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土工事　＜市場単価＞ 8頁1表

土工事　根切り　【市場】［手間］

Z0701-1010 -010 つぼ、布掘　深さ２．５ｍ程度 ｍ３ 1-01

土工事　床付け　【市場】［手間］

Z0701-2010 -010 つぼ、布掘 ｍ２ 1-02

土工事　根切り　【市場】［手間］

Z0701-1020 -010 総掘　法付オープンカット ｍ３ 1-03

-020 総掘　自立山留め内 ｍ３ 1-04

土工事　床付け　【市場】［手間］

Z0701-2020 -010 総掘 ｍ２ 1-05

土工事　すきとり　【市場】［手間］

Z0701-3010 -010 深さ３００ｍｍ程度 ｍ３ 1-06

土工事　杭間ざらい　【市場】［手間］

Z0701-4010 -010 既製コンクリート杭　径３５０～６００ｍｍ 本 1-07

土工事　埋戻し　【市場】［手間］

Z0701-5010 -010 発生土（建物廻り仮置き土） ｍ３ 1-08

土工事　機械運搬費　【市場】

Z0701-6010 -010 片道３０ｋｍ以内　バックホウ 往復 1-09

鉄筋工事　＜市場単価＞ 10頁1表

鉄筋工事　鉄筋加工組立　【市場】［手間］

Z0201-1010 -010 ＲＣラーメン構造　階高３．５～４．０ｍ程度 ｔ 1-01

-020 ＳＲＣラーメン構造　階高３．５～４．０ｍ程度 ｔ 1-02

-030 ＲＣ壁式構造　階高２．８ｍ程度　形状単純 ｔ 1-03

鉄筋工事　スパイラル筋取付　【市場】［手間］

Z0201-1510 -010 スパイラル筋取付 ｔ 1-04

鉄筋工事　鉄筋運搬費　【市場】

Z0201-2010 -010 加工場～現場　３０ｋｍ程度　４ｔ車 ｔ 1-05

-020 加工場～現場　３０ｋｍ程度　１０ｔ車 ｔ 1-06

圧接工事　＜市場単価＞ 14頁1表

圧接工事　鉄筋ガス圧接　【市場】［手間］

Z0501-1010 -020 Ｄ１９－Ｄ１９ か所 1-01

-030 Ｄ２２－Ｄ２２ か所 1-02

-040 Ｄ２５－Ｄ２５ か所 1-03

-050 Ｄ２９－Ｄ２９ か所 1-04

-060 Ｄ３２－Ｄ３２ か所 1-05

-120 Ｄ１９－Ｄ２２ か所 1-06

-130 Ｄ２２－Ｄ２５ か所 1-07

-140 Ｄ２５－Ｄ２９ か所 1-08

-150 Ｄ２９－Ｄ３２ か所 1-09

コンクリート工事（打設手間）　＜市場単価＞ 16頁1表

コンクリート工事（打設手間）　【市場】［手間］

Z0401-1010 -020 捨コン　ポンプ打ち　施工規模３０ ｍ３ 1-01

-2010 -010 土間コン　ポンプ打ち　施工規模５０ ｍ３ 1-02

-3010 -010 基礎コン　ポンプ打ち　施工規模１００ ｍ３ 1-03

-4010 -010 躯体コン　ポンプ打ち　施工規模１００ ｍ３ 1-04

-5010 -010 防水押え　ポンプ打ち　施工規模５０ ｍ３ 1-05

コンクリート工事（ポンプ圧送）　＜市場単価＞ 18頁1表

コンクリート工事（ポンプ圧送）　【市場】［手間］

Z0401-7010 -020 基本料金　打設量１００ｍ３以上 回 1-01

-030 圧送料金　打設量１００ｍ３以上 ｍ３ 1-02

-7310 -010 基本料金　打設量５０～１００ｍ３ 回 1-03

-020 圧送料金　打設量５０～１００ｍ３ ｍ３ 1-04

-7410 -010 基本料金　打設量３０～５０ｍ３ 回 1-05

-020 圧送料金　打設量３０～５０ｍ３ ｍ３ 1-06

コンクリート工事（ポンプ圧送）超過加算方式　市場

Z0401-8020 -010 基本料金　打設量５０ｍ３超　［手間］ 回 1-07

-020 圧送料金　打設量５０ｍ３超過分　［手間］ ｍ３ 1-08

-110 基本料金　打設量５０ｍ３以下　［手間］ 回 1-09

-120 圧送料金　打設量５０ｍ３以下　［手間］ ｍ３ 1-10

型枠工事　＜市場単価＞ 20頁1表

型枠工事　普通合板型枠　【市場】

Z0101-1010 -010 基礎部 ｍ２ 1-01

-020 地下軸部　階高５．０ｍ程度 ｍ２ 1-02

-040 ラーメン構造　地上軸部　階高２．８ｍ程度 ｍ２ 1-03

-030 ラーメン構造　地上軸部　階高３．５～４．０ｍ程度 ｍ２ 1-04

型枠工事　打放し合板型枠　【市場】

Z0101-2010 -010 ラーメン構造　地上軸部　Ｂ種　３．５～４．０ｍ ｍ２ 1-05

-020 ラーメン構造　地上軸部　Ｃ種　３．５～４．０ｍ ｍ２ 1-06

型枠工事　普通合板型枠　【市場】

Z0101-1010 -510 壁式構造　地上軸部　階高２．８ｍ程度 ｍ２ 1-07

型枠工事　打放し合板型枠　【市場】

Z0101-2010 -510 壁式構造　地上軸部　Ｂ種　階高２．８ｍ程度 ｍ２ 1-08

-520 壁式構造　地上軸部　Ｃ種　階高２．８ｍ程度 ｍ２ 1-09

型枠工事　型枠運搬費　【市場】

Z0101-3010 -010 ４ｔ車　基準距離３０ｋｍ以内 ｍ２ 1-10

Z0101-3010 -020 １０ｔ車　基準距離３０ｋｍ以内 ｍ２ 1-11

アスファルト防水工事　＜市場単価＞ 24頁1表

防水工事　屋根アスファルト防水　【市場】

Z0301-1010 -010 Ａ－２　密着工法　平部 ｍ２ 1-01

-020 Ａ－２　密着工法　立上り ｍ２ 1-02

-030 ＡＩ－２　密着断熱工法　平部 ｍ２ 1-03

-040 Ｂ－１　絶縁工法　平部 ｍ２ 1-04

-050 Ｂ－１　絶縁工法　立上り ｍ２ 1-05

-060 Ｄ－１　絶縁工法　平部 ｍ２ 1-06

-070 Ｄ－１　絶縁工法　立上り ｍ２ 1-07

防水工事　屋内アスファルト防水　【市場】

Z0301-2010 -010 Ｅ－１　密着工法　平部 ｍ２ 1-08

-020 Ｅ－１　密着工法　立上り ｍ２ 1-09

防水工事　防水入隅処理　【市場】

Z0301-3010 -010 コーナーキャント材　既製品（成形キャント材含む） ｍ 1-10

シーリング工事　＜市場単価＞ 24頁2表

シーリング工事　ポリサルファイド（２成分形）市場

Z1301-0010 -010 ＰＳ－２　幅１０×深さ１０ｍｍ ｍ 1-01

-015 ＰＳ－２　幅１５×深さ１０ｍｍ ｍ 1-02

-020 ＰＳ－２　幅２０×深さ１０ｍｍ ｍ 1-03

シーリング工事　ポリウレタン（２成分形）【市場】

Z1301-0020 -010 ＰＵ－２　幅１０×深さ１０ｍｍ ｍ 1-04

-015 ＰＵ－２　幅１５×深さ１０ｍｍ ｍ 1-05

-020 ＰＵ－２　幅２０×深さ１０ｍｍ ｍ 1-06

シーリング工事　変成シリコーン（２成分形）　市場

Z1301-0030 -010 ＭＳ－２　幅１０×深さ１０ｍｍ ｍ 1-07

-015 ＭＳ－２　幅１５×深さ１０ｍｍ ｍ 1-08

-020 ＭＳ－２　幅２０×深さ１０ｍｍ ｍ 1-09

シーリング工事　シリコーン（１成分形）　【市場】

Z1301-0040 -010 ＳＲ－１　幅１０×深さ１０ｍｍ ｍ 1-10

-015 ＳＲ－１　幅１５×深さ１０ｍｍ ｍ 1-11

シーリング工事　シリコーン（２成分形）　【市場】

Z1301-0050 -010 ＳＲ－２　幅１０×深さ１０ｍｍ ｍ 1-12

-015 ＳＲ－２　幅１５×深さ１０ｍｍ ｍ 1-13

軽量鉄骨下地工事　＜市場単価＞ 26頁1表

軽量鉄骨下地工事　軽量鉄骨壁下地　【市場】

Z0901-1010 -010 スタッド５０形　＠３００ｍｍ　Ｈ≦２．７ｍ ｍ２ 1-01

-020 スタッド５０形　＠４５０ｍｍ　Ｈ≦２．７ｍ ｍ２ 1-02

-1020 -010 スタッド６５形　＠３００ｍｍ　Ｈ≦４．０ｍ ｍ２ 1-03

-020 スタッド６５形　＠４５０ｍｍ　Ｈ≦４．０ｍ ｍ２ 1-04

-1030 -010 スタッド９０形＠３００ｍｍ　４．０＜Ｈ≦４．５ｍ ｍ２ 1-05

-020 スタッド９０形＠４５０ｍｍ　４．０＜Ｈ≦４．５ｍ ｍ２ 1-06

-1040 -010 スタッド１００形＠３００ｍｍ４．５＜Ｈ≦５．０ｍ ｍ２ 1-07

-020 スタッド１００形＠４５０ｍｍ４．５＜Ｈ≦５．０ｍ ｍ２ 1-08

軽量鉄骨下地工事　屋内軽量鉄骨天井下地　【市場】

Z0901-2010 -010 野縁１９形　＠２２５ｍｍ　ふところ高１．５ｍ未満 ｍ２ 1-09

-020 野縁１９形　＠３００ｍｍ　ふところ高１．５ｍ未満 ｍ２ 1-10

-030 野縁１９形　＠３６０ｍｍ　ふところ高１．５ｍ未満 ｍ２ 1-11

軽量鉄骨下地工事　屋外軽量鉄骨天井下地　【市場】

Z0901-3010 -010 野縁２５形　＠３００ｍｍ　ふところ高１．０ｍ未満 ｍ２ 1-12

軽量鉄骨下地工事　屋内軽量鉄骨下がり壁下地　市場

Z0901-4010 -010 野縁１９形　高３００～５００ｍｍ程度 ｍ 1-13

軽量鉄骨下地工事　屋外軽量鉄骨下がり壁下地　市場

Z0901-5010 -010 野縁２５形　高３００～５００ｍｍ程度 ｍ 1-14

軽量鉄骨下地工事　屋内天井下地補強　【市場】

Z0901-6010 -010 ふところ高１．５～３．０ｍ ｍ２ 1-15

軽量鉄骨下地工事　壁下地開口補強　【市場】

Z0901-7010 -010 スタッド６５形　幅９００×高２０００ｍｍ程度 か所 1-16

-020 スタッド６５形　幅１８００×高２０００ｍｍ程度 か所 1-17

-7020 -010 スタッド９０形　幅９００×高２０００ｍｍ程度 か所 1-18

-020 スタッド９０形　幅１８００×高２０００ｍｍ程度 か所 1-19

-7030 -010 スタッド６５形　幅３００×高６００ｍｍ程度 か所 1-20

-020 スタッド６５形　幅４５０×高９００ｍｍ程度 か所 1-21

-7040 -010 スタッド９０形　幅３００×高６００ｍｍ程度 か所 1-22

-020 スタッド９０形　幅４５０×高９００ｍｍ程度 か所 1-23

軽量鉄骨下地工事　屋内天井下地開口部補強【市場】

Z0901-8010 -010 野縁１９形　幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ程度 か所 1-24

-020 野縁１９形　幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ程度 か所 1-25

-030 野縁１９形　幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ程度 か所 1-26

-040 野縁１９形　幅３００ｍｍ×高１２００ｍｍ程度 か所 1-27

-050 野縁１９形　幅３００ｍｍ×高３６００ｍｍ程度 か所 1-28

軽量鉄骨下地工事　屋外天井下地開口部補強【市場】

Z0901-9010 -010 野縁２５形　幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ程度 か所 1-29

-020 野縁２５形　幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ程度 か所 1-30

左官工事　＜市場単価＞ 28頁1表

左官工事　床コンクリート面直均し仕上げ　【市場】

Z0601-1010 -010 金ごて　直均し仕上げ　薄張物下地程度ａ種［手間］ ｍ２ 1-01

-020 金ごて　防水下地程度ｂ種　［手間］ ｍ２ 1-02

左官工事　床モルタル塗り　【市場】
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Z0601-1020 -010 金ごて　厚２８ｍｍ　張物下地 ｍ２ 1-03

-020 木ごて　厚３７ｍｍ　一般タイル下地 ｍ２ 1-04

-030 金ごて　厚１５ｍｍ　防水下地 ｍ２ 1-05

左官工事　階段モルタル塗り　【市場】

Z0601-1030 -010 金ごて　厚２８ｍｍ　張物下地 ｍ２ 1-06

左官工事　幅木モルタル塗り　【市場】

Z0601-1040 -010 金ごて　高１００ｍｍ　出幅木 ｍ 1-07

-020 金ごて　高１００ｍｍ　目地用　ジョイナー共 ｍ 1-08

左官工事　ささら幅木モルタル塗り　【市場】

Z0601-1050 -010 金ごて　高１５０ｍｍ　出幅木 ｍ 1-09

左官工事　壁モルタル塗り　【市場】

Z0601-1060 -010 金ごて　厚２０ｍｍ　内壁　３回塗り ｍ２ 1-10

左官工事　柱型モルタル塗り　【市場】

Z0601-1070 -010 金ごて　厚２０ｍｍ　３回塗り ｍ２ 1-11

左官工事　はり型モルタル塗り　【市場】

Z0601-1080 -010 金ごて　厚２０ｍｍ　３回塗り ｍ２ 1-12

左官工事　壁モルタル塗り　【市場】

Z0601-1090 -010 木ごて　厚１６ｍｍ　外壁小口タイル下地　２回塗り ｍ２ 1-13

-020 木ごて　厚２０ｍｍ外壁ユニットタイル下地２回塗り ｍ２ 1-14

-030 木ごて　厚１１ｍｍ　内壁小口タイル下地　２回塗り ｍ２ 1-15

-040 木ごて　厚１５ｍｍ内壁ユニットタイル下地２回塗り ｍ２ 1-16

左官工事　壁薄塗モルタル塗り　【市場】

Z0601-1100 -010 金ごて　厚５ｍｍ　既調合品 ｍ２ 1-17

左官工事　柱薄塗モルタル塗り　【市場】

Z0601-1110 -010 金ごて　厚５ｍｍ　既調合品 ｍ２ 1-18

左官工事　はり薄塗モルタル塗り　【市場】

Z0601-1120 -010 金ごて　厚５ｍｍ　既調合品 ｍ２ 1-19

左官工事　笠木天端コンクリ直均し仕上げ　【市場】

Z0601-1130 -010 金ごて　幅３００ｍｍ　［手間］ ｍ 1-20

左官工事　水切りモルタル塗り　【市場】

Z0601-1140 -010 金ごて　糸幅２００ｍｍ　厚３０ｍｍ ｍ 1-21

左官工事　手摺笠木モルタル塗り　【市場】

Z0601-1150 -010 金ごて　糸幅２００ｍｍ　厚３０ｍｍ ｍ 1-22

左官工事　側溝モルタル塗り　【市場】

Z0601-1160 -010 金ごて　糸幅２００ｍｍ　厚３０ｍｍ ｍ 1-23

左官工事　建具周囲モルタル充填　【市場】

Z0601-1170 -010 内部建具 ｍ 1-24

左官工事　建具周囲防水モルタル充填　【市場】

Z0601-1180 -010 外部建具 ｍ 1-25

左官工事　防水入隅処理（モルタル）　【市場】

Z0601-1200 -010 立上り入隅面取　幅７０ｍｍ程度 ｍ 1-26

左官工事　下地調整塗材Ｃ－２　壁　【市場】

Z0601-1210 -010 厚１～２ｍｍ程度こて塗　吹付下地　コンクリート面 ｍ２ 1-27

-020 厚１～２ｍｍ程度こて塗　塗装下地　コンクリート面 ｍ２ 1-28

吹付工事　＜市場単価＞ 31頁1表

吹付工事　外装薄塗材Ｅ（アクリルリシン）【市場】

Z1401-1010 -010 砂壁状　吹付け ｍ２ 1-01

吹付工事　可とう形外装薄塗材Ｅ（弾性リシン）市場

Z1401-1020 -010 砂壁状　吹付け ｍ２ 1-02

吹付工事　防水形外装薄塗材Ｅ（単層弾性）【市場】

Z1401-1030 -010 凹凸状　吹付け ｍ２ 1-03

吹付工事　内装薄塗材Ｅ（じゅらく）　【市場】

Z1401-1040 -010 砂壁状　吹付け ｍ２ 1-04

吹付工事　複層塗材Ｅ（アクリルタイル）　【市場】

Z1401-2010 -010 凹凸状　吹付け ｍ２ 1-05

-020 凸部処理　吹付け ｍ２ 1-06

-030 ゆず肌状　ローラー塗り ｍ２ 1-07

吹付工事　複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル）市場

Z1401-2020 -010 凹凸状　吹付け ｍ２ 1-08

-020 凸部処理　吹付け ｍ２ 1-09

-030 ゆず肌状　ローラー塗り ｍ２ 1-10

吹付工事　複層塗材Ｓｉ（シリカタイル）　【市場】

Z1401-2030 -010 凹凸状　吹付け ｍ２ 1-11

-020 凸部処理　吹付け ｍ２ 1-12

-030 ゆず肌状　ローラー塗り ｍ２ 1-13

吹付工事　防水形複層塗材Ｅ（複層弾性）　【市場】

Z1401-2040 -010 凹凸状　吹付け ｍ２ 1-14

-020 凸部処理　吹付け ｍ２ 1-15

-030 ゆず肌状　ローラー塗り ｍ２ 1-16

吹付工事　下地調整塗材Ｃ－１　【市場】

Z1401-3010 -010 １ｍｍ以下　吹付け　コンクリート・ＡＬＣパネル ｍ２ 1-17

吹付工事　合成樹脂エマルションシーラー　【市場】

Z1401-3020 -010 吹付け　ＡＬＣパネル・コンクリートブロック ｍ２ 1-18

吹付工事　合成樹脂エマルション系下地調整塗材Ｅ

Z1401-3030 -010 吹付け　コンクリート・ＡＬＣパネル　【市場】 ｍ２ 1-19

ガラス工事　＜市場単価＞ 32頁1表

ガラス工事　型板ガラス　【市場】

Z1201-1010 -010 厚４ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下 ｍ２ 1-01

ガラス工事　網入型板ガラス　【市場】

Z1201-2010 -010 厚６．８ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下 ｍ２ 1-02

ガラス工事　フロート板ガラス　【市場】

Z1201-3010 -010 厚５ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下 ｍ２ 1-03

-020 厚５ｍｍ　特寸４．４５ｍ２以下 ｍ２ 1-04

-3020 -010 厚６ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下 ｍ２ 1-05

-020 厚６ｍｍ　特寸４．４５ｍ２以下 ｍ２ 1-06

ガラス工事　網入磨き板ガラス　【市場】

Z1201-4010 -010 厚６．８ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下 ｍ２ 1-07

ガラス工事　複層ガラス　【市場】

Z1201-5010 -010 ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ５　特寸２．０ｍ２以下 ｍ２ 1-08

-020 ＦＬ５＋Ａ６＋ＰＷ６．８　特寸２．０ｍ２以下 ｍ２ 1-09

ガラス工事　強化ガラス　【市場】

Z1201-6010 -010 厚８ｍｍ　特寸２．０ｍ２以下 ｍ２ 1-10

ガラス工事　ガラスとめシーリング　【市場】

Z1201-7010 -010 片面幅５ｍｍ×深５ｍｍ程度　バックアップ材共 ｍ 1-11

塗装工事　＜市場単価＞ 34頁1表

塗装工事　錆止め塗り（現場１回）工程Ａ種【市場】

Z0801-1010 -040 鉄鋼面（屋内外）　塗料Ａ種 ｍ２ 1-01

-020 鉄鋼面（屋内）　塗料Ｂ種 ｍ２ 1-02

-031 亜鉛めっき鋼・鋼製建具面（屋内外）　塗料Ａ種 ｍ２ 1-03

塗装工事　仕上げ塗り　ＳＯＰ塗り工程Ｂ種【市場】

Z0801-2010 -010 鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面（屋内外）塗料１種 ｍ２ 1-04

-030 素地ごしらえＡ種共　木部（屋内）　塗料１種 ｍ２ 1-05

塗装工事　仕上げ塗り　ＥＰ塗り　工程Ｂ種【市場】

Z0801-2020 -030 素地ごしらえＢ種共　せっこうボード面 ｍ２ 1-06

-020 素地ごしらえＢ種共　けい酸カルシウム・モルタル面 ｍ２ 1-07

塗装工事　仕上げ塗り　ＤＰ塗り　工程２回【市場】

Z0801-2070 -030 鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面　塗料１級 ｍ２ 1-08

塗装工事　仕上げ塗り　ＣＬ塗り　工程Ｂ種【市場】

Z0801-2050 -020 素地ごしらえＢ種共　木部 ｍ２ 1-09

塗装工事　仕上げ塗り　ＯＳ塗り　【市場】

Z0801-2060 -020 素地ごしらえＢ種共　木部 ｍ２ 1-10

塗装工事　細幅物　ＳＯＰ塗り　工程Ｂ種　【市場】

Z0801-3010 -030 素地ごしらえＡ種共　木部（屋内）　塗料１種 ｍ 1-11

-020 錆止め現場１回共　鉄鋼面（屋内） ｍ 1-12

塗装工事　細幅物　ＣＬ塗り　工程Ｂ種　【市場】

Z0801-3050 -020 素地ごしらえＢ種共　木部 ｍ 1-13

塗装工事　細幅物　ＯＳ塗り　【市場】

Z0801-3060 -020 素地ごしらえＢ種共　木部 ｍ 1-14

塗装工事　素地ごしらえ　工程Ａ種　【市場】

Z0801-4010 -011 木部（屋内） ｍ２ 1-15

塗装工事　素地ごしらえ　工程Ｂ種　【市場】

Z0801-4010 -050 せっこうボード面 ｍ２ 1-16

-041 けい酸カルシウム板面・モルタル面 ｍ２ 1-17

-031 押出成形セメント板面 ｍ２ 1-18

内装床工事　＜市場単価＞ 36頁1表

内装床工事　床　ビニル床シート張り　【市場】

Z1101-0010 -005 厚２．０ｍｍ　複層ビニル床シート　無地　ＦＳ ｍ２ 1-01

-010 厚２．５ｍｍ　複層ビニル床シート　無地　ＦＳ ｍ２ 1-02

内装床工事　階段　ビニル床シート張り　【市場】

Z1101-0020 -005 厚２．０ｍｍ　複層ビニル床シート　無地　ＦＳ ｍ２ 1-03

-010 厚２．５ｍｍ　複層ビニル床シート　無地　ＦＳ ｍ２ 1-04

内装床工事　床　ビニル床タイル張り　【市場】

Z1101-0030 -010 厚２．０ｍｍ　コンポジションビニル床タイル　ＫＴ ｍ２ 1-05

内装床工事　階段　ビニル床タイル張り　【市場】

Z1101-0040 -010 厚２．０ｍｍ　コンポジションビニル床タイル　ＫＴ ｍ２ 1-06

内装床工事　床タイルカーペット張り　【市場】

Z1101-0050 -010 総厚６．５ｍｍ　第１種ループパイル　一般事務室用 ｍ２ 1-07

内装床工事　ビニル幅木　【市場】

Z1101-0060 -010 高６０ｍｍ ｍ 1-08

内装床工事　ささらビニル幅木　【市場】

Z1101-0070 -010 高３３０ｍｍ ｍ 1-09

内装ボード工事　＜市場単価＞ 38頁1表

内装ボード工事　壁　せっこうボード張り　【市場】

Z1001-0010 -010 厚１２．５ｍｍ　不燃　突付け ｍ２ 1-01
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Z1001-0010 -020 厚１２．５ｍｍ　不燃　突付け　下地せっこうボード ｍ２ 1-02

-030 厚１２．５ｍｍ　不燃　突付け　ＧＬ工法 ｍ２ 1-03

内装ボード工事　天井不燃積層石膏ボード張り　市場

Z1001-0020 -010 厚９．５ｍｍ　不燃　突付け ｍ２ 1-04

内装ボード工事天井不燃積層化粧石膏ボード張り市場

Z1001-0030 -010 厚９．５ｍｍ　不燃　突付け ｍ２ 1-05

内装ボード工事　壁　けい酸カルシウム板張り　市場

Z1001-0040 -010 厚８．０ｍｍ　不燃　突付け ｍ２ 1-06

-020 厚８．０ｍｍ　不燃　目透し ｍ２ 1-07

内装ボード工事　天井けい酸カルシウム板張り　市場

Z1001-0050 -010 厚６．０ｍｍ　不燃　突付け ｍ２ 1-08

-020 厚６．０ｍｍ　不燃　目透し ｍ２ 1-09

内装ボード工事　天井ロックウール吸音板張り　市場

Z1001-0060 -010 厚９．０ｍｍ　不燃　フラットタイプ ｍ２ 1-10

-020 厚１２．０ｍｍ　不燃　凹凸タイプ ｍ２ 1-11

内装ボード工事　せっこうボード継目処理　【市場】

Z1001-0070 -010 継目処理工法（テーパーエッジ） ｍ２ 1-12

-020 Ｖ目地工法（ベベルエッジ） ｍ２ 1-13

絶縁電線工事　＜市場単価＞ 40頁1表

絶縁電線工事　６００Ｖビニル絶縁電線　【市場】

V1601-0010 -010 ＩＶ　管内配線　１．６ｍｍ ｍ 1-01

-020 ＩＶ　管内配線　２ｍｍ ｍ 1-02

-100 ＩＶ　管内配線　５．５ｍｍ２ ｍ 1-03

-110 ＩＶ　管内配線　８ｍｍ２ ｍ 1-04

-120 ＩＶ　管内配線　１４ｍｍ２ ｍ 1-05

-130 ＩＶ　管内配線　２２ｍｍ２ ｍ 1-06

-140 ＩＶ　管内配線　３８ｍｍ２ ｍ 1-07

-150 ＩＶ　管内配線　６０ｍｍ２ ｍ 1-08

-160 ＩＶ　管内配線　１００ｍｍ２ ｍ 1-09

絶縁電線工事　６００Ｖ耐燃性ポリ絶縁電線【市場】

V1601-0020 -010 ＥＭ－ＩＥ　管内配線　１．６ｍｍ ｍ 1-10

-020 ＥＭ－ＩＥ　管内配線　２ｍｍ ｍ 1-11

-100 ＥＭ－ＩＥ　管内配線　５．５ｍｍ２ ｍ 1-12

-110 ＥＭ－ＩＥ　管内配線　８ｍｍ２ ｍ 1-13

-120 ＥＭ－ＩＥ　管内配線　１４ｍｍ２ ｍ 1-14

-130 ＥＭ－ＩＥ　管内配線　２２ｍｍ２ ｍ 1-15

-140 ＥＭ－ＩＥ　管内配線　３８ｍｍ２ ｍ 1-16

-150 ＥＭ－ＩＥ　管内配線　６０ｍｍ２ ｍ 1-17

-160 ＥＭ－ＩＥ　管内配線　１００ｍｍ２ ｍ 1-18

絶縁ケーブル工事　＜市場単価＞ 42頁1表

絶縁ケーブル工事　６００Ｖ　ＶＶＦ　【市場】

V1701-0120 -016 平形　ころがし配線　２心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-01

-020 平形　ころがし配線　２心　導体径２．０ｍｍ ｍ 1-02

-0130 -016 平形　ころがし配線　３心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-03

-020 平形　ころがし配線　３心　導体径２．０ｍｍ ｍ 1-04

絶縁ケーブル工事　６００Ｖ　ＥＭ－ＥＥＦ【市場】

V1701-0220 -016 平形　ころがし配線　２心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-05

-020 平形　ころがし配線　２心　導体径２．０ｍｍ ｍ 1-06

-0230 -016 平形　ころがし配線　３心　導体径１．６ｍｍ ｍ 1-07

-020 平形　ころがし配線　３心　導体径２．０ｍｍ ｍ 1-08

電線管工事　＜市場単価＞ 44頁1表

電線管工事　ねじ無し電線管（Ｅ）　【市場】

V0101-1010 -010 隠ぺい・埋込配管　径１９ｍｍ ｍ 1-01

-020 隠ぺい・埋込配管　径２５ｍｍ ｍ 1-02

-030 隠ぺい・埋込配管　径３１ｍｍ ｍ 1-03

-040 隠ぺい配管　径３９ｍｍ ｍ 1-04

-050 隠ぺい配管　径５１ｍｍ ｍ 1-05

-060 隠ぺい配管　径６３ｍｍ ｍ 1-06

-070 隠ぺい配管　径７５ｍｍ ｍ 1-07

-510 露出配管　径１９ｍｍ ｍ 1-08

-520 露出配管　径２５ｍｍ ｍ 1-09

-530 露出配管　径３１ｍｍ ｍ 1-10

-540 露出配管　径３９ｍｍ ｍ 1-11

-550 露出配管　径５１ｍｍ ｍ 1-12

-560 露出配管　径６３ｍｍ ｍ 1-13

-570 露出配管　径７５ｍｍ ｍ 1-14

電線管工事　薄鋼電線管（Ｃ）　【市場】

V0101-2010 -010 隠ぺい・埋込配管　径１９ｍｍ ｍ 1-15

-020 隠ぺい・埋込配管　径２５ｍｍ ｍ 1-16

-030 隠ぺい・埋込配管　径３１ｍｍ ｍ 1-17

-040 隠ぺい配管　径３９ｍｍ ｍ 1-18

-050 隠ぺい配管　径５１ｍｍ ｍ 1-19

-060 隠ぺい配管　径６３ｍｍ ｍ 1-20

-070 隠ぺい配管　径７５ｍｍ ｍ 1-21

-510 露出配管　径１９ｍｍ ｍ 1-22

-520 露出配管　径２５ｍｍ ｍ 1-23

-530 露出配管　径３１ｍｍ ｍ 1-24

-540 露出配管　径３９ｍｍ ｍ 1-25

-550 露出配管　径５１ｍｍ ｍ 1-26

-560 露出配管　径６３ｍｍ ｍ 1-27

-570 露出配管　径７５ｍｍ ｍ 1-28

電線管工事　＜市場単価＞ 46頁1表

電線管工事　厚鋼電線管（Ｇ）　【市場】

V0101-3010 -010 隠ぺい・埋込配管　径１６ｍｍ ｍ 1-01

-020 隠ぺい・埋込配管　径２２ｍｍ ｍ 1-02

V0101-3010 -030 隠ぺい・埋込配管　径２８ｍｍ ｍ 1-03

-040 隠ぺい配管　径３６ｍｍ ｍ 1-04

-050 隠ぺい配管　径４２ｍｍ ｍ 1-05

-060 隠ぺい配管　径５４ｍｍ ｍ 1-06

-070 隠ぺい配管　径７０ｍｍ ｍ 1-07

-080 隠ぺい配管　径８２ｍｍ ｍ 1-08

-090 隠ぺい配管　径９２ｍｍ ｍ 1-09

-100 隠ぺい配管　径１０４ｍｍ ｍ 1-10

-510 露出配管　径１６ｍｍ ｍ 1-11

-520 露出配管　径２２ｍｍ ｍ 1-12

-530 露出配管　径２８ｍｍ ｍ 1-13

-540 露出配管　径３６ｍｍ ｍ 1-14

-550 露出配管　径４２ｍｍ ｍ 1-15

-560 露出配管　径５４ｍｍ ｍ 1-16

-570 露出配管　径７０ｍｍ ｍ 1-17

-580 露出配管　径８２ｍｍ ｍ 1-18

-590 露出配管　径９２ｍｍ ｍ 1-19

-600 露出配管　径１０４ｍｍ ｍ 1-20

電線管工事　硬質ビニル電線管（ＶＥ）　【市場】

V0101-4010 -010 隠ぺい・埋込配管　径１６ｍｍ ｍ 1-21

-020 隠ぺい・埋込配管　径２２ｍｍ ｍ 1-22

-030 隠ぺい・埋込配管　径２８ｍｍ ｍ 1-23

-040 隠ぺい配管　径３６ｍｍ ｍ 1-24

-050 隠ぺい配管　径４２ｍｍ ｍ 1-25

-060 隠ぺい配管　径５４ｍｍ ｍ 1-26

-070 隠ぺい配管　径７０ｍｍ ｍ 1-27

-080 隠ぺい配管　径８２ｍｍ ｍ 1-28

-510 露出配管　径１６ｍｍ ｍ 1-29

-520 露出配管　径２２ｍｍ ｍ 1-30

-530 露出配管　径２８ｍｍ ｍ 1-31

-540 露出配管　径３６ｍｍ ｍ 1-32

-550 露出配管　径４２ｍｍ ｍ 1-33

-560 露出配管　径５４ｍｍ ｍ 1-34

-570 露出配管　径７０ｍｍ ｍ 1-35

-580 露出配管　径８２ｍｍ ｍ 1-36

電線管工事合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重）市場

V0101-5010 -010 隠ぺい・埋込配管　径１４ｍｍ ｍ 1-37

-020 隠ぺい・埋込配管　径１６ｍｍ ｍ 1-38

-030 隠ぺい・埋込配管　径２２ｍｍ ｍ 1-39

-040 隠ぺい・埋込配管　径２８ｍｍ ｍ 1-40

-510 露出配管　径１４ｍｍ ｍ 1-41

-520 露出配管　径１６ｍｍ ｍ 1-42

-530 露出配管　径２２ｍｍ ｍ 1-43

-540 露出配管　径２８ｍｍ ｍ 1-44

電線管工事　合成樹脂製可とう電線管（ＣＤ管）市場

V0101-6010 -010 埋込配管　径１４ｍｍ ｍ 1-45

-020 埋込配管　径１６ｍｍ ｍ 1-46

-030 埋込配管　径２２ｍｍ ｍ 1-47

-040 埋込配管　径２８ｍｍ ｍ 1-48

線ぴ類工事（線ぴ本体）　＜市場単価＞ 48頁1表

線ぴ類工事　２種金属線ぴ　【市場】

V1101-1000 -010 （溶融亜鉛めっき鋼板製）Ａ型　幅４０×高３０ｍｍ ｍ 1-01

-030 （溶融亜鉛めっき鋼板製）Ｃ型　幅４０×高４５ｍｍ ｍ 1-02

線ぴ類工事（ボックス類）　＜市場単価＞ 48頁2表

線ぴ類工事　ジャンクションボックス　【市場】

V1101-2000 -010 （溶融亜鉛めっき鋼板製）　１～４方出 個 1-01

線ぴ類工事　コンセント用ボックス　【市場】

V1101-2000 -020 （溶融亜鉛めっき鋼板製） 個 1-02

ケーブルラック工事　＜市場単価＞ 52頁1表

ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】

V0301-1010 -010 １段積み　２００Ａ ｍ 1-01

-020 １段積み　３００Ａ ｍ 1-02

-030 １段積み　４００Ａ ｍ 1-03

-040 １段積み　５００Ａ ｍ 1-04

-050 １段積み　６００Ａ ｍ 1-05

-060 １段積み　８００Ａ ｍ 1-06

-070 １段積み　１０００Ａ ｍ 1-07

-080 １段積み　Ａ形セパレーター ｍ 1-08

-210 １段積み　４００Ｂ ｍ 1-09

-220 １段積み　５００Ｂ ｍ 1-10

-230 １段積み　６００Ｂ ｍ 1-11

-240 １段積み　８００Ｂ ｍ 1-12

-250 １段積み　１０００Ｂ ｍ 1-13

-260 １段積み　Ｂ形セパレーター ｍ 1-14

-410 ２段積みの２段目　２００Ａ ｍ 1-15

-420 ２段積みの２段目　３００Ａ ｍ 1-16

-430 ２段積みの２段目　４００Ａ ｍ 1-17

-440 ２段積みの２段目　５００Ａ ｍ 1-18

-450 ２段積みの２段目　６００Ａ ｍ 1-19

-460 ２段積みの２段目　８００Ａ ｍ 1-20

-470 ２段積みの２段目　１０００Ａ ｍ 1-21

-610 ２段積みの２段目　４００Ｂ ｍ 1-22

-620 ２段積みの２段目　５００Ｂ ｍ 1-23

-630 ２段積みの２段目　６００Ｂ ｍ 1-24

-640 ２段積みの２段目　８００Ｂ ｍ 1-25

-650 ２段積みの２段目　１０００Ｂ ｍ 1-26

ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】

V0301-2010 -010 １段積み　２００Ａ ｍ 1-27

-020 １段積み　３００Ａ ｍ 1-28

-030 １段積み　４００Ａ ｍ 1-29

-040 １段積み　５００Ａ ｍ 1-30
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V0301-2010 -050 １段積み　６００Ａ ｍ 1-31

-060 １段積み　８００Ａ ｍ 1-32

-070 １段積み　１０００Ａ ｍ 1-33

-080 １段積み　Ａ形セパレーター ｍ 1-34

-210 １段積み　４００Ｂ ｍ 1-35

-220 １段積み　５００Ｂ ｍ 1-36

-230 １段積み　６００Ｂ ｍ 1-37

-240 １段積み　８００Ｂ ｍ 1-38

-250 １段積み　１０００Ｂ ｍ 1-39

-260 １段積み　Ｂ形セパレーター ｍ 1-40

-410 ２段積みの２段目　２００Ａ ｍ 1-41

-420 ２段積みの２段目　３００Ａ ｍ 1-42

-430 ２段積みの２段目　４００Ａ ｍ 1-43

-440 ２段積みの２段目　５００Ａ ｍ 1-44

-450 ２段積みの２段目　６００Ａ ｍ 1-45

-460 ２段積みの２段目　８００Ａ ｍ 1-46

-470 ２段積みの２段目　１０００Ａ ｍ 1-47

-610 ２段積みの２段目　４００Ｂ ｍ 1-48

-620 ２段積みの２段目　５００Ｂ ｍ 1-49

-630 ２段積みの２段目　６００Ｂ ｍ 1-50

-640 ２段積みの２段目　８００Ｂ ｍ 1-51

-650 ２段積みの２段目　１０００Ｂ ｍ 1-52

ケーブルラック工事　＜市場単価＞ 54頁1表

ケーブルラック工事　はしご形・アルミ製　【市場】

V0301-3010 -010 １段積み　２００Ａ ｍ 1-01

-020 １段積み　３００Ａ ｍ 1-02

-030 １段積み　４００Ａ ｍ 1-03

-040 １段積み　５００Ａ ｍ 1-04

-050 １段積み　６００Ａ ｍ 1-05

-060 １段積み　８００Ａ ｍ 1-06

-070 １段積み　１０００Ａ ｍ 1-07

-080 １段積み　Ａ形セパレーター ｍ 1-08

-210 １段積み　４００Ｂ ｍ 1-09

-220 １段積み　５００Ｂ ｍ 1-10

-230 １段積み　６００Ｂ ｍ 1-11

-240 １段積み　８００Ｂ ｍ 1-12

-250 １段積み　１０００Ｂ ｍ 1-13

-260 １段積み　Ｂ形セパレーター ｍ 1-14

-410 ２段積みの２段目　２００Ａ ｍ 1-15

-420 ２段積みの２段目　３００Ａ ｍ 1-16

-430 ２段積みの２段目　４００Ａ ｍ 1-17

-440 ２段積みの２段目　５００Ａ ｍ 1-18

-450 ２段積みの２段目　６００Ａ ｍ 1-19

-460 ２段積みの２段目　８００Ａ ｍ 1-20

-470 ２段積みの２段目　１０００Ａ ｍ 1-21

-610 ２段積みの２段目　４００Ｂ ｍ 1-22

-620 ２段積みの２段目　５００Ｂ ｍ 1-23

-630 ２段積みの２段目　６００Ｂ ｍ 1-24

-640 ２段積みの２段目　８００Ｂ ｍ 1-25

-650 ２段積みの２段目　１０００Ｂ ｍ 1-26

プルボックス工事　＜市場単価＞ 56頁1表

プルボックス工事　露出形及び隠蔽形　【市場】

V0601-1010 -010 鋼板製・さび止め塗装　０．２ｍ２未満 ｍ２ 1-01

-020 鋼板製・さび止め塗装０．２ｍ２以上０．３ｍ２未満 ｍ２ 1-02

-030 鋼板製・さび止め塗装０．３ｍ２以上０．５ｍ２未満 ｍ２ 1-03

-040 鋼板製・さび止め塗装　０．５ｍ２以上１ｍ２未満 ｍ２ 1-04

-050 鋼板製・さび止め塗装　１ｍ２以上２ｍ２未満 ｍ２ 1-05

-060 鋼板製・さび止め塗装　２ｍ２以上３ｍ２未満 ｍ２ 1-06

-070 鋼板製・さび止め塗装　３ｍ２以上 ｍ２ 1-07

プルボックス工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】

V0601-2010 -010 鋼板製・溶融亜鉛めっき　０．２ｍ２未満 ｍ２ 1-08

-020 鋼板製溶融亜鉛めっき０．２ｍ２以上０．３ｍ２未満 ｍ２ 1-09

-030 鋼板製溶融亜鉛めっき０．３ｍ２以上０．５ｍ２未満 ｍ２ 1-10

-040 鋼板製・溶融亜鉛めっき　０．５ｍ２以上１ｍ２未満 ｍ２ 1-11

-050 鋼板製・溶融亜鉛めっき　１ｍ２以上２ｍ２未満 ｍ２ 1-12

-060 鋼板製・溶融亜鉛めっき　２ｍ２以上３ｍ２未満 ｍ２ 1-13

-070 鋼板製・溶融亜鉛めっき　３ｍ２以上 ｍ２ 1-14

-2020 -010 鋼板製・さび止め塗装　０．２ｍ２未満 ｍ２ 1-15

-020 鋼板製・さび止め塗装０．２ｍ２以上０．３ｍ２未満 ｍ２ 1-16

-030 鋼板製・さび止め塗装０．３ｍ２以上０．５ｍ２未満 ｍ２ 1-17

-040 鋼板製・さび止め塗装０．５ｍ２以上１ｍ２未満 ｍ２ 1-18

-050 鋼板製・さび止め塗装　１ｍ２以上２ｍ２未満 ｍ２ 1-19

-060 鋼板製・さび止め塗装　２ｍ２以上３ｍ２未満 ｍ２ 1-20

-070 鋼板製・さび止め塗装　３ｍ２以上 ｍ２ 1-21

-2030 -010 ステンレス製　０．２ｍ２未満 ｍ２ 1-22

-020 ステンレス製　０．２ｍ２以上０．３ｍ２未満 ｍ２ 1-23

-030 ステンレス製　０．３ｍ２以上０．５ｍ２未満 ｍ２ 1-24

-040 ステンレス製　０．５ｍ２以上１ｍ２未満 ｍ２ 1-25

-050 ステンレス製　１ｍ２以上２ｍ２未満 ｍ２ 1-26

-060 ステンレス製　２ｍ２以上３ｍ２未満 ｍ２ 1-27

-070 ステンレス製　３ｍ２以上 ｍ２ 1-28

プルボックス工事　＜市場単価＞ 58頁1表

プルボックス工事　露出形（ＳＳ－Ｖ）　【市場】

V0601-6010 -010 硬質ビニル製　０．２ｍ２未満 ｍ２ 1-01

-020 硬質ビニル製　０．２ｍ２以上０．３ｍ２未満 ｍ２ 1-02

-030 硬質ビニル製　０．３ｍ２以上０．５ｍ２未満 ｍ２ 1-03

-040 硬質ビニル製　０．５ｍ２以上１ｍ２未満 ｍ２ 1-04

-050 硬質ビニル製　１ｍ２以上２ｍ２未満 ｍ２ 1-05

プルボックス工事　接地端子（ＥＴ）　【市場】

V0601-7010 -010 接地端子（ＥＴ） 個 1-06

位置ボックス工事　＜市場単価＞ 60頁1表

位置ボックス工事　スイッチボックス　【市場】

V0401-1010 -010 （カバー付）　１個用　Ｄ４４ｍｍ 個 1-01

-020 （カバー付）　２個用　Ｄ４４ｍｍ 個 1-02

-030 （カバー付）　３個用　Ｄ４４ｍｍ 個 1-03

-040 （カバー付）　４個用　Ｄ５４ｍｍ 個 1-04

-050 （カバー付）　５個用　Ｄ５４ｍｍ 個 1-05

位置ボックス工事　アウトレットボックス　【市場】

V0401-1110 -010 （カバー付）　中四角　浅型　Ｄ４４ｍｍ 個 1-06

-020 （カバー付）　中四角　深型　Ｄ５４ｍｍ 個 1-07

位置ボックス工事　コンクリートボックス　【市場】

V0401-1210 -010 （カバー付）　中四角　深型　Ｄ５４ｍｍ 個 1-08

-020 （カバー付）　八角　深型　Ｄ７５ｍｍ 個 1-09

位置ボックス工事　露出丸形ボックス　【市場】

V0401-1310 -010 １方出　２５（２２） 個 1-10

-020 ２方出　２５（２２） 個 1-11

-030 ３方出　２５（２２） 個 1-12

位置ボックス工事　露出スイッチボックス　【市場】

V0401-1410 -010 １個用　１方出　２５（２２） 個 1-13

-020 １個用　２方出　２５（２２） 個 1-14

位置ボックス工事合成樹脂製スイッチボックス　市場

V0401-2010 -010 （カバー付）　埋込　１個用　Ｄ４４ｍｍ 個 1-15

-020 （カバー付）　埋込　２個用　Ｄ４４ｍｍ 個 1-16

-030 （カバー付）　埋込　３個用　Ｄ４４ｍｍ 個 1-17

-040 （カバー付）　埋込　４個用　Ｄ５４ｍｍ 個 1-18

-050 （カバー付）　埋込　５個用　Ｄ５４ｍｍ 個 1-19

位置ボックス工事合成樹脂アウトレットボックス市場

V0401-2110 -010 （カバー付）　中四角　浅型　Ｄ４４ｍｍ 個 1-20

-020 （カバー付）　中四角　深型　Ｄ５４ｍｍ 個 1-21

-030 （カバー付）　中四角　浅型セパレート付Ｄ４４ｍｍ 個 1-22

位置ボックス工事合成樹脂製コンクリボックス　市場

V0401-2210 -010 （カバー付）　中四角　深型　Ｄ５４ｍｍ 個 1-23

-020 （カバー付）　八角　深型　Ｄ７５ｍｍ 個 1-24

位置ボックス工事合成樹脂製露出丸形ボックス　市場

V0401-2310 -010 １方出　２２ 個 1-25

-020 ２方出　２２ 個 1-26

-030 ３方出　２２ 個 1-27

位置ボックス工事位置ボックス用ボンディング　市場

V0401-3010 -010 ボックス１個当たり 個 1-28

防火区画貫通処理工事　＜市場単価＞ 62頁1表

壁貫通処理工事（ケーブルラック用）　【市場】

V1401-1000 -010 ラック幅２００ｍｍ か所 1-01

-020 ラック幅３００ｍｍ か所 1-02

-030 ラック幅４００ｍｍ か所 1-03

-040 ラック幅５００ｍｍ か所 1-04

-050 ラック幅６００ｍｍ か所 1-05

-060 ラック幅８００ｍｍ か所 1-06

-070 ラック幅１０００ｍｍ か所 1-07

-080 ラック幅１２００ｍｍ か所 1-08

床貫通処理工事（ケーブルラック用）　【市場】

V1401-2000 -010 ラック幅２００ｍｍ か所 1-09

-020 ラック幅３００ｍｍ か所 1-10

-030 ラック幅４００ｍｍ か所 1-11

-040 ラック幅５００ｍｍ か所 1-12

-050 ラック幅６００ｍｍ か所 1-13

-060 ラック幅８００ｍｍ か所 1-14

-070 ラック幅１０００ｍｍ か所 1-15

-080 ラック幅１２００ｍｍ か所 1-16

貫通処理工事金属管「短管」用（壁・床共用）　市場

V1401-3000 -010 （１９） か所 1-17

-020 （２５） か所 1-18

-030 （３１） か所 1-19

-040 （３９） か所 1-20

-050 （５１） か所 1-21

-060 （６３） か所 1-22

-070 （７５） か所 1-23

貫通処理工事（丸形用）（壁・床共用）　【市場】

V1401-4000 -010 径１００ｍｍ か所 1-24

-020 径１５０ｍｍ か所 1-25

接地極工事　＜市場単価＞ 64頁1表

接地極工事　銅板式　【市場】

V0801-1010 -010 ９００×９００×厚１．５ｍｍ か所 1-01

-015 ６００×６００×厚１．５ｍｍ か所 1-02

接地極工事　銅覆鋼棒打込式　【市場】

V0801-1020 -010 径１４ｍｍ×長１．５ｍ か所 1-03

-020 径１４ｍｍ×長１．５ｍ～２連 か所 1-04

-030 径１４ｍｍ×長１．５ｍ～３連 か所 1-05

-035 径１０ｍｍ×長１．５ｍ か所 1-06

-040 径１０ｍｍ×長１．０ｍ か所 1-07

接地極埋設標工事　＜市場単価＞ 64頁2表

接地極埋設標工事　接地極埋設標　【市場】

V0802-1010 -010 金属製　接地抵抗測定 枚 1-01

電動機その他接続材工事　＜市場単価＞ 66頁1表
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金属製可とう電線管工事（ビニル被覆無）　【市場】

V0701-1010 -017 径１７ｍｍ か所 1-01

-024 径２４ｍｍ か所 1-02

-030 径３０ｍｍ か所 1-03

-038 径３８ｍｍ か所 1-04

-050 径５０ｍｍ か所 1-05

-063 径６３ｍｍ か所 1-06

-076 径７６ｍｍ か所 1-07

-083 径８３ｍｍ か所 1-08

-101 径１０１ｍｍ か所 1-09

金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有）　【市場】

V0701-2010 -017 径１７ｍｍ か所 1-10

-024 径２４ｍｍ か所 1-11

-030 径３０ｍｍ か所 1-12

-038 径３８ｍｍ か所 1-13

-050 径５０ｍｍ か所 1-14

-063 径６３ｍｍ か所 1-15

-076 径７６ｍｍ か所 1-16

-083 径８３ｍｍ か所 1-17

-101 径１０１ｍｍ か所 1-18

金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有防水）　市場

V0701-2020 -017 径１７ｍｍ　ＷＰ か所 1-19

-024 径２４ｍｍ　ＷＰ か所 1-20

-030 径３０ｍｍ　ＷＰ か所 1-21

-038 径３８ｍｍ　ＷＰ か所 1-22

-050 径５０ｍｍ　ＷＰ か所 1-23

-063 径６３ｍｍ　ＷＰ か所 1-24

-076 径７６ｍｍ　ＷＰ か所 1-25

-083 径８３ｍｍ　ＷＰ か所 1-26

-101 径１０１ｍｍ　ＷＰ か所 1-27

保温工事（ダクト）　＜市場単価＞ 68頁1表

保温工事　長方形ダクト（ＲＷ）厚５０ｍｍ【市場】

V1501-1010 -010 屋内露出（一般居室、廊下） ｍ２ 1-01

保温工事　長方形ダクト（ＲＷ）厚２５ｍｍ【市場】

V1501-1020 -020 機械室、書庫、倉庫 ｍ２ 1-02

-1030 -010 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 ｍ２ 1-03

保温工事　長方形ダクト（ＲＷ）厚５０ｍｍ【市場】

V1501-1040 -020 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 ｍ２ 1-04

保温工事　長方形ダクト（ＲＷ）厚２５ｍｍ【市場】

V1501-1050 -010 排煙ダクト　屋内隠ぺい ｍ２ 1-05

保温工事　長方形ダクト（ＧＷ）厚５０ｍｍ【市場】

V1501-2010 -010 屋内露出（一般居室、廊下） ｍ２ 1-06

保温工事　長方形ダクト（ＧＷ）厚２５ｍｍ【市場】

V1501-2020 -020 機械室、書庫、倉庫 ｍ２ 1-07

-2030 -010 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 ｍ２ 1-08

保温工事　長方形ダクト（ＧＷ）厚５０ｍｍ【市場】

V1501-2040 -020 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所 ｍ２ 1-09

保温工事　消音内貼（ＲＷ）厚５０ｍｍ　【市場】

V1501-3010 -010 サプライチャンバー　銅きっ甲金網 ｍ２ 1-10

-020 サプライチャンバー　アルミパンチングメタル ｍ２ 1-11

保温工事　消音内貼（ＲＷ）厚２５ｍｍ　【市場】

V1501-3020 -010 消音チャンバー ｍ２ 1-12

-3030 -010 消音エルボ ｍ２ 1-13

保温工事　消音内貼（ＧＷ）厚５０ｍｍ　【市場】

V1501-4010 -010 サプライチャンバー　銅きっ甲金網 ｍ２ 1-14

-020 サプライチャンバー　アルミパンチングメタル ｍ２ 1-15

保温工事　消音内貼（ＧＷ）厚２５ｍｍ　【市場】

V1501-4020 -010 消音チャンバー ｍ２ 1-16

-4030 -010 消音エルボ ｍ２ 1-17

保温工事（ダクト）　＜市場単価＞ 70頁1表

保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】

V1501-5010 -010 屋内露出（一般居室、廊下）　径１００ｍｍ ｍ 1-01

-020 屋内露出（一般居室、廊下）　径１２５ｍｍ ｍ 1-02

-030 屋内露出（一般居室、廊下）　径１５０ｍｍ ｍ 1-03

-040 屋内露出（一般居室、廊下）　径１７５ｍｍ ｍ 1-04

-050 屋内露出（一般居室、廊下）　径２００ｍｍ ｍ 1-05

-060 屋内露出（一般居室、廊下）　径２２５ｍｍ ｍ 1-06

-070 屋内露出（一般居室、廊下）　径２５０ｍｍ ｍ 1-07

-080 屋内露出（一般居室、廊下）　径２７５ｍｍ ｍ 1-08

-090 屋内露出（一般居室、廊下）　径３００ｍｍ ｍ 1-09

-100 屋内露出（一般居室、廊下）　径３５０ｍｍ ｍ 1-10

保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚２５【市場】

V1501-5012 -010 機械室、書庫、倉庫　径１００ｍｍ ｍ 1-11

-020 機械室、書庫、倉庫　径１２５ｍｍ ｍ 1-12

-030 機械室、書庫、倉庫　径１５０ｍｍ ｍ 1-13

-040 機械室、書庫、倉庫　径１７５ｍｍ ｍ 1-14

-050 機械室、書庫、倉庫　径２００ｍｍ ｍ 1-15

-060 機械室、書庫、倉庫　径２２５ｍｍ ｍ 1-16

-070 機械室、書庫、倉庫　径２５０ｍｍ ｍ 1-17

-080 機械室、書庫、倉庫　径２７５ｍｍ ｍ 1-18

-090 機械室、書庫、倉庫　径３００ｍｍ ｍ 1-19

-100 機械室、書庫、倉庫　径３５０ｍｍ ｍ 1-20

-5020 -010 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１００ｍｍ ｍ 1-21

-020 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１２５ｍｍ ｍ 1-22

V1501-5020 -030 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１５０ｍｍ ｍ 1-23

-040 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１７５ｍｍ ｍ 1-24

-050 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２００ｍｍ ｍ 1-25

-060 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２２５ｍｍ ｍ 1-26

-070 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２５０ｍｍ ｍ 1-27

-080 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２７５ｍｍ ｍ 1-28

-090 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径３００ｍｍ ｍ 1-29

-100 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径３５０ｍｍ ｍ 1-30

保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】

V1501-5031 -010 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１００ｍｍ ｍ 1-31

-020 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１２５ｍｍ ｍ 1-32

-030 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１５０ｍｍ ｍ 1-33

-040 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１７５ｍｍ ｍ 1-34

-050 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２００ｍｍ ｍ 1-35

-060 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２２５ｍｍ ｍ 1-36

-070 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２５０ｍｍ ｍ 1-37

-080 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２７５ｍｍ ｍ 1-38

-090 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径３００ｍｍ ｍ 1-39

-100 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径３５０ｍｍ ｍ 1-40

保温工事　排煙ダクト（ＲＷ）厚２５　【市場】

V1501-6010 -010 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１００ｍｍ ｍ 1-41

-020 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１２５ｍｍ ｍ 1-42

-030 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１５０ｍｍ ｍ 1-43

-040 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１７５ｍｍ ｍ 1-44

-050 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２００ｍｍ ｍ 1-45

-060 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２２５ｍｍ ｍ 1-46

-070 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２５０ｍｍ ｍ 1-47

-080 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２７５ｍｍ ｍ 1-48

-090 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径３００ｍｍ ｍ 1-49

-100 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径３５０ｍｍ ｍ 1-50

保温工事（ダクト）　＜市場単価＞ 72頁1表

保温工事　スパイラルダクト（ＧＷ）厚５０【市場】

V1501-7110 -100 屋内露出（一般居室、廊下）　径１００ｍｍ ｍ 1-01

-125 屋内露出（一般居室、廊下）　径１２５ｍｍ ｍ 1-02

-150 屋内露出（一般居室、廊下）　径１５０ｍｍ ｍ 1-03

-175 屋内露出（一般居室、廊下）　径１７５ｍｍ ｍ 1-04

-200 屋内露出（一般居室、廊下）　径２００ｍｍ ｍ 1-05

-225 屋内露出（一般居室、廊下）　径２２５ｍｍ ｍ 1-06

-250 屋内露出（一般居室、廊下）　径２５０ｍｍ ｍ 1-07

-275 屋内露出（一般居室、廊下）　径２７５ｍｍ ｍ 1-08

-300 屋内露出（一般居室、廊下）　径３００ｍｍ ｍ 1-09

-350 屋内露出（一般居室、廊下）　径３５０ｍｍ ｍ 1-10

保温工事　スパイラルダクト（ＧＷ）厚２５【市場】

V1501-7112 -100 機械室、書庫、倉庫　径１００ｍｍ ｍ 1-11

-125 機械室、書庫、倉庫　径１２５ｍｍ ｍ 1-12

-150 機械室、書庫、倉庫　径１５０ｍｍ ｍ 1-13

-175 機械室、書庫、倉庫　径１７５ｍｍ ｍ 1-14

-200 機械室、書庫、倉庫　径２００ｍｍ ｍ 1-15

-225 機械室、書庫、倉庫　径２２５ｍｍ ｍ 1-16

-250 機械室、書庫、倉庫　径２５０ｍｍ ｍ 1-17

-275 機械室、書庫、倉庫　径２７５ｍｍ ｍ 1-18

-300 機械室、書庫、倉庫　径３００ｍｍ ｍ 1-19

-350 機械室、書庫、倉庫　径３５０ｍｍ ｍ 1-20

-7120 -100 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１００ｍｍ ｍ 1-21

-125 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１２５ｍｍ ｍ 1-22

-150 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１５０ｍｍ ｍ 1-23

-175 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１７５ｍｍ ｍ 1-24

-200 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２００ｍｍ ｍ 1-25

-225 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２２５ｍｍ ｍ 1-26

-250 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２５０ｍｍ ｍ 1-27

-275 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２７５ｍｍ ｍ 1-28

-300 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径３００ｍｍ ｍ 1-29

-350 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径３５０ｍｍ ｍ 1-30

保温工事　スパイラルダクト（ＧＷ）厚５０【市場】

V1501-7131 -100 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１００ｍｍ ｍ 1-31

-125 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１２５ｍｍ ｍ 1-32

-150 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１５０ｍｍ ｍ 1-33

-175 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１７５ｍｍ ｍ 1-34

-200 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２００ｍｍ ｍ 1-35

-225 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２２５ｍｍ ｍ 1-36

-250 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２５０ｍｍ ｍ 1-37

-275 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２７５ｍｍ ｍ 1-38

-300 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径３００ｍｍ ｍ 1-39

-350 屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径３５０ｍｍ ｍ 1-40

保温工事（配管）　＜市場単価＞ 74頁1表

保温工事　給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】

V1801-1110 -015 屋内露出　シートタイプ　呼び径１５　厚２０ｍｍ ｍ 1-01

-020 屋内露出　シートタイプ　呼び径２０　厚２０ｍｍ ｍ 1-02

-025 屋内露出　シートタイプ　呼び径２５　厚２０ｍｍ ｍ 1-03

-032 屋内露出　シートタイプ　呼び径３２　厚２０ｍｍ ｍ 1-04

-040 屋内露出　シートタイプ　呼び径４０　厚２０ｍｍ ｍ 1-05

-050 屋内露出　シートタイプ　呼び径５０　厚２０ｍｍ ｍ 1-06

-065 屋内露出　シートタイプ　呼び径６５　厚２０ｍｍ ｍ 1-07

-080 屋内露出　シートタイプ　呼び径８０　厚２０ｍｍ ｍ 1-08

-100 屋内露出　シートタイプ　呼び径１００　厚２５ｍｍ ｍ 1-09

-125 屋内露出　シートタイプ　呼び径１２５　厚２５ｍｍ ｍ 1-10

-150 屋内露出　シートタイプ　呼び径１５０　厚２５ｍｍ ｍ 1-11

-200 屋内露出　シートタイプ　呼び径２００　厚４０ｍｍ ｍ 1-12

-250 屋内露出　シートタイプ　呼び径２５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-13

-300 屋内露出　シートタイプ　呼び径３００　厚４０ｍｍ ｍ 1-14

-1115 -015 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１５　厚２０ｍｍ ｍ 1-15

-020 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２０　厚２０ｍｍ ｍ 1-16

-025 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２５　厚２０ｍｍ ｍ 1-17

-032 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径３２　厚２０ｍｍ ｍ 1-18
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V1801-1115 -040 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径４０　厚２０ｍｍ ｍ 1-19

-050 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径５０　厚２０ｍｍ ｍ 1-20

-065 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径６５　厚２０ｍｍ ｍ 1-21

-080 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径８０　厚２０ｍｍ ｍ 1-22

-100 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１００厚２５ｍｍ ｍ 1-23

-125 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１２５厚２５ｍｍ ｍ 1-24

-150 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１５０厚２５ｍｍ ｍ 1-25

-200 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２００厚４０ｍｍ ｍ 1-26

-250 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２５０厚４０ｍｍ ｍ 1-27

-300 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径３００厚４０ｍｍ ｍ 1-28

-1020 -015 機械室、書庫、倉庫　呼び径１５　厚２０ｍｍ ｍ 1-29

-020 機械室、書庫、倉庫　呼び径２０　厚２０ｍｍ ｍ 1-30

-025 機械室、書庫、倉庫　呼び径２５　厚２０ｍｍ ｍ 1-31

-032 機械室、書庫、倉庫　呼び径３２　厚２０ｍｍ ｍ 1-32

-040 機械室、書庫、倉庫　呼び径４０　厚２０ｍｍ ｍ 1-33

-050 機械室、書庫、倉庫　呼び径５０　厚２０ｍｍ ｍ 1-34

-065 機械室、書庫、倉庫　呼び径６５　厚２０ｍｍ ｍ 1-35

-080 機械室、書庫、倉庫　呼び径８０　厚２０ｍｍ ｍ 1-36

-100 機械室、書庫、倉庫　呼び径１００　厚２５ｍｍ ｍ 1-37

-125 機械室、書庫、倉庫　呼び径１２５　厚２５ｍｍ ｍ 1-38

-150 機械室、書庫、倉庫　呼び径１５０　厚２５ｍｍ ｍ 1-39

-200 機械室、書庫、倉庫　呼び径２００　厚４０ｍｍ ｍ 1-40

-1120 -250 機械室、書庫、倉庫　呼び径２５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-41

-300 機械室、書庫、倉庫　呼び径３００　厚４０ｍｍ ｍ 1-42

-1030 -015 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１５　厚２０ｍｍ ｍ 1-43

-020 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２０　厚２０ｍｍ ｍ 1-44

-025 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２５　厚２０ｍｍ ｍ 1-45

-032 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径３２　厚２０ｍｍ ｍ 1-46

-040 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径４０　厚２０ｍｍ ｍ 1-47

-050 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径５０　厚２０ｍｍ ｍ 1-48

-065 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径６５　厚２０ｍｍ ｍ 1-49

-080 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径８０　厚２０ｍｍ ｍ 1-50

-100 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１００　厚２５ｍｍ ｍ 1-51

-125 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１２５　厚２５ｍｍ ｍ 1-52

-150 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１５０　厚２５ｍｍ ｍ 1-53

-200 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２００　厚４０ｍｍ ｍ 1-54

-1130 -250 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-55

-300 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径３００　厚４０ｍｍ ｍ 1-56

保温工事（配管）　＜市場単価＞ 76頁1表

保温工事　給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】

V1801-1040 -015 暗渠内（ピット内含）　呼び径１５　厚２０ｍｍ ｍ 1-01

-020 暗渠内（ピット内含）　呼び径２０　厚２０ｍｍ ｍ 1-02

-025 暗渠内（ピット内含）　呼び径２５　厚２０ｍｍ ｍ 1-03

-032 暗渠内（ピット内含）　呼び径３２　厚２０ｍｍ ｍ 1-04

-040 暗渠内（ピット内含）　呼び径４０　厚２０ｍｍ ｍ 1-05

-050 暗渠内（ピット内含）　呼び径５０　厚２０ｍｍ ｍ 1-06

-065 暗渠内（ピット内含）　呼び径６５　厚２０ｍｍ ｍ 1-07

-080 暗渠内（ピット内含）　呼び径８０　厚２０ｍｍ ｍ 1-08

-100 暗渠内（ピット内含）　呼び径１００　厚２５ｍｍ ｍ 1-09

-125 暗渠内（ピット内含）　呼び径１２５　厚２５ｍｍ ｍ 1-10

-150 暗渠内（ピット内含）　呼び径１５０　厚２５ｍｍ ｍ 1-11

-200 暗渠内（ピット内含）　呼び径２００　厚４０ｍｍ ｍ 1-12

-1140 -250 暗渠内（ピット内含）　呼び径２５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-13

-300 暗渠内（ピット内含）　呼び径３００　厚４０ｍｍ ｍ 1-14

-1050 -015 屋外露出、多湿箇所　呼び径１５　厚２０ｍｍ ｍ 1-15

-020 屋外露出、多湿箇所　呼び径２０　厚２０ｍｍ ｍ 1-16

-025 屋外露出、多湿箇所　呼び径２５　厚２０ｍｍ ｍ 1-17

-032 屋外露出、多湿箇所　呼び径３２　厚２０ｍｍ ｍ 1-18

-040 屋外露出、多湿箇所　呼び径４０　厚２０ｍｍ ｍ 1-19

-050 屋外露出、多湿箇所　呼び径５０　厚２０ｍｍ ｍ 1-20

-065 屋外露出、多湿箇所　呼び径６５　厚２０ｍｍ ｍ 1-21

-080 屋外露出、多湿箇所　呼び径８０　厚２０ｍｍ ｍ 1-22

-100 屋外露出、多湿箇所　呼び径１００　厚２５ｍｍ ｍ 1-23

-125 屋外露出、多湿箇所　呼び径１２５　厚２５ｍｍ ｍ 1-24

-150 屋外露出、多湿箇所　呼び径１５０　厚２５ｍｍ ｍ 1-25

-200 屋外露出、多湿箇所　呼び径２００　厚４０ｍｍ ｍ 1-26

-1150 -250 屋外露出、多湿箇所　呼び径２５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-27

-300 屋外露出、多湿箇所　呼び径３００　厚４０ｍｍ ｍ 1-28

保温工事　冷水・冷温水管　【市場】

V1801-2110 -015 屋内露出　シートタイプ　呼び径１５　厚３０ｍｍ ｍ 1-29

-020 屋内露出　シートタイプ　呼び径２０　厚３０ｍｍ ｍ 1-30

-025 屋内露出　シートタイプ　呼び径２５　厚３０ｍｍ ｍ 1-31

-032 屋内露出　シートタイプ　呼び径３２　厚４０ｍｍ ｍ 1-32

-040 屋内露出　シートタイプ　呼び径４０　厚４０ｍｍ ｍ 1-33

-050 屋内露出　シートタイプ　呼び径５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-34

-065 屋内露出　シートタイプ　呼び径６５　厚４０ｍｍ ｍ 1-35

-080 屋内露出　シートタイプ　呼び径８０　厚４０ｍｍ ｍ 1-36

-100 屋内露出　シートタイプ　呼び径１００　厚４０ｍｍ ｍ 1-37

-125 屋内露出　シートタイプ　呼び径１２５　厚４０ｍｍ ｍ 1-38

-150 屋内露出　シートタイプ　呼び径１５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-39

-200 屋内露出　シートタイプ　呼び径２００　厚４０ｍｍ ｍ 1-40

-250 屋内露出　シートタイプ　呼び径２５０　厚５０ｍｍ ｍ 1-41

-300 屋内露出　シートタイプ　呼び径３００　厚５０ｍｍ ｍ 1-42

-2115 -015 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１５　厚３０ｍｍ ｍ 1-43

-020 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２０　厚３０ｍｍ ｍ 1-44

-025 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２５　厚３０ｍｍ ｍ 1-45

-032 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径３２　厚４０ｍｍ ｍ 1-46

-040 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径４０　厚４０ｍｍ ｍ 1-47

-050 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-48

-065 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径６５　厚４０ｍｍ ｍ 1-49

-080 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径８０　厚４０ｍｍ ｍ 1-50

-100 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１００厚４０ｍｍ ｍ 1-51

-125 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１２５厚４０ｍｍ ｍ 1-52

-150 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１５０厚４０ｍｍ ｍ 1-53

-200 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２００厚４０ｍｍ ｍ 1-54

-250 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２５０厚５０ｍｍ ｍ 1-55

-300 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径３００厚５０ｍｍ ｍ 1-56

保温工事（配管）　＜市場単価＞ 78頁1表

保温工事　冷水・冷温水管　【市場】

V1801-2020 -015 機械室、書庫、倉庫　呼び径１５　厚３０ｍｍ ｍ 1-01

-020 機械室、書庫、倉庫　呼び径２０　厚３０ｍｍ ｍ 1-02

-025 機械室、書庫、倉庫　呼び径２５　厚３０ｍｍ ｍ 1-03

-032 機械室、書庫、倉庫　呼び径３２　厚４０ｍｍ ｍ 1-04

-040 機械室、書庫、倉庫　呼び径４０　厚４０ｍｍ ｍ 1-05

-050 機械室、書庫、倉庫　呼び径５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-06

-065 機械室、書庫、倉庫　呼び径６５　厚４０ｍｍ ｍ 1-07

-080 機械室、書庫、倉庫　呼び径８０　厚４０ｍｍ ｍ 1-08

-100 機械室、書庫、倉庫　呼び径１００　厚４０ｍｍ ｍ 1-09

-125 機械室、書庫、倉庫　呼び径１２５　厚４０ｍｍ ｍ 1-10

-150 機械室、書庫、倉庫　呼び径１５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-11

-200 機械室、書庫、倉庫　呼び径２００　厚４０ｍｍ ｍ 1-12

-250 機械室、書庫、倉庫　呼び径２５０　厚５０ｍｍ ｍ 1-13

-300 機械室、書庫、倉庫　呼び径３００　厚５０ｍｍ ｍ 1-14

-2030 -015 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１５　厚３０ｍｍ ｍ 1-15

-020 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２０　厚３０ｍｍ ｍ 1-16

-025 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２５　厚３０ｍｍ ｍ 1-17

-032 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径３２　厚４０ｍｍ ｍ 1-18

-040 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径４０　厚４０ｍｍ ｍ 1-19

-050 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-20

-065 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径６５　厚４０ｍｍ ｍ 1-21

-080 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径８０　厚４０ｍｍ ｍ 1-22

-100 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１００　厚４０ｍｍ ｍ 1-23

-125 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１２５　厚４０ｍｍ ｍ 1-24

-150 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-25

-200 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２００　厚４０ｍｍ ｍ 1-26

-250 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２５０　厚５０ｍｍ ｍ 1-27

-300 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径３００　厚５０ｍｍ ｍ 1-28

-2040 -015 暗渠内（ピット内含）　呼び径１５　厚３０ｍｍ ｍ 1-29

-020 暗渠内（ピット内含）　呼び径２０　厚３０ｍｍ ｍ 1-30

-025 暗渠内（ピット内含）　呼び径２５　厚３０ｍｍ ｍ 1-31

-032 暗渠内（ピット内含）　呼び径３２　厚４０ｍｍ ｍ 1-32

-040 暗渠内（ピット内含）　呼び径４０　厚４０ｍｍ ｍ 1-33

-050 暗渠内（ピット内含）　呼び径５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-34

-065 暗渠内（ピット内含）　呼び径６５　厚４０ｍｍ ｍ 1-35

-080 暗渠内（ピット内含）　呼び径８０　厚４０ｍｍ ｍ 1-36

-100 暗渠内（ピット内含）　呼び径１００　厚４０ｍｍ ｍ 1-37

-125 暗渠内（ピット内含）　呼び径１２５　厚４０ｍｍ ｍ 1-38

-150 暗渠内（ピット内含）　呼び径１５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-39

-200 暗渠内（ピット内含）　呼び径２００　厚４０ｍｍ ｍ 1-40

-250 暗渠内（ピット内含）　呼び径２５０　厚５０ｍｍ ｍ 1-41

-300 暗渠内（ピット内含）　呼び径３００　厚５０ｍｍ ｍ 1-42

-2050 -015 屋外露出、多湿箇所　呼び径１５　厚３０ｍｍ ｍ 1-43

-020 屋外露出、多湿箇所　呼び径２０　厚３０ｍｍ ｍ 1-44

-025 屋外露出、多湿箇所　呼び径２５　厚３０ｍｍ ｍ 1-45

-032 屋外露出、多湿箇所　呼び径３２　厚４０ｍｍ ｍ 1-46

-040 屋外露出、多湿箇所　呼び径４０　厚４０ｍｍ ｍ 1-47

-050 屋外露出、多湿箇所　呼び径５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-48

-065 屋外露出、多湿箇所　呼び径６５　厚４０ｍｍ ｍ 1-49

-080 屋外露出、多湿箇所　呼び径８０　厚４０ｍｍ ｍ 1-50

-100 屋外露出、多湿箇所　呼び径１００　厚４０ｍｍ ｍ 1-51

-125 屋外露出、多湿箇所　呼び径１２５　厚４０ｍｍ ｍ 1-52

-150 屋外露出、多湿箇所　呼び径１５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-53

-200 屋外露出、多湿箇所　呼び径２００　厚４０ｍｍ ｍ 1-54

-250 屋外露出、多湿箇所　呼び径２５０　厚５０ｍｍ ｍ 1-55

-300 屋外露出、多湿箇所　呼び径３００　厚５０ｍｍ ｍ 1-56

保温工事（配管）　＜市場単価＞ 80頁1表

保温工事　蒸気管　【市場】

V1801-3110 -015 屋内露出　シートタイプ　呼び径１５　厚２０ｍｍ ｍ 1-01

-020 屋内露出　シートタイプ　呼び径２０　厚２０ｍｍ ｍ 1-02

-025 屋内露出　シートタイプ　呼び径２５　厚２０ｍｍ ｍ 1-03

-032 屋内露出　シートタイプ　呼び径３２　厚３０ｍｍ ｍ 1-04

-040 屋内露出　シートタイプ　呼び径４０　厚３０ｍｍ ｍ 1-05

-050 屋内露出　シートタイプ　呼び径５０　厚３０ｍｍ ｍ 1-06

-065 屋内露出　シートタイプ　呼び径６５　厚４０ｍｍ ｍ 1-07

-080 屋内露出　シートタイプ　呼び径８０　厚４０ｍｍ ｍ 1-08

-100 屋内露出　シートタイプ　呼び径１００　厚４０ｍｍ ｍ 1-09

-125 屋内露出　シートタイプ　呼び径１２５　厚４０ｍｍ ｍ 1-10

-150 屋内露出　シートタイプ　呼び径１５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-11

-200 屋内露出　シートタイプ　呼び径２００　厚４０ｍｍ ｍ 1-12

-250 屋内露出　シートタイプ　呼び径２５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-13

-300 屋内露出　シートタイプ　呼び径３００　厚４０ｍｍ ｍ 1-14

-3115 -015 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１５　厚２０ｍｍ ｍ 1-15

-020 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２０　厚２０ｍｍ ｍ 1-16

-025 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２５　厚２０ｍｍ ｍ 1-17

-032 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径３２　厚３０ｍｍ ｍ 1-18

-040 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径４０　厚３０ｍｍ ｍ 1-19

-050 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径５０　厚３０ｍｍ ｍ 1-20

-065 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径６５　厚４０ｍｍ ｍ 1-21

-080 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径８０　厚４０ｍｍ ｍ 1-22

-100 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１００厚４０ｍｍ ｍ 1-23

-125 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１２５厚４０ｍｍ ｍ 1-24

-150 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径１５０厚４０ｍｍ ｍ 1-25

-200 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２００厚４０ｍｍ ｍ 1-26

-250 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径２５０厚４０ｍｍ ｍ 1-27

-300 屋内露出ジャケットタイプ　呼び径３００厚４０ｍｍ ｍ 1-28

-3120 -015 機械室、書庫、倉庫　呼び径１５　厚２０ｍｍ ｍ 1-29

-020 機械室、書庫、倉庫　呼び径２０　厚２０ｍｍ ｍ 1-30

-025 機械室、書庫、倉庫　呼び径２５　厚２０ｍｍ ｍ 1-31

-3020 -032 機械室、書庫、倉庫　呼び径３２　厚３０ｍｍ ｍ 1-32

-040 機械室、書庫、倉庫　呼び径４０　厚３０ｍｍ ｍ 1-33

-050 機械室、書庫、倉庫　呼び径５０　厚３０ｍｍ ｍ 1-34

-065 機械室、書庫、倉庫　呼び径６５　厚４０ｍｍ ｍ 1-35

-080 機械室、書庫、倉庫　呼び径８０　厚４０ｍｍ ｍ 1-36

-100 機械室、書庫、倉庫　呼び径１００　厚４０ｍｍ ｍ 1-37

-125 機械室、書庫、倉庫　呼び径１２５　厚４０ｍｍ ｍ 1-38

-150 機械室、書庫、倉庫　呼び径１５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-39

-3120 -200 機械室、書庫、倉庫　呼び径２００　厚４０ｍｍ ｍ 1-40

-250 機械室、書庫、倉庫　呼び径２５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-41
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V1801-3120 -300 機械室、書庫、倉庫　呼び径３００　厚４０ｍｍ ｍ 1-42

-3130 -015 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１５　厚２０ｍｍ ｍ 1-43

-020 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２０　厚２０ｍｍ ｍ 1-44

-025 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２５　厚２０ｍｍ ｍ 1-45

-3030 -032 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径３２　厚３０ｍｍ ｍ 1-46

-040 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径４０　厚３０ｍｍ ｍ 1-47

-050 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径５０　厚３０ｍｍ ｍ 1-48

-065 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径６５　厚４０ｍｍ ｍ 1-49

-080 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径８０　厚４０ｍｍ ｍ 1-50

-100 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１００　厚４０ｍｍ ｍ 1-51

-125 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１２５　厚４０ｍｍ ｍ 1-52

-150 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径１５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-53

-3130 -200 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２００　厚４０ｍｍ ｍ 1-54

-250 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径２５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-55

-300 天井・ＰＳ内、空隙壁中　呼び径３００　厚４０ｍｍ ｍ 1-56

保温工事（配管）　＜市場単価＞ 82頁1表

保温工事　蒸気管　【市場】

V1801-3140 -015 暗渠内（ピット内含）　呼び径１５　厚２０ｍｍ ｍ 1-01

-020 暗渠内（ピット内含）　呼び径２０　厚２０ｍｍ ｍ 1-02

-025 暗渠内（ピット内含）　呼び径２５　厚２０ｍｍ ｍ 1-03

-3040 -032 暗渠内（ピット内含）　呼び径３２　厚３０ｍｍ ｍ 1-04

-040 暗渠内（ピット内含）　呼び径４０　厚３０ｍｍ ｍ 1-05

-050 暗渠内（ピット内含）　呼び径５０　厚３０ｍｍ ｍ 1-06

-065 暗渠内（ピット内含）　呼び径６５　厚４０ｍｍ ｍ 1-07

-080 暗渠内（ピット内含）　呼び径８０　厚４０ｍｍ ｍ 1-08

-100 暗渠内（ピット内含）　呼び径１００　厚４０ｍｍ ｍ 1-09

-125 暗渠内（ピット内含）　呼び径１２５　厚４０ｍｍ ｍ 1-10

-150 暗渠内（ピット内含）　呼び径１５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-11

-3140 -200 暗渠内（ピット内含）　呼び径２００　厚４０ｍｍ ｍ 1-12

-250 暗渠内（ピット内含）　呼び径２５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-13

-300 暗渠内（ピット内含）　呼び径３００　厚４０ｍｍ ｍ 1-14

-3150 -015 屋外露出、多湿箇所　呼び径１５　厚２０ｍｍ ｍ 1-15

-020 屋外露出、多湿箇所　呼び径２０　厚２０ｍｍ ｍ 1-16

-025 屋外露出、多湿箇所　呼び径２５　厚２０ｍｍ ｍ 1-17

-3050 -032 屋外露出、多湿箇所　呼び径３２　厚３０ｍｍ ｍ 1-18

-040 屋外露出、多湿箇所　呼び径４０　厚３０ｍｍ ｍ 1-19

-050 屋外露出、多湿箇所　呼び径５０　厚３０ｍｍ ｍ 1-20

-065 屋外露出、多湿箇所　呼び径６５　厚４０ｍｍ ｍ 1-21

-080 屋外露出、多湿箇所　呼び径８０　厚４０ｍｍ ｍ 1-22

-100 屋外露出、多湿箇所　呼び径１００　厚４０ｍｍ ｍ 1-23

-125 屋外露出、多湿箇所　呼び径１２５　厚４０ｍｍ ｍ 1-24

-150 屋外露出、多湿箇所　呼び径１５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-25

-3150 -200 屋外露出、多湿箇所　呼び径２００　厚４０ｍｍ ｍ 1-26

-250 屋外露出、多湿箇所　呼び径２５０　厚４０ｍｍ ｍ 1-27

-300 屋外露出、多湿箇所　呼び径３００　厚４０ｍｍ ｍ 1-28

ダクト工事　＜市場単価＞ 84頁1表

ダクト工事アングルフランジ工法（低圧ダクト）市場

V0201-1010 -010 長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ ｍ２ 1-01

-020 長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚０．６ｍｍ ｍ２ 1-02

-030 長辺寸法７５０＜Ｌ≦１５００ｍｍ　板厚０．８ｍｍ ｍ２ 1-03

-040 長辺寸法１５００＜Ｌ≦２２００ｍｍ板厚１．０ｍｍ ｍ２ 1-04

-050 長辺寸法２２００＜Ｌ　板厚１．２ｍｍ ｍ２ 1-05

ダクト工事アングルフランジ工法（排煙ダクト）市場

V0201-2010 -010 長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．８ｍｍ ｍ２ 1-06

-020 長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚１．０ｍｍ ｍ２ 1-07

-030 長辺寸法７５０＜Ｌ≦１２００ｍｍ　板厚１．０ｍｍ ｍ２ 1-08

-040 長辺寸法１２００＜Ｌ≦１５００ｍｍ板厚１．２ｍｍ ｍ２ 1-09

-050 長辺寸法１５００＜Ｌ≦２２００ｍｍ板厚１．２ｍｍ ｍ２ 1-10

-060 長辺寸法２２００ｍｍ＜Ｌ　板厚１．２ｍｍ ｍ２ 1-11

ダクト工事　コーナーボルト共板フランジ工法　市場

V0201-3010 -010 長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ ｍ２ 1-12

-020 長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚０．６ｍｍ ｍ２ 1-13

-030 長辺寸法７５０＜Ｌ≦１２００ｍｍ板厚０．８ｍｍ ｍ２ 1-14

-040 長辺寸法１２００＜Ｌ≦１５００ｍｍ板厚０．８ｍｍ ｍ２ 1-15

ダクト工事　スパイラルダクト（低圧ダクト）　市場

V0201-4010 -010 口径１００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ ｍ 1-16

-020 口径１２５ｍｍ　板厚０．５ｍｍ ｍ 1-17

-030 口径１５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ ｍ 1-18

-040 口径１７５ｍｍ　板厚０．５ｍｍ ｍ 1-19

-050 口径２００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ ｍ 1-20

-060 口径２２５ｍｍ　板厚０．５ｍｍ ｍ 1-21

-070 口径２５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ ｍ 1-22

-080 口径２７５ｍｍ　板厚０．５ｍｍ ｍ 1-23

-090 口径３００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ ｍ 1-24

-100 口径３５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ ｍ 1-25

チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事＜市場＞ 86頁1表

チャンバー工事　（低圧ダクト）　【市場】

V0901-1010 -010 長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ ｍ２ 1-01

-020 長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚０．６ｍｍ ｍ２ 1-02

-030 長辺寸法７５０＜Ｌ≦１５００ｍｍ　板厚０．８ｍｍ ｍ２ 1-03

-040 長辺寸法１５００＜Ｌ≦２２００ｍｍ板厚１．０ｍｍ ｍ２ 1-04

-050 長辺寸法２２００ｍｍ＜Ｌ　板厚１．２ｍｍ ｍ２ 1-05

-060 板厚１．６ｍｍ ｍ２ 1-06

組立チャンバー工事（低圧ダクト）　【市場】

V0901-2010 -010 長辺寸法Ｌ≦２２００ｍｍ　板厚１．０ｍｍ ｍ２ 1-07

-020 長辺寸法２２００ｍｍ＜Ｌ　板厚１．２ｍｍ ｍ２ 1-08

-030 板厚１．６ｍｍ ｍ２ 1-09

ボックス工事　（低圧ダクト）　【市場】

V0901-3010 -010 長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ ｍ２ 1-10

-020 長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚０．６ｍｍ ｍ２ 1-11

-030 長辺寸法７５０＜Ｌ≦１５００ｍｍ　板厚０．８ｍｍ ｍ２ 1-12

ボックス工事　線状吹出口ボックス　【市場】

V0901-4010 -015 ボックス高さＨ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ ｍ２ 1-13

-025 ボックス高さ４５０＜Ｈ≦７５０ｍｍ板厚０．６ｍｍ ｍ２ 1-14

既製品ボックス取付費（手間のみ）　＜市場単価＞ 88頁1表

シーリングディフューザー用ボックス取付費【市場】

V1001-1010 -010 直径２００ｍｍ以下　［手間］ 個 1-01

-020 直径２５０～３５０ｍｍ　［手間］ 個 1-02

-030 直径４００～５００ｍｍ　［手間］ 個 1-03

線状吹出口ＢＬＳ・ＢＬＤ用ボックス取付費【市場】

V1001-2010 -110 吹出口　長辺寸法Ｌ≦１０００ｍｍ　［手間］ 個 1-04

-120 吹出口長辺１０００＜Ｌ≦２０００ｍｍ　［手間］ 個 1-05

-130 吹出口長辺２０００＜Ｌ≦３０００ｍｍ　［手間］ 個 1-06

吹出口・吸込口類、風量測定口等取付費＜市場単価＞ 90頁1表

取付費　吹出口ユニバーサル形　【市場】［手間］

V1201-1010 -010 面積０．０４ｍ２以下 個 1-01

-020 面積０．０４ｍ２超～０．１０ｍ２以下 個 1-02

-030 面積０．１０ｍ２超～０．２０ｍ２以下 個 1-03

-040 面積０．２０ｍ２超～０．３０ｍ２以下 個 1-04

-050 面積０．３０ｍ２超～０．４０ｍ２以下 個 1-05

取付費　吹出口シーリングディフューザー　【市場】

V1201-2010 -010 ネック径２００ｍｍ以下　［手間］ 個 1-06

-020 ネック径２５０～３５０ｍｍ以下　［手間］ 個 1-07

-030 ネック径４００～５００ｍｍ以下　［手間］ 個 1-08

-040 ネック径５５０～６００ｍｍ以下　［手間］ 個 1-09

取付費　ノズル形吹出口　【市場】［手間］

V1201-3010 -010 ネック径２００ｍｍ以下 個 1-10

-020 ネック径３００ｍｍ以下 個 1-11

-030 ネック径４００ｍｍ以下 個 1-12

-040 ネック径５００ｍｍ以下 個 1-13

取付費　線状吹出口　【市場】［手間］

V1201-4010 -015 長辺寸法Ｌ≦１０００ｍｍ 個 1-14

-025 長辺寸法１０００＜Ｌ≦２０００ｍｍ 個 1-15

-035 長辺寸法２０００＜Ｌ≦３０００ｍｍ 個 1-16

取付費　吸込口　【市場】［手間］

V1201-5010 -010 面積０．１ｍ２以下 個 1-17

-020 面積０．１ｍ２超～０．５ｍ２以下 個 1-18

-030 面積０．５ｍ２超～１．０ｍ２以下 個 1-19

-040 面積１．０ｍ２超～１．６ｍ２以下 個 1-20

-050 面積１．６ｍ２超～２．０ｍ２以下 個 1-21

-060 面積２．０ｍ２超～２．４ｍ２以下 個 1-22

取付費　風量測定口　【市場】［手間］

V1201-6001 -010 風量測定口 個 1-23

取付費　ベントキャップ　【市場】［手間］

V1201-7010 -010 直径１００ｍｍ 個 1-24

-020 直径１５０ｍｍ 個 1-25

-030 直径２００ｍｍ 個 1-26

取付費　点検口（ダクト用）　【市場】［手間］

V1201-8010 -010 ０．２ｍ２未満 個 1-27

-020 ０．２～０．３ｍ２程度 個 1-28

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）＜市場単価＞ 92頁1表

排煙口取付費　【市場】［手間］

V1301-0110 -010 長辺０．５ｍ未満 個 1-01

-020 長辺０．５ｍ以上～１．０ｍ未満 個 1-02

-030 長辺１．０ｍ以上 個 1-03

ダンパー取付費　風量調節ダンパー類　【市場】

V1301-0210 -010 面積０．１ｍ２以下　［手間］ 個 1-04

-0310 -010 面積０．１ｍ２超～０．５ｍ２以下　［手間］ 個 1-05

-0410 -010 面積０．５ｍ２超～１．０ｍ２以下　［手間］ 個 1-06

-020 面積１．０ｍ２超～１．６ｍ２以下　［手間］ 個 1-07

-030 面積１．６ｍ２超～２．０ｍ２以下　［手間］ 個 1-08

-040 面積２．０ｍ２超～２．４ｍ２以下　［手間］ 個 1-09

ダンパー取付費　防火ダンパー類　【市場】［手間］

V1301-0510 -010 面積０．１ｍ２以下 個 1-10

-0610 -010 面積０．１ｍ２超～０．５ｍ２以下 個 1-11

-0710 -010 面積０．５ｍ２超～１．０ｍ２以下 個 1-12

-0810 -010 面積１．０ｍ２超～１．６ｍ２以下 個 1-13

-0910 -010 面積１．６ｍ２超～２．０ｍ２以下 個 1-14

-1010 -010 面積２．０ｍ２超～２．４ｍ２以下 個 1-15

衛生器具取付費（手間のみ）　＜市場単価＞ 94頁1表

衛生器具取付費　大便器　【市場】［手間］

V0501-1200 -110 洗浄弁式　フラッシュ弁、スパッド、温水洗浄便座 組 1-01

-310 タンク式　密結ロータンク、紙巻器、温水洗浄便座 組 1-02

-510 高座面　フラッシュ弁、紙巻器、温水洗浄便座 組 1-03

衛生器具取付費　小便器　【市場】［手間］

V0501-1400 -110 洗浄弁式床置・大　露出型個別感知式フラッシュ弁 組 1-04

-120 洗浄弁式床置・小　露出型個別感知式フラッシュ弁 組 1-05

-210 洗浄弁式壁掛・大　露出型個別感知式フラッシュ弁 組 1-06

-220 洗浄弁式壁掛・小　露出型個別感知式フラッシュ弁 組 1-07

-310 専用洗浄弁式床置・大　一体型個別感知フラッシュ弁 組 1-08

-410 専用洗浄弁式壁掛・大　一体型個別感知フラッシュ弁 組 1-09

衛生器具取付費　洗面器　【市場】［手間］
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V0501-2210 -110 自動水栓１個、大 組 1-10

-120 自動水栓１個、小 組 1-11

-130 自動混合水栓、大 組 1-12

衛生器具取付費　身障者用洗面器　【市場】［手間］

V0501-2310 -110 自動水栓１個 組 1-13

衛生器具取付費　手洗器　【市場】［手間］

V0501-2410 -110 壁掛け　自動水栓１個 組 1-14

衛生器具取付費　手洗器埋込タイプ【市場】［手間］

V0501-2510 -010 自閉水栓等 組 1-15

衛生器具取付費　掃除流し　【市場】［手間］

V0501-2010 -010 バック付き 組 1-16

衛生器具取付費　洗濯機パン　【市場】［手間］

V0501-2110 -010 トラップ付き 組 1-17

衛生器具取付費　化粧棚　【市場】［手間］

V0501-2610 -010 ４５０×１５０ｍｍ程度、ガラス製、陶器製等 個 1-18

衛生器具取付費　鏡　【市場】［手間］

V0501-2710 -010 ３６０×４５０ｍｍ程度 枚 1-19

-020 ６００×８００ｍｍ程度 枚 1-20

-030 傾斜鏡 枚 1-21

衛生器具取付費　水石けん入れ　【市場】［手間］

V0501-2810 -010 容量０．３５Ｌ程度、押ボタン式 個 1-22

衛生器具取付費　シートペーパーホルダー　【市場】

V0501-2910 -010 大便器用　［手間］ 個 1-23

衛生器具取付費　紙巻器（露出）　【市場】［手間］

V0501-3010 -010 １連（紙巻器のみを取付の場合） 個 1-24

衛生器具取付費　普通便座減算額　【市場】［手間］

V0501-3220 -010 温水洗浄便座の代りに取付けた場合 組 1-25
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一般財団法人　経済調査会

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ

　（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
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