
品　名 形状・寸法 記　号 単　位 基準単価 積算種別 接続工法 用　途 施工場所 代価表№

配管用炭素鋼管(SGP)白管 排水 ねじ無 50A ｍ 861 普通 工法無 排水 屋内一般配管 0001

    〃 ねじ無 50A ｍ 861 普通 工法無 排水 機械室・便所 0002

    〃 ねじ無 65A ｍ 1,210 普通 工法無 排水 屋内一般配管 0003

    〃 ねじ無 65A ｍ 1,210 普通 工法無 排水 機械室・便所 0004

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 給湯 13Su ｍ 2,830 普通 溶接接合 給湯 屋内一般配管 0005

    〃 13Su ｍ 3,400 普通 溶接接合 給湯 機械室・便所 0006

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 給水 20Su ｍ 3,530 普通 溶接接合 給水 屋内一般配管 0007

    〃 20Su ｍ 4,240 普通 溶接接合 給水 機械室・便所 0008

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 給湯 20Su ｍ 4,240 普通 溶接接合 給湯 機械室・便所 0009

    〃 20Su ｍ 3,000 普通 溶接接合 給湯 屋外配管 0010

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 給水 20Su ｍ 2,440 普通 溶接接合 給水 地中配管 0011

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 給湯 20Su ｍ 2,440 普通 溶接接合 給湯 地中配管 0012

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 給水 25Su ｍ 4,990 普通 溶接接合 給水 機械室・便所 0013

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 給湯 25Su ｍ 2,900 普通 溶接接合 給湯 地中配管 0014

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 給水 30Su ｍ 5,810 普通 溶接接合 給水 機械室・便所 0015

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 給湯 30Su ｍ 5,810 普通 溶接接合 給湯 機械室・便所 0016

    〃 30Su ｍ 4,140 普通 溶接接合 給湯 屋外配管 0017

    〃 30Su ｍ 3,380 普通 溶接接合 給湯 地中配管 0018

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管一般管(VP) 通気 40mm ｍ 2,360 普通 工法無 通気 屋内一般配管 0019

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管一般管(VP) 排水 50mm ｍ 3,040 普通 工法無 排水 屋内一般配管 0020

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管一般管(VP) 通気 50mm ｍ 3,040 普通 工法無 通気 屋内一般配管 0021

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管一般管(VP) 排水 50mm ｍ 3,650 普通 工法無 排水 機械室・便所 0022

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管一般管(VP) 通気 50mm ｍ 3,650 普通 工法無 通気 機械室・便所 0023

    〃 65mm ｍ 3,870 普通 工法無 通気 屋内一般配管 0024

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管一般管(VP) 排水 65mm ｍ 4,640 普通 工法無 排水 機械室・便所 0025

    〃 65mm ｍ 2,600 普通 工法無 排水 地中配管 0026

    〃 75mm ｍ 4,760 普通 工法無 排水 屋内一般配管 0027

    〃 75mm ｍ 5,690 普通 工法無 排水 機械室・便所 0028

    〃 100mm ｍ 6,320 普通 工法無 排水 屋内一般配管 0029

    〃 100mm ｍ 7,550 普通 工法無 排水 機械室・便所 0030
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硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管薄肉管(VU) 排水 100mm ｍ 3,560 普通 工法無 排水 地中配管 0031

水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管) 給水 20mm ｍ 1,260 普通 工法無 給水 屋外配管 0032

    〃 25mm ｍ 1,570 普通 工法無 給水 屋外配管 0033

    〃 40mm ｍ 2,270 普通 工法無 給水 屋外配管 0034

耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HT管) 給湯 150mm ｍ 13,400 普通 工法無 給湯 地中配管 0035

ｹﾞｰﾄ弁 外ﾈｼﾞSUS SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 15A 個 4,670 普通 給水 0036

ｹﾞｰﾄ弁 外ﾈｼﾞ SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 15A 個 4,670 普通 給湯 0037

ｹﾞｰﾄ弁 外ﾈｼﾞSUS SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 20A 個 5,530 普通 給水 0038

ｹﾞｰﾄ弁 外ﾈｼﾞ SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 20A 個 5,530 普通 給湯 0039

ｹﾞｰﾄ弁 外ﾈｼﾞSUS SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 25A 個 6,540 普通 給水 0040

    〃 SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 32A 個 8,730 普通 給水 0041

    〃 SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 40A 個 12,200 普通 給水 0042

ﾁｪｯｷ弁 SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 20A 個 5,140 普通 給湯 0043

    〃 SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 32A 個 8,000 普通 給水 0044

床上掃除口 COA-65 非防水層用 基 7,240 普通 0045

    〃 COA-100 非防水層用 基 9,820 普通 0046

排水目皿 D-50 基 5,650 普通 0047

共栓金物 SNA 65AW 基 13,000 普通 0048

通気口金物 50VA2 基 4,800 普通 0049

    〃 50BC 基 5,530 普通 0050

    〃 65BC 基 6,490 普通 0051

床排水ﾄﾗｯﾌﾟ T5A-65 非防水層用 基 14,000 普通 0052

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A相フランジ共 個 4,260 普通 0053

    〃 32A相フランジ共 個 7,440 普通 0054

循環ポンプ(ｽﾃﾝﾚｽ製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ) PSS-206-0.06 台 79,100 普通 0055

官公署申請費 式 36,000 普通 0056

給水管引込み工事費 式 420,000 普通 0057

ｶﾞｽ集合装置 6本立(ちどり列) 式 71,800 普通 0058

    〃 6本立(並列) 式 73,800 普通 0059

ｶﾞｽ湯沸機 ﾏﾙﾁ設置 給湯専用据置形150号（50号x3） 台 1,890,000 普通 0060
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ｶﾞｽ湯沸器GQ2023WA15 壁掛型 瞬間先止式 20号 台 168,000 普通 0061

密閉式膨張ﾀﾝｸ ﾀﾝｸ容積=7.5L・使用圧力＝0.49Pa 基 21,600 普通 0062

空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACP-2 PCZ-RP-140HD 台 1,230,000 普通 0063

空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACR-4 S-28CCV 台 276,000 普通 0064

空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACR-6 S-28DTHDS 台 192,000 普通 0065

空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACR-5 S-36CMV 台 258,000 普通 0066

空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACR-1 S-40BLV・部材 台 458,000 普通 0067

空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACR-2 S-40BLV・枠・グリル 台 368,000 普通 0068

空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACR-3 S-50CCV 台 410,000 普通 0069

空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACP-1 SMZYCP-140M 台 1,360,000 普通 0070

空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACP-4 SZYBP-80MT・ｷｬﾝﾊﾞｽ 台 846,000 普通 0071

空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACP-3 SZYCP-112M 台 989,000 普通 0072

空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACP-5 SZYGP-63MT 台 757,000 普通 0073

有圧換気扇FE-1(EF-30BSXB) PS-30KW・SHW-30MS・SHW-30M 台 142,000 普通 0074

有圧換気扇FE-2(EFC-30MS） PS-30KW・PS-30CS・PS-30CS-M 台 82,800 普通 0075

FDﾀﾞﾝﾊﾟ- P-13DU4 個 3,400 普通 0076

ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝFE-3(BFS-150TX) PS-15BK・FS-07SW 台 145,000 普通 0077

床下用天井扇FE-17(V-09FFS) 台 63,600 普通 0078

中間取付ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝFE-4(V-200C) P-03CSL3・P-23LG 台 74,900 普通 0079

中間取付ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝFE-5(V-150CP) P-03CSL3・P-18LG 台 53,800 普通 0080

中間取付ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝFE-6(V-150C) P-18LG 台 48,800 普通 0081

中間取付ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝFE-7(V-100CPU) P-13GX-KH 台 29,600 普通 0082

天井扇FE-10(VD-18ZXP6-G) 台 23,600 普通 0083

天井扇FE-11(VD-18ZC5) 台 21,500 普通 0084

天井扇FE-12(VD-18ZX6-G) 台 21,100 普通 0085

天井扇FE-13(VD-15ZC5) 台 13,600 普通 0086

天井扇FE-14(VD-15ZX6-X) 台 16,800 普通 0087

天井扇FE-8(VD-20ZP6) P-03SW 台 31,200 普通 0088

天井扇FE-9(VD-20ZC5) 台 27,500 普通 0089

天井扇FE-15(VD-15ZXC5) P-15GX5-H 台 25,300 普通 0090
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ｼﾛｯｺﾌｧﾝ BFS-100SA PS-5BK・FS-6TE 台 87,400 普通 0091

浴室用天井扇FE-16(V-13BA4) W-121・P10CVS 台 28,600 普通 0092

ｽﾃﾝﾌｰﾄﾞ P-13VSQ2 深型　φ100 個 6,380 普通 0093

ｽﾃﾝﾌｰﾄﾞ (FD付)P-18VSQD2 深型　φ150 個 11,900 普通 0094

ｽﾃﾝﾌｰﾄﾞ P18-VSQ2 深型　φ150 個 8,080 普通 0095

ｽﾃﾝﾌｰﾄﾞ P-23VSQ2 深型　φ200 個 20,400 普通 0096

ｽﾃﾝﾌｰﾄﾞ P-25VS2 深型　φ250 個 29,800 普通 0097

換気工事費 式 2,200,000 普通 0098

給排ｸﾞﾘﾙ 個 1,280 普通 0099

指定色塗装 P-13 個 1,020 普通 0100

指定色塗装 P-18 個 1,280 普通 0101

指定色塗装 P-23 個 1,530 普通 0102

指定色塗装 P-25 個 1,700 普通 0103

本体(RC115人槽)及土工事 RC造・23m3/日・BOD20mg/L以下 式 4,900,000 普通 0104

機械・配管・内部設備 ブロワー・ポンプ・他 式 4,180,000 普通 0105

金物・躯体工事 マンホール・グレーチング・他 式 800,000 普通 0106

諸雑費 式 970,000 普通 0107

調整費 式 50,000 普通 0108

電気工事 動力操作盤・他 式 1,500,000 普通 0109

消火器 ABC-10 個 18,300 普通 0110

屋内消火栓格納箱 ﾊﾟｯｹ-ｼﾞ型埋込式型 組 703,000 普通 0111

消火器保管箱 1本用 756x295x185 個 34,200 普通 0112

    〃 1本用　10型用 個 20,200 普通 0113

弁枡ふた B1 個 8,830 普通 0114

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ HGR-60P(T-2) 個 205,000 普通 0115

小口径汚水桝1 -300mm 100x150-90TY　みかげ 組 7,140 普通 0116

小口径汚水桝2 -310mm 100x150-90TY　みかげ 組 7,140 普通 0117

小口径汚水桝3 -320mm 100x150-90UT　みかげ 組 7,140 普通 0118

小口径汚水桝4 -350mm 100x150-90TY　みかげ 組 7,140 普通 0119

小口径汚水桝5 -360mm 100x150-90UT　みかげ 組 10,200 普通 0120
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小口径汚水桝6 -380mm 100x150-90TY　みかげ 組 7,140 普通 0121

小口径汚水桝7 -400mm 100x150-90TY　みかげ 組 7,350 普通 0122

小口径汚水桝8 -350mm 100x150-90L  　みかげ 組 5,580 普通 0123

小口径汚水桝11-300mm 100x150-90L 　　みかげ 組 5,580 普通 0124

小口径汚水桝12 -330mm 100x150-90TY 　みかげ 組 7,140 普通 0125

小口径汚水桝13 -360mm 100x150-90TY 　みかげ 組 7,140 普通 0126

小口径汚水桝9 -410mm 100x150-ST　　みかげ 組 7,350 普通 0127

小口径汚水桝14 -370mm 100ｘ150-90ＵＴ　みかげ 組 10,200 普通 0128

小口径汚水桝15 -390mm 100x150-90TY　みかげ 組 7,140 普通 0129

小口径汚水桝16 -430mm 100x150-90L  　みかげ 組 5,790 普通 0130

小口径汚水桝17 -300mm 　75ｘ125-90Ｌ　 みかげ 組 5,580 普通 0131

小口径汚水桝18 -450mm 100x150-90TY  みかげ 組 7,350 普通 0132

小口径汚水桝19 -510mm 100x150-ST     みかげ 組 7,350 普通 0133

小口径汚水桝20 -1200mm 100x200WRW    みかげ 組 31,200 普通 0134

小口径汚水桝21 -1200mm 150x200-ST      FC蓋(T-14) 組 40,400 普通 0135

小口径汚水桝31 -200mm 100x150-90TY   みかげ 組 7,140 普通 0136

小口径汚水桝32 -210mm 100x150-90L     みかげ 組 5,580 普通 0137

小口径汚水桝33 -230mm 100ｘ150-90Ｌ　　みかげ 組 5,580 普通 0138

雨水桝A  -450mm 化粧蓋　　　建築工事 組 0 別途 0139

雨水桝B  -440mm SC-3         MHD-600 組 86,000 普通 0140

雨水桝C  -600 SC-3         MHD-600 組 86,000 普通 0141

雨水桝D  -620mm SC-3         MHD-600 組 86,000 普通 0142

散水栓BOX MS-4 個 8,990 普通 0143

    〃 MS-6 個 11,100 普通 0144

保温外装-配管(亜鉛鉄板) 露出(保温厚20㎜)20A ｍ 690 普通 0145

    〃 露出(保温厚20㎜)25A ｍ 733 普通 0146

    〃 露出(保温厚20㎜)40A ｍ 839 普通 0147

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ/屋外露出 給水管　20A(ｶﾗｰ亜鉛鉄板) ｍ 2,450 普通 0148

    〃 給水管　25A(ｶﾗｰ亜鉛鉄板) ｍ 2,640 普通 0149

    〃 給水管　40A(ｶﾗｰ亜鉛鉄板) ｍ 2,990 普通 0150
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