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品   名 規   格 単位 単 価 備   考 

生コンクリート 足立区、葛飾区      
軽量コンクリート（比重 1.75）  
１８N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 22,000 

  

  

生コンクリート 足立区、葛飾区      
軽量コンクリート（比重 1.75）  
２１N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 22,500    

生コンクリート 足立区、葛飾区      
軽量コンクリート（比重 1.75）  
２４N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 23,100    

生コンクリート 足立区、葛飾区      
軽量コンクリート（比重 1.85）  
１８N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 20,900    

生コンクリート 足立区、葛飾区      
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２１N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,300    

生コンクリート 足立区、葛飾区      
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２４N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,900    

生コンクリート 練馬区、板橋区      
軽量コンクリート（比重 1.75）  
１８N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,400    

生コンクリート 練馬区、板橋区      
軽量コンクリート（比重 1.75）  
２１N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,900    

生コンクリート 練馬区、板橋区      
軽量コンクリート（比重 1.75）  
２４N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 22,300    

生コンクリート 練馬区、板橋区      
軽量コンクリート（比重 1.85）  
１８N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 20,600    

生コンクリート 練馬区、板橋区      
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２１N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,000    

生コンクリート 練馬区、板橋区      
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２４N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,400    

生コンクリート 目黒区、世田谷区    
軽量コンクリート（比重 1.75）  
１８N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,600    

生コンクリート 目黒区、世田谷区    
軽量コンクリート（比重 1.75）  
２１N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 22,100    

生コンクリート 目黒区、世田谷区    
軽量コンクリート（比重 1.75）  
２４N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 22,700    

生コンクリート 目黒区、世田谷区    
軽量コンクリート（比重 1.85）  
１８N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 20,500    

生コンクリート 目黒区、世田谷区    
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２１N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 20,900    

生コンクリート 目黒区、世田谷区    
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２４N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,500    

生コンクリート 町田市              
軽量コンクリート（比重 1.85）  
１８N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 20,500    

生コンクリート 町田市              
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２１N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 20,900    

生コンクリート 町田市              
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２４N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,500    
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品   名 規   格 単位 単 価 備   考 

生コンクリート 立川 
軽量コンクリート（比重 1.75）  
１８N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 22,100    

生コンクリート 立川 
軽量コンクリート（比重 1.75）  
２１N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 22,600    

生コンクリート 立川 
軽量コンクリート（比重 1.75）  
２４N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 23,200    

生コンクリート 立川                
軽量コンクリート（比重 1.85）  
１８N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,000    

生コンクリート 立川                
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２１N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,400    

生コンクリート 立川                
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２４N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 22,000    

生コンクリート 武蔵野              
軽量コンクリート（比重 1.75）  
１８N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 22,100    

生コンクリート 武蔵野              
軽量コンクリート（比重 1.75）  
２１N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 22,600    

生コンクリート 武蔵野              
軽量コンクリート（比重 1.75）  
２４N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 23,200    

生コンクリート 武蔵野              
軽量コンクリート（比重 1.85）  
１８N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,000    

生コンクリート 武蔵野              
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２１N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,400    

生コンクリート 武蔵野              
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２４N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 22,000    

生コンクリート 調布                
軽量コンクリート（比重 1.75）  
１８N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 22,100    

生コンクリート 調布                
軽量コンクリート（比重 1.75）  
２１N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 22,600    

生コンクリート 調布                
軽量コンクリート（比重 1.75）  
２４N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 23,200    

生コンクリート 調布                
軽量コンクリート（比重 1.85）  
１８N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,000    

生コンクリート 調布                
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２１N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,400    

生コンクリート 調布                
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２４N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 22,000    

生コンクリート その他の市町村        
軽量コンクリート（比重 1.85）  
１８N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,000    

生コンクリート その他の市町村        
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２１N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 21,400    

生コンクリート その他の市町村        
軽量コンクリート（比重 1.85）  
２４N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ１８  

ｍ3 22,000    

溶融亜鉛めっき高力ボルト  Ｆ８Ｔ   Ｍ１６  ｔ 410,000    
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品   名 規   格 単位 単 価 備   考 

溶融亜鉛めっき高力ボルト  Ｆ８Ｔ   Ｍ２０  ｔ 400,000    

溶融亜鉛めっき高力ボルト  Ｆ８Ｔ   Ｍ２２  ｔ 400,000    

溶融亜鉛めっき高力ボルト  Ｆ８Ｔ   Ｍ２４  ｔ 415,000    

端柄材 杉（多摩産材）  
4m×4.0cm×4.5cm   上小節  

ｍ3 232,000    

造作材 杉（多摩産材）  
4m×4.0cm×4.5cm   上小節  

ｍ3 232,000    

板材 杉（多摩産材）  
4m×1.5cm×15cm    上小節  

ｍ3 247,000    

端柄材 杉（多摩産材）  
4m×4.0cm×4.5cm   １等  

ｍ3 65,000    

造作材 杉（多摩産材）  
4m×4.0cm×4.5cm   １等    

ｍ3 65,000    

板材 杉（多摩産材）  
4m×1.5cm×15cm    １等    

ｍ3 70,000    

端柄材 桧（多摩産材）  
4m×4.0cm×4.5cm   上小節  

ｍ3 342,000    

造作材 桧（多摩産材）  
4m×4.0cm×4.5cm   上小節  

ｍ3 342,000    

板材 桧（多摩産材）  
4m×1.5cm×15cm    上小節  

ｍ3 360,000    

端柄材 桧（多摩産材）  
4m×4.0cm×4.5cm   １等  

ｍ3 98,800    

造作材 桧（多摩産材）  
4m×4.0cm×4.5cm   １等    

ｍ3 98,800    

板材 桧（多摩産材）  
4m×1.5cm×15cm    １等    

ｍ3 108,000    

構造材 桧 
4m×10.5cm×10.5cm 上小節 

ｍ3 310,000    

構造材 杉 
4m×10.5cm×10.5cm 上小節  

ｍ3 150,000    

構造材 米ひば 
3m×10.5cm×10.5cm １等  

ｍ3 91,000    

端柄材 杉 
4m×4.0cm×4.5cm 上小節  

ｍ3 166,000    

端柄材 杉 
4m×4.0cm×4.5cm  １等  

ｍ3 51,000    

端柄材 米つが 
4m×4.0cm×4.5cm １等  

ｍ3 56,000    

造作材 桧 
4m×4.0cm×4.5cm 上小節  

ｍ3 318,000    

造作材 桧 
4m×4.0cm×4.5cm １等   

ｍ3 71,000    

造作材 杉 
  4m×4.0cm×4.5cm  １等    

ｍ3 51,000    

造作材 米つが 
  4m×4.0cm×4.5cm   １等   

ｍ3 56,000    

板材 桧              
4m×2.4cm×15cm    １等    

ｍ3 77,000    

板材 杉              
4m×1.5cm×15cm    １等    

ｍ3 54,000    

フローリング 加工板 多摩産材 桧 無垢材 無節 
3,950×115×15  

㎡ 15,400    

フローリング 加工板 多摩産材 桧 無垢材 上小節  
3,950×115×15  

㎡ 12,000    

フローリング 加工板 多摩産材 桧 無垢材 一等    
3,950×115×15  

㎡ 5,040    

フローリング 加工板 多摩産材 杉 無垢材 一等    
3,950×115×30  

㎡ 5,130    

壁板 加工板 多摩産材 桧 無垢材 無節    
3,950×105～115×12  

㎡ 14,200    

壁板 加工板 多摩産材 桧 無垢材 上小節  
3,950×105～115×12  

㎡ 11,200    
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品   名 規   格 単位 単 価 備   考 

壁板 加工板 多摩産材 桧 無垢材 一等    
3,950×105～115×12  

㎡ 4,960    

壁板 加工板 多摩産材 杉 無垢材 無節    
3,950×105～115×12  

㎡ 8,000    

壁板 加工板 多摩産材 杉 無垢材 無節    
3,950×140～150×12  

㎡ 8,000    

壁板 加工板 多摩産材 杉 無垢材 上小節  
3,950×105～115×12  

㎡ 5,820    

壁板 加工板 多摩産材 杉 無垢材 上小節  
3,950×140～150×12  

㎡ 6,790    

壁板 加工板 多摩産材 杉 無垢材 一等    
3,950×105～115×12  

㎡ 3,300    

壁板 加工板 多摩産材 杉 無垢材 一等    
3,950×140～150×12  

㎡ 3,850    

壁板 甲丸加工板 多摩産材 杉 無垢材 一等    
3,950×90×25        

㎡ 4,750    

壁板 甲丸加工板 多摩産材 杉 無垢材 一等    
3,950×126×30       

㎡ 5,830    

断熱材吹付け（壁・天井）（材工共）  硬質ウレタンフォーム 難燃  
厚１５．０ｍｍ ノンフロン    

㎡ 1,080    

断熱材吹付け（壁・天井）（材工共）  硬質ウレタンフォーム 難燃  
厚５０．０ｍｍ ノンフロン    

㎡ 1,870    

断熱材吹付け（壁・天井）（材工共）  硬質ウレタンフォーム 難燃  
厚７５．０ｍｍ ノンフロン    

㎡ 2,640    

アスファルト防水（材工共） 1型 平面 
屋根保護防水断熱密着工法 AI 
断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75 

㎡ 8,450    

アスファルト防水（材工共） 1型 平面 
屋根保護防水絶縁断熱工法 BI 
断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75  

㎡ 8,960    

アスファルト防水（材工共） 1型 平面 
屋根露出防水絶縁断熱工法 DI 
断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25 

㎡ 7,490    

アスファルト防水（材工共） 1型 平面 
屋根露出防水絶縁断熱工法 DI 
断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75 

㎡ 10,800    

アスファルト防水（材工共） 1型 立上下面 
屋根露出防水絶縁断熱工法 DI 

㎡ 5,760    

アスファルト防水（材工共） 2型 平面 
屋根保護防水断熱密着工法 AI 
断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75 

㎡ 7,790    

アスファルト防水（材工共） 2型 平面 
屋根保護防水絶縁断熱工法 BI 
断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75   

㎡ 8,520    

アスファルト防水（材工共） 2型 平面 
屋根露出防水絶縁断熱工法 DI 
断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25 

㎡ 7,000    

アスファルト防水（材工共） 2型 平面 
屋根露出防水絶縁断熱工法 DI 
断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75 

㎡ 10,300    

アスファルト防水（材工共） 2型 立上下面 
屋根露出防水絶縁断熱工法 DI 

㎡ 4,890    

アスファルト防水（材工共） 3型 平面 
屋根保護防水密着工法 A 
絶縁ｼｰﾄ含 

㎡ 3,040    

アスファルト防水（材工共） 3型 平面 
屋根保護防水断熱密着工法 AI 
断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25 
絶縁ｼｰﾄ含 

㎡ 4,720    

アスファルト防水（材工共） 3型 平面 
屋根保護防水断熱密着工法 AI 
断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75 
絶縁ｼｰﾄ含        

㎡ 7,470    
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品   名 規   格 単位 単 価 備   考 

アスファルト防水（材工共） 3型 平面 
屋根保護防水絶縁工法 B 
絶縁ｼｰﾄ含 

㎡ 4,020    

アスファルト防水（材工共） 3型 平面 
屋根保護防水絶縁断熱工法 BI 
断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25 
絶縁ｼｰﾄ含 

㎡ 5,670    

アスファルト防水（材工共） 3型 平面 
屋根保護防水絶縁断熱工法 BI 
断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75 
絶縁ｼｰﾄ含        

㎡ 8,420    

アスファルト防水（材工共） 3型 平面 
屋根露出防水絶縁工法 D 

㎡ 4,530    

アスファルト防水（材工共） 3型 立上下面 
屋根保護防水密着工法 A 

㎡ 3,840    

アスファルト防水（材工共） 3型 立上下面 
屋根保護防水断熱密着工法 AI 

㎡ 3,840    

アスファルト防水（材工共） 3型 立上下面 
屋根保護防水絶縁工法 B 

㎡ 3,960    

アスファルト防水（材工共） 3型 立上下面 
屋根保護防水絶縁断熱工法 BI 

㎡ 3,960    

アスファルト防水（材工共） 3型 立上下面 
屋根露出防水絶縁断熱工法 D 

㎡ 5,010    

アスファルト防水（材工共） 4型 平面 
屋根露出防水絶縁工法 D 

㎡ 3,720    

アスファルト防水（材工共） 4型 立上下面 
屋根露出防水絶縁工法 D 

㎡ 4,140    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 平面 
屋根露出防水密着工法 AS-T1 

㎡ 4,410    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 平面 
屋根露出防水密着工法 AS-T2 

㎡ 3,290    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 平面 
屋根露出防水絶縁工法 AS-T3 

㎡ 4,860    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 平面 
屋根露出防水絶縁工法 AS-T4 

㎡ 3,920    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 平面 
屋根露出防水密着工法 S･PF-2 

㎡ 4,230    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 平面 
屋根露出防水密着工法)AS-J1  

㎡ 5,140    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 平面 
屋根露出防水絶縁工法 AS-J2 

㎡ 5,140    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 平面 
屋根露出防水絶縁断熱工法
ASI-T1 断熱材 厚 25mm 

㎡ 6,960    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 平面 
屋根露出防水絶縁断熱工法
ASI-T1 断熱材 厚 75mm 

㎡ 9,710    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 平面 
屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-J1 
断熱材 厚 25mm 

㎡ 7,240    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 平面 
屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-J1 
断熱材 厚 75mm 

㎡ 9,990    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 立上・立下面 
屋根露出防水密着工法 AS-T1 

㎡ 5,200    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 立上・立下面 
屋根露出防水密着工法 AS-T2 

㎡ 3,700    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 立上・立下面 
屋根露出防水絶縁工法 AS-T3 

㎡ 6,240    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 立上・立下面 
屋根露出防水絶縁工法 AS-T4 

㎡ 4,440    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 立上・立下面 
屋根露出防水密着工法 S･PF-2 

㎡ 4,570    
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改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 立上・立下面 
屋根露出防水密着工法)AS-J1 

㎡ 5,220    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 立上・立下面 
屋根露出防水絶縁工法 AS-J2 

㎡ 5,220    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 立上・立下面 
屋根露出防水絶縁断熱工法
ASI-T1 

㎡ 5,200    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（材工共） 平面 
屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-J1  

㎡ 5,220    

合成高分子系ルーフィングシート防水 

（材工共） 

接着工法 SI-F1                   
断熱材 厚 25mm     

㎡ 5,110    

合成高分子系ルーフィングシート防水 

（材工共） 

接着工法 SI-F1                   
断熱材 厚 25+50mm  

㎡ 8,510    

合成高分子系ルーフィングシート防水 

（材工共） 

接着工法 SI-F2                   
断熱材 厚 25mm     

㎡ 5,420    

合成高分子系ルーフィングシート防水 

（材工共） 

接着工法 SI-F2                   
断熱材 厚 25+50mm  

㎡ 8,820    

合成高分子系ルーフィングシート防水 

（材工共） 

機械的固定工法 SI-M1                   
断熱材 厚 25mm     

㎡ 6,720    

合成高分子系ルーフィングシート防水 

（材工共） 

機械的固定工法 SI-M1                   
断熱材 厚 25+50mm  

㎡ 10,100    

合成高分子系ルーフィングシート防水 

（材工共） 

機械的固定工法 SI-M2                   
断熱材 厚 25mm     

㎡ 6,380    

合成高分子系ルーフィングシート防水 

（材工共） 

機械的固定工法 SI-M2                   
断熱材 厚 25+50mm  

㎡ 9,780    

ケイ酸質系塗布防水（材工共） 平面         C-UI  ㎡     1,760    

ケイ酸質系塗布防水（材工共） 平面         C-UP  ㎡     1,760    

ケイ酸質系塗布防水（材工共） 立上・立下面 C-UI  ㎡     1,760    

ケイ酸質系塗布防水（材工共） 立上・立下面 C-UP  ㎡     1,760    

防水鋳鉄管                                        75 600㎜ 両 R    本 19,900   

防水鋳鉄管                                        75 900㎜ 両 R  本 22,500   

防水鋳鉄管                                       100 600㎜ 両 R    本 23,600   

防水鋳鉄管                                       100 900㎜ 両 R    本 26,000   

防水鋳鉄管                                       130 600㎜ 両 R    本 28,500   

防水鋳鉄管                                       130 900㎜ 両 R    本 32,800   

防水鋳鉄管                                       150 600㎜ 両 R   本 33,600   

防水鋳鉄管                                       150 900㎜ 両 R    本 37,000  

既製地中箱 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製)  側塊   450×450mm 高さ 300mm 
肉厚 60mm 

個 3,850   

既製地中箱 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製)  側塊    600×600mm 高さ 300mm 
肉厚 60mm 

個 6,660   

既製地中箱 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製)  側塊     900×900mm 高さ
300mm 肉厚 100mm 

個 14,260   

既製地中箱 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製)  側塊     900×900mm 高さ
500mm 肉厚 100mm 

個 23,400   

既製地中箱 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製)  側塊    1000×1000mm 高さ
300mm 肉厚 100mm 

個 13,240   

既製地中箱 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製)  側塊     1000×1000mm 高さ
500mm 肉厚 100mm 

個 25,470   

ｽﾋﾟｰｶｰ  ｺﾗﾑ型       金属製 10W（屋内・
屋外） 

個 15,800   

ｽﾋﾟｰｶｰ  ｺﾗﾑ型       金属製 20W（屋内・
屋外） 

個 26,000   

ｺﾈｸﾀｰ類 ｺﾈｸﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ 
BTS 3P又はｷｬﾉﾝｺﾈｸﾀｰ 1口(壁埋
込) 

個 3,170   

ｺﾈｸﾀｰ類 ｺﾈｸﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ 
BTS 3P又はｷｬﾉﾝｺﾈｸﾀｰ 2口(壁埋
込)  

個 5,600   

ｺﾈｸﾀｰ類 ﾏｲｸｺﾈｸﾀｰﾎﾞｯｸｽ 
BTS 3P又はｷｬﾉﾝｺﾈｸﾀｰ 2口(床埋
込)  

個 13,400   
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ﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ ｽﾃﾝﾚｽ製 約 3m 本 27,000   

非常放送ｱﾝﾌﾟ 非常業務兼用 音声ﾒｯｾｰｼﾞ付 
480W20局一斉 ﾛﾝｸﾞﾗｯｸ形 

台 1,328,000   

非常放送ｱﾝﾌﾟ 非常業務兼用 音声ﾒｯｾｰｼﾞ付 
480W20局一斉 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形 

台 1,298,000   

ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ  一般用 一斉卓上形ﾃﾞｽｸｱﾝﾌﾟ用 台 27,900   

ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ 一般用 5局一斉ﾃﾞｽｸｱﾝﾌﾟ用 台 40,000   

ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ  一般用 10局一斉ﾃﾞｽｸｱﾝﾌﾟ用 台 55,800   

ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ 非常用 10回路一斉 台 167,400   

ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ  非常用 15回路一斉 台 195,300   

ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ  5局 一般用一斉卓上形ｱﾝﾌﾟ用 個 29,200   

ﾐｷｻｰｱﾝﾌﾟ 入力 4回路 台 30,000   

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ  ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ式・24時間 1分単位  出力
4系統 

台 41,600   

ﾁｬｲﾑ  4曲 電子式 台 39,000   

電源制御器 AC100V断 制御 台 9,100   

ﾏｲｸﾛﾎﾝ接続ｺｰﾄﾞ 2m ｷｬﾉﾝｺﾈｸﾀｰ付 本 2,990   

ﾏｲｸﾛﾎﾝ接続ｺｰﾄﾞ 5m ｷｬﾉﾝｺﾈｸﾀｰ付 本 3,320   

ﾏｲｸﾛﾎﾝ接続ｺｰﾄﾞ 10m ｷｬﾉﾝｺﾈｸﾀｰ付 本 4,230   

ﾏｲｸﾛﾎﾝ ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ 単一指向性 Ⅰ級 個 8,450   

ﾏｲｸﾛﾎﾝ ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ 無指向性   Ⅰ級 個 21,060   

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ UHF 帯 個 10,300   

液面電極 取付枠 個 440   

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ始動装置                    70VA     台 16,660   

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ始動装置                150VA    台 18,680   

分配器（ｹｰﾌﾞﾙ吊下形） F 型 2分配 UV共用 個 5,370   

分配器（ｹｰﾌﾞﾙ吊下形） F 型 4分配 UV共用 個 5,730   

モーターブレーカー 3P 220V 2500A 電流計なし  
0.2kW～7.5kW   

個 2,810   

モーターブレーカー 3P 220V 2500A 電流計付    
0.2kW～7.5kW   

個 4,480   

直だき吸収冷温水発生機 105.48ｋW(30USRT) 基 3,710,000 二重効用省エネルギ－型 

直だき吸収冷温水発生機 140．64ｋW(40USRT) 基 4,620,000 二重効用省エネルギ－型 

直だき吸収冷温水発生機 175.80ｋW(50USRT) 基 5,400,000 二重効用省エネルギ－型 

直だき吸収冷温水発生機 210.96ｋW(60USRT) 基 6,320,000 二重効用省エネルギ－型 

直だき吸収冷温水発生機 281.28ｋW(80USRT) 基 8,150,000 二重効用省エネルギ－型 

直だき吸収冷温水発生機 316.44ｋW(90USRT) 基 9,930,000 二重効用省エネルギ－型 

直だき吸収冷温水発生機 351.60ｋW(100USRT) 基 11,900,000 二重効用省エネルギ－型 

直だき吸収冷温水発生機 421.92ｋW(120USRT) 基 12,600,000 二重効用省エネルギ－型 

直だき吸収冷温水発生機 527.40ｋW(150USRT) 基 15,200,000 二重効用省エネルギ－型 

直だき吸収冷温水発生機 632.88ｋW(180USRT) 基 17,300,000 二重効用省エネルギ－型 

直だき吸収冷温水発生機 703.20ｋW(200USRT) 基 18,100,000 二重効用省エネルギ－型 

直だき吸収冷温水発生機 843.84ｋW(240USRT) 基 20,700,000 二重効用省エネルギ－型 

直だき吸収冷温水発生機 964.48ｋW(280USRT) 基 22,600,000 二重効用省エネルギ－型 

直だき吸収冷温水発生機 1,125.12ｋW(320USRT) 基 24,600,000 二重効用省エネルギ－型 

冷却塔･丸型 （ＦＲＰ） 低騒音型   40冷却ﾄﾝ 基 570,000  

冷却塔･丸型 （ＦＲＰ） 低騒音型   60冷却ﾄﾝ 基 805,000  

冷却塔･角型 （ＦＲＰ） 低騒音型   175冷却ﾄﾝ 基 3,300,000  

冷却塔･角型 （ＦＲＰ） 低騒音型   210冷却ﾄﾝ 基 4,090,000  

冷却塔･角型 （ＦＲＰ） 低騒音型   290冷却ﾄﾝ 基 5,760,000  

冷却塔･角型 （ＦＲＰ） 超低騒音型 125冷却ﾄﾝ 基 3,320,000  

鋼板製炉筒煙管式ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾎﾞｲﾗ･ｶﾞｽ 

用 

1.8(ton/h) 基 15,900,000  

鋼板製炉筒煙管式ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾎﾞｲﾗ･ｶﾞｽ 

用 

2.4(ton/h) 基 17,700,000  

鋼板製炉筒煙管式ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾎﾞｲﾗ･ｶﾞｽ 

用 

3(ton/h) 基 18,700,000  

鋼板製炉筒煙管式ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾎﾞｲﾗ･ｶﾞｽ 

用 

6(ton/h) 基 25,600,000  
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鋼板製炉筒煙管式ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾎﾞｲﾗ･ｶﾞｽ 

用 

7.2(ton/h) 基 28,100,000  

鋼板製炉筒煙管式ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾎﾞｲﾗ･ｶﾞｽ 

用 

8.4(ton/h) 基 30,500,000  

鋼板製炉筒煙管式ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾎﾞｲﾗ･ｶﾞｽ 

用 

10(ton/h) 基 32,900,000  

全水冷壁押込通風式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ鋳鉄ﾎﾞｲ

ﾗ(ｶﾞｽ) 

蒸気用(ﾊﾞｰﾅｰを含む)   
116.27ｋW  (ｶﾞｽ圧 低圧) 

基 1,360,000  

全水冷壁押込通風式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ鋳鉄ﾎﾞｲ

ﾗ(ｶﾞｽ) 

蒸気用(ﾊﾞｰﾅｰを含む) 
197.67ｋW  (ｶﾞｽ圧 低圧) 

基 1,570,000  

全水冷壁押込通風式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ鋳鉄ﾎﾞｲ

ﾗ(ｶﾞｽ) 

蒸気用(ﾊﾞｰﾅｰを含む)   
366.27ｋW  (ｶﾞｽ圧 低圧) 

基 2,280,000  

全水冷壁押込通風式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ鋳鉄ﾎﾞｲ

ﾗ(ｶﾞｽ) 

温水用(ﾊﾞｰﾅｰを含む)   
197.67ｋW  (ｶﾞｽ圧 低圧) 

基 1,460,000  

温水ﾎﾞｲﾗ（鋼板製･立型･ｶﾞｽ ) 貯湯式給湯専用機  低圧(最高使
用水頭圧 10m)  81.39ｋW 

基 1,300,000  

温水ﾎﾞｲﾗ（鋼板製･立型･ｶﾞｽ ) 貯湯式給湯専用機  低圧(最高使
用水頭圧 10m)  220.93ｋW 

基 1,710,000  

温水ﾎﾞｲﾗ（鋼板製･立型･ｶﾞｽ ) 貯湯式給湯専用機  低圧(最高使
用水頭圧 10m)  418.6ｋW 

基 2,380,000  

温水ﾎﾞｲﾗ（鋼板製･立型･ｶﾞｽ ) 暖房専用機        低圧(最高使
用水頭圧 10m)  174.41ｋW 

基 1,150,000  

温水ﾎﾞｲﾗ（鋼板製･立型･ｶﾞｽ ) 暖房専用機        低圧(最高使
用水頭圧 10m)  418.6ｋW 

基 1,720,000  

無圧式温水発生機 (鋼板製 ｶﾞｽ ) 暖房又は給湯 1回路式  
186.04 ｋW 

基 1,340,000  

無圧式温水発生機 (鋼板製 ｶﾞｽ ) 暖房又は給湯 1回路式  
348.83ｋW 

基 2,210,000  

無圧式温水発生機 (鋼板製 ｶﾞｽ ) 暖房･給湯 2回路式     
186.04ｋW 

基 1,400,000  

無圧式温水発生機 (鋼板製 ｶﾞｽ ) 暖房･給湯 2回路式     
290.69ｋW 

基 2,170,000  

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 床置形     隠ぺい  FCU 2 
(1.51ｋW以上、水量 4L／min) 

台 51,700  

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 床置形     隠ぺい  FCU 4 
(3.13ｋW以上、水量 8L／min) 

台 58,300  

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 床置形     隠ぺい  FCU12 (8.13
ｋW以上、水量 22／min) 

台 113,000  

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天井吊形   露 出   FCU 4 
(3.13ｋW以上、水量 8L／min) 

台 68,300  

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天井吊形   露 出   FCU 8 
(6.04ｋW以上、水量 16／min) 

台 113,000  

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天井吊形   隠ぺい  FCU 8 
(6.04ｋW以上、水量 16／min) 

台 105,000  

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ形 露 出   FCU 4 
(3.13ｋW以上、水量 8L／min) 

台 115,000  

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ形 露 出   FCU 8 
(6.04ｋW以上、水量 16／min) 

台 175,000  

ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形  天井埋込形低騒音ﾀｲﾌﾟ･羽根ﾌﾟﾗｽﾁ
ｯｸ VD-13Z10       13W 

台 8,440  

ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形 天井埋込形低騒音ﾀｲﾌﾟ･羽根ﾌﾟﾗｽﾁ
ｯｸ VD-23ZB10      36W～74W 

台 26,000  

ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形 天井埋込形低騒音ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ      
VD-18ZP9      35W 

台 13,800  

ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形 天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ    
VD-15ZX10-FP   13.5W 

台 11,500  

ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形 天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ    
VD-20ZX10-FP   42W 

台 19,000  

一般用送風機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.1     0.2kW 台 64,400  

一般用送風機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.1 1/2  0.4kW 台 81,700  

一般用送風機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.2     0.4kW 台 103,000  

一般用送風機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.2 1/2  1.5kW 台 145,000  

一般用送風機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.3     1.5kW 台 181,000  
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一般用送風機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.3 1/2  3.7kW 台 292,000  

一般用送風機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.4     7.5kW 台 396,000  

一般用送風機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.4 1/2  1.5kW 台 409,000  

一般用送風機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.4 1/2  5.5kW 台 459,000  

一般用送風機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.4 1/2 18.5kW 台 682,000  

一般用送風機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.5     5.5kW 台 507,000  

一般用送風機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.5     11kW 台 586,000  

一般用送風機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸

込） 

ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.2   2.2kW 台 231,000  

一般用送風機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸

込） 

ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.2 1/2 0.75kW 台 252,000  

一般用送風機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸

込） 

ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.2 1/2 3.7kW 台 289,000  

一般用送風機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸

込） 

ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.3    3.7kW 台 360,000  

一般用送風機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸

込） 

ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.3    5.5kW 台 378,000  

一般用送風機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸

込） 

ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.3 1/2 5.5kW 台 446,000  

一般用送風機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸

込） 

ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.4    3.7kW 台 486,000  

一般用送風機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸

込） 

ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.4    11kW 台 583,000  

一般用送風機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸

込） 

ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.4 1/2 7.5kW 台 628,000  

一般用送風機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸

込） 

ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.4 1/2 22kW 台 1,030,000  

一般用送風機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸

込） 

ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.5    7.5kW 台 727,000  

一般用送風機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸

込） 

ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.5    30kW 台 1,300,000  

排煙機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.3 1/2  1.5kW 台 335,000  

排煙機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.3 1/2  7.5kW 台 417,000  

排煙機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.4     5.5kW 台 463,000  

排煙機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.5     3.7kW 台 572,000  

排煙機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.5     15kW 台 710,000  

排煙機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.5 1/2  11kW 台 736,000  

排煙機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.6     7.5kW 台 799,000  

排煙機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.6     18.5kW 台 951,000  

排煙機（ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込） ｼｺｯﾛﾌｧﾝ No.7     11kW 台 1,630,000  

排煙機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込） ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.3     5.5kW 台 436,000  

排煙機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込） ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.3 1/2 2.2kW 台 462,000  

排煙機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込） ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.4 1/2  11kW 台 749,000  

排煙機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込） ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.5     11kW 台 876,000  

排煙機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込） ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.5    18.5kW 台 980,000  

排煙機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込） ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.5 1/2  22kW 台 1,190,000  

排煙機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込） ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.6     11kW 台 1,150,000  

排煙機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込） ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.6     30kW 台 1,440,000  

排煙機（ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込） ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ No.7     37kW 台 2,080,000  

ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ 0.5～0.6 箱型（体積、㎥未満） 個 74,700  

ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ 0.9～1.0 箱型（体積、㎥未満） 個 114,000  

ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ 2.0～2.2 箱型（体積、㎥未満） 個 195,000  

ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ 3.6～3.9 箱型（体積、㎥未満） 個 285,000  

ｽﾃﾝﾚｽ箱形二重ﾌｰﾄﾞ 0.7～0.8 箱型（体積、㎥未満） 個 180,000  

ｽﾃﾝﾚｽ箱形二重ﾌｰﾄﾞ 2.2～2.4 箱型（体積、㎥未満） 個 371,000  

排煙手動ボックス 排煙手動ボックス(手動の場合) 個 13,600  

排煙手動ボックス 排煙手動ボックス(煙感連動の場合) 個 13,600  

ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱 (保温材、 管入り) 13A SGB-VB １５Ａ管 ７０×７０×９
００ 

個 3,720  
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ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱 (保温材、 管入り) 13A SGB-VB １５Ａ管 ７０×７０×１
２００ 

個 4,260  

ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱 (保温材、 管入り) 13A ＶＰ１３管 ７０×７０×９００ 個 1,620  

ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱 (保温材、 管入り) 13A ＶＰ１３管 ７０×７０×１２００ 個 1,860  

滅菌・薬液糟・薬液・塩素測定器  滅菌器 ＮＰ－８ (材料費） 個 108,000  

滅菌・薬液糟・薬液・塩素測定器  滅菌器 ＧＴ－７ (材料費） 個 83,400  

滅菌・薬液糟・薬液・塩素測定器  滅菌器 ＭＦ－１ (材料費） 個 64,800  

滅菌・薬液糟・薬液・塩素測定器  薬液糟 Ｙ－５０K (材料費） 個 44,700  

滅菌・薬液糟・薬液・塩素測定器  薬液糟 Ｙ－１００K (材料費） 個 51,900  

滅菌・薬液糟・薬液・塩素測定器  薬液糟 Ｙ－２００ (材料費） 個 47,700  

滅菌・薬液糟・薬液・塩素測定器  薬液  ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ等(6%18 ﾘｯﾄﾙ相
当) (材料費） 

個 2,700  

滅菌・薬液糟・薬液・塩素測定器  薬液   (冷却水系水処理剤)10kg
詰 (材料費） 

個 15,000  

滅菌・薬液糟・薬液・塩素測定器  塩素測定器 (ｸﾛﾙﾃｽﾀｰ) (材料費） 個 10,800  

壁付ﾂｰﾊﾝﾄﾞﾙ湯水 混合水栓ｼｬﾜｰ形

13A 

普通型 個 22,600  

壁付ﾂｰﾊﾝﾄﾞﾙ湯水 混合水栓ｼｬﾜｰ形

13A 

バス型 個 16,100  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 1m 

単板   二槽   2.50m3(1.0×2.5) 基 840,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 1m 

複合板 二槽   6.00m3(2.0×3.0) 基 1,610,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 1.5m 

単板   一槽    27.00m3(3.0×
6.0) 

基 3,170,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 1.5m 

複合板 一槽   27.00m3(3.0×6.0) 基 3,990,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 1.5m 

複合板 二槽   30.00m3(4.0×5.0) 基 4,820,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 2.0m 

単板   一槽    21.00m3(3.0×
3.5) 

基 2,450,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 2.0m 

単板   二槽    24.00m3(3.0×
4.0) 

基 3,250,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 2.0m 

複合板 一槽   50.00m3(5.0×5.0) 基 5,380,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 2.0m 

複合板 二槽   40.00m3(4.0×5.0) 基 5,720,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 2.5m 

単板   一槽    22.50m3(3.0×
3.0) 

基 2,820,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 2.5m 

単板   二槽    55.00m3(4.0×
5.5) 

基 6,900,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 2.5m 

複合板 二槽   50.00m3(4.0×5.0) 基 7,930,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 3.0m 

単板   一槽    18.00m3(2.0×
3.0) 

基 2,740,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 3.0m 

単板   二槽    12.00m3(2.0×
2.0) 

基 2,780,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 3.0m 

単板   二槽    48.00m3(4.0×
4.0) 

基 6,580,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 3.0m 

複合板 一槽   54.00m3(4.0×4.5) 基 6,630,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.0G用

高さ 3.0m 

複合板 二槽   48.00m3(4.0×4.0) 基 7,480,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.5G用

高さ 1m 

単板   一槽    2.50m3(1.0×2.5) 基 808,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.5G用

高さ 1m 

単板   二槽    2.50m3(1.0×2.5) 基 997,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.5G用

高さ 1m 

複合板 一槽   2.00m3(1.0×2.0) 基 786,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.5G用

高さ 1m 

複合板 二槽   2.00m3(1.0×2.0) 基 975,000  
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FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.5G用

高さ 1.5m 

単板   二槽    6.75m3(1.5×3.0) 基 2,060,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.5G用

高さ 1.5m 

単板   二槽   22.50m3(3.0×5.0) 基 3,840,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.5G用

高さ 1.5m 

複合板 一槽  22.50m3(3.0×5.0) 基 4,020,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.5G用

高さ 1.5m 

複合板 二槽  18.75m3(2.5×5.0) 基 4,540,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.5G用

高さ 2.0m 

単板   二槽   20.00m3(2.0×5.0) 基 3,710,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.5G用

高さ 2.0m 

複合板 一槽  15.00m3(2.5×3.0) 基 2,830,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.5G用

高さ 2.0m 

複合板 二槽  16.00m3(2.0×4.0) 基 3,630,000  

FRP製ﾎﾞﾙﾄ組立式 角形水槽 1.5G用

高さ 2.5m 

単板   一槽   20.00m3(2.0×4.0) 基 3,250,000  

ガス瞬間湯沸器 給湯専用 壁掛式 開放式   5号 台 18,500  

ガス瞬間湯沸器 給湯専用 壁掛式 開放式  10号 台 41,600  

ガス瞬間湯沸器 給湯専用 壁掛式 開放式  16号 台 48,800  

ガス瞬間湯沸器 給湯専用 壁掛式 開放式  20号 台 51,200  

ガス瞬間湯沸器 給湯専用 壁掛式 開放式  24号 台 56,000  

ガス瞬間湯沸器 給湯専用 壁掛式 開放式  30号 台 128,000  

ガス瞬間湯沸器 給湯専用 据置式  開放式  16号 台 70,400  

ガス瞬間湯沸器 給湯専用 据置式  開放式  20号 台 76,100  

ガス瞬間湯沸器 給湯専用 据置式  開放式  24号 台 87,100  

ガス瞬間湯沸器 追炊き  壁掛式 開放式  16号 台 105,000  

ガス瞬間湯沸器 追炊き  壁掛式 開放式  20号 台 116,000  

ガス瞬間湯沸器 追炊き  壁掛式 開放式  24号 台 128,000  

ガス瞬間湯沸器 追炊き  据置式 開放式  16号 台 110,000  

ガス瞬間湯沸器 追炊き  据置式 開放式  20号 台 123,000  

ガス瞬間湯沸器 追炊き  据置式 開放式  24号 台 133,000  

電気貯湯式湯沸器 置台形  10 ﾘｯﾄﾙ 台 64,700  

電気貯湯式湯沸器 置台形  20 ﾘｯﾄﾙ 台 72,900  

電気貯湯式湯沸器 置台形  40 ﾘｯﾄﾙ 台 90,200  

電気貯湯式湯沸器 置台形  60 ﾘｯﾄﾙ 台 113,000  

電気貯湯式湯沸器 置台形  90 ﾘｯﾄﾙ 台 158,000  

電気貯湯式湯沸器 置台形 125 ﾘｯﾄﾙ 台 221,000  

電気貯湯式湯沸器 壁掛形  10 ﾘｯﾄﾙ 台 82,600  

電気貯湯式湯沸器 壁掛形  20 ﾘｯﾄﾙ 台 92,800  

電気貯湯式湯沸器 壁掛形  40 ﾘｯﾄﾙ 台 124,000  

電気貯湯式湯沸器 壁掛形  60 ﾘｯﾄﾙ 台 158,000  

潜熱回収型給湯器（給湯単機能） 屋外壁掛型マルチ対応   32号 台 163,000  

潜熱回収型給湯器（給湯単機能） 屋外壁掛型マルチ対応   50号 台 275,000  

潜熱回収型給湯器（給湯単機能） 屋外据置型             24号 台 98,000  

潜熱回収型給湯器（給湯単機能） 屋外据置型マルチ対応   50号 台 316,000  

片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ（単段） 標準基礎 50A 3.7kW 台 120,000  

片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ（単段） 標準基礎 125A 22.0kW 台 676,000  

片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ（単段ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝ

ｸﾞ） 

標準基礎 80A 15.0kW 台 387,000  

多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 標準基礎 50A 2.2kW 台 177,000  

多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 標準基礎 65A 5.5kW 台 292,000  

多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 標準基礎 100A 11.0kW 台 377,000  

多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 標準基礎 125A 15.0kW 台 512,000  

多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 標準基礎 125A 22.0kW 台 643,000  

多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 標準基礎 150A 30.0kW 台 821,000  

多段ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ） 標準基礎 80A 5.5kW 台 471,000  

多段ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ） 標準基礎 100A 7.5kW 台 602,000  

多段ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ） 標準基礎 100A 15.0kW 台 804,000  

多段ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ） 標準基礎 125A 15.0kW 台 860,000  
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品   名 規   格 単位 単 価 備   考 

汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ 床置形 ﾓｰﾀ 乾式 4極 ｶｯﾀｰ機構
不付  50A 0.75kW 

台 63,700  

雑排水用水中ﾓｰﾀ ﾎﾟﾝﾌﾟ  床置形 ﾓｰﾀ乾式 2極 ｶｯﾀｰ機構不
付  50A 0.75kW 

台 38,200  

雑排水用水中ﾓｰﾀ ﾎﾟﾝﾌﾟ  床置形 ﾓｰﾀ乾式 2極 ｶｯﾀｰ機構不
付  50A 2.2kW 

台 99,900  

雑排水用水中ﾓｰﾀ ﾎﾟﾝﾌﾟ  床置形 ﾓｰﾀ乾式 2極 ｶｯﾀｰ機構不
付  80A 3.7kW 

台 111,000  

雑排水用水中ﾓｰﾀ ﾎﾟﾝﾌﾟ  着脱形 ﾓｰﾀ乾式 2極 ｶｯﾀｰ機構不
付  50A 2.2kW 

台 141,000  

雑排水用水中ﾓｰﾀ ﾎﾟﾝﾌﾟ  着脱形 ﾓｰﾀ乾式 2極 ｶｯﾀｰ機構不
付  65A 3.7kW 

台 156,000  

汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ  着脱形 ﾓｰﾀ乾式 4極 ｶｯﾀｰ機構不
付  100A 11kW 

台 290,000  

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 40A 0.75kW 台 59,400  

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 50A 0.4kW 台 50,500  

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 50A 2.2kW 台 87,700  

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 65A 1.5kW 台 77,000  

ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付） 70L/min 40A～50A 2.2kW 台 755,000  

ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付） 150L/min 40A～50A 3.7kW 台 820,000  

ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付） 300L/min 50A～65A 5.5kW 台 914,000  

ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤無し） 70L/min 40A～50A 2.2kW 台 637,000  

ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤無し） 150L/min 40A～50A 3.7kW 台 702,000  

ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤無し） 300L/min 50A～65A 5.5kW 台 796,000  

 


