

-020 シャッター　手動式　５１～１００台 台 1-27

-030 シャッター　手動式　１０１台以上 台 1-28

-6110 -010 ガラリ付き連動機器 台 1-29

-6120 -010 付属連動制御機　切替器等 台 1-30

-6130 -010 リミットスイッチ　確認用等 台 1-31

-6140 -010 排煙機　大　スターデルタ起動 台 1-32

-6150 -010 排煙機　小　直起動 台 1-33

-6160 -010 非常電源　小型容量ＵＰＳ等 台 1-34

-6170 -010 付属連動機器　自動閉鎖順位調整装置等 個 1-35

-6180 -010 電源装置　予備電源 式 1-36

-6190 -010 配線点検　絶縁測定 式 1-37

-6200 -010 空圧抑制装置 式 1-38

昇降機保守・点検 635頁1表

昇降機保守契約　ＥＶ　直流・交流　ギヤレス

G1410-1010 -010 定員２０人　速度３００～３６０ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-01

-020 定員２０人　速度１８０～２４０ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-02

-030 定員２０人　速度１２０～１５０ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-03

昇降機保守契約　ＥＶ　直流　ギヤード

G1410-1020 -010 定員１５人　速度９０～１０５ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-04

昇降機保守契約　ＥＶ　交流　高速

G1410-1030 -010 定員９人　速度９０～１０５ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-05

昇降機保守契約　ＥＶ　交流　高速　遠隔監視機能付

G1410-1040 -010 定員９人　速度９０～１０５ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-06

昇降機保守契約　ＥＶ　交流　中速

G1410-1050 -010 定員９人　速度４５～６０ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-07

昇降機保守契約　ＥＶ　交流　中速　遠隔監視機能付

G1410-1060 -010 定員９人　速度４５～６０ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-08

昇降機保守契約　ＥＶ　交流　低速

G1410-1070 -010 定員６人　速度３０ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-09

昇降機保守契約　ＥＶ　油圧　乗用・間接

G1410-1080 -010 定員６人　速度４５ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-10

昇降機保守契約ＥＶ油圧乗用・間接　遠隔監視機能付

G1410-1090 -010 定員６人　速度４５ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-11

昇降機保守契約　ＥＶ　油圧　乗用・直接

G1410-1100 -010 定員６人　速度４５ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-12

昇降機保守契約　停電時自動着床装置

G1410-1130 -010 停電時自動着床装置［諸経費込］ 台・月 1-13

昇降機保守契約　地震時管制運転装置

G1410-1140 -010 地震時管制運転装置［諸経費込］ 台・月 1-14

昇降機保守契約　火災時管制運転装置

G1410-1150 -010 火災時管制運転装置［諸経費込］ 台・月 1-15

昇降機保守契約　故障時自動通報装置

G1410-1160 -010 故障時自動通報装置［諸経費込］ 台・月 1-16

昇降機保守契約　エスカレーター　１２００型

G1410-1110 -010 速度３０ｍ／分　階高４ｍ［諸経費込］ 基・月 1-17

昇降機保守契約　エスカレーター　８００型

G1410-1110 -020 速度３０ｍ／分　階高４ｍ［諸経費込］ 基・月 1-18

昇降機保守契約　小荷物専用昇降機

G1410-1120 -010 停止階　３階［諸経費込］ 基・月 1-19

昇降機点検契約　ＥＶ　直流・交流　ギヤレス

G1410-2010 -010 定員２０人　速度３００～３６０ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-20

-020 定員２０人　速度１８０～２４０ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-21

-030 定員２０人　速度１２０～１５０ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-22

昇降機点検契約　ＥＶ　直流　ギヤード

G1410-2020 -010 定員１５人　速度９０～１０５ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-23

昇降機点検契約　ＥＶ　交流　高速

G1410-2030 -010 定員９人　速度９０～１０５ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-24

昇降機点検契約　ＥＶ　交流　高速　遠隔監視機能付

G1410-2040 -010 定員９人　速度９０～１０５ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-25

昇降機点検契約　ＥＶ　交流　中速

G1410-2050 -010 定員９人　速度４５～６０ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-26

昇降機点検契約　ＥＶ　交流　中速　遠隔監視機能付

G1410-2060 -010 定員９人　速度４５～６０ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-27

昇降機点検契約　ＥＶ　交流　低速

G1410-2070 -010 定員６人　速度３０ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-28

昇降機点検契約　ＥＶ　油圧　乗用・間接

G1410-2080 -010 定員６人　速度４５ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-29

昇降機点検契約ＥＶ油圧乗用・間接　遠隔監視機能付

G1410-2090 -010 定員６人　速度４５ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-30

昇降機点検契約　ＥＶ　油圧　乗用・直接

G1410-2100 -010 定員６人　速度４５ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-31

昇降機点検契約　停電時自動着床装置

G1410-2130 -010 停電時自動着床装置［諸経費込］ 台・月 1-32

昇降機点検契約　地震時管制運転装置

G1410-2140 -010 地震時管制運転装置［諸経費込］ 台・月 1-33

昇降機点検契約　火災時管制運転装置

G1410-2150 -010 火災時管制運転装置［諸経費込］ 台・月 1-34

昇降機点検契約　故障時自動通報装置

G1410-2160 -010 故障時自動通報装置［諸経費込］ 台・月 1-35

昇降機点検契約　エスカレーター

G1410-2110 -010 １２００型　速度３０ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-36

-020 ８００型　速度３０ｍ／分［諸経費込］ 基・月 1-37

昇降機点検契約　小荷物専用昇降機

G1410-2120 -010 停止階　３階［諸経費込］ 基・月 1-38
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資材コード表

一般財団法人　経済調査会　情報開発部編集・発行

北海道支部 〒060-0001 札幌市中央区北一条西3-2　井門札幌ビル TEL（011）241-9491 FAX（011）241-2346

東北支部 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-5-15　日本生命仙台勾当台南ビル TEL（022）222-0629 FAX（022）264-3086

北陸支部 〒951-8055 新潟市中央区礎町通二ノ町2077　朝日生命新潟万代橋ビル TEL（025）228-8266 FAX（025）224-6627

金沢事務所 〒920-0919 金沢市南町4-60　金沢大同生命ビル TEL（076）222-2200 FAX（076）233-3189

中部支部 〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-20　アーバンネット伏見ビル TEL（052）221-8386 FAX（052）204-0170

本　部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15　菱進御成門ビル

業務部

情報開発部

TEL（03）5777-8222 FAX（03）5777-8237

TEL（03）5777-8213 FAX（03）5777-8228

関西支部 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-4-7　京阪神淀屋橋ビル TEL（06）6233-2020 FAX（06）6233-2011

中国支部 〒730-0011 広島市中区基町13-13　広島基町NSビル TEL（082）227-5951 FAX（082）227-8505

四国支部 〒760-0027 高松市紺屋町9-6　高松大同生命ビル TEL（087）821-4074 FAX（087）821-6241

九州支部 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-3-7　シティ21ビル TEL（092）411-9941 FAX（092）474-0890

沖縄支部 〒900-0033 那覇市久米2-2-20　大同火災久米ビル TEL（098）862-2269 FAX（098）861-7144


