
水道資材設計単価表

秩父広域市町村圏組合水道局

令和３年度

（公開用）





コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NA2400_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 継ぎ輪 φ75mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2400_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 継ぎ輪 φ100mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2400_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 継ぎ輪 φ150mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2400_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 継ぎ輪 φ200mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2400_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 継ぎ輪 φ250mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2400_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 継ぎ輪 φ300mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2400_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 継ぎ輪 φ350mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2400_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 継ぎ輪 φ400mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2400_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 継ぎ輪 φ450mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2400_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 継ぎ輪 φ500mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2400_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 継ぎ輪 φ600mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2500_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 栓 φ75mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2500_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 栓 φ100mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2500_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 栓 φ150mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2500_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 栓 φ200mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2500_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 栓 φ250mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2500_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 栓 φ300mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2500_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 栓 φ350mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2500_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 栓 φ400mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2500_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 栓 φ450mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2500_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 栓 φ500mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2500_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 栓 φ600mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA2600_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽 φ75mm 特押･ﾌﾟﾗｸﾞ付 個 内面粉体塗装 23,050
NA2600_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽 φ100mm 特押･ﾌﾟﾗｸﾞ付 個 内面粉体塗装 28,950
NA2600_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽 φ150mm 特押･ﾌﾟﾗｸﾞ付 個 内面粉体塗装 42,750
NA2600_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽 φ200mm 特押･ﾌﾟﾗｸﾞ付 個 内面粉体塗装 54,800
NA2600_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽 φ250mm 特押･ﾌﾟﾗｸﾞ付 個 内面粉体塗装 74,620
NA2600_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽 φ300mm 特押･ﾌﾟﾗｸﾞ付 個 内面粉体塗装 96,960
NA2600_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽 φ350mm 特押･ﾌﾟﾗｸﾞ付 個 内面粉体塗装 136,320
NA2600_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽 φ400mm 特押･ﾌﾟﾗｸﾞ付 個 内面粉体塗装 214,210
NA2600_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽 φ450mm 特押･ﾌﾟﾗｸﾞ付 個 内面粉体塗装 294,840
NA2600_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽 φ500mm 特押･ﾌﾟﾗｸﾞ付 個 内面粉体塗装 367,280
NA2600_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽 φ600mm 特押･ﾌﾟﾗｸﾞ付 個 内面粉体塗装 442,510
NA2100_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 普通押輪 φ75mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2100_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 普通押輪 φ100mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2100_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 普通押輪 φ150mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2100_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 普通押輪 φ200mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2100_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 普通押輪 φ250mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2100_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 普通押輪 φ300mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2100_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 普通押輪 φ350mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2100_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 普通押輪 φ400mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2100_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 普通押輪 φ450mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2100_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 普通押輪 φ500mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2100_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 普通押輪 φ600mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2200_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊押輪 φ75mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2200_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊押輪 φ100mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2200_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊押輪 φ150mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2200_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊押輪 φ200mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2200_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊押輪 φ250mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2200_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊押輪 φ300mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2200_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊押輪 φ350mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2200_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊押輪 φ400mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2200_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊押輪 φ450mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2200_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊押輪 φ500mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より

NA2200_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊押輪 φ600mm 組 ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 自動芯出し機能付 物価資料より
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NA2700_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 1種 φ250mm×5ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NA2700_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 1種 φ300mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NA2700_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 1種 φ350mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NA2700_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 1種 φ400mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NA2700_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 1種 φ450mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NA2700_010500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 1種 φ250mm×5ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA2700_010600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 1種 φ300mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA2700_010700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 1種 φ350mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA2700_010800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 1種 φ400mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA2700_010900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 1種 φ450mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA2800_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 3種 φ250mm×5ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NA2800_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 3種 φ300mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NA2800_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 3種 φ350mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NA2800_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 3種 φ400mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NA2800_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 3種 φ450mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NA2800_010500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 3種 φ250mm×5ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA2800_010600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 3種 φ300mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA2800_010700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 3種 φ350mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA2800_010800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 3種 φ400mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA2800_010900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 3種 φ450mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA2900_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 S種 φ500mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA2900_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 S種 φ600mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA2900_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 S種 φ700mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA2900_010100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 S種 φ500mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NA2900_010200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 S種 φ600mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NA2900_010300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管 S種 φ700mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NA3400_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 三受十字管 φ250mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3400_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 三受十字管 φ250mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3400_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 三受十字管 φ300mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3400_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 三受十字管 φ300mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3400_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 三受十字管 φ350mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3400_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 三受十字管 φ350mm×φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3400_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 三受十字管 φ400mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3400_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 三受十字管 φ400mm×φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3400_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 三受十字管 φ450mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3400_001600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 三受十字管 φ450mm×φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3400_001700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 三受十字管 φ500mm×φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3400_001800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 三受十字管 φ600mm×φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3400_001900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 三受十字管 φ700mm×φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ250mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ250mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ250mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ300mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ300mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ300mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_001600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ300mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_001700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ350mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_001800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ350mm×φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_001900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ400mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_002000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ400mm×φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_002100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ450mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_002200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ450mm×φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_002300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ500mm×φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_002400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ500mm×φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_002500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ500mm×φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_002600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ500mm×φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_002700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ600mm×φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_002800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ600mm×φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_002900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ600mm×φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_003000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ600mm×φ600mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_003100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ700mm×φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_003200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ700mm×φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_003300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ700mm×φ600mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3000_003400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 二受T字管 φ700mm×φ700mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ400mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ400mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ450mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_001600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ450mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_001700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ500mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_001800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ500mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_001900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ600mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_002000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ600mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_002100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ700mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3100_002200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ700mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3150_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 浅層埋設型ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 83,460
NA3150_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 浅層埋設型ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 87,730
NA3200_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ75mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3200_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ100mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3200_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3200_000350 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3200_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3200_000450 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3200_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3200_000550 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より
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NA3200_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3200_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3200_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3200_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3300_000090 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 排水T字管 φ250mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3300_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 排水T字管 φ300mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3300_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 排水T字管 φ350mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3300_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 排水T字管 φ400mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3300_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 排水T字管 φ450mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3300_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 排水T字管 φ500mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3300_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 排水T字管 φ600mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3300_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 排水T字管 φ700mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ250mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ250mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ250mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ300mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ300mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ300mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ300mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ350mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ350mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ350mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ350mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_001600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ400mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_001700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ400mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_001800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ400mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_001900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ400mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_002000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ400mm×φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_002100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ450mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_002200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ450mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_002300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ450mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_002400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ450mm×φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_002500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ450mm×φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_002600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ500mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_002700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ500mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_002800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ500mm×φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_002900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ500mm×φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_003000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ500mm×φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_003100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ600mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_003200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ600mm×φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_003300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ600mm×φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_003400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ600mm×φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_003500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ600mm×φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_003600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ700mm×φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_003700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ700mm×φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_003800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ700mm×φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3500_003900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 受挿し片落管 φ700mm×φ600mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ250mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ250mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ250mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ300mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ300mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ300mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ300mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ350mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ350mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ350mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ350mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_001600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ400mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_001700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ400mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_001800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ400mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_001900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ400mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_002000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ400mm×φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_002100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ450mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_002200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ450mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_002300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ450mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_002400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ450mm×φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_002500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ450mm×φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_002600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ500mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_002700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ500mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_002800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ500mm×φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_002900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ500mm×φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_003000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ500mm×φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_003100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ600mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_003200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ600mm×φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_003300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ600mm×φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_003400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ600mm×φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_003500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ600mm×φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_003600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ700mm×φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_003700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ700mm×φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_003800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ700mm×φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3600_003900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し受片落管 φ700mm×φ600mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3700_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 90°φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3700_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 90°φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3700_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 90°φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3700_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 90°φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3700_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 90°φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3700_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 90°φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3700_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 90°φ600mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3700_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 90°φ700mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より
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NA3800_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 45°φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3800_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 45°φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3800_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 45°φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3800_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 45°φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3800_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 45°φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3800_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 45°φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3800_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 45°φ600mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3800_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 45°φ700mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3900_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 22 1/2゜φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3900_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 22 1/2゜φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3900_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 22 1/2゜φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3900_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 22 1/2゜φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3900_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 22 1/2゜φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3900_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 22 1/2゜φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3900_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 22 1/2゜φ600mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA3900_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 22 1/2゜φ700mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4000_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 11 1/4゜φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4000_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 11 1/4゜φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4000_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 11 1/4゜φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4000_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 11 1/4゜φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4000_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 11 1/4゜φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4000_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 11 1/4゜φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4000_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 11 1/4゜φ600mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4000_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 11 1/4゜φ700mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4100_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 5 5/8゜φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4100_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 5 5/8゜φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4100_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 5 5/8゜φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4100_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 5 5/8゜φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4100_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 5 5/8゜φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4100_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 5 5/8゜φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4100_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 5 5/8゜φ600mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4100_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 曲管 5 5/8゜φ700mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4102_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°φ75mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4102_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°φ100mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4102_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4102_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4102_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4102_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4102_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4102_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4102_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4102_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4102_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°φ600mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4102_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°φ700mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4102_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°φ800mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4102_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°φ900mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4102_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°φ1000mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4104_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°φ75mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4104_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°φ100mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4104_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4104_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4104_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4104_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4104_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4104_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4104_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4104_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2゜φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4104_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2゜φ600mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4104_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2゜φ700mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4104_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°φ800mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4104_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°φ900mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4104_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°φ1000mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4110_000410 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 乙字管 φ250mm×300H 個 内面粉体塗装 116,666
NA4110_000430 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 乙字管 φ300mm×300H 個 内面粉体塗装 167,886
NA4110_000450 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 乙字管 φ350mm×300H 個 内面粉体塗装 200,726
NA4110_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 乙字管 φ250mm×450H 個 内面粉体塗装 130,453
NA4110_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 乙字管 φ300mm×450H 個 内面粉体塗装 187,780
NA4110_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 乙字管 φ350mm×450H 個 内面粉体塗装 224,126
NA4900_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪 φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4900_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪 φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4900_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪 φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4900_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪 φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4900_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪 φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4900_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪 φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4900_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪 φ600mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4900_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪 φ700mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4200_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管1号 φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4200_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管1号 φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4200_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管1号 φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4200_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管1号 φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4200_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管1号 φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4200_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管1号 φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4200_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管1号 φ600mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4200_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管1号 φ700mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4300_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管2号 φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4300_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管2号 φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4300_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管2号 φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4300_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管2号 φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4300_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管2号 φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4300_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管2号 φ500mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NA4300_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管2号 φ600mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA4300_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 短管2号 φ700mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA5000_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 帽 φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA5000_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 帽 φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA5000_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 帽 φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA5000_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 帽 φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA5000_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 帽 φ450mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NA5100_000092 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 栓 φ500mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5100_000094 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 栓 φ600mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5100_000096 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 栓 φ700mm 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA4400_000090 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 押輪 φ250mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 16,310
NA4400_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 押輪 φ300mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 18,970
NA4400_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 押輪 φ350mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 23,403
NA4400_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 押輪 φ400mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 28,336
NA4400_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 押輪 φ450mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 30,266
NA4400_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 押輪 φ500mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 55,155
NA4400_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 押輪 φ600mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 58,975
NA4400_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 押輪 φ700mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 83,505
NA4530_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪用離脱防止押輪 φ250mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 29,152
NA4530_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪用離脱防止押輪 φ300mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 33,515
NA4530_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪用離脱防止押輪 φ350mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 41,272
NA4530_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪用離脱防止押輪 φ400mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 53,632
NA4530_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪用離脱防止押輪 φ450mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 62,787
NA4530_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪用離脱防止押輪 φ500mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 76,097
NA4530_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪用離脱防止押輪 φ600mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 90,425
NA4530_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 継ぎ輪用離脱防止押輪 φ700mm 組 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含 143,400
NA4700_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾗｲﾅ φ250mm 個 内面粉体塗装 心出用ｺﾞﾑ含 物価資料より

NA4700_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾗｲﾅ φ300mm 個 内面粉体塗装 心出用ｺﾞﾑ含 物価資料より

NA4700_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾗｲﾅ φ350mm 個 内面粉体塗装 心出用ｺﾞﾑ含 物価資料より

NA4700_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾗｲﾅ φ400mm 個 内面粉体塗装 心出用ｺﾞﾑ含 物価資料より

NA4700_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾗｲﾅ φ450mm 個 内面粉体塗装 心出用ｺﾞﾑ含 物価資料より

NA4700_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾗｲﾅ φ500mm 個 内面粉体塗装 心出用ﾍﾞﾙﾄ･留具等含 物価資料より

NA4700_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾗｲﾅ φ600mm 個 内面粉体塗装 心出用ﾍﾞﾙﾄ･留具等含 物価資料より

NA4700_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾗｲﾅ φ700mm 個 内面粉体塗装 心出用ﾍﾞﾙﾄ･留具等含 物価資料より

NA4800_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ250mm ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ 個 結合ﾋﾟｰｽ･ﾘﾍﾞｯﾄ含 物価資料より

NA4800_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ300mm ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ 個 結合ﾋﾟｰｽ･ﾘﾍﾞｯﾄ含 物価資料より

NA4800_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ350mm ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ 個 結合ﾋﾟｰｽ･ﾘﾍﾞｯﾄ含 物価資料より

NA4800_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ400mm ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ 個 結合ﾋﾟｰｽ･ﾘﾍﾞｯﾄ含 物価資料より

NA4800_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ450mm ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ 個 結合ﾋﾟｰｽ･ﾘﾍﾞｯﾄ含 物価資料より

NA4800_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ500mm ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ 個 結合ﾋﾟｰｽ･ﾘﾍﾞｯﾄ含 物価資料より

NA4800_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ600mm ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ 個 結合ﾋﾟｰｽ･ﾘﾍﾞｯﾄ含 物価資料より

NA4800_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ700mm ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ 個 結合ﾋﾟｰｽ･ﾘﾍﾞｯﾄ含 物価資料より

NA4800_010500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ250mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ 個 ﾀｯﾋﾟﾝねじ含 物価資料より

NA4800_010600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ300mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ 個 ﾀｯﾋﾟﾝねじ含 物価資料より

NA4800_010650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ350mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ 個 ﾀｯﾋﾟﾝねじ含 物価資料より

NA4800_010700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ400mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ 個 ﾀｯﾋﾟﾝねじ含 物価資料より

NA4800_010800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ450mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ 個 ﾀｯﾋﾟﾝねじ含 物価資料より

NA4800_020500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ250mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継輪用) 個 ﾀｯﾋﾟﾝねじ含 8,090
NA4800_020600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ300mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継輪用) 個 ﾀｯﾋﾟﾝねじ含 14,115
NA4800_020700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ350mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継輪用) 個 ﾀｯﾋﾟﾝねじ含 16,677
NA4800_020800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ400mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継輪用) 個 ﾀｯﾋﾟﾝねじ含 19,112
NA4800_020900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ450mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継輪用) 個 ﾀｯﾋﾟﾝねじ含 23,280
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NAA010_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ75mm×4ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA010_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ100mm×4ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA010_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ150mm×5ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA010_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ200mm×5ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA010_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ250mm×5ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA010_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ300mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA010_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ350mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA010_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ400mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA010_010100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ75mm×4ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA010_010200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ100mm×4ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA010_010300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ150mm×5ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA010_010400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ200mm×5ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA010_010500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ250mm×5ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA010_010600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ300mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA010_010650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ350mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA010_010700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 1種 φ400mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA020_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ75mm×4ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA020_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ100mm×4ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA020_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ150mm×5ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA020_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ200mm×5ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA020_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ250mm×5ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA020_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ300mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA020_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ350mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA020_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ400mm×6ｍ 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 接合部品含 物価資料より

NAA020_010100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ75mm×4ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA020_010200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ100mm×4ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA020_010300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ150mm×5ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA020_010400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ200mm×5ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA020_010500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ250mm×5ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA020_010600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ300mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA020_010650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ350mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA020_010700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ400mm×6ｍ 本 内面粉体塗装 接合部品含 物価資料より

NAA030_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ75mm×φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ100mm×φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ100mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ150mm×φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ150mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ150mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ200mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ200mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ200mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ250mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ250mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ250mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ300mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ300mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ300mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_001600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ300mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_001620 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ350mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_001640 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ350mm×φ350mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_001700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ400mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA030_001800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ400mm×φ400mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA040_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ75mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA040_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ100mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA040_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA040_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA040_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA040_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA040_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA040_000720 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350mm×φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA040_000740 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA040_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ400mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA040_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ400mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA050_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ75mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA050_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ100mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA050_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA050_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA050_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA060_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ75mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA060_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ100mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA060_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA060_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA060_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA060_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300mm×φ75mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA060_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300mm×φ100mm GF 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA060_000720 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350mm×φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA060_000740 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA070_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管 φ100mm×φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA070_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管 φ150mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA070_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管 φ200mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA070_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管 φ250mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA070_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管 φ300mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA070_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管 φ300mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA070_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管 φ300mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA070_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管 φ300mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA070_000820 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管 φ350mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA070_000840 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管 φ350mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA070_000860 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管 φ350mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA070_000880 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管 φ350mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA070_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管 φ400mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NAA070_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管 φ400mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA080_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管 φ100mm×φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA080_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管 φ150mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA080_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管 φ200mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA080_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管 φ250mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA080_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管 φ300mm×φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA080_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管 φ300mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA080_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管 φ300mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA080_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管 φ300mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA080_000820 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管 φ350mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA080_000840 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管 φ350mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA080_000860 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管 φ350mm×φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA080_000880 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管 φ350mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA080_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管 φ400mm×φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA080_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管 φ400mm×φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA090_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA090_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA090_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA090_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA090_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA090_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA090_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°φ350mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA090_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°φ400mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA100_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA100_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA100_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA100_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA100_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA100_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA100_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°φ350mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA100_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°φ400mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA110_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA110_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA110_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA110_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA110_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA110_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA110_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°φ350mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA110_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°φ400mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA120_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA120_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA120_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA120_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA120_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA120_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA120_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°φ350mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA120_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°φ400mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA125_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA125_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA125_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA125_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA125_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA125_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA125_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°φ350mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA125_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°φ400mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA130_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA130_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA130_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA130_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA130_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA130_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA130_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°φ350mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA130_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°φ400mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA140_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA140_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA140_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA140_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA140_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA140_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA140_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°φ350mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA140_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°φ400mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA065_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 排水T字管 φ300㎜×100㎜ 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA065_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 排水T字管 φ350mm×φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA065_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 排水T字管 φ400㎜×150㎜ 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA150_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪 φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA150_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪 φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA150_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪 φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA150_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪 φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA150_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪 φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA150_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪 φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA150_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪 φ350mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA150_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪 φ400mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA160_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受短管 φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA160_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受短管 φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA160_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受短管 φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA160_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受短管 φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA160_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受短管 φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA160_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受短管 φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA160_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受短管 φ350mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA160_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受短管 φ400mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NAA170_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管 φ75mm×H300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA170_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管 φ100mm×H300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA170_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管 φ150mm×H300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA170_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管 φ200mm×H300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA170_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管 φ250mm×H300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA170_000550 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管 φ300mm×H300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA170_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管 φ75mm×H450mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA170_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管 φ100mm×H450mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA170_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管 φ150mm×H450mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA170_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管 φ200mm×H450mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA170_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管 φ250mm×H450mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA170_001050 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管 φ300mm×H450mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA163_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号 φ75mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 19,290
NAA163_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号 φ100mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 24,090
NAA163_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号 φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 30,642
NAA163_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号 φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 39,750
NAA163_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号 φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 52,745
NAA163_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号 φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 79,412
NAA163_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号 φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 98,162
NAA163_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号 φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 100,480
NAA165_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管2号 φ75mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 13,930
NAA165_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管2号 φ100mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 16,820
NAA165_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管2号 φ150mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 23,977
NAA165_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管2号 φ200mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 33,327
NAA165_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管2号 φ250mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 43,752
NAA165_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管2号 φ300mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 60,152
NAA165_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管2号 φ350mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 82,335
NAA165_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管2号 φ400mm 個 内面粉体塗装 接合部品含 88,065
NAA180_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 帽 φ75mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA180_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 帽 φ100mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA180_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 帽 φ150mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA180_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 帽 φ200mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA180_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 帽 φ250mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA180_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 帽 φ300mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA180_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 帽 φ350mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA180_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 帽 φ400mm 個 内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA181_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ75mm 直管用 個 接続部粉体塗装 35,050
NAA181_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ100mm 直管用 個 接続部粉体塗装 52,570
NAA181_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ150mm 直管用 個 接続部粉体塗装 67,440
NAA181_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ200mm 直管用 個 接続部粉体塗装 86,490
NAA181_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ250mm 直管用 個 接続部粉体塗装 110,450
NAA181_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ300mm 直管用 個 接続部粉体塗装 157,900
NAA181_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ350mm 直管用 個 接続部粉体塗装 単価無し
NAA181_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ400mm 直管用 個 接続部粉体塗装 271,980
NAA181_010100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ75mm 異形管用 個 接続部粉体塗装 ゴム輪含 24,770
NAA181_010200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ100mm 異形管用 個 接続部粉体塗装 ゴム輪含 37,190
NAA181_010300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ150mm 異形管用 個 接続部粉体塗装 ゴム輪含 47,920
NAA181_010400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ200mm 異形管用 個 接続部粉体塗装 ゴム輪含 64,880
NAA181_010500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ250mm 異形管用 個 接続部粉体塗装 ゴム輪含 83,720
NAA181_010600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ300mm 異形管用 個 接続部粉体塗装 ゴム輪含 126,060
NAA181_010650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ350mm 異形管用 個 接続部粉体塗装 ゴム輪含 単価無し
NAA181_010700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓 φ400mm 異形管用 個 接続部粉体塗装 ゴム輪含 171,930
NAA190_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 押輪 φ75mm 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA190_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 押輪 φ100mm 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA190_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 押輪 φ150mm 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA190_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 押輪 φ200mm 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA190_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 押輪 φ250mm 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA190_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 押輪 φ300mm 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA190_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 押輪 φ350mm 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA190_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 押輪 φ400mm 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA200_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ φ75mm P-Link 個 ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA200_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ φ100mm P-Link 個 ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA200_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ φ150mm P-Link 個 ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA200_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ φ200mm P-Link 個 ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA200_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ φ250mm P-Link 個 ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA200_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ φ300mm P-Link 個 ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA200_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ φ350mm P-Link 個 ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 単価無し
NAA210_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ φ75mm G-Link 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA210_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ φ100mm G-Link 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA210_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ φ150mm G-Link 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA210_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ φ200mm G-Link 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA210_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ φ250mm G-Link 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA210_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ φ300mm G-Link 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA210_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ φ350mm G-Link 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 単価無し
NAA230_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾗｲﾅ φ75mm 個 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA230_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾗｲﾅ φ100mm 個 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA230_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾗｲﾅ φ150mm 個 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA230_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾗｲﾅ φ200mm 個 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA230_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾗｲﾅ φ250mm 個 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA230_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾗｲﾅ φ300mm 個 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA230_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾗｲﾅ φ350mm 個 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA230_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾗｲﾅ φ400mm 個 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA240_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ75mm 個 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA240_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ100mm 個 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA240_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ150mm 個 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA240_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ200mm 個 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA240_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ250mm 個 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA240_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ300mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ 個 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA240_000650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ350mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ 個 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA240_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ400mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ 個 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より
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NAA240_020600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ300mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継ぎ輪用) 個 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA240_020650 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ350mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継ぎ輪用) 個 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NAA240_020700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し口ﾘﾝｸﾞ φ400mm ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継ぎ輪用) 個 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より
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NA5640_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ75mm×3000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5640_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ100mm×3000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5640_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ150mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5640_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ200mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5640_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ250mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5640_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ300mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5640_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ350mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5640_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ400mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5640_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ450mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5640_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ500mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5640_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ600mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5640_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ700mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5710_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ75mm×3000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 59,080
NA5710_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ100mm×3000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 74,996
NA5710_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ150mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 145,493
NA5710_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ200mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 225,736
NA5710_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ250mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 306,980
NA5710_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ300mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 382,340
NA5710_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ350mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 464,893
NA5710_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ400mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 567,436
NA5710_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ450mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 665,126
NA5710_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ500mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 788,583
NA5710_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ600mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 1,002,720
NA5710_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ700mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 1,258,390
NA5610_000020 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ75mm×3000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5610_000040 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ100mm×3000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5610_000060 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ150mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5610_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ200mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5610_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ250mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5610_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ300mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5610_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ350mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5610_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ400mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5610_000550 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ450mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5610_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ500mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5610_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ600mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5610_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ700mm×4000 RF 本 内面粉体塗装 物価資料より

NA5720_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ75mm×3000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 55,370
NA5720_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ100mm×3000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 70,393
NA5720_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ150mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 138,483
NA5720_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ200mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 217,726
NA5720_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ250mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 294,966
NA5720_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ300mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 367,270
NA5720_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ350mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 445,803
NA5720_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ400mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 545,333
NA5720_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ450mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 636,996
NA5720_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ500mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 755,366
NA5720_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ600mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 962,236
NA5720_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 片ﾌﾗﾝｼﾞ長管 φ700mm×4000 GF 7.5k 本 内面粉体塗装 1,205,680
NA5900_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ75mm×φ75mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100mm×φ75mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100mm×φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ75mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ200mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ250mm×φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ250mm×φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ250mm×φ250mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ200mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_001600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_001700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ350mm×φ250mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_001800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ350mm×φ350mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_001900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ400mm×φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_002000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ400mm×φ400mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_002100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ450mm×φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_002200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ450mm×φ450mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_002300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ500mm×φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_002400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ500mm×φ350mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_002500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ500mm×φ500mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_002600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ600mm×φ400mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_002700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ600mm×φ500mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_002800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ600mm×φ600mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_002900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ700mm×φ400mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_003000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ700mm×φ500mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_003100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ700mm×φ600mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5900_003200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ700mm×φ700mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5730_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ75mm×φ75mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 23,552
NA5730_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100mm×φ75mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 27,332
NA5730_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100mm×φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 28,530
NA5730_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ75mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 35,092
NA5730_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 36,190
NA5730_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 38,680
NA5730_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 48,505
NA5730_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 57,122
NA5730_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ200mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 60,437
NA5730_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ250mm×φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 65,790
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NA5730_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ250mm×φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 68,570
NA5730_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ250mm×φ250mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 83,517
NA5730_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 81,587
NA5730_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 84,320
NA5730_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ200mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 103,387
NA5730_001600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 112,600
NA5730_001700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ350mm×φ250mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 136,150
NA5730_001800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ350mm×φ350mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 147,025
NA5730_001900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ400mm×φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 177,200
NA5730_002000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ400mm×φ400mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 190,125
NA5730_002100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ450mm×φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 215,425
NA5730_002200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ450mm×φ450mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 237,325
NA5730_002300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ500mm×φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 262,350
NA5730_002400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ500mm×φ350mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 268,470
NA5730_002500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ500mm×φ500mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 292,530
NA5730_002600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ600mm×φ400mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 366,330
NA5730_002700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ600mm×φ500mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 383,325
NA5730_002800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 三ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ600mm×φ600mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 397,505
NA5620_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ75mm×φ75mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100mm×φ75mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100mm×φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ75mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ200mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ250mm×φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ250mm×φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ250mm×φ250mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ200mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_001600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_001700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ350mm×φ250mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_001800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ350mm×φ350mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_001900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ400mm×φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_002000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ400mm×φ400mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_002100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ450mm×φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_002200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ450mm×φ450mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_002300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ500mm×φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_002400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ500mm×φ350mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_002500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ500mm×φ500mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_002600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ600mm×φ400mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_002700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ600mm×φ500mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5620_002800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ600mm×φ600mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5750_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ75mm×φ75mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 24,892
NA5750_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100mm×φ75mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 30,012
NA5750_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100mm×φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 31,212
NA5750_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ75mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 41,795
NA5750_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 42,992
NA5750_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 45,482
NA5750_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 58,562
NA5750_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 68,230
NA5750_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ200mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 71,620
NA5750_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ250mm×φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 79,577
NA5750_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ250mm×φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 82,360
NA5750_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ250mm×φ250mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 98,645
NA5750_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 98,355
NA5750_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 101,087
NA5750_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ200mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 121,325
NA5750_001600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ300mm×φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 130,150
NA5750_001700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ350mm×φ250mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 157,600
NA5750_001800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ350mm×φ350mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 168,475
NA5750_001900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ400mm×φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 202,550
NA5750_002000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ400mm×φ400mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 215,475
NA5750_002100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ450mm×φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 243,700
NA5750_002200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ450mm×φ450mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 265,600
NA5750_002300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ500mm×φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 294,190
NA5750_002400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ500mm×φ350mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 300,310
NA5750_002500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ500mm×φ500mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 324,370
NA5750_002600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ600mm×φ400mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 409,115
NA5750_002700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ600mm×φ500mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 426,110
NA5750_002800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ600mm×φ600mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 440,290
NA5750_002900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ700mm×φ400mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 553,965
NA5750_003000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ700mm×φ500mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 574,380
NA5750_003100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ700mm×φ600mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 588,000
NA5750_003200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 二ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ700mm×φ700mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 610,040
NA5550_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ100mm×φ75mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ150mm×φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ200mm×φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ200mm×φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ250mm×φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ250mm×φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ250mm×φ200mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ300mm×φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ300mm×φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ300mm×φ200mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ300mm×φ250mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ350mm×φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より
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NA5550_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ350mm×φ200mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ350mm×φ250mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ350mm×φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_001600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ400mm×φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_001700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ400mm×φ200mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_001800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ400mm×φ250mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_001900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ400mm×φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_002000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ400mm×φ350mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_002100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ450mm×φ200mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_002200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ450mm×φ250mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_002300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ450mm×φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_002400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ450mm×φ350mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_002500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ450mm×φ400mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_002600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ500mm×φ250mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_002700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ500mm×φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_002800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ500mm×φ350mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_002900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ500mm×φ400mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_003000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ500mm×φ450mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_003100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ600mm×φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_003200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ600mm×φ350mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_003300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ600mm×φ400mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_003400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ600mm×φ450mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5550_003500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ600mm×φ500mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5760_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ100mm×φ75mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 18,045
NA5760_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ150mm×φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 23,457
NA5760_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ200mm×φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 29,395
NA5760_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ200mm×φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 34,372
NA5760_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ250mm×φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 40,310
NA5760_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ250mm×φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 46,245
NA5760_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ250mm×φ200mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 52,240
NA5760_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ300mm×φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 48,495
NA5760_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ300mm×φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 54,537
NA5760_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ300mm×φ200mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 60,445
NA5760_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ300mm×φ250mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 69,757
NA5760_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ350mm×φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 63,800
NA5760_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ350mm×φ200mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 69,512
NA5760_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ350mm×φ250mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 78,625
NA5760_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ350mm×φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 87,205
NA5760_001600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ400mm×φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 80,567
NA5760_001700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ400mm×φ200mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 87,155
NA5760_001800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ400mm×φ250mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 97,545
NA5760_001900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ400mm×φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 107,000
NA5760_002000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ400mm×φ350mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 118,850
NA5760_002100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ450mm×φ200mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 102,075
NA5760_002200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ450mm×φ250mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 111,875
NA5760_002300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ450mm×φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 121,625
NA5760_002400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ450mm×φ350mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 132,500
NA5760_002500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ450mm×φ400mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 145,275
NA5760_002600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ500mm×φ250mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 127,030
NA5760_002700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ500mm×φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 136,980
NA5760_002800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ500mm×φ350mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 148,075
NA5760_002900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ500mm×φ400mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 160,115
NA5760_003000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ500mm×φ450mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 176,235
NA5760_003100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ600mm×φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 163,845
NA5760_003200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ600mm×φ350mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 174,940
NA5760_003300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ600mm×φ400mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 186,980
NA5760_003400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ600mm×φ450mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 202,105
NA5760_003500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ600mm×φ500mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 215,915
NA5760_003600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ700mm×φ400mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 265,980
NA5760_003700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ700mm×φ450mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 284,900
NA5760_003800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ700mm×φ500mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 302,640
NA5760_003900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管 φ700mm×φ600mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 338,100
NA5510_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ75mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5510_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5510_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5510_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ200mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5510_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ250mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5510_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5510_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ350mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5510_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ400mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5510_000850 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ450mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5510_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ500mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5510_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ600mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5770_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ75mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 17,952
NA5770_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 21,642
NA5770_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 32,650
NA5770_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ200mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 54,730
NA5770_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ250mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 74,122
NA5770_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 113,825
NA5770_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ350mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 140,300
NA5770_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ400mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 179,400
NA5770_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ450mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 214,700
NA5770_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ500mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 278,600
NA5770_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ600mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 385,315
NA5770_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°φ700mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 546,300
NA5520_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ75mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5520_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5520_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5520_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ200mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5520_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ250mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より
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NA5520_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5520_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ350mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5520_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ400mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5520_000850 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ450mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5520_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ500mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5520_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ600mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5780_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ75mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 16,705
NA5780_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 20,110
NA5780_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 30,160
NA5780_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ200mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 46,977
NA5780_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ250mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 63,497
NA5780_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 87,307
NA5780_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ350mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 115,925
NA5780_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ400mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 150,150
NA5780_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ450mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 191,300
NA5780_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ500mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 237,805
NA5780_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ600mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 335,566
NA5780_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 45°φ700mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 505,740
NA5300_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm H100 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm H150 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm H200 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm H250 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm H300 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm H400 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm H500 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm H100 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm H150 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_000950 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm H200 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm H250 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm H300 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm H400 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm H500 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm H100 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm H150 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_001600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm H250 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_001700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm H300 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5300_001800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm H400 RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5700_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm H100 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 11,462
NA5700_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm H150 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 12,192
NA5700_000250 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm H200 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 12,957
NA5700_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm H250 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 13,680
NA5700_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm H300 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 14,400
NA5700_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm H400 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 15,845
NA5700_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm H500 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 17,290
NA5700_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm H100 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 13,277
NA5700_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm H150 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 14,270
NA5700_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm H200 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 15,240
NA5700_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm H250 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 16,165
NA5700_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm H300 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 17,067
NA5700_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm H400 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 18,962
NA5700_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm H500 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 20,857
NA5700_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm H100 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 17,340
NA5700_001500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm H150 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 18,782
NA5700_001600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm H250 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 21,670
NA5700_001700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm H300 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 23,115
NA5700_001800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm H400 GF 7.5k 個 内面粉体塗装 26,092
NA5630_000050 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ50㎜ RF 個 5,200
NA5630_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ75mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5630_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ100mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5630_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ150mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5630_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ200mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5630_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ250mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5630_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ300mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5630_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ350mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5630_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ400mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5630_000950 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ450mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5630_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ500mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5630_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ600mm RF 個 内面粉体塗装 物価資料より

NA5870_000050 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ50mm GF 7.5k 個 8,700
NA5870_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ75mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 7,280
NA5870_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ100mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 8,455
NA5870_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ150mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 10,590
NA5870_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ200mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 14,070
NA5870_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ250mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 19,262
NA5870_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ300mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 24,902
NA5870_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ350mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 32,412
NA5870_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ400mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 39,597
NA5870_000950 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ450mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 50,930
NA5870_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ500mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 63,162
NA5870_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ600mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 86,912
NA5870_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ700mm GF 7.5k 個 内面粉体塗装 129,115
NA6200_000110 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ75mm×100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000120 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ100mm×100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000130 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ150mm×100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000140 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ200mm×100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000150 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ250mm×100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000160 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ300mm×100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000170 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ350mm×100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000180 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ400mm×100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000190 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ450mm×100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NA6200_000192 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ500mm×100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000194 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ600mm×100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000210 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ75mm×200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000220 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ100mm×200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000230 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ150mm×200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000240 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ200mm×200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000250 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ250mm×200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000260 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ300mm×200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000270 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ350mm×200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000280 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ400mm×200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000290 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ450mm×200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000295 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ500mm×200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000297 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ600mm×200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000298 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ700mm×200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 5,536,000
NA6200_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ75mm×300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ100mm×300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ150mm×300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ200mm×300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ250mm×300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ300mm×300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ350mm×300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ400mm×300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ450mm×300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ500mm×300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_001400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ600mm×300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 物価資料より

NA6200_001420 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 伸縮可とう管 両側ﾌﾗﾝｼﾞ φ700mm×300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 個 5,735,000
NA5600_000090 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ50mm 7.5K ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ+RFｶﾞｽｹｯﾄ 組 SUS304 3,640
NA5600_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ75mm 7.5K M16×75×4本+RFｶﾞｽｹｯﾄ 組 SUS304 物価資料より

NA5600_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ100mm 7.5K M16×75×4本+RFｶﾞｽｹｯﾄ 組 SUS304 物価資料より

NA5600_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ150mm 7.5K M16×75×6本+RFｶﾞｽｹｯﾄ 組 SUS304 物価資料より

NA5600_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ200mm 7.5K M16×80×8本+RFｶﾞｽｹｯﾄ 組 SUS304 物価資料より

NA5600_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ250mm 7.5K M20×85×8本+RFｶﾞｽｹｯﾄ 組 SUS304 物価資料より

NA5600_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ300mm 7.5K M20×85×10本+RFｶﾞｽｹｯﾄ 組 SUS304 物価資料より

NA5600_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ350mm 7.5K M22×95×10本+RFｶﾞｽｹｯﾄ 組 SUS304 物価資料より

NA5600_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ400mm 7.5K M22×95×12本+RFｶﾞｽｹｯﾄ 組 SUS304 物価資料より

NA5600_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ450mm 7.5K M24×100×12本+RFｶﾞｽｹｯﾄ 組 SUS304 物価資料より

NA5600_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ500mm 7.5K M24×100×12本+RFｶﾞｽｹｯﾄ 組 SUS304 物価資料より

NA5600_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ600mm 7.5K M24×100×16本+RFｶﾞｽｹｯﾄ 組 SUS304 物価資料より

NA5600_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ700mm 7.5K M30×110×16本+RFｶﾞｽｹｯﾄ 組 SUS304 物価資料より

NA5850_000090 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ50mm 7.5K ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 組 SUS304 3,450
NA5850_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ75mm 7.5K M16×75×4本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 組 SUS304 物価資料より

NA5850_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ100mm 7.5K M16×75×4本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 組 SUS304 物価資料より

NA5850_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ150mm 7.5K M16×75×6本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 組 SUS304 物価資料より

NA5850_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ200mm 7.5K M16×80×8本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 組 SUS304 物価資料より

NA5850_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ250mm 7.5K M20×85×8本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 組 SUS304 物価資料より

NA5850_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ300mm 7.5K M20×85×10本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 組 SUS304 物価資料より

NA5850_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ350mm 7.5K M22×95×10本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 組 SUS304 物価資料より

NA5850_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ400mm 7.5K M22×95×12本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 組 SUS304 物価資料より

NA5850_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ450mm 7.5K M24×100×12本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 組 SUS304 物価資料より

NA5850_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ500mm 7.5K M24×100×12本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 組 SUS304 物価資料より

NA5850_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ600mm 7.5K M24×100×16本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 組 SUS304 物価資料より

NA5850_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ700mm 7.5K M30×110×16本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 組 SUS304 物価資料より

NA5400_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ75mm 7.5K RF 枚 1,050
NA5400_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ100mm 7.5K RF 枚 1,320
NA5400_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ150mm 7.5K RF 枚 2,310
NA5400_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ200mm 7.5K RF 枚 2,810
NA5400_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ250mm 7.5K RF 枚 3,960
NA5400_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ300mm 7.5K RF 枚 5,450
NA5400_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ350mm 7.5K RF 枚 7,320
NA5400_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ400mm 7.5K RF 枚 9,300
NA5400_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ450mm 7.5K RF 枚 10,780
NA5400_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ500mm 7.5K RF 枚 12,100
NA5400_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ600mm 7.5K RF 枚 12,320
NA5400_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ700mm 7.5K RF 枚 14,300
NA5400_010050 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ40mm 10K RF 枚 1,210
NA5400_010100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ50mm 10K RF 枚 940
NA5400_010200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ75mm 10K RF 枚 1,610
NA5400_010300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ100mm 10K RF 枚 2,020
NA5400_010400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ150mm 10K RF 枚 2,920
NA5800_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ75mm GF 1号 枚 770
NA5800_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ100mm GF 1号 枚 990
NA5800_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ150mm GF 1号 枚 1,380
NA5800_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ200mm GF 1号 枚 1,710
NA5800_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ250mm GF 1号 枚 1,930
NA5800_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ300mm GF 1号 枚 2,040
NA5800_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ350mm GF 1号 枚 3,080
NA5800_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ400mm GF 1号 枚 4,290
NA5800_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ450mm GF 1号 枚 5,230
NA5800_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ500mm GF 1号 枚 13,150
NA5800_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ600mm GF 1号 枚 14,520
NA5800_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ700mm GF 1号 枚 16,940
NA5800_010100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 絶縁用ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ75㎜ PTFE 枚 11,000
NA6500_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ75mm 7.5K M16×75×4本 組 SUS304 2,840
NA6500_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ100mm 7.5K M16×75×4本 組 SUS304 2,840
NA6500_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ150mm 7.5K M16×75×6本 組 SUS304 4,260
NA6500_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ200mm 7.5K M16×80×8本 組 SUS304 5,780
NA6500_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ250mm 7.5K M20×85×8本 組 SUS304 11,660
NA6500_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ300mm 7.5K M20×85×10本 組 SUS304 14,575
NA6500_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ350mm 7.5K M22×95×10本 組 SUS304 20,925
NA6500_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ400mm 7.5K M22×95×12本 組 SUS304 25,110

15 / 60 ページ ダクタイル鋳鉄管 (フランジ)



コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NA6500_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ450mm 7.5K M24×100×12本 組 SUS304 32,640
NA6500_001100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ500mm 7.5K M24×100×12本 組 SUS304 32,640
NA6500_001200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ600mm 7.5K M24×100×16本 組 SUS304 43,520
NA6500_001300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ700mm 7.5K M30×110×16本 組 SUS304 113,760
NA6500_010200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 電流絶縁六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ75mm 7.5K M16×75×4本 組 SUS304 絶縁ﾗｲﾆﾝｸﾞ 14,590
NA6500_010300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 電流絶縁六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ100mm 7.5K M16×75×4本 組 SUS304 絶縁ﾗｲﾆﾝｸﾞ 14,590
NA6500_010400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 電流絶縁六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ150mm 7.5K M16×75×6本 組 SUS304 絶縁ﾗｲﾆﾝｸﾞ 21,885
NA6500_010500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 電流絶縁六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ200mm 7.5K M16×80×8本 組 SUS304 絶縁ﾗｲﾆﾝｸﾞ 29,180
NA6500_010600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 電流絶縁六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ250mm 7.5K M20×85×8本 組 SUS304 絶縁ﾗｲﾆﾝｸﾞ 43,580
NA6500_010700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 電流絶縁六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ300mm 7.5K M20×85×10本 組 SUS304 絶縁ﾗｲﾆﾝｸﾞ 54,475
NA6500_010800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 電流絶縁六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ350mm 7.5K M22×95×10本 組 SUS304 絶縁ﾗｲﾆﾝｸﾞ 71,575
NA6500_010900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 電流絶縁六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ400mm 7.5K M22×95×12本 組 SUS304 絶縁ﾗｲﾆﾝｸﾞ 91,470
NA6500_011000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 電流絶縁六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ450mm 7.5K M24×100×12本 組 SUS304 絶縁ﾗｲﾆﾝｸﾞ 108,420
NA6500_011100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 電流絶縁六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ500mm 7.5K M24×100×12本 組 SUS304 絶縁ﾗｲﾆﾝｸﾞ 108,420
NA6500_011200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 電流絶縁六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ600mm 7.5K M24×100×16本 組 SUS304 絶縁ﾗｲﾆﾝｸﾞ 144,560
NA6500_011300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 電流絶縁六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ700mm 7.5K M30×110×16本 組 SUS304 絶縁ﾗｲﾆﾝｸﾞ 275,840
NA7700_000100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用 φ75mm×5ｍ 枚 物価資料より

NA7700_000200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用 φ100mm×5ｍ 枚 物価資料より

NA7700_000300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用 φ150mm×6ｍ 枚 物価資料より

NA7700_000400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用 φ200mm×6ｍ 枚 物価資料より

NA7700_000500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用 φ250mm×6ｍ 枚 物価資料より

NA7700_000600 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用 φ300mm×7ｍ 枚 物価資料より

NA7700_000700 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用 φ350mm×7ｍ 枚 物価資料より

NA7700_000800 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用 φ400mm×7ｍ 枚 物価資料より

NA7700_000850 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用 φ450mm×7ｍ 枚 物価資料より

NA7700_000900 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用 φ500mm×7.5ｍ 枚 物価資料より

NA7700_001000 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用 φ600mm×7.5ｍ 枚 物価資料より

NA7700_001100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用 φ700mm×7.5ｍ 枚 物価資料より

NA7800_000100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ75mm 個 物価資料より

NA7800_000200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ100mm 個 物価資料より

NA7800_000300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ150mm 個 物価資料より

NA7800_000400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ200mm 個 物価資料より

NA7800_000500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ250mm 個 物価資料より

NA7800_000600 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ300mm 個 物価資料より

NA7800_000700 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ350mm 個 物価資料より

NA7800_000800 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ400mm 個 物価資料より

NA7800_000850 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ450mm 個 物価資料より

NA7800_000900 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ500mm 個 物価資料より

NA7800_001000 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ600mm 個 物価資料より

NA7800_001100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ700mm 個 物価資料より
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NC5100_000100 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ13mm×4ｍ 本 物価資料より

NC5100_000200 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ16mm×4ｍ 本 物価資料より

NC5100_000300 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ20mm×4ｍ 本 物価資料より

NC5100_000400 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ25mm×4ｍ 本 物価資料より

NC5100_000500 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ30mm×4ｍ 本 物価資料より

NC5100_000600 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ40mm×4ｍ 本 物価資料より

NC5100_000700 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ50mm×4ｍ 本 物価資料より

NC5100_000750 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ65mm×4ｍ 本 物価資料より

NC5100_000800 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ75mm×4ｍ 本 物価資料より

NC5100_000900 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ100mm×4ｍ 本 物価資料より

NC5100_000950 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ125mm×4ｍ 本 物価資料より

NC5100_001000 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ150mm×4ｍ 本 物価資料より

NC5100_001400 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ40mm×5ｍ 本 4,157
NC5100_001500 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ50mm×5ｍ 本 5,757
NC5100_001600 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ75mm×5ｍ 本 11,367
NC5100_001700 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ100mm×5ｍ 本 16,887
NC5100_001800 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ150mm×5ｍ 本 33,610
NC5100_010100 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ13mm ｍ 190
NC5100_010150 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ16mm ｍ 277
NC5100_010200 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ20mm ｍ 326
NC5100_010300 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ25mm ｍ 478
NC5100_010400 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ30mm ｍ 589
NC5100_010500 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ40mm ｍ 831
NC5100_010600 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ50mm ｍ 1,151
NC5200_000100 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｿｹｯﾄ φ13mm 個 物価資料より

NC5200_000200 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｿｹｯﾄ φ16mm 個 物価資料より

NC5200_000300 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｿｹｯﾄ φ20mm 個 物価資料より

NC5200_000400 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｿｹｯﾄ φ25mm 個 物価資料より

NC5200_000500 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｿｹｯﾄ φ30mm 個 物価資料より

NC5200_000600 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｿｹｯﾄ φ40mm 個 物価資料より

NC5200_000700 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｿｹｯﾄ φ50mm 個 物価資料より

NC5200_000750 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｿｹｯﾄ φ65mm 個 物価資料より

NC5200_000800 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｿｹｯﾄ φ75mm 個 物価資料より

NC5200_000900 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｿｹｯﾄ φ100mm 個 物価資料より

NC5200_000950 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｿｹｯﾄ φ125mm 個 物価資料より

NC5200_001000 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｿｹｯﾄ φ150mm 個 物価資料より

NC5300_000100 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ16mm×φ13mm 個 物価資料より

NC5300_000200 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ20mm×φ13mm 個 物価資料より

NC5300_000300 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ20mm×φ16mm 個 物価資料より

NC5300_000400 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ25mm×φ13mm 個 物価資料より

NC5300_000500 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ25mm×φ16mm 個 物価資料より

NC5300_000600 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ25mm×φ20mm 個 物価資料より

NC5300_000700 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ30mm×φ13mm 個 物価資料より

NC5300_000800 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ30mm×φ20mm 個 物価資料より

NC5300_000900 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ30mm×φ25mm 個 物価資料より

NC5300_001000 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ40mm×φ20mm 個 物価資料より

NC5300_001100 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ40mm×φ25mm 個 物価資料より

NC5300_001200 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ40mm×φ30mm 個 物価資料より

NC5300_001300 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ50mm×φ25mm 個 物価資料より

NC5300_001400 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ50mm×φ30mm 個 物価資料より

NC5300_001500 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ50mm×φ40mm 個 物価資料より

NC5300_001550 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ65mm×φ50mm 個 物価資料より

NC5300_001600 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ75mm×φ50mm 個 物価資料より

NC5300_001650 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ75mm×φ65mm 個 物価資料より

NC5300_001700 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ100mm×φ75mm 個 物価資料より

NC5300_001750 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ125mm×φ100mm 個 物価資料より

NC5300_001800 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ150mm×φ100mm 個 物価資料より

NC5300_001900 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ｿｹｯﾄ φ150mm×φ125mm 個 物価資料より

NC5400_000100 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾁｰｽﾞ φ13mm 個 物価資料より

NC5400_000200 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾁｰｽﾞ φ16mm 個 物価資料より

NC5400_000300 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾁｰｽﾞ φ20mm 個 物価資料より

NC5400_000400 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾁｰｽﾞ φ25mm 個 物価資料より

NC5400_000500 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾁｰｽﾞ φ30mm 個 物価資料より

NC5400_000600 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾁｰｽﾞ φ40mm 個 物価資料より

NC5400_000700 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾁｰｽﾞ φ50mm 個 物価資料より

NC5400_000750 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾁｰｽﾞ φ65mm 個 物価資料より

NC5400_000800 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾁｰｽﾞ φ75mm 個 物価資料より

NC5400_000900 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾁｰｽﾞ φ100mm 個 物価資料より

NC5400_000950 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾁｰｽﾞ φ125mm 個 物価資料より

NC5400_001000 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾁｰｽﾞ φ150mm 個 物価資料より

NC5500_000050 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ16mm×φ13mm 個 物価資料より

NC5500_000100 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ20mm×φ13mm 個 物価資料より

NC5500_000200 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ20mm×φ16mm 個 物価資料より

NC5500_000300 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ25mm×φ13mm 個 物価資料より

NC5500_000400 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ25mm×φ16mm 個 物価資料より

NC5500_000500 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ25mm×φ20mm 個 物価資料より

NC5500_000600 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ30mm×φ13mm 個 物価資料より

NC5500_000650 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ30mm×φ16mm 個 物価資料より

NC5500_000700 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ30mm×φ20mm 個 物価資料より

NC5500_000800 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ30mm×φ25mm 個 物価資料より

NC5500_000900 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ40mm×φ13mm 個 物価資料より

NC5500_000950 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ40mm×φ16mm 個 物価資料より

NC5500_001000 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ40mm×φ20mm 個 物価資料より

NC5500_001100 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ40mm×φ25mm 個 物価資料より

NC5500_001200 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ40mm×φ30mm 個 物価資料より

NC5500_001300 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ50mm×φ13mm 個 物価資料より

NC5500_001350 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ50mm×φ16mm 個 物価資料より

NC5500_001400 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ50mm×φ20mm 個 物価資料より

NC5500_001500 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ50mm×φ25mm 個 物価資料より

NC5500_001600 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ50mm×φ30mm 個 物価資料より
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NC5500_001700 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ50mm×φ40mm 個 物価資料より

NC5500_001750 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ65mm×φ50mm 個 物価資料より

NC5500_001800 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ75mm×φ25mm 個 物価資料より

NC5500_001900 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ75mm×φ40mm 個 物価資料より

NC5500_002000 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ75mm×φ50mm 個 物価資料より

NC5500_002050 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ75mm×φ65mm 個 物価資料より

NC5500_002100 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ100mm×φ50mm 個 物価資料より

NC5500_002200 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ100mm×φ75mm 個 物価資料より

NC5500_002250 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ125mm×φ75mm 個 物価資料より

NC5500_002270 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ125mm×φ100mm 個 物価資料より

NC5500_002300 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ150mm×φ75mm 個 物価資料より

NC5500_002400 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ150mm×φ100mm 個 物価資料より

NC5500_002500 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 異径ﾁｰｽﾞ φ150mm×φ125mm 個 物価資料より

NC5600_000100 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｴﾙﾎﾞ φ13mm 個 物価資料より

NC5600_000200 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｴﾙﾎﾞ φ16mm 個 物価資料より

NC5600_000300 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｴﾙﾎﾞ φ20mm 個 物価資料より

NC5600_000400 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｴﾙﾎﾞ φ25mm 個 物価資料より

NC5600_000500 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｴﾙﾎﾞ φ30mm 個 物価資料より

NC5600_000600 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｴﾙﾎﾞ φ40mm 個 物価資料より

NC5600_000700 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｴﾙﾎﾞ φ50mm 個 物価資料より

NC5600_000750 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｴﾙﾎﾞ φ65mm 個 物価資料より

NC5600_000800 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｴﾙﾎﾞ φ75mm 個 物価資料より

NC5600_000900 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｴﾙﾎﾞ φ100mm 個 物価資料より

NC5600_000950 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｴﾙﾎﾞ φ125mm 個 物価資料より

NC5600_001000 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｴﾙﾎﾞ φ150mm 個 物価資料より

NC5700_000100 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｴﾙﾎﾞ 45°φ13mm 個 物価資料より

NC5700_000200 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｴﾙﾎﾞ 45°φ20mm 個 物価資料より

NC5700_000300 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｴﾙﾎﾞ 45°φ25mm 個 物価資料より

NC5800_000100 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ13mm 個 物価資料より

NC5800_000150 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ16mm 個 物価資料より

NC5800_000200 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ20mm 個 物価資料より

NC5800_000300 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25mm 個 物価資料より

NC5800_000400 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ30mm 個 物価資料より

NC5800_000500 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ40mm 個 物価資料より

NC5800_000600 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50mm 個 物価資料より

NC5800_000650 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ65mm 個 物価資料より

NC5800_000700 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ75mm 個 物価資料より

NC5800_000800 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ100mm 個 物価資料より

NC5900_000100 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ φ13mm 個 物価資料より

NC5900_000150 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ φ16mm 個 物価資料より

NC5900_000200 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ φ20mm 個 物価資料より

NC5900_000300 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ φ25mm 個 物価資料より

NC5900_000400 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ φ30mm 個 物価資料より

NC5900_000500 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ φ40mm 個 物価資料より

NC5900_000600 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ φ50mm 個 物価資料より

NC6100_000100 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｷｬｯﾌﾟ φ13mm 個 物価資料より

NC6100_000150 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｷｬｯﾌﾟ φ16mm 個 物価資料より

NC6100_000200 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｷｬｯﾌﾟ φ20mm 個 物価資料より

NC6100_000300 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｷｬｯﾌﾟ φ25mm 個 物価資料より

NC6100_000400 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｷｬｯﾌﾟ φ30mm 個 物価資料より

NC6100_000500 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｷｬｯﾌﾟ φ40mm 個 物価資料より

NC6100_000600 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｷｬｯﾌﾟ φ50mm 個 物価資料より

NC6100_000700 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｷｬｯﾌﾟ φ75mm 個 物価資料より

NC6100_000800 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｷｬｯﾌﾟ φ100mm 個 物価資料より

NC6100_000850 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｷｬｯﾌﾟ φ125㎜ 個 物価資料より

NC6100_000900 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS形 ｷｬｯﾌﾟ φ150mm 個 物価資料より
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NE0100_020100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ50mm×5ｍ 本 JWWA規格 物価資料より

NE0100_020200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ75mm×5ｍ 本 JWWA規格 物価資料より

NE0100_020300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ100mm×5ｍ 本 JWWA規格 物価資料より

NE0100_020400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ150mm×5ｍ 本 JWWA規格 物価資料より

NE0100_020500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ200mm×5ｍ 本 PTC規格 物価資料より

NE0200_000050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受口付直管 φ50mm×5ｍ 本 JWWA規格 物価資料より

NE0200_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受口付直管 φ75mm×5ｍ 本 JWWA規格 物価資料より

NE0200_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受口付直管 φ100mm×5ｍ 本 JWWA規格 物価資料より

NE0200_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受口付直管 φ150mm×5ｍ 本 JWWA規格 物価資料より

NE0200_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受口付直管 φ200mm×5ｍ 本 PTC規格 物価資料より

NE0300_000050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受EFﾁｰｽﾞ φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE0300_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受EFﾁｰｽﾞ φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE0300_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受EFﾁｰｽﾞ φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE0300_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受EFﾁｰｽﾞ φ150mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE0300_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受EFﾁｰｽﾞ φ200mm 個 PTC規格 物価資料より

NE0300_010100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受EFﾁｰｽﾞ φ75mm×φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE0300_010200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受EFﾁｰｽﾞ φ100mm×φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE0300_010300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受EFﾁｰｽﾞ φ100mm×φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE0300_010400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE0300_010500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE0300_010600 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ75mm 個 PTC規格 物価資料より

NE0300_010700 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ100mm 個 PTC規格 物価資料より

NE0300_010800 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ150mm 個 PTC規格 物価資料より

NE0400_000020 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受EFﾁｰｽﾞ φ50mm 個 PTC規格 14,410
NE0400_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受EFﾁｰｽﾞ φ150mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE0400_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受EFﾁｰｽﾞ φ200mm 個 PTC規格 物価資料より

NE0400_010100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE0400_010200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE0400_010300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ75mm 個 PTC規格 物価資料より

NE0400_010400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ100mm 個 PTC規格 物価資料より

NE0400_010500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ150mm 個 PTC規格 物価資料より

NE0500_000020 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾁｰｽﾞ φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE0500_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾁｰｽﾞ φ200mm 個 PTC規格 206,320
NE0500_010300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾁｰｽﾞ φ200mm×φ75mm 個 PTC規格 206,320
NE0500_010400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾁｰｽﾞ φ200mm×φ100mm 個 PTC規格 206,320
NE0500_010500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾁｰｽﾞ φ200mm×φ150mm 個 PTC規格 206,320
NE0600_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ75mm FCD RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 物価資料より

NE0600_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ100mm FCD RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 物価資料より

NE0600_010100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ100mm×φ75mm FCD RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 物価資料より

NE0600_010200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ75mm FCD RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 物価資料より

NE0600_010300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ100mm FCD RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 物価資料より

NE0600_010400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ75mm FCD RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 物価資料より

NE0600_010500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ100mm FCD RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 物価資料より

NE0600_050100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ75mm SUS RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 38,800
NE0600_050300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ100mm SUS RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 63,050
NE0600_050200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ100mm×φ75mm SUS RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 58,420
NE0600_050400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ75mm SUS RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 123,200
NE0600_050500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ100mm SUS RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 127,830
NE0600_050600 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ75mm SUS RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 284,800
NE0600_050700 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ100mm SUS RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 292,070
NE0650_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ75mm FCD GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 32,360
NE0650_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ100mm FCD GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 51,980
NE0650_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ100mm×φ75mm FCD GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 51,980
NE0650_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ75mm FCD GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 116,760
NE0650_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ100mm FCD GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 116,760
NE0650_000600 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ75mm FCD GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 278,360
NE0650_000700 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ100mm FCD GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 281,000
NE0650_010100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ75mm SUS GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 38,800
NE0650_010200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ100mm SUS GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 63,050
NE0650_010300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ100mm×φ75mm SUS GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 58,410
NE0650_010400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ75mm SUS GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 123,200
NE0650_010500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ100mm SUS GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 127,830
NE0650_010600 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ75mm SUS GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 284,800
NE0650_010700 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ100mm SUS GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 292,070
NE0700_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ75mm FCD RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 物価資料より

NE0700_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ100mm FCD RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 物価資料より

NE0700_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ75㎜ FCD RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 物価資料より

NE0700_000600 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ100mm FCD RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 物価資料より

NE0700_010100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ75mm SUS RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 115,720
NE0700_010200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ100mm SUS RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 120,350
NE0700_010300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ75㎜ SUS RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 253,990
NE0700_010400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ100mm SUS RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 261,260
NE0750_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ75mm FCD GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 109,280
NE0750_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ100mm FCD GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 109,280
NE0750_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ75mm FCD GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 247,550
NE0750_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ100mm FCD GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 250,190
NE0750_010100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ75mm SUS GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 115,720
NE0750_010200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150mm×φ100mm SUS GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 120,350
NE0750_010300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ75mm SUS GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 253,990
NE0750_010400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ200mm×φ100mm SUS GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 261,260
NE0800_010300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ200mm×φ75mm FCD RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 216,740
NE0800_010400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ200mm×φ100mm FCD RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 219,380
NE0800_110300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ200mm×φ75mm SUS RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 223,180
NE0800_110400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ200mm×φ100mm SUS RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 230,450
NE0850_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ200mm×φ75mm FCD GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 216,740
NE0850_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ200mm×φ100mm FCD GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 219,380
NE0850_010400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ200mm×φ75mm SUS GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 223,180
NE0850_010500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ200mm×φ100mm SUS GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 230,450
NE0625_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ75㎜×φ75㎜ SUS RF 7.5k 浅層埋設用 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 30,210
NE0625_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ100㎜×φ75㎜ SUS RF 7.5k 浅層埋設用 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 51,770
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NE0625_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150㎜×φ75㎜ SUS RF 7.5k 浅層埋設用 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 97,730
NE0655_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ75㎜×φ75㎜ SUS GF 7.5k 浅層埋設用 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 30,210
NE0655_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ100㎜×φ75㎜ SUS GF 7.5k 浅層埋設用 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 51,770
NE0870_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ φ150㎜×φ75㎜ SUS GF 7.5k 浅層埋設用 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 97,730
NE0900_010100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付鋳鉄製T字管 φ75mm×φ75mm RF 7.5k  内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 53,480
NE0900_010200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付鋳鉄製T字管 φ100mm×φ75mm RF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 77,920
NE0900_010300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付鋳鉄製T字管 φ150mm×φ75mm RF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 121,510
NE0900_010400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付鋳鉄製T字管 φ150mm×φ100mm RF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 121,510
NE0900_010500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付鋳鉄製T字管 φ200mm×φ75mm RF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 251,070
NE0900_010600 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付鋳鉄製T字管 φ200mm×φ100mm RF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 251,070
NE0905_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付鋳鉄製T字管 φ75mm×φ75mm GF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 53,480
NE0905_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付鋳鉄製T字管 φ100mm×φ75mm GF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 77,920
NE0905_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付鋳鉄製T字管 φ150mm×φ75mm GF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 121,510
NE0905_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付鋳鉄製T字管 φ150mm×φ100mm GF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 121,510
NE0905_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付鋳鉄製T字管 φ200mm×φ75mm GF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 251,070
NE0905_000600 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付鋳鉄製T字管 φ200mm×φ100mm GF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 251,070
NE0910_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付渦巻式T字管 φ75mm×φ75mm RF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 80,220
NE0910_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付渦巻式T字管 φ100mm×φ75mm RF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 116,880
NE0910_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付渦巻式T字管 φ150mm×φ75mm RF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 182,270
NE0950_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付渦巻式T字管 φ75mm×φ75mm GF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 80,220
NE0950_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付渦巻式T字管 φ100mm×φ75mm GF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 116,880
NE0950_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口付渦巻式T字管 φ150mm×φ75mm GF 7.5k 内面粉体塗装 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 182,270
NE1100_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1100_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1100_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1100_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ φ150mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1100_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ φ200mm 個 PTC規格 物価資料より

NE1200_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾚﾃﾞｭｰｻ φ75mm×φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1200_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾚﾃﾞｭｰｻ φ100mm×φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1200_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾚﾃﾞｭｰｻ φ100mm×φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1200_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾚﾃﾞｭｰｻ φ150mm×φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1200_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾚﾃﾞｭｰｻ φ200mm×φ75mm 個 PTC規格 物価資料より

NE1200_000600 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾚﾃﾞｭｰｻ φ200mm×φ100mm 個 PTC規格 物価資料より

NE1200_000700 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾚﾃﾞｭｰｻ φ200mm×φ150mm 個 PTC規格 物価資料より

NE1300_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ φ75mm×φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1300_000150 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ φ100mm×φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1300_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ φ100mm×φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1300_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ φ150mm×φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1300_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ φ200mm×φ75mm 個 PTC規格 物価資料より

NE1300_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ φ200mm×φ100mm 個 PTC規格 物価資料より

NE1300_000600 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ φ200mm×φ150mm 個 PTC規格 物価資料より

NE1800_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ50mm×300H 個 JWWA規格 物価資料より

NE1800_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ75mm×300H 個 JWWA規格 物価資料より

NE1800_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ100mm×300H 個 JWWA規格 物価資料より

NE1800_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ150mm×300H 個 JWWA規格 物価資料より

NE1800_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ200mm×300H 個 PTC規格 144,820
NE1800_000600 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ50mm×450H 個 JWWA規格 物価資料より

NE1800_000700 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ75mm×450H 個 JWWA規格 物価資料より

NE1800_000800 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ100mm×450H 個 JWWA規格 物価資料より

NE1800_000900 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ150mm×450H 個 JWWA規格 物価資料より

NE1800_001000 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ200mm×450H 個 PTC規格 146,610
NE1800_001100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ50mm×600H 個 JWWA規格 物価資料より

NE1800_001200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ75mm×600H 個 JWWA規格 物価資料より

NE1800_001300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ100mm×600H 個 JWWA規格 物価資料より

NE1800_001400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ150mm×600H 個 JWWA規格 物価資料より

NE1800_001500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ200mm×600H 個 PTC規格 153,360
NE1400_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1400_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°φ75mm 個 JWWA規格 18,930
NE1400_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°φ100mm 個 JWWA規格 29,866
NE1400_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°φ150mm 個 JWWA規格 57,793
NE1400_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°φ200mm 個 PTC規格 99,110
NE1500_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1500_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ75mm 個 JWWA規格 17,660
NE1500_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ100mm 個 JWWA規格 26,923
NE1500_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ150mm 個 JWWA規格 50,593
NE1500_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ200mm 個 PTC規格 94,870
NE1600_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1600_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°φ75mm 個 JWWA規格 16,906
NE1600_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°φ100mm 個 JWWA規格 26,240
NE1600_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°φ150mm 個 JWWA規格 42,573
NE1600_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°φ200mm 個 PTC規格 89,600
NE1700_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1700_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°φ75mm 個 JWWA規格 16,906
NE1700_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°φ100mm 個 JWWA規格 26,240
NE1700_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°φ150mm 個 JWWA規格 42,573
NE1700_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両挿ﾍﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°φ200mm 個 PTC規格 89,600
NE2300_000050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ50mm×300H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2300_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ75mm×300H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2300_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ100mm×300H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2300_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ150mm×300H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2300_000340 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ200mm×300H 個 PTC規格 206,440
NE2300_000370 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ50mm×450H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2300_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ75mm×450H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2300_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ100mm×450H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2300_000600 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ150mm×450H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2300_000640 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ200mm×450H 個 PTC規格 208,230
NE2300_000670 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ50mm×600H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2300_000700 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ75mm×600H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2300_000800 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ100mm×600H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2300_000900 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ150mm×600H 個 JWWA規格 物価資料より
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NE2300_000940 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ200mm×600H 個 PTC規格 214,980
NE1900_000050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1900_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1900_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1900_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°φ150mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE1900_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°φ200mm 個 PTC規格 物価資料より

NE2000_000050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2000_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2000_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2000_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ150mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2000_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ200mm 個 PTC規格 物価資料より

NE2100_000050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2100_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2100_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2100_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°φ150mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2100_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°φ200mm 個 PTC規格 物価資料より

NE2200_000050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2200_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2200_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2200_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°φ150mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2200_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°φ200mm 個 PTC規格 物価資料より

NE2800_000050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ50mm×300H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2800_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ75mm×300H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2800_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ100mm×300H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2800_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ150mm×300H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2800_000340 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ200mm×300H 個 PTC規格 175,630
NE2800_000370 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ50mm×450H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2800_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ75mm×450H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2800_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ100mm×450H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2800_000600 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ150mm×450H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2800_000640 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ200mm×450H 個 PTC規格 177,420
NE2800_000670 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ50mm×600H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2800_000700 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ75mm×600H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2800_000800 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ100mm×600H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2800_000900 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ150mm×600H 個 JWWA規格 物価資料より

NE2800_000940 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ200mm×600H 個 PTC規格 184,170
NE2400_000050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2400_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2400_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2400_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°φ150mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2400_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°φ200mm 個 PTC規格 物価資料より

NE2500_000050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2500_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2500_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2500_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ150mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2500_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ200mm 個 PTC規格 物価資料より

NE2600_000050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2600_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2600_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2600_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°φ150mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2600_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°φ200mm 個 PTC規格 物価資料より

NE2700_000050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2700_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2700_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2700_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°φ150mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE2700_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°φ200mm 個 PTC規格 物価資料より

NE2900_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50mm RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 物価資料より

NE2900_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 物価資料より

NE2900_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 物価資料より

NE2900_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 物価資料より

NE2900_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ200mm RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 物価資料より

NE2950_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50mm GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 16,725
NE2950_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 20,795
NE2950_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 29,505
NE2950_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 48,935
NE2950_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 挿口ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ200mm GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 104,775
NE3000_000050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50mm RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 物価資料より

NE3000_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 物価資料より

NE3000_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 物価資料より

NE3000_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 物価資料より

NE3000_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ200mm RF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 物価資料より

NE3050_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50mm GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 13,730
NE3050_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 18,130
NE3050_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 26,660
NE3050_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 JWWA附属書掲載品 44,870
NE3050_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ200mm GF 7.5k 個 ｶﾞｽｹｯﾄ含 PTC規格 105,850
NE3100_000050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 K形 φ50mm 個 23,310
NE3100_010050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 K形 φ75mm×φ50mm 個 38,900
NE3100_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 K形 φ75mm 個 PTC規格 23,540
NE3100_010150 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 K形 φ100mm×φ50㎜ 個 58,700
NE3100_010170 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 K形 φ100mm×φ75㎜ 個 59,800
NE3100_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 K形 φ100mm 個 PTC規格 37,250
NE3100_010250 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 K形 φ150mm×φ100㎜ 個 101,800
NE3100_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 K形 φ150mm 個 PTC規格 61,960
NE3100_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 K形 φ200mm 個 PTC規格 126,860
NE3140_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 NS形 φ75mm×φ50mm 個 40,300
NE3140_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 NS形 φ75mm 個 24,940
NE3140_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 NS形 φ100mm×φ50㎜ 個 60,800
NE3140_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 NS形 φ100mm×φ75㎜ 個 61,900
NE3140_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 NS形 φ100mm 個 39,300
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NE3140_000600 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 NS形 φ150mm×φ100㎜ 個 108,800
NE3140_000700 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 NS形 φ150mm 個 69,140
NE3140_000800 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 NS形 φ200mm 個 128,710
NE3150_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 GX形 φ75mm×φ50mm 個 45,170
NE3150_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 GX形 φ75mm 個 29,810
NE3150_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 GX形 φ100mm×φ50㎜ 個 67,830
NE3150_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 GX形 φ100mm×φ75㎜ 個 68,930
NE3150_000500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 GX形 φ100mm 個 46,330
NE3150_000600 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 GX形 φ150mm×φ100㎜ 個 115,760
NE3150_000700 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 GX形 φ150mm 個 76,100
NE3150_000800 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄管用異種管継手 GX形 φ200mm 個 148,030
NE3160_000100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PVC管用異種管継手 φ50㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×塩化ﾋﾞﾆﾙ管 個 24,520
NE3160_000200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PVC管用異種管継手 φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×塩化ﾋﾞﾆﾙ管 個 29,380
NE3160_000300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PVC管用異種管継手 φ100㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×塩化ﾋﾞﾆﾙ管 個 54,482
NE3160_000400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PVC管用異種管継手 φ150㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×塩化ﾋﾞﾆﾙ管 個 98,832
NE3500_010050 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｷｬｯﾌﾟ φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE3500_010100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｷｬｯﾌﾟ φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE3500_010200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｷｬｯﾌﾟ φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE3500_010300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｷｬｯﾌﾟ φ150mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE3500_010400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｷｬｯﾌﾟ φ200mm 個 PTC規格 物価資料より

NE3500_050100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｷｬｯﾌﾟ φ50mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE3500_050200 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｷｬｯﾌﾟ φ75mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE3500_050300 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｷｬｯﾌﾟ φ100mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE3500_050400 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｷｬｯﾌﾟ φ150mm 個 JWWA規格 物価資料より

NE3500_050500 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｷｬｯﾌﾟ φ200mm 個 PTC規格 物価資料より

22 / 60 ページ 配水ポリエチレン管



コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NM0200_000100 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ40mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 12,666
NM0200_000200 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 16,510
NM0200_000300 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 21,445
NM0200_000400 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 28,145
NM0200_000500 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 40,030
NM0200_000600 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 69,502
NM0200_000700 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ250mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 118,310
NM0200_000800 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ300mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 172,200
NM0220_000100 ﾒｶ形ｼｮｰﾄﾌﾗﾝｼﾞ異径短管 φ50mm×φ40mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 15,343
NM0220_000200 ﾒｶ形ｼｮｰﾄﾌﾗﾝｼﾞ異径短管 φ75mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 18,435
NM0220_000300 ﾒｶ形ｼｮｰﾄﾌﾗﾝｼﾞ異径短管 φ100mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 28,070
NM0220_000400 ﾒｶ形ｼｮｰﾄﾌﾗﾝｼﾞ異径短管 φ150mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 42,845
NM0220_000500 ﾒｶ形ｼｮｰﾄﾌﾗﾝｼﾞ異径短管 φ150mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 55,355
NM0220_000600 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ異径短管 φ75mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 29,450
NM0220_000650 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ異径短管 φ100mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 37,050
NM0220_000700 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ異径短管 φ100mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 39,380
NM0220_000720 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ異径短管 φ150mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 48,210
NM0220_000740 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ異径短管 φ150mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 49,250
NM0220_000800 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ異径短管 φ150mm×φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 57,100
NM0400_000100 ﾒｶ形T字管 φ40mm×φ40mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 30,112
NM0400_000200 ﾒｶ形T字管 φ50mm×φ40mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 32,490
NM0400_000300 ﾒｶ形T字管 φ50mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 32,895
NM0400_000400 ﾒｶ形T字管 φ75mm×φ40mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 37,892
NM0400_000500 ﾒｶ形T字管 φ75mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 38,772
NM0400_000600 ﾒｶ形T字管 φ75mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 42,707
NM0400_000700 ﾒｶ形T字管 φ100mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 50,380
NM0400_000800 ﾒｶ形T字管 φ100mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 53,580
NM0400_000900 ﾒｶ形T字管 φ100mm×φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 62,862
NM0400_000920 ﾒｶ形T字管 φ125mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 61,225
NM0400_000940 ﾒｶ形T字管 φ125mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 64,572
NM0400_000960 ﾒｶ形T字管 φ125mm×φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 72,970
NM0400_000980 ﾒｶ形T字管 φ125mm×φ125mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 78,792
NM0400_001000 ﾒｶ形T字管 φ150mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 68,385
NM0400_001100 ﾒｶ形T字管 φ150mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 72,117
NM0400_001200 ﾒｶ形T字管 φ150mm×φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 79,935
NM0400_001250 ﾒｶ形T字管 φ150mm×φ125mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 91,105
NM0400_001300 ﾒｶ形T字管 φ150mm×φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 93,042
NM0400_001400 ﾒｶ形T字管 φ200mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 102,852
NM0400_001500 ﾒｶ形T字管 φ200mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 109,530
NM0400_001600 ﾒｶ形T字管 φ200mm×φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 117,792
NM0400_001700 ﾒｶ形T字管 φ200mm×φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 125,460
NM0400_001800 ﾒｶ形T字管 φ200mm×φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 147,127
NM0400_001900 ﾒｶ形T字管 φ250mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 193,490
NM0400_002000 ﾒｶ形T字管 φ250mm×φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 205,130
NM0400_002100 ﾒｶ形T字管 φ250mm×φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 215,250
NM0400_002200 ﾒｶ形T字管 φ250mm×φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 239,430
NM0400_002300 ﾒｶ形T字管 φ250mm×φ250mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 269,470
NM0400_002400 ﾒｶ形T字管 φ300mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 273,410
NM0400_002500 ﾒｶ形T字管 φ300mm×φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 285,740
NM0400_002600 ﾒｶ形T字管 φ300mm×φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 294,320
NM0400_002700 ﾒｶ形T字管 φ300mm×φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 315,250
NM0400_002800 ﾒｶ形T字管 φ300mm×φ250mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 349,230
NM0400_002900 ﾒｶ形T字管 φ300mm×φ300mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 426,640
NM0500_000100 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ50mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 34,210
NM0500_000200 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ75mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 37,412
NM0500_000300 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ75mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 41,665
NM0500_000400 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 49,425
NM0500_000500 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 53,312
NM0500_000600 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100mm×φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 59,890
NM0500_000620 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ125mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 63,127
NM0500_000640 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ125mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 66,015
NM0500_000660 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ125mm×φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 76,450
NM0500_000700 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 71,995
NM0500_000800 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 75,947
NM0500_000900 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 80,497
NM0500_001000 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 89,385
NM0500_001100 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 104,605
NM0500_001200 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 107,435
NM0500_001300 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 115,692
NM0500_001400 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 127,557
NM0500_001500 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 161,360
NM0600_000100 ﾒｶ形台付ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ75mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 47,422
NM0600_000200 ﾒｶ形台付ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 65,242
NM0600_000250 ﾒｶ形台付ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ125mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 78,515
NM0600_000300 ﾒｶ形台付ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 88,852
NM0600_000400 ﾒｶ形台付ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200mm×φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 117,377
NM0600_010100 ﾒｶ形台付ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ75mm×φ75mm 浅層対応型 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 43,566
NM0600_010200 ﾒｶ形台付ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100mm×φ75mm 浅層対応型 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 56,593
NM0600_010300 ﾒｶ形台付ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ75mm 浅層対応型 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 78,083
NM0700_000100 ﾒｶ形小曲管 90°φ40mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 20,002
NM0700_000200 ﾒｶ形小曲管 90°φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 21,195
NM0700_000300 ﾒｶ形小曲管 90°φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 27,050
NM0700_000400 ﾒｶ形小曲管 90°φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 40,600
NM0700_000500 ﾒｶ形小曲管 90°φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 69,270
NM0700_000600 ﾒｶ形小曲管 90°φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 101,425
NM0800_000100 ﾒｶ形小曲管 45°φ40mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 17,792
NM0800_000200 ﾒｶ形小曲管 45°φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 19,047
NM0800_000300 ﾒｶ形小曲管 45°φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 24,260
NM0800_000400 ﾒｶ形小曲管 45°φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 38,527
NM0800_000500 ﾒｶ形小曲管 45°φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 61,725
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NM0800_000600 ﾒｶ形小曲管 45°φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 95,847
NM0900_000100 ﾒｶ形小曲管 22 1/2°φ40mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 16,850
NM0900_000200 ﾒｶ形小曲管 22 1/2°φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 18,077
NM0900_000300 ﾒｶ形小曲管 22 1/2°φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 23,192
NM0900_000400 ﾒｶ形小曲管 22 1/2°φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 35,755
NM0900_000500 ﾒｶ形小曲管 22 1/2°φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 58,497
NM0900_000600 ﾒｶ形小曲管 22 1/2°φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 87,490
NM1000_000100 ﾒｶ形小曲管 11 1/4°φ40mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 16,262
NM1000_000200 ﾒｶ形小曲管 11 1/4°φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 17,560
NM1000_000300 ﾒｶ形小曲管 11 1/4°φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 22,455
NM1000_000400 ﾒｶ形小曲管 11 1/4°φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 33,857
NM1000_000500 ﾒｶ形小曲管 11 1/4°φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 55,935
NM1000_000600 ﾒｶ形小曲管 11 1/4°φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 84,295
NM1100_000200 ﾒｶ形小曲管 5 5/8°φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 22,390
NM1100_000300 ﾒｶ形小曲管 5 5/8°φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 31,840
NM1100_000400 ﾒｶ形小曲管 5 5/8°φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 50,790
NM1100_000500 ﾒｶ形小曲管 5 5/8°φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 83,820
NM1100_000600 ﾒｶ形小曲管 5 5/8°φ250mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 136,040
NM1100_000700 ﾒｶ形小曲管 5 5/8°φ300mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 183,650
NM0700_010100 ﾒｶ形曲管 90°φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 24,925
NM0700_010200 ﾒｶ形曲管 90°φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 33,767
NM0700_010300 ﾒｶ形曲管 90°φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 43,672
NM0700_010350 ﾒｶ形曲管 90°φ125mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 64,355
NM0700_010400 ﾒｶ形曲管 90°φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 78,960
NM0700_010500 ﾒｶ形曲管 90°φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 114,567
NM0700_010600 ﾒｶ形曲管 90°φ250mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 223,320
NM0700_010700 ﾒｶ形曲管 90°φ300mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 372,440
NM0800_010100 ﾒｶ形曲管 45°φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 22,072
NM0800_010200 ﾒｶ形曲管 45°φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 30,767
NM0800_010300 ﾒｶ形曲管 45°φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 40,517
NM0800_010350 ﾒｶ形曲管 45°φ125mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 60,107
NM0800_010400 ﾒｶ形曲管 45°φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 70,262
NM0800_010500 ﾒｶ形曲管 45°φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 110,302
NM0800_010600 ﾒｶ形曲管 45°φ250mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 224,000
NM0800_010700 ﾒｶ形曲管 45°φ300mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 333,250
NM0900_010100 ﾒｶ形曲管 22 1/2°φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 21,100
NM0900_010200 ﾒｶ形曲管 22 1/2°φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 29,027
NM0900_010300 ﾒｶ形曲管 22 1/2°φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 36,815
NM0900_010350 ﾒｶ形曲管 22 1/2°φ125mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 55,532
NM0900_010400 ﾒｶ形曲管 22 1/2°φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 68,355
NM0900_010500 ﾒｶ形曲管 22 1/2°φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 101,242
NM0900_010600 ﾒｶ形曲管 22 1/2°φ250mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 200,640
NM0900_010700 ﾒｶ形曲管 22 1/2°φ300mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 303,660
NM1000_010100 ﾒｶ形曲管 11 1/4°φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 18,492
NM1000_010200 ﾒｶ形曲管 11 1/4°φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 26,980
NM1000_010300 ﾒｶ形曲管 11 1/4°φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 34,690
NM1000_010350 ﾒｶ形曲管 11 1/4°φ125mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 50,140
NM1000_010400 ﾒｶ形曲管 11 1/4°φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 68,850
NM1000_010500 ﾒｶ形曲管 11 1/4°φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 94,890
NM1000_010600 ﾒｶ形曲管 11 1/4°φ250mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 190,520
NM1000_010700 ﾒｶ形曲管 11 1/4°φ300mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 288,050
NM1120_010200 ﾒｶ形曲管 5 5/8°φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 27,880
NM1120_010300 ﾒｶ形曲管 5 5/8°φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 34,480
NM1120_010400 ﾒｶ形曲管 5 5/8°φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 65,210
NM1120_010500 ﾒｶ形曲管 5 5/8°φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 96,760
NM1120_010600 ﾒｶ形曲管 5 5/8°φ250mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 178,930
NM1120_010700 ﾒｶ形曲管 5 5/8°φ300mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 266,090
NM1200_000100 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ20A φ40mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 8,870
NM1200_000200 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ20A φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 10,440
NM1200_000300 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ20A φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 11,800
NM1200_000400 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ20A φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 16,380
NM1200_000500 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ20A φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 22,420
NM1200_010100 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ25A φ40mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 9,080
NM1200_010200 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ25A φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 12,777
NM1200_010300 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ50A φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 14,587
NM1200_010400 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ50A φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 21,500
NM1200_010450 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ50A φ125mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 29,880
NM1200_010500 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ50A φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 29,067
NM1200_010600 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ50A φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 51,402
NM0100_000100 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ φ50mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 14,170
NM0100_000200 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 15,955
NM0100_000300 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ φ100mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 25,190
NM0100_000400 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ φ150mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 40,620
NM0100_010100 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ ﾛﾝｸﾞ φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 19,530
NM0100_010200 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ ﾛﾝｸﾞ φ100mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 29,370
NM0100_010300 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ ﾛﾝｸﾞ φ150mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 45,570
NM0200_010100 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 14,045
NM0200_010200 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 16,870
NM0200_010300 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 21,530
NM0200_010400 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 35,580
NM0300_000200 ﾒｶ形片落管 φ75mm×φ50mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 21,120
NM0300_000300 ﾒｶ形片落管 φ100mm×φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 25,430
NM0300_000350 ﾒｶ形片落管 φ150mm×φ50mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 40,410
NM0300_000370 ﾒｶ形片落管 φ150mm×φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 25,430
NM0190_000100 ﾒｶ形片落管 φ75mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 34,950
NM0190_000200 ﾒｶ形片落管 φ100mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 38,747
NM0400_010200 ﾒｶ形T字管 φ50mm×φ50mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 28,520
NM0400_010300 ﾒｶ形T字管 φ75mm×φ50mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 29,900
NM0400_010400 ﾒｶ形T字管 φ75mm×φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 31,400
NM0400_010500 ﾒｶ形T字管 φ100mm×φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 41,440
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NM0400_010600 ﾒｶ形T字管 φ100mm×φ100mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 49,770
NM0400_010700 ﾒｶ形T字管 φ150mm×φ100mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 66,900
NM0400_010800 ﾒｶ形T字管 φ150mm×φ150mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 75,670
NM0500_010100 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ50mm×φ50mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 28,000
NM0500_010200 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ75mm×φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 30,705
NM0500_010300 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100mm×φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 41,675
NM0500_010400 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150mm×φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 56,490
NM0600_020100 ﾒｶ形台付ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ75mm×φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 36,250
NM0700_020100 ﾒｶ形曲管 90°φ50mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 18,560
NM0700_020200 ﾒｶ形曲管 90°φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 22,020
NM0700_020300 ﾒｶ形曲管 90°φ100mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 31,730
NM0700_020400 ﾒｶ形曲管 90°φ150mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 51,800
NM0800_020100 ﾒｶ形曲管 45°φ50mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 16,720
NM0800_020200 ﾒｶ形曲管 45°φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 19,600
NM0800_020300 ﾒｶ形曲管 45°φ100mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 30,220
NM0800_020400 ﾒｶ形曲管 45°φ150mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 46,520
NM0900_020100 ﾒｶ形曲管 22 1/2°φ50mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 15,555
NM0900_020200 ﾒｶ形曲管 22 1/2°φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 18,740
NM0900_020300 ﾒｶ形曲管 22 1/2°φ100mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 27,910
NM0900_020400 ﾒｶ形曲管 22 1/2°φ150mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 45,410
NM1000_020200 ﾒｶ形曲管 11 1/4°φ50mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 15,335
NM1000_020300 ﾒｶ形曲管 11 1/4°φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 18,020
NM1000_020400 ﾒｶ形曲管 11 1/4°φ100mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 26,550
NM1000_020500 ﾒｶ形曲管 11 1/4°φ150mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 42,780
NM1200_020100 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ50A φ75mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 23,050
NM1200_020200 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ50A φ100mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 28,950
NM1200_020300 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ50A φ150mm 鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 42,750
NJ1300_000100 ﾒｶ形 石綿管用ｷｬｯﾌﾟ FCD製 φ50mm 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 13,510
NJ1300_000200 ﾒｶ形 石綿管用ｷｬｯﾌﾟ FCD製 φ75mm 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 17,140
NJ1300_000300 ﾒｶ形 石綿管用ｷｬｯﾌﾟ FCD製 φ100mm 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 19,757
NJ1300_000400 ﾒｶ形 石綿管用ｷｬｯﾌﾟ FCD製 φ125mm 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 25,627
NJ1300_000500 ﾒｶ形 石綿管用ｷｬｯﾌﾟ FCD製 φ150mm 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 28,887
NJ1300_000600 ﾒｶ形 石綿管用ｷｬｯﾌﾟ FCD製 φ200mm 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 36,815
NE3200_000050 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 39,950
NE3200_000100 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 47,010
NE3200_000200 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 67,720
NE3200_000300 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 98,740
NE3200_000400 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 238,540
NM1310_000100 ﾒｶ形片落管 φ75㎜×φ50㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 46,990
NM1310_000200 ﾒｶ形片落管 φ100㎜×φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 85,960
NM1310_000300 ﾒｶ形片落管 φ150㎜×φ100㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 92,210
NM1310_000400 ﾒｶ形片落管 φ200㎜×φ150㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 185,450
NM1320_000100 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 30,300
NM1320_000200 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 35,650
NM1320_000300 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 46,750
NM1320_000400 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 76,740
NM1320_000500 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 150,190
NM1330_000100 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ異径短管 φ75mm×φ50㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 31,480
NM1330_000200 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ異径短管 φ100mm×φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 41,080
NM1330_000300 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ異径短管 φ150mm×φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 31,070
NM1340_000100 ﾒｶ形T字管 φ50mm×φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 58,650
NM1340_000200 ﾒｶ形T字管 φ75mm×φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 38,520
NM1340_000300 ﾒｶ形T字管 φ75mm×φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 69,000
NM1340_000350 ﾒｶ形T字管 φ100㎜×φ50㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 54,670
NM1340_000400 ﾒｶ形T字管 φ100mm×φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 100,360
NM1340_000500 ﾒｶ形T字管 φ100mm×φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 117,280
NM1340_000550 ﾒｶ形T字管 φ150㎜×φ50㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 92,330
NM1340_000600 ﾒｶ形T字管 φ150mm×φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 147,990
NM1340_000700 ﾒｶ形T字管 φ150mm×φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 161,940
NM1340_000800 ﾒｶ形T字管 φ150mm×φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 184,830
NM1340_000900 ﾒｶ形T字管 φ200mm×φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 273,270
NM1340_001000 ﾒｶ形T字管 φ200mm×φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 289,590
NM1340_001100 ﾒｶ形T字管 φ200mm×φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 326,280
NM1340_001200 ﾒｶ形T字管 φ200mm×φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 398,210
NM1342_000050 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ50㎜×φ50㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 29,660
NM1342_000100 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ75㎜×φ50㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 59,700
NM1342_000200 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ75㎜×φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 65,070
NM1342_000250 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ100㎜×φ50㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 92,890
NM1342_000300 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ100㎜×φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 98,540
NM1342_000400 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ100㎜×φ100㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 115,630
NM1342_000500 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150㎜×φ50㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 143,290
NM1342_000600 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150㎜×φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 148,240
NM1342_000700 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150㎜×φ100㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 154,700
NM1342_000800 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150㎜×φ150㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 174,730
NM1342_000900 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200㎜×φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 270,910
NM1343_000100 ﾒｶ形台付ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ75㎜×φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 77,750
NM1343_000200 ﾒｶ形台付ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100㎜×φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 106,540
NM1343_000300 ﾒｶ形台付ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150㎜×φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 157,340
NM1343_000400 ﾒｶ形台付ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200㎜×φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 266,890
NM1346_000100 ﾒｶ形渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ75㎜×φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 108,810
NM1346_000200 ﾒｶ形渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ100㎜×φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 149,340
NM1346_000300 ﾒｶ形渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ150㎜×φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 189,670
NM1346_020400 ﾒｶ形渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞT字管 φ200㎜×φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 268,402
NM1350_000100 ﾒｶ形消火栓用台付曲管 90°φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 47,185
NM0650_010100 ﾒｶ形消火栓用台付曲管 90°φ75mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 31,720
NM1360_000100 ﾒｶ形小曲管 90°φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 41,250
NM1360_000200 ﾒｶ形小曲管 90°φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 48,530
NM1360_000300 ﾒｶ形小曲管 90°φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 80,420
NM1360_000400 ﾒｶ形小曲管 90°φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 127,950
NM1360_000500 ﾒｶ形小曲管 90°φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 283,980
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NM1370_000100 ﾒｶ形小曲管 45°φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 40,030
NM1370_000200 ﾒｶ形小曲管 45°φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 47,070
NM1370_000300 ﾒｶ形小曲管 45°φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 78,170
NM1370_000400 ﾒｶ形小曲管 45°φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 124,570
NM1370_000500 ﾒｶ形小曲管 45°φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 264,180
NM1380_000100 ﾒｶ形小曲管 22 1/2°φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 39,510
NM1380_000200 ﾒｶ形小曲管 22 1/2°φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 46,490
NM1380_000300 ﾒｶ形小曲管 22 1/2°φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 77,770
NM1380_000400 ﾒｶ形小曲管 22 1/2°φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 122,810
NM1380_000500 ﾒｶ形小曲管 22 1/2°φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 259,690
NM1390_000100 ﾒｶ形小曲管 11 1/4°φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 39,260
NM1390_000200 ﾒｶ形小曲管 11 1/4°φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 46,210
NM1390_000300 ﾒｶ形小曲管 11 1/4°φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 77,340
NM1390_000400 ﾒｶ形小曲管 11 1/4°φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 121,600
NM1390_000500 ﾒｶ形小曲管 11 1/4°φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 258,460
NM1400_000100 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ25A φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 24,220
NM1400_000200 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ50A φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 28,500
NM1400_000300 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ50A φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 39,200
NM1400_000400 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ50A φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 62,330
NM1400_000500 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｸﾞ50A φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 146,270
NM1500_000100 VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ40mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 18,580
NM1500_000200 VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 19,950
NM1500_000300 VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 26,280
NM1500_000400 VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 37,640
NM1500_000450 VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ125mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 50,970
NM1500_000500 VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 52,840
NM1500_000600 VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 90,300
NM1500_000700 VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ250mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 148,890
NM1500_000800 VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ300mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 225,710
NM1500_010100 VSｼﾞｮｲﾝﾄ ﾛﾝｸﾞ φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 18,860
NM1500_010200 VSｼﾞｮｲﾝﾄ ﾛﾝｸﾞ φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 23,820
NM1500_010300 VSｼﾞｮｲﾝﾄ ﾛﾝｸﾞ φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 35,773
NM1500_010400 VSｼﾞｮｲﾝﾄ ﾛﾝｸﾞ φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 51,406
NM1600_000100 VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ50×40mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 20,180
NM1600_000200 VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ75×50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 26,797
NM1600_000300 VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ100×50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 36,940
NM1600_000400 VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ100×75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 40,890
NM1600_000450 VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ150×50mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 47,790
NM1600_000500 VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ150×75mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 50,115
NM1600_000600 VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ150×100mm 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 54,727
NM1600_000700 VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ200×50 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 62,540
NM1600_000800 VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ200×75 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 73,055
NM1600_000900 VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ200×100 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 86,225
NM1600_001000 VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ200×150 塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 113,190
NM1750_000100 CVｼﾞｮｲﾝﾄ φ50mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 21,780
NM1750_000200 CVｼﾞｮｲﾝﾄ φ75mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 23,755
NM1750_000300 CVｼﾞｮｲﾝﾄ φ100mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 31,720
NM1750_000400 CVｼﾞｮｲﾝﾄ φ150mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 45,625
NM1750_000500 CVｼﾞｮｲﾝﾄ φ200mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 58,645
NM1800_000100 CVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ75mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 34,950
NM1800_000200 CVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ100mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 38,747
NM1800_000300 CVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ100mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 44,210
NM1800_000400 CVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ150mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 54,080
NM1800_000500 CVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ150mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 54,992
NM1800_000600 CVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ150mm×φ100mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 58,555
NM1800_000700 CVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ200mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 63,407
NM1800_000800 CVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ200mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 66,177
NM1800_000900 CVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ200mm×φ100mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 82,165
NM1800_000950 CVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ200mm×φ125mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 82,965
NM1800_001000 CVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ200mm×φ150mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ･鋼管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 86,187
NM1900_000100 VAｼﾞｮｲﾝﾄ φ50mm 塩ﾋﾞ･鋼管×石綿管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 24,690
NM1900_000200 VAｼﾞｮｲﾝﾄ φ75mm 塩ﾋﾞ･鋼管×石綿管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 28,350
NM1900_000300 VAｼﾞｮｲﾝﾄ φ100mm 塩ﾋﾞ･鋼管×石綿管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 34,222
NM1900_000350 VAｼﾞｮｲﾝﾄ φ125mm 塩ﾋﾞ･鋼管×石綿管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 43,890
NM1900_000400 VAｼﾞｮｲﾝﾄ φ150mm 塩ﾋﾞ･鋼管×石綿管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 48,930
NM1900_000500 VAｼﾞｮｲﾝﾄ φ200mm 塩ﾋﾞ･鋼管×石綿管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 63,190
NM1900_000600 VAｼﾞｮｲﾝﾄ φ250mm 塩ﾋﾞ･鋼管×石綿管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 103,197
NM1900_000700 VAｼﾞｮｲﾝﾄ φ300mm 塩ﾋﾞ･鋼管×石綿管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 127,757
NM1810_000050 CAｼﾞｮｲﾝﾄ φ50mm 鋳鉄管×石綿管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 25,130
NM1810_000100 CAｼﾞｮｲﾝﾄ φ75mm 鋳鉄管×石綿管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 30,415
NM1810_000200 CAｼﾞｮｲﾝﾄ φ100mm 鋳鉄管×石綿管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 38,062
NM1810_000300 CAｼﾞｮｲﾝﾄ φ150mm 鋳鉄管×石綿管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 58,020
NM1810_000400 CAｼﾞｮｲﾝﾄ φ200mm 鋳鉄管×石綿管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 71,477
NM1830_000100 CAｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ150mm×φ125mm 鋳鉄管×石綿管用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 52,780
NE3300_000050 PVｼﾞｮｲﾝﾄ φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×塩ﾋﾞ･鋼管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 29,680
NE3300_000100 PVｼﾞｮｲﾝﾄ φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×塩ﾋﾞ･鋼管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 34,910
NE3300_000200 PVｼﾞｮｲﾝﾄ φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×塩ﾋﾞ･鋼管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 44,947
NE3300_000300 PVｼﾞｮｲﾝﾄ φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×塩ﾋﾞ･鋼管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 72,930
NE3300_000400 PVｼﾞｮｲﾝﾄ φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×塩ﾋﾞ･鋼管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 164,810
NM2500_000100 PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ75㎜×φ50㎜ 配水用PE管×塩ﾋﾞ･鋼管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 32,340
NM2500_000150 PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ100㎜×φ50㎜ 配水用PE管×塩ﾋﾞ･鋼管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 38,392
NM2500_000200 PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ100㎜×φ75㎜ 配水用PE管×塩ﾋﾞ･鋼管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 44,450
NM2500_000300 PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ150㎜×φ100㎜ 配水用PE管×塩ﾋﾞ･鋼管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 62,695
NM2550_000100 VPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ75㎜×φ50㎜ 塩ﾋﾞ･鋼管×配水用PE管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 27,810
NM2550_000200 VPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ100㎜×φ75㎜ 塩ﾋﾞ･鋼管×配水用PE管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 39,700
NE3400_000050 PCｼﾞｮｲﾝﾄ φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×鋳鉄管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 33,530
NE3400_000100 PCｼﾞｮｲﾝﾄ φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×鋳鉄管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 39,650
NE3400_000200 PCｼﾞｮｲﾝﾄ φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×鋳鉄管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 54,520
NE3400_000300 PCｼﾞｮｲﾝﾄ φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×鋳鉄管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 82,860
NE3400_000400 PCｼﾞｮｲﾝﾄ φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×鋳鉄管(K形) 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 176,490
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NM1805_000100 CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ75㎜×φ50㎜ 鋳鉄管×配水用PE管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 38,245
NM1805_000200 CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ100㎜×φ50㎜ 鋳鉄管×配水用PE管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 57,490
NM1805_000300 CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ100㎜×φ75㎜ 鋳鉄管×配水用PE管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 58,630
NM1805_000400 CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ150㎜×φ50㎜ 鋳鉄管×配水用PE管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 48,240
NM1805_000500 CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ150㎜×φ75㎜ 鋳鉄管×配水用PE管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 47,950
NM1805_000600 CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ150㎜×φ100㎜ 鋳鉄管×配水用PE管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 58,130
NM2540_000100 PAｼﾞｮｲﾝﾄ φ50㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×石綿管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 22,290
NM2540_000200 PAｼﾞｮｲﾝﾄ φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×石綿管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 27,670
NM2540_000300 PAｼﾞｮｲﾝﾄ φ100㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×石綿管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 45,090
NM2540_000400 PAｼﾞｮｲﾝﾄ φ150㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×石綿管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 67,200
NM2540_000500 PAｼﾞｮｲﾝﾄ φ200㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×石綿管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 142,080
NM2540_020200 PAｼﾞｮｲﾝﾄ φ75㎜ HPPE×ACP1種･鋳鉄管ｲﾝﾁ管兼用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 27,230
NM2540_020300 PAｼﾞｮｲﾝﾄ φ100㎜ HPPE×ACP1種･鋳鉄管ｲﾝﾁ管兼用 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 44,373
NM5240_000100 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ φ50㎜  鋳鉄管･鋼管･塩ビ管･PE管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 16,980
NM5240_000200 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ φ75㎜  鋳鉄管･鋼管･塩ビ管･PE管･石綿管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 22,810
NM5240_000300 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ φ100㎜ 鋳鉄管･鋼管･塩ビ管･PE管･石綿管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 26,840
NM5240_000350 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ φ125㎜ 鋳鉄管･鋼管･塩ビ管･石綿管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 36,790
NM5240_000400 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ φ150㎜ 鋳鉄管･鋼管･塩ビ管･PE管･石綿管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 45,780
NM5240_000500 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ φ200㎜ 鋳鉄管･鋼管･塩ビ管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 75,930
NM5240_000600 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ φ250㎜ 鋳鉄管･鋼管･塩ビ管･石綿管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 101,700
NM5240_000700 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ φ300㎜ 鋳鉄管･鋼管･塩ビ管･石綿管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 120,880
NM5240_000800 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ φ350㎜ 鋳鉄管･鋼管･塩ビ管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 264,000
NM5240_000900 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ φ400㎜ 鋳鉄管･鋼管･塩ビ管 個 内外面粉体塗装 離脱防止金具付 276,000
NM5240_020100 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ φ50㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 3,110
NM5240_020200 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ φ75㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 4,000
NM5240_020300 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ φ100㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 6,210
NM5240_020400 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ φ150㎜ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 個 8,400
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NF0100_000100 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) FCD製 φ50mm 7.5K 内ﾈｼﾞ ｼｮｰﾄ形 個 内外面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0100_000200 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) FCD製 φ75mm 7.5K 内ﾈｼﾞ ｼｮｰﾄ形 個 内外面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0100_000300 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) FCD製 φ100mm 7.5K 内ﾈｼﾞ ｼｮｰﾄ形 個 内外面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0100_000400 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) FCD製 φ125mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0100_000500 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) FCD製 φ150mm 7.5K 内ﾈｼﾞ ｼｮｰﾄ形 個 内外面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0100_000600 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) FCD製 φ200mm 7.5K 内ﾈｼﾞ ｼｮｰﾄ形 個 内外面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0100_000700 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) FCD製 φ250mm 7.5K 内ﾈｼﾞ ｼｮｰﾄ形 個 内外面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0100_000800 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) FCD製 φ300mm 7.5K 内ﾈｼﾞ ｼｮｰﾄ形 個 内外面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0100_000900 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) FCD製 φ350mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0100_001000 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) FCD製 φ400mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0100_001100 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) FCD製 φ450mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0100_001200 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) FCD製 φ500mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0100_010800 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) 浅埋設用 FCD製 φ350mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 660,200
NF0100_010900 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) 浅埋設用 FCD製 φ400mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 939,200
NF0100_011000 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) 浅埋設用 FCD製 φ450mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 1,241,400
NF0200_000020 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ仕切弁 ｿﾌﾄ形 FCD製 φ200mm 立形 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 702,500
NF0200_000040 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ仕切弁 ｿﾌﾄ形 FCD製 φ250mm 立形 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 747,300
NF0200_000060 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ仕切弁 ｿﾌﾄ形 FCD製 φ300mm 立形 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 792,100
NF0200_000100 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ仕切弁 ｿﾌﾄ形 FCD製 φ350mm 立形 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 881,800
NF0200_000200 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ仕切弁 ｿﾌﾄ形 FCD製 φ400mm 立形 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 1,135,800
NF0200_000300 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ仕切弁 ｿﾌﾄ形 FCD製 φ450mm 立形 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 1,479,500
NF0200_000400 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ仕切弁 ｿﾌﾄ形 FCD製 φ500mm 立形 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 1,898,000
NF0200_000500 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ仕切弁 ｿﾌﾄ形 FCD製 φ600mm 立形 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 2,540,600
NF0200_000600 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ仕切弁 ｿﾌﾄ形 FCD製 φ700mm 立形 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 3,168,200
NF0200_000700 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ仕切弁 ｿﾌﾄ形 FCD製 φ800mm 立形 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 4,005,200
NF0500_000100 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 塩ビ管･鋼管用 FCD製 φ50mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 86,766
NF0500_000200 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 塩ビ管･鋼管用 FCD製 φ75mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 101,993
NF0500_000300 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 塩ビ管･鋼管用 FCD製 φ100mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 123,210
NF0500_000400 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 塩ビ管･鋼管用 FCD製 φ150mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 195,066
NF0600_010500 受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 FCD製 K形φ250mm 10K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 410,600
NF0600_010600 受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 FCD製 K形φ300mm 10K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 544,900
NF0700_000500 受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 FCD製 NS形φ250mm 10K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、心出しゴム含 物価資料より

NF0700_000600 受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 FCD製 NS形φ300mm 10K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、心出しゴム含 物価資料より

NF0800_000500 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 FCD製 NS形φ250mm 10K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、心出しゴム含 物価資料より

NF0800_000600 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 FCD製 NS形φ300mm 10K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、心出しゴム含 物価資料より

NF0800_000700 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 FCD製 NS形φ350mm 10K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、心出しゴム含 物価資料より

NF0800_000800 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 FCD製 NS形φ400mm 10K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、心出しゴム含 物価資料より

NF0820_000500 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 FCD製 GX形φ250mm 10K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NF0820_000600 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 FCD製 GX形φ300mm 10K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NF0820_000650 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 FCD製 GX形φ350mm 10K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NF0820_000700 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 FCD製 GX形φ400mm 10K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NF0840_000500 受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 FCD製 GX形φ250mm 10K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NF0840_000600 受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 FCD製 GX形φ300mm 10K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 物価資料より

NF1100_000100 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ50mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 94,000
NF1100_000200 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ75mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 109,400
NF1100_000300 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ100mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 136,400
NF1100_000400 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ150mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 228,500
NF1100_000500 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ200mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 374,900
NF1150_000100 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁台付 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ50mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 94,160
NF1150_000200 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁台付 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ75mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 107,320
NF1150_000300 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁台付 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ100mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 136,600
NF1150_000400 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁台付 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ150mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 223,866
NF1320_000050 受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ50mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 108,000
NF1320_000100 受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ75mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 116,000
NF1320_000200 受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ100mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 145,000
NF1320_000300 受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ150mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 242,000
NF1250_000100 片挿し･片Fｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ50mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 104,700
NF1250_000200 片挿し･片Fｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ75mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 112,400
NF1250_000300 片挿し･片Fｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ100mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 140,200
NF1250_000400 片挿し･片Fｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ150mm 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 234,700
NF1300_000050 挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ50mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 物価資料より

NF1300_000100 挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ75mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 物価資料より

NF1300_000200 挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ100mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 物価資料より

NF1300_000300 挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ150mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 物価資料より

NF1300_000400 挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ200mm 7.5K 内ﾈｼﾞ 個 内外面粉体塗装 物価資料より

NF1340_000050 EF片受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ50㎜ 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内面粉体塗装 117,000
NF1340_000100 EF片受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ75㎜ 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内面粉体塗装 128,000
NF1340_000200 EF片受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ100㎜ 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内面粉体塗装 162,100
NF1340_000300 EF片受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 FCD製 φ150㎜ 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内面粉体塗装 270,400
NF0300_000050 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁（ﾌﾗﾝｼﾞ型） φ50㎜ 7.5k 内ﾈｼﾞ ｼｮｰﾄ形 個 内面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0300_000100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁（ﾌﾗﾝｼﾞ型） φ75㎜ 7.5k 内ﾈｼﾞ ｼｮｰﾄ形 個 内面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0300_000200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁（ﾌﾗﾝｼﾞ型） φ100㎜ 7.5k 内ﾈｼﾞ ｼｮｰﾄ形 個 内面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0300_000250 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁（ﾌﾗﾝｼﾞ型） φ125mm 7.5K 内ﾈｼﾞ ｼｮｰﾄ形 個 内面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0300_000300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁（ﾌﾗﾝｼﾞ型） φ150㎜ 7.5k 内ﾈｼﾞ ｼｮｰﾄ形 個 内面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0300_000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁（ﾌﾗﾝｼﾞ型） φ200㎜ 7.5k 内ﾈｼﾞ ｼｮｰﾄ形 個 内面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0300_000500 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁（ﾌﾗﾝｼﾞ型） φ250㎜ 7.5k 内ﾈｼﾞ ｼｮｰﾄ形 個 内面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0300_000600 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁（ﾌﾗﾝｼﾞ型） φ300㎜ 7.5k 内ﾈｼﾞ ｼｮｰﾄ形 個 内面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0300_000700 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁（ﾌﾗﾝｼﾞ型） φ350㎜ 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0300_000800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁（ﾌﾗﾝｼﾞ型） φ400㎜ 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0300_000900 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁（ﾌﾗﾝｼﾞ型） φ450㎜ 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF0300_001000 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁（ﾌﾗﾝｼﾞ型） φ500㎜ 7.5k 内ﾈｼﾞ 個 内面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF1900_000100 急速空気弁 不凍結形 SUS製 φ25mm (取付ﾌﾗﾝｼﾞ:φ75mm) 7.5K 個 112,200
NF1900_000200 急速空気弁 不凍結形 SUS製 φ50mm (取付ﾌﾗﾝｼﾞ:φ100mm) 7.5K 個 169,400
NF1900_000300 急速空気弁 不凍結形 SUS製 φ75mm (取付ﾌﾗﾝｼﾞ:φ150mm) 7.5K 個 223,300
NF1900_010400 急速空気弁 ﾌﾗﾝｼﾞ形 FCD製 φ75mm 7.5K 個 内面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF1900_010600 急速空気弁 ﾌﾗﾝｼﾞ形 FCD製 φ100mm 7.5K 個 内面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF1900_010700 急速空気弁 ﾌﾗﾝｼﾞ形 FCD製 φ150mm 7.5K 個 内面粉体塗装 JWWA規格 物価資料より

NF1900_010800 急速空気弁 ﾌﾗﾝｼﾞ形 FCD製 φ200mm 7.5K 個 内面粉体塗装 JWWA規格 942,000
NF2000_000100 小型急速空気弁 ねじ込み形 CAC製 φ13mm 7.5K 個 54,100
NF2000_000200 小型急速空気弁 ねじ込み形 CAC製 φ20mm 7.5K 個 54,100
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NF2000_000300 小型急速空気弁 ねじ込み形 CAC製 φ25mm 7.5K 個 54,100
NF2050_010030 小型急速空気弁 ﾌﾗﾝｼﾞ付ねじ込み形 CAC製 φ13mm 7.5K 個 63,400
NF2050_010060 小型急速空気弁 ﾌﾗﾝｼﾞ付ねじ込み形 CAC製 φ20mm 7.5K 個 63,400
NF2050_010100 小型急速空気弁 ﾌﾗﾝｼﾞ付ねじ込み形 CAC製 φ25mm 7.5K 個 63,400
NF2100_010400 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急速空気弁用 SS製 φ25mm 個 副弁付用 単価無し
NF2100_010500 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SS製 φ75mm 個 副弁付用 単価無し
NF2100_010600 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SS製 φ100mm 個 副弁付用 単価無し
NF2100_010700 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SS製 φ150mm 個 副弁付用 単価無し
NF2100_020100 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SUS製 φ13mm 個 副弁付用 50,100
NF2100_020200 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SUS製 φ20mm 個 副弁付用 50,100
NF2100_020300 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SUS製 φ25mm 個 副弁付用 50,100
NF2100_020400 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SUS製 φ75mm 個 副弁付用 76,600
NF2100_020500 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SUS製 φ100mm 個 副弁付用 102,000
NF2100_020600 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SUS製 φ150mm 個 副弁付用 153,000
NF2100_030300 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SS製 φ25mm 個 副弁ﾅｼ用 単価無し
NF2100_030400 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SS製 φ75mm 個 副弁ﾅｼ用 単価無し
NF2100_030500 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SS製 φ100mm 個 副弁ﾅｼ用 単価無し
NF2100_030600 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SS製 φ150mm 個 副弁ﾅｼ用 単価無し
NF2100_040100 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SUS製 φ13mm 個 副弁ﾅｼ用 33,500
NF2100_040200 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SUS製 φ20mm 個 副弁ﾅｼ用 33,500
NF2100_040300 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SUS製 φ25mm 個 副弁ﾅｼ用 33,500
NF2100_040400 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SUS製 φ75mm 個 副弁ﾅｼ用 51,000
NF2100_040500 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SUS製 φ100mm 個 副弁ﾅｼ用 68,100
NF2100_040600 凍結防止ｶﾊﾞｰ 急排空気弁用 SUS製 φ150mm 個 副弁ﾅｼ用 103,000
NF2200_000100 空気弁用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用 鋳鉄管用 φ50mm×φ13～25mm 個 10,200
NF2200_000200 空気弁用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用 鋳鉄管用 φ75mm×φ13～25mm 個 11,200
NF2200_000300 空気弁用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用 鋳鉄管用 φ100mm×φ13～25mm 個 11,800
NF2200_000400 空気弁用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用 鋳鉄管用 φ150mm×φ13～25mm 個 13,730
NF2200_000500 空気弁用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用 鋳鉄管用 φ200mm×φ13～25mm 個 20,520
NF2200_000600 空気弁用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用 鋳鉄管用 φ250mm×φ13～25mm 個 23,320
NF2200_000700 空気弁用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用 鋳鉄管用 φ300mm×φ13～25mm 個 26,210
NF2200_000800 空気弁用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用 鋳鉄管用 φ350mm×φ13～25mm 個 28,010
NF2300_000100 空気弁用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用 塩ビ管･鋼管用 φ40mm×φ13～25mm 個 10,100
NF2300_000200 空気弁用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用 塩ビ管･鋼管用 φ50mm×φ13～25mm 個 10,200
NF2300_000300 空気弁用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用 塩ビ管･鋼管用 φ75mm×φ13～25mm 個 10,760
NF2300_000400 空気弁用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用 塩ビ管･鋼管用 φ100mm×φ13～25mm 個 12,220
NF2300_000450 空気弁用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用 塩ビ管･鋼管用 φ125mm×φ13～25mm 個 13,110
NF2300_000500 空気弁用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用 塩ビ管･鋼管用 φ150mm×φ13～25mm 個 13,520
NF2300_000600 空気弁用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用 塩ビ管･鋼管用 φ200mm×φ13～25mm 個 15,980
NF1400_000100 消火栓地下式単口 FCD製 標準(H=300) 個 内外面粉体塗装 物価資料より

NF1400_000400 消火栓地下式単口 FCD製 浅埋(H=200) 個 内外面粉体塗装 84,700
NF1400_000200 消火栓地下式単口 FCD製 空気弁付 個 内外面粉体塗装 182,200
NF1400_000300 消火栓地下式単口 FCD製 排気弁付 個 内外面粉体塗装 90,200
NF1400_050100 消火栓地下式単口 SCS製 標準 個 87,800
NF1400_050200 消火栓地下式単口 SCS製 空気弁付 個 202,100
NF1400_050300 消火栓地下式単口 SCS製 排気弁付 個 112,200
NF1500_000100 消火栓地下式二弁双口 FCD製 標準(H=280) 基 内外面粉体塗装 物価資料より

NF1800_000100 ﾎﾞｰﾙ式補修弁（ﾚﾊﾞｰ式） FCD製 φ75mm H=100mm 7.5K 個 内外面粉体塗装 物価資料より

NF1800_000200 ﾎﾞｰﾙ式補修弁（ﾚﾊﾞｰ式） FCD製 φ75mm H=150mm 7.5K 個 内外面粉体塗装 物価資料より

NF1800_000300 ﾎﾞｰﾙ式補修弁（ﾚﾊﾞｰ式） FCD製 φ75mm H=200mm 7.5K 個 内外面粉体塗装 物価資料より

NF1800_030100 ﾎﾞｰﾙ式補修弁（ﾚﾊﾞｰ式） SCS製 φ75mm H=100mm 7.5k 個 101,700
NF1800_030200 ﾎﾞｰﾙ式補修弁（ﾚﾊﾞｰ式） SCS製 φ75mm H=150mm 7.5k 個 144,500
NF1800_030300 ﾎﾞｰﾙ式補修弁（ﾚﾊﾞｰ式） SCS製 φ75mm H=200mm 7.5k 個 152,500
NF1800_030400 ﾎﾞｰﾙ式補修弁（ﾚﾊﾞｰ式） SCS製 φ100㎜ 個 0
NF1800_010150 ﾎﾞｰﾙ式補修弁（ｷｬｯﾌﾟ式） FCD製 φ100mm H=200mm 7.5K 個 内面粉体塗装 144,000
NF1800_010160 ﾎﾞｰﾙ式補修弁（ｷｬｯﾌﾟ式） FCD製 φ100mm H=250mm 7.5K 個 内面粉体塗装 187,000
NF1800_010165 ﾎﾞｰﾙ式補修弁（ｷｬｯﾌﾟ式） FCD製 φ100mm H=300mm 7.5K 個 内面粉体塗装 196,000
NF3100_000500 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ50mm×φ20mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_000600 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ50mm×φ25mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_000700 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ75mm×φ20mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_000800 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ75mm×φ25mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_000900 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ75mm×φ30mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_001000 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ75mm×φ40mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_001100 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ75mm×φ50mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_001200 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ100mm×φ20mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_001300 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ100mm×φ25mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_001400 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ100mm×φ30mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_001500 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ100mm×φ40mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_001600 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ100mm×φ50mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_001700 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ150mm×φ20mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_001800 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ150mm×φ25mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_001900 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ150mm×φ30mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_002000 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ150mm×φ40mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_002100 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ150mm×φ50mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_002200 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ200mm×φ20mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_002300 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ200mm×φ25mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_002400 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ200mm×φ30mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_002500 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ200mm×φ40mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3100_002600 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ200mm×φ50mm 個 PTC規格 物価資料より

NF3200_000100 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ40mm×φ13mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_000200 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ40mm×φ20mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_000300 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ40mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 19,300
NF3200_000400 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ50mm×φ13mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_000500 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ50mm×φ20mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_000600 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ50mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 16,260
NF3200_000650 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ50mm×φ30mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 38,890
NF3200_000700 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ75mm×φ13mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 12,190
NF3200_000800 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ75mm×φ20mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_000900 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ75mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_001000 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ75mm×φ30mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より
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NF3200_001100 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ75mm×φ40mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_001200 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ75mm×φ50mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 54,780
NF3200_001300 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ100mm×φ13mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 14,060
NF3200_001400 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ100mm×φ20mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_001500 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ100mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_001600 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ100mm×φ30mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_001700 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ100mm×φ40mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_001800 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ100mm×φ50mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_001900 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ150mm×φ13mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 16,950
NF3200_002000 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ150mm×φ20mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_002100 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ150mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_002200 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ150mm×φ30mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_002300 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ150mm×φ40mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_002400 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ150mm×φ50mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_002500 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ200mm×φ13mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 21,930
NF3200_002600 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ200mm×φ20mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_002700 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ200mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_002800 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ200mm×φ30mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_002900 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ200mm×φ40mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3200_003000 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 塩化ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管用 φ200mm×φ50mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_000050 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ50mm×φ13mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 11,160
NF3300_000100 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ50mm×φ20mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 13,550
NF3300_000200 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ50mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 16,260
NF3300_000300 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ75mm×φ13mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_000400 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ75mm×φ20mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_000500 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ75mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_000600 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ75mm×φ30mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_000700 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ75mm×φ40mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_000800 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ75mm×φ50mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_000900 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ100mm×φ13mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_001000 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ100mm×φ20mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_001100 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ100mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_001200 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ100mm×φ30mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_001300 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ100mm×φ40mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_001400 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ100mm×φ50mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_001500 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ150mm×φ13mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_001600 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ150mm×φ20mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_001700 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ150mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_001800 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ150mm×φ30mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_001900 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ150mm×φ40mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_002000 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ150mm×φ50mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_002100 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ200mm×φ13mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_002200 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ200mm×φ20mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_002300 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ200mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_002400 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ200mm×φ30mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_002500 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ200mm×φ40mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_002600 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ200mm×φ50mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_002700 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ250mm×φ13mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_002800 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ250mm×φ20mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_002900 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ250mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_003000 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ250mm×φ30mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_003100 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ250mm×φ40mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_003200 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ250mm×φ50mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_003300 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ300mm×φ13mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_003400 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ300mm×φ20mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_003500 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ300mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_003600 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ300mm×φ30mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_003700 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ300mm×φ40mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_003800 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ300mm×φ50mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_003850 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ350mm×φ13mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_003900 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ350mm×φ20mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_004000 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ350mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_004100 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ350mm×φ30mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_004200 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ350mm×φ40mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_004300 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ350mm×φ50mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 物価資料より

NF3300_004400 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ400mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 94,990
NF3300_004500 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ400mm×φ40mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 110,830
NF3300_004600 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ400mm×φ50mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 122,090
NF3300_004700 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ500mm×φ25mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 111,240
NF3300_004800 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ500mm×φ40mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 126,770
NF3300_004900 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 φ500mm×φ50mm 個 JWWA規格 ｺｱ付 138,010
NF3600_000050 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ75mm×φ20mm 個 13,830
NF3600_000055 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ75mm×φ25mm 個 16,300
NF3600_000060 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ75mm×φ30mm 個 35,750
NF3600_000065 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ75mm×φ40mm 個 42,770
NF3600_000070 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ75mm×φ50mm 個 54,410
NF3600_000075 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ100mm×φ20mm 個 14,600
NF3600_000080 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ100mm×φ25mm 個 16,820
NF3600_000085 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ100mm×φ30mm 個 37,720
NF3600_000090 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ100mm×φ40mm 個 44,700
NF3600_000095 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ100mm×φ50mm 個 55,490
NF3600_000100 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ125mm×φ50mm 個 58,430
NF3600_000200 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ200mm×φ20mm 個 24,340
NF3600_000300 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ200mm×φ25mm 個 27,690
NF3600_000350 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ200mm×φ30mm 個 51,280
NF3600_000400 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ200mm×φ40mm 個 58,140
NF3600_000500 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ200mm×φ50mm 個 67,820
NF3600_000600 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ250mm×φ20mm 個 27,470
NF3600_000700 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ250mm×φ25mm 個 30,640
NF3600_000750 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ250mm×φ30mm 個 61,010
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NF3600_000800 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ250mm×φ40mm 個 67,870
NF3600_000900 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ250mm×φ50mm 個 77,300
NF3600_001000 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ300mm×φ20mm 個 32,130
NF3600_001100 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ300mm×φ25mm 個 35,570
NF3600_001150 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ300mm×φ30mm 個 70,940
NF3600_001200 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 石綿管用 φ300mm×φ40mm 個 77,900
NF3698_000100 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ φ50㎜×φ25㎜ 個 PTC規格 13,500
NF3698_000200 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ φ75㎜×φ20㎜ 個 PTC規格 12,900
NF3698_000300 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ φ75㎜×φ25㎜ 個 PTC規格 14,100
NF3698_000350 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ φ75㎜×φ50㎜PWA 個 PTC規格 20,380
NF3698_000400 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ φ100㎜×φ20㎜ 個 PTC規格 14,300
NF3698_000500 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ φ100㎜×φ25㎜ 個 PTC規格 15,300
NF3698_000550 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ φ100㎜×φ50㎜PWA 個 PTC規格 23,180
NF3698_000600 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ φ150㎜×φ20㎜ 個 PTC規格 19,500
NF3698_000700 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ φ150㎜×φ25㎜ 個 PTC規格 20,430
NF3698_000750 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ φ150㎜×φ50㎜ 個 PTC規格 単価無し
NF3698_000800 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ φ200㎜×φ20㎜ 個 PTC規格 単価無し
NF3698_000900 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ φ200㎜×φ25㎜ 個 PTC規格 単価無し
NF3698_001000 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ φ200㎜×φ50㎜ 個 PTC規格 単価無し
NF3699_000100 EFｻﾄﾞﾙ φ50㎜×φ20㎜ 個 PTC規格 単価無し
NF3699_000200 EFｻﾄﾞﾙ φ50㎜×φ25㎜ 個 PTC規格 13,600
NF3699_000300 EFｻﾄﾞﾙ φ75㎜×φ20㎜ 個 PTC規格 13,400
NF3699_000400 EFｻﾄﾞﾙ φ75㎜×φ25㎜ 個 PTC規格 14,300
NF3699_000500 EFｻﾄﾞﾙ φ75㎜×φ50㎜ 個 PTC規格 単価無し
NF3699_000600 EFｻﾄﾞﾙ φ100㎜×φ20㎜ 個 PTC規格 15,120
NF3699_000700 EFｻﾄﾞﾙ φ100㎜×φ25㎜ 個 PTC規格 15,920
NF3699_000800 EFｻﾄﾞﾙ φ100㎜×φ50㎜ 個 PTC規格 単価無し
NF3699_000900 EFｻﾄﾞﾙ φ150㎜×φ20㎜ 個 PTC規格 14,610
NF3699_001000 EFｻﾄﾞﾙ φ150㎜×φ25㎜ 個 PTC規格 22,000
NF3699_001100 EFｻﾄﾞﾙ φ150㎜×φ50㎜ 個 PTC規格 単価無し
NF3699_001150 EFｻﾄﾞﾙ φ200㎜×φ20㎜ 個 PTC規格 単価無し
NF3699_001200 EFｻﾄﾞﾙ φ200㎜×φ25㎜ 個 PTC規格 単価無し
NF3699_001300 EFｻﾄﾞﾙ φ200㎜×φ50㎜ 個 PTC規格 単価無し
NF3696_000100 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ50㎜×φ20㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_000200 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ50㎜×φ25㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_000300 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ75㎜×φ20㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_000400 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ75㎜×φ25㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_000500 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ75㎜×φ30㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_000600 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ75㎜×φ40㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_000800 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ100㎜×φ20㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_000900 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ100㎜×φ25㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_001000 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ100㎜×φ30㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_001100 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ100㎜×φ40㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_001200 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ100㎜×φ50㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_001300 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ150㎜×φ20㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_001400 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ150㎜×φ25㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_001500 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ150㎜×φ30㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_001600 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ150㎜×φ40㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_001700 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ150㎜×φ50㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_001800 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ200㎜×φ20㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_001900 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ200㎜×φ25㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_002000 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ200㎜×φ30㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_002100 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ200㎜×φ40㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3696_002200 EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ200㎜×φ50㎜ 個 PTC規格 物価資料より

NF3500_000100 ｻﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｱ φ13mm 個 単価無し
NF3500_000200 ｻﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｱ φ20mm 個 1,190
NF3500_000300 ｻﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｱ φ25mm 個 1,440
NF3500_000400 ｻﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｱ φ30mm 個 1,980
NF3500_000500 ｻﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｱ φ40mm 個 2,320
NF3500_000600 ｻﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｱ φ50mm 個 3,270
NK3000_000100 ｻﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ φ13mm 個 ﾊﾟｯｷﾝ付 430
NK3000_000200 ｻﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ φ20mm 個 ﾊﾟｯｷﾝ付 820
NK3000_000300 ｻﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ φ25mm 個 ﾊﾟｯｷﾝ付 990
NK3000_000400 ｻﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ φ30mm 個 ﾊﾟｯｷﾝ付 1,230
NK3000_000500 ｻﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ φ40mm 個 ﾊﾟｯｷﾝ付 1,850
NK3000_000600 ｻﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ φ50mm 個 ﾊﾟｯｷﾝ付 3,030
NF2600_000050 ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製) φ13mm 10K 個 JIS.B.2011 6,490
NF2600_000100 ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製) φ20mm 10K 個 JIS.B.2011 9,625
NF2600_000200 ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製) φ25mm 10K 個 JIS.B.2011 14,370
NF2600_000250 ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製) φ30mm 10K 個 JIS.B.2011 11,630
NF2600_000300 ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製) φ40mm 10K 個 JIS.B.2011 17,600
NF2600_000400 ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製) φ50mm 10K 個 JIS.B.2011 21,780
NF3700_000100 ﾎﾞｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ φ13mm 個 物価資料より

NF3700_000200 ﾎﾞｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ φ20mm 個 物価資料より

NF3700_000300 ﾎﾞｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ φ25mm 個 物価資料より

NF3700_000400 ﾎﾞｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ φ30mm 個 物価資料より

NF3700_000500 ﾎﾞｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ φ40mm 個 物価資料より

NF3700_000600 ﾎﾞｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ φ50mm 個 物価資料より

NF4000_000100 青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き) φ30mm 個 29,990
NF4000_000200 青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き) φ40mm 個 35,280
NF4000_000300 青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き) φ50mm 個 54,260
NF4050_000100 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き) φ30mm 個 27,820
NF4050_000200 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き) φ40mm 個 32,690
NF4050_000300 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き) φ50mm 個 44,370
NF4050_000400 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き) φ30mm 個 27,820
NF4050_000500 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き) φ40mm 個 32,690
NF4050_000600 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き) φ50mm 個 44,370
NK3200_000100 砲金製ベンド90°在来ﾈｼﾞ(金門ﾈｼﾞ) φ13mm 個 2,710
NK3200_000200 砲金製ベンド90°在来ﾈｼﾞ(金門ﾈｼﾞ) φ20mm 個 3,820
NK3200_000300 砲金製ベンド90°在来ﾈｼﾞ(金門ﾈｼﾞ) φ25mm 個 5,240
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NK3200_010100 砲金製ベンド90°上水ﾈｼﾞ φ13mm 個 2,710
NK3200_010200 砲金製ベンド90°上水ﾈｼﾞ φ20mm 個 3,820
NK3200_010300 砲金製ベンド90°上水ﾈｼﾞ φ25mm 個 5,240
NK3300_000100 逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付) φ13mm 個 8,936
NK3300_000200 逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付) φ20mm 個 12,103
NK3300_000300 逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付) φ25mm 個 18,280
NF4650_000100 ﾎﾞｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮付き) φ13mm 個 8,530
NF4650_000200 ﾎﾞｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮付き) φ20mm 個 12,800
NF4650_000300 ﾎﾞｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮付き) φ25mm 個 16,830
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NG6100_010100 消火栓･空気弁室用鉄蓋 4号 100 蓋・枠 個 FCD製 94,380
NG6100_010200 消火栓・空気弁室用親子蓋 φ900×600 120 蓋・枠 個 FCD製 515,400
NG6100_030100 消火栓･空気弁室 調整ﾘﾝｸﾞ 4号 10K 個 6,600
NG6100_030200 消火栓･空気弁室 調整ﾘﾝｸﾞ 4号 30K 個 11,900
NG6100_030300 消火栓･空気弁室 調整ﾘﾝｸﾞ 4号 50K 個 15,200
NG6100_035100 消火栓･空気弁室 調整ﾘﾝｸﾞ 内径900㎜ 100㎜ 個 物価資料より

NG6100_035200 消火栓･空気弁室 調整ﾘﾝｸﾞ 内径900㎜ 150㎜ 個 物価資料より

NG6100_050100 消火栓･空気弁室 上部壁 4号 200A 個 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 40,100
NG6100_055100 消火栓･空気弁室 上部壁 斜壁600×900×300 個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 物価資料より

NG6100_055200 消火栓･空気弁室 上部壁 斜壁600×900×450 個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 物価資料より

NG6100_055300 消火栓･空気弁室 上部壁 斜壁600×900×600 個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 物価資料より

NG6100_070100 消火栓･空気弁室 中部壁 4号 100B 個 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 12,200
NG6100_070200 消火栓･空気弁室 中部壁 4号 200B 個 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 19,600
NG6100_070300 消火栓･空気弁室 中部壁 4号 300B 個 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 27,100
NG6100_075100 消火栓･空気弁室 中部壁　内径900㎜ 300㎜ 個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 物価資料より

NG6100_075200 消火栓･空気弁室 中部壁　内径900㎜ 600㎜ 個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 物価資料より

NG6100_075300 消火栓･空気弁室 中部壁　内径900㎜ 900㎜ 個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 物価資料より

NG6100_110100 消火栓･空気弁室 下部壁 4号 100C 個 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 13,100
NG6100_110200 消火栓･空気弁室 下部壁 4号 200C 個 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 20,000
NG6100_110300 消火栓･空気弁室 下部壁 4号 300C 個 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 25,600
NG6100_130100 消火栓･空気弁室 底板 4号 40S 個 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 24,600
NG6100_135100 消火栓･空気弁室 底板 内径900㎜ 130S 個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 物価資料より

NG6100_150100 鉄蓋調整部用型枠ｾｯﾄ(丸型) φ600mm 組 15,000
NG6100_150200 鉄蓋調整部用型枠ｾｯﾄ(丸型) φ900mm 組 28,800
NG6100_170100 鉄蓋変形防止用調整金具 M16×150H 組 3,500
NG6100_170200 鉄蓋変形防止用調整金具 M16×250H 組 4,740
NG6100_190100 超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ 12.5kg 袋 2,700
NG6100_190200 超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg 袋 4,900
NG4100_000100 ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 沈下防止標準型 底付 耐寒蓋：FRP製 φ13mm 個 MB-13SA 16,500
NG4100_000300 ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 沈下防止標準型 底付 耐寒蓋：FRP製 φ20mm 個 MB-20SA 16,500
NG4100_000400 ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 沈下防止標準型 底付 耐寒蓋：FRP製 φ25mm 個 MB-25SA 23,650
NG4100_000450 ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 沈下防止標準型 底付 耐寒蓋：FRP製 φ30mm 個 MB-30SA 42,900
NG4100_000500 ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 沈下防止標準型 底付 耐寒蓋：FRP製 φ40mm 個 MB-40SA×260 42,900
NG4900_000100 止水栓筐 H=600～900 基 SSADD100×600-900水 10,200
NG5100_000100 仕切弁筐 ネジ筐Ａ形 170×320　H=670～1010 個 管種・管径表示含む 103,420
NG5100_000200 仕切弁筐 ネジ筐Ａ形 170×320　H=510～690 個 管種・管径表示含む 78,620
NG5100_000300 仕切弁筐 ネジ筐Ａ形 170×320　H=410～530 個 管種・管径表示含む 69,740
NG5100_000400 仕切弁筐 ネジ筐Ａ形 170×320　H=800～1140 個 管種・管径表示含む 105,020
NG5150_000100 仕切弁筐座台 320×520　H=70 個 4,800
NG5150_000200 仕切弁筐座台 440×640　H=40 個 14,300
NG5500_000100 管明示ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ 上水道(年号入) 30mm幅×20m巻 青色 個 980
NG5600_000100 埋設管標識ｼｰﾄ 150mm×50m ﾀﾞﾌﾞﾙ 青色 巻 物価資料より

NG5800_000100 識別ﾏｰｶｰ f1･配水管用 本 1,500
NG5800_000200 識別ﾏｰｶｰ f2･給水管用 本 1,500
NJ4300_000100 明示杭 45×45×600 水道用 青色 本 樹脂製 1,000
NG5900_000100 ｴｱｰﾊﾞｯｸ φ75mm～100mm用 個 59,000
NG5900_000200 ｴｱｰﾊﾞｯｸ φ125mm～150mm用 個 98,000
NJ4100_000100 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 排気量75ml以下 切込深100㎜以上 台 単価無し
NJ4400_000100 ﾊﾟｲﾌﾟ切断機 450㎜以下 機 380,600
NJ4400_000200 ﾊﾟｲﾌﾟ切断機 500～1350㎜ 機 3,135,000
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NE0100_000100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (2層管) 1種 φ13mm ｍ JIS規格 物価資料より

NE0100_000200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (2層管) 1種 φ20mm ｍ JIS規格 物価資料より

NE0100_000300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (2層管) 1種 φ25mm ｍ JIS規格 物価資料より

NE0100_000400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (2層管) 1種 φ30mm ｍ JIS規格 物価資料より

NE0100_000500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (2層管) 1種 φ40mm ｍ JIS規格 物価資料より

NE0100_000600 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (2層管) 1種 φ50mm ｍ JIS規格 物価資料より

NJ0100_000100 高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ（ﾜﾝﾀｯﾁ） φ13mm 厚10㎜×長2m 本 物価資料より

NJ0100_000200 高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ（ﾜﾝﾀｯﾁ） φ16mm 厚10㎜×長2m 本 物価資料より

NJ0100_000300 高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ（ﾜﾝﾀｯﾁ） φ20mm 厚10㎜×長2m 本 物価資料より

NJ0100_000400 高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ（ﾜﾝﾀｯﾁ） φ25mm 厚10㎜×長2m 本 物価資料より

NJ0100_000500 高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ（ﾜﾝﾀｯﾁ） φ30mm 厚10㎜×長2m 本 物価資料より

NJ0100_000600 高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ（ﾜﾝﾀｯﾁ） φ40mm 厚10㎜×長2m 本 物価資料より

NJ0100_000700 高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ（ﾜﾝﾀｯﾁ） φ50mm 厚10㎜×長2m 本 物価資料より

NK0100_000100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ13mm 個 物価資料より

NK0100_000200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ20mm 個 物価資料より

NK0100_000300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ25mm 個 物価資料より

NK0100_000400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ30mm 個 物価資料より

NK0100_000500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ40mm 個 物価資料より

NK0100_000600 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ50mm 個 物価資料より

NK0100_000700 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ13M×20P 個 物価資料より

NK0100_000750 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ13M×25P 個 物価資料より

NK0100_000800 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ20M×13P 個 物価資料より

NK0100_000850 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ20M×25P 個 物価資料より

NK0100_000900 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ25M×13P 個 物価資料より

NK0100_001000 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ25M×20P 個 物価資料より

NK0100_001050 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ25M×30P 個 物価資料より

NK0100_010100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 回転継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ13mm 個 3,100
NK0100_010200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 回転継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ20mm 個 4,110
NK0100_010300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 回転継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ25mm 個 5,850
NK0100_010400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 回転継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ30mm 個 12,240
NK0100_010500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 回転継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ40mm 個 16,810
NK0100_010600 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 回転継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ50mm 個 24,120
NK0200_000100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｿｹｯﾄ 1種管用 φ13mm 個 物価資料より

NK0200_000200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｿｹｯﾄ 1種管用 φ20mm 個 物価資料より

NK0200_000300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｿｹｯﾄ 1種管用 φ25mm 個 物価資料より

NK0200_000400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｿｹｯﾄ 1種管用 φ30mm 個 物価資料より

NK0200_000500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｿｹｯﾄ 1種管用 φ40mm 個 物価資料より

NK0200_000600 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｿｹｯﾄ 1種管用 φ50mm 個 物価資料より

NK0200_010100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ｿｹｯﾄ 1種管用 φ20mm×φ13mm 個 物価資料より

NK0200_010200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ｿｹｯﾄ 1種管用 φ25mm×φ13mm 個 物価資料より

NK0200_010300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ｿｹｯﾄ 1種管用 φ25mm×φ20mm 個 物価資料より

NK0200_010400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ｿｹｯﾄ 1種管用 φ30mm×φ20mm 個 物価資料より

NK0200_010500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ｿｹｯﾄ 1種管用 φ30mm×φ25mm 個 物価資料より

NK0200_010700 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ｿｹｯﾄ 1種管用 φ40mm×φ20mm 個 物価資料より

NK0200_010800 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ｿｹｯﾄ 1種管用 φ40mm×φ25mm 個 物価資料より

NK0200_010900 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ｿｹｯﾄ 1種管用 φ40mm×φ30mm 個 物価資料より

NK0200_011100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ｿｹｯﾄ 1種管用 φ50mm×φ20mm 個 11,780
NK0200_011200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ｿｹｯﾄ 1種管用 φ50mm×φ25mm 個 物価資料より

NK0200_011300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ｿｹｯﾄ 1種管用 φ50mm×φ30mm 個 物価資料より

NK0200_011400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ｿｹｯﾄ 1種管用 φ50mm×φ40mm 個 物価資料より

NK0300_000100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ13mm 個 物価資料より

NK0300_000200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ20mm 個 物価資料より

NK0300_000300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ25mm 個 物価資料より

NK0300_000400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ30mm 個 物価資料より

NK0300_000500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ40mm 個 物価資料より

NK0300_000600 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ50mm 個 物価資料より

NK0300_010100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ20mm×φ13mm 個 物価資料より

NK0300_010200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ25mm×φ13mm 個 物価資料より

NK0300_010300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ25mm×φ20mm 個 物価資料より

NK0300_010400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ30mm×φ13mm 個 物価資料より

NK0300_010500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ30mm×φ20mm 個 物価資料より

NK0300_010600 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ30mm×φ25mm 個 物価資料より

NK0300_010700 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ40mm×φ13mm 個 物価資料より

NK0300_010800 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ40mm×φ20mm 個 物価資料より

NK0300_010900 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ40mm×φ25mm 個 物価資料より

NK0300_011000 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ40mm×φ30mm 個 物価資料より

NK0300_011100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ50mm×φ13mm 個 物価資料より

NK0300_011200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ50mm×φ20mm 個 物価資料より

NK0300_011300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ50mm×φ25mm 個 物価資料より

NK0300_011400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ50mm×φ30mm 個 物価資料より

NK0300_011500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 異径ﾁｰｽﾞ 1種管用 φ50mm×φ40mm 個 物価資料より

NK0400_000100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｴﾙﾎﾞ 1種管用 φ13mm 個 物価資料より

NK0400_000200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｴﾙﾎﾞ 1種管用 φ20mm 個 物価資料より

NK0400_000300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｴﾙﾎﾞ 1種管用 φ25mm 個 物価資料より

NK0400_000400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｴﾙﾎﾞ 1種管用 φ30mm 個 物価資料より

NK0400_000500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｴﾙﾎﾞ 1種管用 φ40mm 個 物価資料より

NK0400_000600 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｴﾙﾎﾞ 1種管用 φ50mm 個 物価資料より

NK0450_000100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｴﾙﾎﾞ 1種管用 45°φ13mm 個 3,010
NK0450_000200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｴﾙﾎﾞ 1種管用 45°φ20mm 個 4,400
NK0450_000300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｴﾙﾎﾞ 1種管用 45°φ25mm 個 5,720
NK0450_000400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｴﾙﾎﾞ 1種管用 45°φ40mm 個 12,990
NK0450_000500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ｴﾙﾎﾞ 1種管用 45°φ50mm 個 19,360
NK0500_000100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 塩ﾋﾞ管用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ13mm 個 物価資料より

NK0500_000200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 塩ﾋﾞ管用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ20mm 個 物価資料より

NK0500_000300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 塩ﾋﾞ管用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ25mm 個 物価資料より

NK0500_000400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 塩ﾋﾞ管用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ30mm 個 物価資料より

NK0500_000500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 塩ﾋﾞ管用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ40mm 個 物価資料より

NK0500_000600 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 塩ﾋﾞ管用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ50mm 個 物価資料より

NK0700_000100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ 1種管用 60°φ13mm 個 2,420
NK0700_000200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ 1種管用 60°φ20mm 個 3,520
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NK0700_000300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ 1種管用 60°φ25mm 個 4,840
NK0700_000400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ 1種管用 60°φ40mm 個 12,840
NK0700_000500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ 1種管用 60°φ50mm 個 18,230
NK1300_000100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 1種管用 φ13mm 個 物価資料より

NK1300_000200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 1種管用 φ20mm 個 物価資料より

NK1300_000300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 1種管用 φ25mm 個 物価資料より

NK1300_000400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 1種管用 φ30mm 個 物価資料より

NK1300_000500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 1種管用 φ40mm 個 物価資料より

NK1300_000600 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 1種管用 φ50mm 個 物価資料より

NK1400_000100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 鋼管用おねじ 1種管用 φ13mm 個 物価資料より

NK1400_000200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 鋼管用おねじ 1種管用 φ20mm 個 物価資料より

NK1400_000300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 鋼管用おねじ 1種管用 φ25mm 個 物価資料より

NK1400_000400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 鋼管用おねじ 1種管用 φ30mm 個 物価資料より

NK1400_000500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 鋼管用おねじ 1種管用 φ40mm 個 物価資料より

NK1400_000600 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 鋼管用おねじ 1種管用 φ50mm 個 物価資料より

NK1500_000100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 鋼管用めねじ 1種管用 φ13mm 個 物価資料より

NK1500_000200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 鋼管用めねじ 1種管用 φ20mm 個 物価資料より

NK1500_000300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 鋼管用めねじ 1種管用 φ25mm 個 物価資料より

NK1500_000400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 鋼管用めねじ 1種管用 φ30mm 個 物価資料より

NK1500_000500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 鋼管用めねじ 1種管用 φ40mm 個 物価資料より

NK1500_000600 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 鋼管用めねじ 1種管用 φ50mm 個 物価資料より

NK1600_000100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 分止水栓用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ13mm 個 1,400
NK1600_000200 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 分止水栓用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ20mm 個 1,990
NK1600_000300 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 分止水栓用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ25mm 個 2,670
NK1600_000400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 分止水栓用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ30mm 個 5,160
NK1600_000500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 分止水栓用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ40mm 個 6,830
NK1600_000600 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 分止水栓用ｿｹｯﾄ 1種管用 φ50mm 個 10,040
NK1700_000100 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用 φ13㎜ 個 1,740
NK1700_000200 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用 φ20㎜ 個 2,540
NK1700_000300 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用 φ25㎜ 個 3,480
NK1700_000400 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用 φ30㎜ 個 5,920
NK1700_000500 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用 φ40㎜ 個 8,070
NK1700_000600 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用 φ50㎜ 個 11,620
NK1700_020100 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 ﾒｰﾀ用 φ13㎜ 個 2,270
NK1700_020200 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 ﾒｰﾀ用 φ20㎜ 個 3,170
NK1700_020300 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 ﾒｰﾀ用 φ25㎜ 個 4,320
NK1700_020400 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 ﾒｰﾀ用 φ30㎜ 個 7,630
NK1700_020500 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 ﾒｰﾀ用 φ40㎜ 個 10,450
NK1700_020600 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 ﾒｰﾀ用 φ50㎜ 個 15,520
NK1700_030200 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 ﾒｰﾀ用 φ13㎜×20㎜ 個 3,030
NK1700_030300 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 ﾒｰﾀ用 φ25㎜×20㎜ 個 4,320
NK2520_000100 塩ﾋﾞ管(HI)用可とう継手 ｵｽ φ13㎜ 個 1,720
NK2520_000200 塩ﾋﾞ管(HI)用可とう継手 ｵｽ φ20㎜ 個 2,290
NK2520_000300 塩ﾋﾞ管(HI)用可とう継手 ｵｽ φ25㎜ 個 3,280
NK2520_000400 塩ﾋﾞ管(HI)用可とう継手 ｵｽ φ30㎜ 個 5,540
NK2520_000500 塩ﾋﾞ管(HI)用可とう継手 ｵｽ φ40㎜ 個 7,400
NK2520_000600 塩ﾋﾞ管(HI)用可とう継手 ｵｽ φ50㎜ 個 11,460
NK2530_000100 塩ﾋﾞ管(HI)用可とう継手 ﾒｽ φ13㎜ 個 1,720
NK2530_000200 塩ﾋﾞ管(HI)用可とう継手 ﾒｽ φ20㎜ 個 2,290
NK2530_000300 塩ﾋﾞ管(HI)用可とう継手 ﾒｽ φ25㎜ 個 3,280
NK2530_000400 塩ﾋﾞ管(HI)用可とう継手 ﾒｽ φ30㎜ 個 5,540
NK2530_000500 塩ﾋﾞ管(HI)用可とう継手 ﾒｽ φ40㎜ 個 7,400
NK2530_000600 塩ﾋﾞ管(HI)用可とう継手 ﾒｽ φ50㎜ 個 11,460
NK1800_000100 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 両ﾕﾆｵﾝ φ20mm×600 個 12,510
NK1800_000200 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 両ﾕﾆｵﾝ φ25mm×600 個 14,990
NK1800_000300 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 両ﾕﾆｵﾝ φ30mm×800 個 33,760
NK1800_000400 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 両ﾕﾆｵﾝ φ40mm×800 個 40,480
NK1800_000500 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 両ﾕﾆｵﾝ φ50mm×1000 個 62,920
NK1900_000100 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ13mm (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管×ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 個 2,530
NK1900_000200 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ20mm (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管×ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 個 3,340
NK1900_000300 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ25mm (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管×ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 個 4,310
NK1900_000400 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ30mm (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管×ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 個 8,130
NK1900_000500 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ40mm (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管×ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 個 10,370
NK1900_000600 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ50mm (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管×ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 個 15,410
NK1900_020100 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 鋼管用 φ13mm (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管×鋼管) 個 1,720
NK1900_020200 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 鋼管用 φ20mm (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管×鋼管) 個 2,290
NK1900_020300 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 鋼管用 φ25mm (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管×鋼管) 個 3,280
NK1900_020400 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 鋼管用 φ30mm (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管×鋼管) 個 5,540
NK1900_020500 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 鋼管用 φ40mm (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管×鋼管) 個 7,400
NK1900_020600 塩ﾋﾞ管(HI)用伸縮継手 鋼管用 φ50mm (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管×鋼管) 個 11,460
NK8280_000200 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ20㎜×5ｍ 本 PWA規格 物価資料より

NK8280_000300 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ25㎜×5ｍ 本 PWA規格 物価資料より

NK8280_000400 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ30㎜×5ｍ 本 PWA規格 物価資料より

NK8280_000500 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ40㎜×5ｍ 本 PWA規格 物価資料より

NK8280_000600 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ50㎜×5ｍ 本 PWA規格 物価資料より

NK8280_000700 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ65㎜×5ｍ 本 PWA規格 物価資料より

NK8080_000200 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ20㎜ 本 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_000300 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ25㎜ 本 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_000400 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ30㎜ 本 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_000500 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ40㎜ 本 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_000600 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ50㎜ 本 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_000700 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ65㎜ 本 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_010300 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ25㎜×φ20㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_010500 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ30㎜×φ20㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_010600 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ30㎜×φ25㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_010800 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ40㎜×φ20㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_010900 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ40㎜×φ25㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_011200 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ50㎜×φ20㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_011300 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ50㎜×φ25㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_011600 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ65㎜×φ20㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より
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NK8080_011700 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ65㎜×φ25㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_011800 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ65㎜×φ50㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_011900 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ75㎜×φ20㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8080_012000 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾁｰｽﾞ φ75㎜×φ25㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8060_020200 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ φ20㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8060_020300 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ φ25㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8060_020400 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ φ30㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8060_020500 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ φ40㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8060_020600 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ φ50㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8060_020700 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ φ65㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8100_000200 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 90°φ20mm 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8100_000300 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 90°φ25mm 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8100_000400 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 90°φ30mm 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8100_000500 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 90°φ40mm 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8100_000600 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 90°φ50mm 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8100_000700 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 90°φ65mm 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8100_010300 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 90°φ25mm×20mm 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8120_000200 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 45°φ20mm 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 3,000
NK8120_000300 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 45°φ25mm 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 2,710
NK8120_000400 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 45°φ30mm 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 2,875
NK8120_000500 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 45°φ40mm 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 4,750
NK8120_000600 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 45°φ50mm 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 5,900
NK8000_000200 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｵﾈｼﾞ φ20㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8000_000300 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｵﾈｼﾞ φ25㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8000_000400 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｵﾈｼﾞ φ30㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8000_000500 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｵﾈｼﾞ φ40㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8000_000600 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｵﾈｼﾞ φ50㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8000_000700 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｵﾈｼﾞ φ65㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8020_000200 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾒﾈｼﾞ φ20㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8020_000300 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾒﾈｼﾞ φ25㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8020_000400 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾒﾈｼﾞ φ30㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8020_000500 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾒﾈｼﾞ φ40㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8020_000600 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾒﾈｼﾞ φ50㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8040_000200 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾕﾆｵﾝ φ20㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8040_000300 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾕﾆｵﾝ φ25㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8040_000400 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾕﾆｵﾝ φ30㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8040_000500 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾕﾆｵﾝ φ40㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8040_000600 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾕﾆｵﾝ φ50㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8060_000200 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｴﾗｽｼﾞｮｲﾝﾄ φ20㎜ (給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×硬質塩ビ管) 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 5,720
NK8060_000300 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｴﾗｽｼﾞｮｲﾝﾄ φ25㎜ (給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×硬質塩ビ管) 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 7,120
NK8130_000200 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｷｬｯﾌﾟ φ20㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8130_000300 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｷｬｯﾌﾟ φ25㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8130_000400 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｷｬｯﾌﾟ φ30㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8130_000500 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｷｬｯﾌﾟ φ40㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK8130_000600 給水設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｷｬｯﾌﾟ φ50㎜ 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4500_000100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｴﾙﾎﾞ φ13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4500_000200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｴﾙﾎﾞ φ20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4500_000300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｴﾙﾎﾞ φ25mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4500_000400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｴﾙﾎﾞ φ30mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4500_000500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｴﾙﾎﾞ φ40mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4500_000600 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｴﾙﾎﾞ φ50mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4500_020100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｴﾙﾎﾞ φ13mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4500_020200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｴﾙﾎﾞ φ20mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4500_020300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｴﾙﾎﾞ φ25mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4500_020400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｴﾙﾎﾞ φ30mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4500_020500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｴﾙﾎﾞ φ40mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4500_020600 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｴﾙﾎﾞ φ50mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4510_000100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (ｵｽ) φ13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4510_000200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (ｵｽ) φ20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4510_000300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (ｵｽ) φ25mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4510_000400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (ｵｽ) φ30mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4510_000500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (ｵｽ) φ40mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4510_000600 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (ｵｽ) φ50mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4515_000100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (ﾒｽ) φ13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4515_000200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (ﾒｽ) φ20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4515_000300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (ﾒｽ) φ25mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4515_000400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (ﾒｽ) φ30mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4515_000500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (ﾒｽ) φ40mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4515_000600 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (ﾒｽ) φ50mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4520_000100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (量水器用) φ13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4520_000200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (量水器用) φ20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4520_000300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (量水器用) φ25mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4520_000400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (量水器用) φ30mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4520_000500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (量水器用) φ40mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4520_000600 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (量水器用) φ50mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4530_000100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (塩ビ管用) φ13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4530_000200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (塩ビ管用) φ20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4530_000300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (塩ビ管用) φ25mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4530_000400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (塩ビ管用) φ30mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4530_000500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (塩ビ管用) φ40mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4530_000600 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (塩ビ管用) φ50mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4527_000100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ13mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4527_000200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ20mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4527_000300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ25mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4527_000400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ30mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4527_000500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ40mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4527_000600 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ50mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4540_000100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾁｰｽﾞ φ13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4540_000200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾁｰｽﾞ φ20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4540_000300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾁｰｽﾞ φ25mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より
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NK4540_000400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾁｰｽﾞ φ30mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4540_000500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾁｰｽﾞ φ40mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4540_000600 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾁｰｽﾞ φ50mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4540_020100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾁｰｽﾞ φ13mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4540_020200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾁｰｽﾞ φ20mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4540_020300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾁｰｽﾞ φ25mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4540_020400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾁｰｽﾞ φ30mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4540_020500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾁｰｽﾞ φ40mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4540_020600 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾁｰｽﾞ φ50mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_000100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ20×13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_000200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ25×13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_000300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ25×20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_000400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ30×13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_000500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ30×20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_000600 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ30×25mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_000700 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ40×13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_000800 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ40×20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_000900 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ40×25mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_001000 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ40×30mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_001100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ50×13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_001200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ50×20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_001300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ50×25mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_001400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ50×30mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_001500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ50×40mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_020100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ20×13mm可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_020200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ25×13mm可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_020300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ25×20mm可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_020400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ30×13mm可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_020500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ30×20mm可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_020600 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ30×25mm可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_020700 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ40×13mm可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_020800 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ40×20mm可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_020900 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ40×25mm可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_021000 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ40×30mm可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_021100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ50×13mm可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_021200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ50×20mm可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_021300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ50×25mm可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_021400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ50×30mm可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4550_021500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ﾁｰｽﾞ φ50×40mm可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4560_000100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｿｹｯﾄ φ13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4560_000200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｿｹｯﾄ φ20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4560_000300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｿｹｯﾄ φ25mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4560_000400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｿｹｯﾄ φ30mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4560_000500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｿｹｯﾄ φ40mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4560_000600 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｿｹｯﾄ φ50mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4560_020100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｿｹｯﾄ φ13mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4560_020200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｿｹｯﾄ φ20mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4560_020300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｿｹｯﾄ φ25mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4560_020400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｿｹｯﾄ φ30mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4560_020500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｿｹｯﾄ φ40mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4560_020600 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ｿｹｯﾄ φ50mm 可鍛鋳鉄製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4570_000100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ｿｹｯﾄ φ20×13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4570_000200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ｿｹｯﾄ φ25×13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4570_000300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ｿｹｯﾄ φ25×20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4570_000400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ｿｹｯﾄ φ30×13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4570_000500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ｿｹｯﾄ φ30×20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4570_000600 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ｿｹｯﾄ φ30×25mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4570_000700 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ｿｹｯﾄ φ40×13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4570_000800 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ｿｹｯﾄ φ40×20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4570_000900 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ｿｹｯﾄ φ40×25mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4570_001000 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ｿｹｯﾄ φ40×30mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4570_001100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ｿｹｯﾄ φ50×13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4570_001200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ｿｹｯﾄ φ50×20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4570_001300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ｿｹｯﾄ φ50×25mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4570_001400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ｿｹｯﾄ φ50×30mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4570_001500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 異径ｿｹｯﾄ φ50×40mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4580_000100 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ13mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4580_000200 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ20mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4580_000300 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ25mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4580_000400 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ30mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4580_000500 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ40mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より

NK4580_000600 3管種兼用ﾒｶﾆｶﾙ継手 ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ50mm 砲金製 鋼管×塩ﾋﾞ管×ﾎﾟﾘ管 個 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管対応 物価資料より
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NH0100_000200 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ75mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_000400 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_000500 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_000700 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_000800 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_000900 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_001100 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_001200 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_001300 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_001400 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_001600 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_001700 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_001800 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_001900 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_001910 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_002100 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_002200 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_002300 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_002400 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_002410 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_002420 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ300mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_002600 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_002700 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_002800 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_002900 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_002910 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_002920 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ300mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_002930 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ350mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003100 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ400mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003200 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ400mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003300 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ400mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003400 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ400mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003410 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ400mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003420 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ400mm×ﾌﾗﾝｼﾞ300mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003430 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ400mm×ﾌﾗﾝｼﾞ350mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003440 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ400mm×ﾌﾗﾝｼﾞ400mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003600 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ450mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003700 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ450mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003800 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ450mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003900 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ450mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003910 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ450mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003920 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ450mm×ﾌﾗﾝｼﾞ300mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003930 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ450mm×ﾌﾗﾝｼﾞ350mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003940 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ450mm×ﾌﾗﾝｼﾞ400mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_003950 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ450mm×ﾌﾗﾝｼﾞ450mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004100 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004200 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004300 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004400 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004410 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004420 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ300mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004430 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ350mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004440 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ400mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004450 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ450mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004460 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ500mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004500 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004600 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004700 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004800 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004810 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004820 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ300mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004830 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ350mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004840 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ400mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004850 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ450mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004860 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ500mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004870 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ600mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_004900 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ700mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_005000 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ700mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_005100 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ700mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_005200 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ700mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_005300 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ800mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_005400 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ800mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_005500 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ800mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0100_005600 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 弁なし φ800mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_000100 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ75mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_000200 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_000300 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_000330 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ125mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_000360 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ125mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 182,760
NH0200_000400 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_000500 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_000600 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_000700 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_000800 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_000900 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_001000 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_001100 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_001200 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_001300 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_001400 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NH0200_001500 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 670,080
NH0200_001600 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_001700 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_001800 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_001900 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_002000 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 705,250
NH0200_002100 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ300mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_002200 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_002300 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_002400 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_002500 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_002600 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 729,450
NH0200_002700 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ300mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_002800 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ400mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_002900 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ400mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_003000 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ400mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_003100 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ400mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_003200 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ400mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 809,150
NH0200_003300 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ400mm×ﾌﾗﾝｼﾞ300mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_003400 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ450mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_003500 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ450mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_003600 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ450mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_003700 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ450mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_003800 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ450mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 817,290
NH0200_003900 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ450mm×ﾌﾗﾝｼﾞ300mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_004000 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_004100 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_004200 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_004300 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_004400 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 945,890
NH0200_004500 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ500mm×ﾌﾗﾝｼﾞ300mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_004600 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_004700 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_004800 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_004900 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_005000 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 1,043,060
NH0200_005100 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ600mm×ﾌﾗﾝｼﾞ300mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_005200 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ700mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_005300 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ700mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_005400 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ700mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0200_005500 不断水T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ700mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 物価資料より

NH0300_000300 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 弁なし φ75mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 55,800
NH0300_000500 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 弁なし φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 61,200
NH0300_000600 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 弁なし φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 74,620
NH0300_000800 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 弁なし φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 74,410
NH0300_000900 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 弁なし φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 85,200
NH0300_001000 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 弁なし φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 117,230
NH0300_001200 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 弁なし φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 109,550
NH0300_001300 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 弁なし φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 116,790
NH0300_001400 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 弁なし φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 125,250
NH0300_001500 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 弁なし φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 136,620
NH0400_000100 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ75mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 127,020
NH0400_000200 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 132,340
NH0400_000300 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 166,380
NH0400_000400 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 149,600
NH0400_000500 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 176,150
NH0400_000600 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 245,950
NH0400_000700 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 194,070
NH0400_000800 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 224,200
NH0400_000900 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 263,410
NH0400_001000 不断水T字管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 380,140
NH0500_000100 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 弁なし φ75mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 114,060
NH0500_000200 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 弁なし φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 127,510
NH0500_000300 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 弁なし φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 139,290
NH0500_000400 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 弁なし φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 153,850
NH0500_000500 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 弁なし φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 165,860
NH0500_000600 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 弁なし φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 181,940
NH0600_000100 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ75mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 204,150
NH0600_000200 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 217,950
NH0600_000300 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 252,300
NH0600_000400 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 244,950
NH0600_000500 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 279,570
NH0600_000600 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 373,310
NH0600_000670 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 398,480
NH0600_000680 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 438,470
NH0600_000690 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 528,690
NH0600_000700 不断水T字管 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 611,640
NH0700_000100 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ75mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 108,540
NH0700_000200 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 69,840
NH0700_000300 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 125,020
NH0700_000330 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ125mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 78,440
NH0700_000360 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ125mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 82,570
NH0700_000400 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 92,510
NH0700_000500 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 94,210
NH0700_000600 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 187,810
NH0700_000700 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 131,340
NH0700_000800 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 134,410
NH0700_000900 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 137,840
NH0700_001000 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 330,760
NH0700_001100 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 106,040
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NH0700_001200 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 113,710
NH0700_001300 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 135,350
NH0700_001400 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 183,550
NH0700_001450 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 446,000
NH0700_001500 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 117,300
NH0700_001600 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 125,210
NH0700_001700 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 138,060
NH0700_001800 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 190,460
NH0700_001850 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 470,000
NH0700_002000 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 143,260
NH0700_002100 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 148,200
NH0700_002200 不断水T字管 石綿管用 弁なし φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 154,380
NH0800_000100 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ75mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 208,670
NH0800_000200 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 150,620
NH0800_000300 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ100mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 251,060
NH0800_000350 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ125mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 162,380
NH0800_000380 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ125mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 194,190
NH0800_000400 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 172,340
NH0800_000500 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 197,080
NH0800_000600 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ150mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 358,770
NH0800_000700 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 202,300
NH0800_000800 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 230,360
NH0800_000900 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 312,050
NH0800_001000 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ200mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 423,780
NH0800_001100 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 238,940
NH0800_001200 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 263,950
NH0800_001300 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 359,190
NH0800_001400 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 456,840
NH0800_001500 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ250mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 780,000
NH0800_001600 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 255,150
NH0800_001700 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 288,680
NH0800_001800 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 389,170
NH0800_001900 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 493,950
NH0800_002000 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ300mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 852,840
NH0800_002200 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ75mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 310,860
NH0800_002300 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ100mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 325,930
NH0800_002400 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ150mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 398,560
NH0800_002500 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ200mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 532,740
NH0800_002600 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ250mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 867,190
NH0800_002700 不断水T字管 石綿管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ350mm×ﾌﾗﾝｼﾞ300mm 個 FCD製 通水部粉体塗装 1,085,090
NH0791_000200 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (鋳鉄管) φ75mm 個 209,000
NH0791_000300 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (鋳鉄管) φ100mm 個 233,000
NH0791_000350 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (鋳鉄管) φ125mm 個 297,000
NH0791_000400 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (鋳鉄管) φ150mm 個 343,000
NH0791_000500 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (鋳鉄管) φ200mm 個 726,000
NH0791_000600 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (鋳鉄管) φ250mm 個 1,145,000
NH0791_000700 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (鋳鉄管) φ300mm 個 1,331,000
NH0791_000800 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (鋳鉄管) φ350mm 個 2,195,000
NH0794_000100 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) φ50mm 個 177,260
NH0794_000200 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) φ75mm 個 209,000
NH0794_000300 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) φ100mm 個 233,000
NH0794_000400 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) φ150mm 個 343,000
NH0794_000500 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) φ200mm 個 726,000
NH0796_000200 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (石綿管) φ75mm 個 234,000
NH0796_000300 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (石綿管) φ100mm 個 296,000
NH0796_000400 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (石綿管) φ125mm 個 301,000
NH0796_000500 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (石綿管) φ150mm 個 370,000
NH0796_000600 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (石綿管) φ200mm 個 1,035,000
NH0796_000700 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (石綿管) φ250mm 個 1,484,000
NH0796_000800 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (石綿管) φ300mm 個 2,134,000
NH0796_000900 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料 (石綿管) φ350mm 個 3,069,000
NH0797_000100 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料（配水用ﾎﾟﾘ管） φ75mm 個 230,000
NH0797_000200 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料（配水用ﾎﾟﾘ管） φ100mm 個 302,000
NH0797_000300 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料（配水用ﾎﾟﾘ管） φ150mm 個 446,000
NH0797_000400 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)材料（配水用ﾎﾟﾘ管） φ200mm 個 800,000
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単価
NJ3000_000100 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ75mm×75mm 箇所 86,000
NJ3000_000200 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ100mm×75mm 箇所 86,000
NJ3000_000300 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ100mm×100mm 箇所 89,000
NJ3000_000330 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ125mm×75mm 箇所 86,000
NJ3000_000360 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ125mm×100mm 箇所 89,000
NJ3000_000400 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ150mm×75mm 箇所 97,000
NJ3000_000500 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ150mm×100mm 箇所 102,000
NJ3000_000600 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ150mm×150mm 箇所 118,000
NJ3000_000700 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ200mm×75mm 箇所 97,000
NJ3000_000800 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ200mm×100mm 箇所 102,000
NJ3000_000900 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ200mm×150mm 箇所 118,000
NJ3000_001000 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ200mm×200mm 箇所 128,000
NJ3000_001100 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ250mm×75mm 箇所 101,000
NJ3000_001200 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ250mm×100mm 箇所 105,000
NJ3000_001300 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ250mm×150mm 箇所 122,000
NJ3000_001400 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ250mm×200mm 箇所 130,000
NJ3000_001500 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ250mm×250mm 箇所 241,000
NJ3000_001600 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ300mm×75mm 箇所 104,000
NJ3000_001700 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ300mm×100mm 箇所 105,000
NJ3000_001800 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ300mm×150mm 箇所 122,000
NJ3000_001900 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ300mm×200mm 箇所 130,000
NJ3000_002000 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ300mm×250mm 箇所 241,000
NJ3000_002100 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ300mm×300mm 箇所 270,000
NJ3000_002200 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ350mm×100mm 箇所 108,000
NJ3000_002300 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ350mm×150mm 箇所 124,000
NJ3000_002400 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ350mm×200mm 箇所 132,000
NJ3000_002500 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ350mm×250mm 箇所 270,000
NJ3000_002600 不断水連絡工(鋳鉄管)穿工費 φ350mm×300mm 箇所 300,000
NJ3100_000100 不断水連絡工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)穿工費 φ50mm×φ50mm 箇所 75,000
NJ3100_000200 不断水連絡工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)穿工費 φ75mm×φ50mm 箇所 75,000
NJ3100_000300 不断水連絡工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)穿工費 φ75mm×φ75mm 箇所 86,000
NJ3100_000400 不断水連絡工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)穿工費 φ100mm×φ50mm 箇所 75,000
NJ3100_000500 不断水連絡工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)穿工費 φ100mm×φ75mm 箇所 75,000
NJ3100_000600 不断水連絡工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)穿工費 φ100mm×φ100mm 箇所 89,000
NJ3100_000700 不断水連絡工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)穿工費 φ150mm×φ50mm 箇所 87,000
NJ3100_000800 不断水連絡工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)穿工費 φ150mm×φ75mm 箇所 97,000
NJ3100_000900 不断水連絡工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)穿工費 φ150mm×φ100mm 箇所 102,000
NJ3100_001000 不断水連絡工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)穿工費 φ150mm×φ150mm 箇所 118,000
NJ3100_001100 不断水連絡工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)穿工費 φ200mm×φ50mm 箇所 87,000
NJ3100_001200 不断水連絡工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)穿工費 φ200mm×φ75mm 箇所 97,000
NJ3100_001300 不断水連絡工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)穿工費 φ200mm×φ100mm 箇所 102,000
NJ3100_001400 不断水連絡工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)穿工費 φ200mm×φ150mm 箇所 118,000
NJ3100_001500 不断水連絡工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)穿工費 φ200mm×φ200mm 箇所 128,000
NJ3200_000100 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ75mm×75mm 箇所 86,000
NJ3200_000200 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ100mm×75mm 箇所 86,000
NJ3200_000300 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ100mm×100mm 箇所 89,000
NJ3200_000400 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ125mm×75mm 箇所 86,000
NJ3200_000500 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ125mm×100mm 箇所 89,000
NJ3200_000600 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ150mm×75mm 箇所 97,000
NJ3200_000700 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ150mm×100mm 箇所 102,000
NJ3200_000800 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ150mm×150mm 箇所 118,000
NJ3200_000900 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ200mm×75mm 箇所 97,000
NJ3200_001000 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ200mm×100mm 箇所 102,000
NJ3200_001100 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ200mm×150mm 箇所 118,000
NJ3200_001200 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ200mm×200mm 箇所 128,000
NJ3200_001300 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ250mm×75mm 箇所 101,000
NJ3200_001400 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ250mm×100mm 箇所 105,000
NJ3200_001500 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ250mm×150mm 箇所 122,000
NJ3200_001600 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ250mm×200mm 箇所 130,000
NJ3200_001700 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ250mm×250mm 箇所 241,000
NJ3200_001800 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ300mm×75mm 箇所 104,000
NJ3200_001900 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ300mm×100mm 箇所 105,000
NJ3200_002000 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ300mm×150mm 箇所 122,000
NJ3200_002100 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ300mm×200mm 箇所 130,000
NJ3200_002200 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ300mm×250mm 箇所 241,000
NJ3200_002300 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ300mm×300mm 箇所 270,000
NJ3200_002400 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ350mm×100mm 箇所 108,000
NJ3200_002500 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ350mm×150mm 箇所 124,000
NJ3200_002600 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ350mm×200mm 箇所 132,000
NJ3200_002700 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ350mm×250mm 箇所 270,000
NJ3200_002800 不断水連絡工(石綿管)穿工費 φ350mm×300mm 箇所 300,000
NJ3300_000100 不断水連絡工(配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)穿工費 φ75㎜×φ75㎜ 箇所 86,000
NJ3300_000200 不断水連絡工(配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)穿工費 φ100㎜×φ75㎜ 箇所 86,000
NJ3300_000300 不断水連絡工(配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)穿工費 φ100㎜×φ100㎜ 箇所 89,000
NJ3300_000400 不断水連絡工(配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)穿工費 φ150㎜×φ75㎜ 箇所 97,000
NJ3300_000500 不断水連絡工(配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)穿工費 φ150㎜×φ100㎜ 箇所 102,000
NJ3300_000600 不断水連絡工(配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)穿工費 φ150㎜×φ150㎜ 箇所 118,000
NJ3300_000700 不断水連絡工(配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)穿工費 φ200㎜×φ200㎜ 箇所 128,000
NH0792_000200 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (鋳鉄管) φ75mm 箇所 182,000
NH0792_000300 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (鋳鉄管) φ100mm 箇所 201,000
NH0792_000350 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (鋳鉄管) φ125mm 箇所 227,000
NH0792_000400 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (鋳鉄管) φ150mm 箇所 227,000
NH0792_000500 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (鋳鉄管) φ200mm 箇所 271,000
NH0792_000600 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (鋳鉄管) φ250mm 箇所 410,000
NH0792_000700 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (鋳鉄管) φ300mm 箇所 554,000
NH0792_000800 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (鋳鉄管) φ350mm 箇所 760,000
NH0795_000100 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) φ50mm 箇所 168,000
NH0795_000200 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) φ75mm 箇所 182,000
NH0795_000300 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) φ100mm 箇所 201,000
NH0795_000400 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) φ150mm 箇所 227,000
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NH0795_000500 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) φ200mm 箇所 271,000
NH0798_000200 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (石綿管) φ75mm 箇所 200,000
NH0798_000300 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (石綿管) φ100mm 箇所 209,000
NH0798_000400 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (石綿管) φ125mm 箇所 236,000
NH0798_000500 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (石綿管) φ150mm 箇所 236,000
NH0798_000600 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (石綿管) φ200mm 箇所 532,000
NH0798_000700 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (石綿管) φ250mm 箇所 726,000
NH0798_000800 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (石綿管) φ300mm 箇所 902,000
NH0798_000900 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務 (石綿管) φ350mm 箇所 1,188,000
NH0799_000100 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務（配水用ﾎﾟﾘ管) φ75mm 箇所 226,000
NH0799_000200 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務（配水用ﾎﾟﾘ管) φ100mm 箇所 237,000
NH0799_000300 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務（配水用ﾎﾟﾘ管) φ150mm 箇所 269,000
NH0799_000400 不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｽﾄｯﾊﾟｰ)労務（配水用ﾎﾟﾘ管) φ200mm 箇所 326,000
NJ4000_000100 不断水穿孔機 φ40㎜ 台 1,050,000
NJ4000_000200 不断水穿孔機 φ50mm 台 1,050,000
NJ4000_000300 不断水穿孔機 φ75mm 台 1,090,200
NJ4000_000400 不断水穿孔機 φ100㎜ 台 1,174,900
NJ4000_000500 不断水穿孔機 φ150㎜ 台 1,440,300
NJ4000_000600 不断水穿孔機 φ200㎜ 台 2,793,800
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NR0100_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 4.0ｍ 本 30日 960
NR0100_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 4.0ｍ 本 30日 2,160
NR0100_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 4.0ｍ 本 30日 3,600
NR0100_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 4.0ｍ 本 30日 5,400
NR0100_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 4.0ｍ 本 30日 8,400
NR0100_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 4.0ｍ 本 30日 12,000
NR0100_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 4.0ｍ 本 30日 14,000
NR0100_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 4.0ｍ 本 30日 60,000
NR0100_050100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 4.0ｍ 本 60日 1,560
NR0100_050200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 4.0ｍ 本 60日 3,000
NR0100_050300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 4.0ｍ 本 60日 4,800
NR0100_050400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 4.0ｍ 本 60日 7,200
NR0100_050500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 4.0ｍ 本 60日 11,160
NR0100_050600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 4.0ｍ 本 60日 15,840
NR0100_050700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 4.0ｍ 本 60日 18,440
NR0100_050800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 4.0ｍ 本 60日 60,000
NR0101_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 4.0ｍ 本 90日 2,160
NR0101_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 4.0ｍ 本 90日 3,840
NR0101_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 4.0ｍ 本 90日 6,000
NR0101_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 4.0ｍ 本 90日 9,000
NR0101_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 4.0ｍ 本 90日 13,920
NR0101_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 4.0ｍ 本 90日 19,680
NR0101_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 4.0ｍ 本 90日 22,880
NR0101_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 4.0ｍ 本 90日 60,000
NR0102_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 4.0ｍ 本 120日 2,760
NR0102_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 4.0ｍ 本 120日 4,680
NR0102_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 4.0ｍ 本 120日 7,200
NR0102_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 4.0ｍ 本 120日 10,800
NR0102_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 4.0ｍ 本 120日 16,680
NR0102_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 4.0ｍ 本 120日 23,520
NR0102_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 4.0ｍ 本 120日 27,320
NR0102_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 4.0ｍ 本 120日 61,200
NR0102_050100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 4.0ｍ 本 150日 3,360
NR0102_050200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 4.0ｍ 本 150日 5,520
NR0102_050300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 4.0ｍ 本 150日 8,400
NR0102_050400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 4.0ｍ 本 150日 12,600
NR0102_050500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 4.0ｍ 本 150日 19,440
NR0102_050600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 4.0ｍ 本 150日 27,360
NR0102_050700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 4.0ｍ 本 150日 31,760
NR0102_050800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 4.0ｍ 本 150日 62,400
NR0102_100100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 4.0ｍ 本 180日 3,960
NR0102_100200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 4.0ｍ 本 180日 6,360
NR0102_100300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 4.0ｍ 本 180日 9,600
NR0102_100400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 4.0ｍ 本 180日 14,400
NR0102_100500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 4.0ｍ 本 180日 22,200
NR0102_100600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 4.0ｍ 本 180日 31,200
NR0102_100700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 4.0ｍ 本 180日 36,200
NR0102_100800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 4.0ｍ 本 180日 63,600
NR0100_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 2.0ｍ 本 30日 480
NR0100_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 2.0ｍ 本 30日 1,080
NR0100_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 2.0ｍ 本 30日 1,800
NR0100_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 2.0ｍ 本 30日 2,700
NR0100_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 2.0ｍ 本 30日 4,200
NR0100_010600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 2.0ｍ 本 30日 6,000
NR0100_010700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 2.0ｍ 本 30日 7,000
NR0100_010800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 2.0ｍ 本 30日 30,000
NR0100_060100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 2.0ｍ 本 60日 780
NR0100_060200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 2.0ｍ 本 60日 1,500
NR0100_060300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 2.0ｍ 本 60日 2,400
NR0100_060400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 2.0ｍ 本 60日 3,600
NR0100_060500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 2.0ｍ 本 60日 5,580
NR0100_060600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 2.0ｍ 本 60日 7,920
NR0100_060700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 2.0ｍ 本 60日 9,220
NR0100_060800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 2.0ｍ 本 60日 30,000
NR0101_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 2.0ｍ 本 90日 1,080
NR0101_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 2.0ｍ 本 90日 1,920
NR0101_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 2.0ｍ 本 90日 3,000
NR0101_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 2.0ｍ 本 90日 4,500
NR0101_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 2.0ｍ 本 90日 6,960
NR0101_010600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 2.0ｍ 本 90日 9,840
NR0101_010700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 2.0ｍ 本 90日 11,440
NR0101_010800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 2.0ｍ 本 90日 30,000
NR0102_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 2.0ｍ 本 120日 1,380
NR0102_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 2.0ｍ 本 120日 2,340
NR0102_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 2.0ｍ 本 120日 3,600
NR0102_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 2.0ｍ 本 120日 5,400
NR0102_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 2.0ｍ 本 120日 8,340
NR0102_010600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 2.0ｍ 本 120日 11,760
NR0102_010700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 2.0ｍ 本 120日 13,660
NR0102_010800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 2.0ｍ 本 120日 30,600
NR0102_060100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 2.0ｍ 本 150日 1,680
NR0102_060200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 2.0ｍ 本 150日 2,760
NR0102_060300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 2.0ｍ 本 150日 4,200
NR0102_060400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 2.0ｍ 本 150日 6,300
NR0102_060500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 2.0ｍ 本 150日 9,720
NR0102_060600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 2.0ｍ 本 150日 13,680
NR0102_060700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 2.0ｍ 本 150日 15,880
NR0102_060800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 2.0ｍ 本 150日 31,200
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単　価
NR0102_110100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 2.0ｍ 本 180日 1,980
NR0102_110200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 2.0ｍ 本 180日 3,180
NR0102_110300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 2.0ｍ 本 180日 4,800
NR0102_110400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 2.0ｍ 本 180日 7,200
NR0102_110500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 2.0ｍ 本 180日 11,100
NR0102_110600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 2.0ｍ 本 180日 15,600
NR0102_110700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 2.0ｍ 本 180日 18,100
NR0102_110800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 2.0ｍ 本 180日 31,800
NR0100_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 1.0ｍ 本 30日 240
NR0100_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 1.0ｍ 本 30日 540
NR0100_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 1.0ｍ 本 30日 900
NR0100_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 1.0ｍ 本 30日 1,350
NR0100_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 1.0ｍ 本 30日 2,100
NR0100_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 1.0ｍ 本 30日 3,000
NR0100_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 1.0ｍ 本 30日 3,500
NR0100_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 1.0ｍ 本 30日 15,000
NR0100_070100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 1.0ｍ 本 60日 390
NR0100_070200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 1.0ｍ 本 60日 750
NR0100_070300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 1.0ｍ 本 60日 1,200
NR0100_070400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 1.0ｍ 本 60日 1,800
NR0100_070500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 1.0ｍ 本 60日 2,790
NR0100_070600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 1.0ｍ 本 60日 3,960
NR0100_070700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 1.0ｍ 本 60日 4,610
NR0100_070800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 1.0ｍ 本 60日 15,000
NR0101_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 1.0ｍ 本 90日 540
NR0101_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 1.0ｍ 本 90日 960
NR0101_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 1.0ｍ 本 90日 1,500
NR0101_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 1.0ｍ 本 90日 2,250
NR0101_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 1.0ｍ 本 90日 3,480
NR0101_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 1.0ｍ 本 90日 4,920
NR0101_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 1.0ｍ 本 90日 5,720
NR0101_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 1.0ｍ 本 90日 15,000
NR0102_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 1.0ｍ 本 120日 690
NR0102_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 1.0ｍ 本 120日 1,170
NR0102_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 1.0ｍ 本 120日 1,800
NR0102_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 1.0ｍ 本 120日 2,700
NR0102_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 1.0ｍ 本 120日 4,170
NR0102_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 1.0ｍ 本 120日 5,880
NR0102_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 1.0ｍ 本 120日 6,830
NR0102_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 1.0ｍ 本 120日 15,300
NR0102_070100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 1.0ｍ 本 150日 840
NR0102_070200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 1.0ｍ 本 150日 1,380
NR0102_070300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 1.0ｍ 本 150日 2,100
NR0102_070400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 1.0ｍ 本 150日 3,150
NR0102_070500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 1.0ｍ 本 150日 4,860
NR0102_070600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 1.0ｍ 本 150日 6,840
NR0102_070700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 1.0ｍ 本 150日 7,940
NR0102_070800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 1.0ｍ 本 150日 15,600
NR0102_120100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 1.0ｍ 本 180日 990
NR0102_120200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 1.0ｍ 本 180日 1,590
NR0102_120300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 1.0ｍ 本 180日 2,400
NR0102_120400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 1.0ｍ 本 180日 3,600
NR0102_120500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 1.0ｍ 本 180日 5,550
NR0102_120600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 1.0ｍ 本 180日 7,800
NR0102_120700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 1.0ｍ 本 180日 9,050
NR0102_120800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 1.0ｍ 本 180日 15,900
NR0100_030100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 0.5ｍ 本 30日 240
NR0100_030200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 0.5ｍ 本 30日 540
NR0100_030300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 0.5ｍ 本 30日 900
NR0100_030400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 0.5ｍ 本 30日 1,350
NR0100_030500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 0.5ｍ 本 30日 2,100
NR0100_030600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 0.5ｍ 本 30日 3,000
NR0100_030700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 0.5ｍ 本 30日 3,500
NR0100_030800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 0.5ｍ 本 30日 15,000
NR0100_080100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 0.5ｍ 本 60日 390
NR0100_080200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 0.5ｍ 本 60日 750
NR0100_080300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 0.5ｍ 本 60日 1,200
NR0100_080400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 0.5ｍ 本 60日 1,800
NR0100_080500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 0.5ｍ 本 60日 2,790
NR0100_080600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 0.5ｍ 本 60日 3,960
NR0100_080700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 0.5ｍ 本 60日 4,610
NR0100_080800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 0.5ｍ 本 60日 15,000
NR0101_030100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 0.5ｍ 本 90日 540
NR0101_030200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 0.5ｍ 本 90日 960
NR0101_030300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 0.5ｍ 本 90日 1,500
NR0101_030400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 0.5ｍ 本 90日 2,250
NR0101_030500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 0.5ｍ 本 90日 3,480
NR0101_030600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 0.5ｍ 本 90日 4,920
NR0101_030700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 0.5ｍ 本 90日 5,720
NR0101_030800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 0.5ｍ 本 90日 15,000
NR0102_030100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 0.5ｍ 本 120日 690
NR0102_030200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 0.5ｍ 本 120日 1,170
NR0102_030300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 0.5ｍ 本 120日 1,800
NR0102_030400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 0.5ｍ 本 120日 2,700
NR0102_030500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 0.5ｍ 本 120日 4,170
NR0102_030600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 0.5ｍ 本 120日 5,880
NR0102_030700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 0.5ｍ 本 120日 6,830
NR0102_030800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 0.5ｍ 本 120日 15,300
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NR0102_080100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 0.5ｍ 本 150日 840
NR0102_080200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 0.5ｍ 本 150日 1,380
NR0102_080300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 0.5ｍ 本 150日 2,100
NR0102_080400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 0.5ｍ 本 150日 3,150
NR0102_080500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 0.5ｍ 本 150日 4,860
NR0102_080600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 0.5ｍ 本 150日 6,840
NR0102_080700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 0.5ｍ 本 150日 7,940
NR0102_080800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 0.5ｍ 本 150日 15,600
NR0102_130100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 0.5ｍ 本 180日 990
NR0102_130200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 0.5ｍ 本 180日 1,590
NR0102_130300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 0.5ｍ 本 180日 2,400
NR0102_130400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 0.5ｍ 本 180日 3,600
NR0102_130500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 0.5ｍ 本 180日 5,550
NR0102_130600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 0.5ｍ 本 180日 7,800
NR0102_130700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 0.5ｍ 本 180日 9,050
NR0102_130800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 0.5ｍ 本 180日 15,900
NR0100_040100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 0.3ｍ 本 30日 240
NR0100_040200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 0.3ｍ 本 30日 540
NR0100_040300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 0.3ｍ 本 30日 900
NR0100_040400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 0.3ｍ 本 30日 1,350
NR0100_040500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 0.3ｍ 本 30日 2,100
NR0100_040600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 0.3ｍ 本 30日 3,000
NR0100_040700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 0.3ｍ 本 30日 3,500
NR0100_040800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 0.3ｍ 本 30日 15,000
NR0100_090100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 0.3ｍ 本 60日 390
NR0100_090200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 0.3ｍ 本 60日 750
NR0100_090300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 0.3ｍ 本 60日 1,200
NR0100_090400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 0.3ｍ 本 60日 1,800
NR0100_090500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 0.3ｍ 本 60日 2,790
NR0100_090600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 0.3ｍ 本 60日 3,960
NR0100_090700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 0.3ｍ 本 60日 4,610
NR0100_090800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 0.3ｍ 本 60日 15,000
NR0101_040100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 0.3ｍ 本 90日 540
NR0101_040200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 0.3ｍ 本 90日 960
NR0101_040300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 0.3ｍ 本 90日 1,500
NR0101_040400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 0.3ｍ 本 90日 2,250
NR0101_040500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 0.3ｍ 本 90日 3,480
NR0101_040600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 0.3ｍ 本 90日 4,920
NR0101_040700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 0.3ｍ 本 90日 5,720
NR0101_040800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 0.3ｍ 本 90日 15,000
NR0102_040100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 0.3ｍ 本 120日 690
NR0102_040200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 0.3ｍ 本 120日 1,170
NR0102_040300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 0.3ｍ 本 120日 1,800
NR0102_040400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 0.3ｍ 本 120日 2,700
NR0102_040500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 0.3ｍ 本 120日 4,170
NR0102_040600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 0.3ｍ 本 120日 5,880
NR0102_040700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 0.3ｍ 本 120日 6,830
NR0102_040800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 0.3ｍ 本 120日 15,300
NR0102_090100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 0.3ｍ 本 150日 840
NR0102_090200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 0.3ｍ 本 150日 1,380
NR0102_090300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 0.3ｍ 本 150日 2,100
NR0102_090400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 0.3ｍ 本 150日 3,150
NR0102_090500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 0.3ｍ 本 150日 4,860
NR0102_090600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 0.3ｍ 本 150日 6,840
NR0102_090700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 0.3ｍ 本 150日 7,940
NR0102_090800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 0.3ｍ 本 150日 15,600
NR0102_140100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 50A 0.3ｍ 本 180日 990
NR0102_140200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 80A 0.3ｍ 本 180日 1,590
NR0102_140300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 100A 0.3ｍ 本 180日 2,400
NR0102_140400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 150A 0.3ｍ 本 180日 3,600
NR0102_140500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 200A 0.3ｍ 本 180日 5,550
NR0102_140600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受直管 250A 0.3ｍ 本 180日 7,800
NR0102_140700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 300A 0.3ｍ 本 180日 9,050
NR0102_140800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 直管 400A 0.3ｍ 本 180日 15,900
NR0200_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 50A 本 30日 960
NR0200_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 80A 本 30日 2,160
NR0200_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 100A 本 30日 3,600
NR0200_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 150A 本 30日 8,100
NR0200_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 200A 本 30日 12,600
NR0200_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 250A 本 30日 18,000
NR0200_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾌﾚｷ管 300A 本 30日 35,000
NR0200_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾌﾚｷ管 400A 本 30日 150,000
NR0200_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 50A 本 60日 1,560
NR0200_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 80A 本 60日 3,000
NR0200_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 100A 本 60日 4,800
NR0200_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 150A 本 60日 10,800
NR0200_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 200A 本 60日 16,740
NR0200_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 250A 本 60日 23,760
NR0200_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾌﾚｷ管 300A 本 60日 46,100
NR0200_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾌﾚｷ管 400A 本 60日 150,000
NR0201_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 50A 本 90日 2,160
NR0201_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 80A 本 90日 3,840
NR0201_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 100A 本 90日 6,000
NR0201_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 150A 本 90日 13,500
NR0201_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 200A 本 90日 20,880
NR0201_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 250A 本 90日 29,520
NR0201_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾌﾚｷ管 300A 本 90日 57,200
NR0201_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾌﾚｷ管 400A 本 90日 150,000
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NR0202_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 50A 本 120日 2,760
NR0202_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 80A 本 120日 4,680
NR0202_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 100A 本 120日 7,200
NR0202_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 150A 本 120日 16,200
NR0202_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 200A 本 120日 25,020
NR0202_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 250A 本 120日 35,280
NR0202_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾌﾚｷ管 300A 本 120日 68,300
NR0202_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾌﾚｷ管 400A 本 120日 153,000
NR0202_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 50A 本 150日 3,360
NR0202_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 80A 本 150日 5,520
NR0202_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 100A 本 150日 8,400
NR0202_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 150A 本 150日 18,900
NR0202_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 200A 本 150日 29,160
NR0202_010600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 250A 本 150日 41,040
NR0202_010700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾌﾚｷ管 300A 本 150日 79,400
NR0202_010800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾌﾚｷ管 400A 本 150日 156,000
NR0202_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 50A 本 180日 3,960
NR0202_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 80A 本 180日 6,360
NR0202_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 100A 本 180日 9,600
NR0202_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 150A 本 180日 21,600
NR0202_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 200A 本 180日 33,300
NR0202_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾌﾚｷ管 250A 本 180日 46,800
NR0202_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾌﾚｷ管 300A 本 180日 90,500
NR0202_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾌﾚｷ管 400A 本 180日 159,000
NR0300_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°50A 個 30日 480
NR0300_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°80A 個 30日 1,080
NR0300_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°100A 個 30日 1,800
NR0300_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°150A 個 30日 2,700
NR0300_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°200A 個 30日 4,200
NR0300_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°250A 個 30日 6,000
NR0300_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 90°300A 個 30日 7,000
NR0300_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 90°400A 個 30日 60,000
NR0300_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°50A 個 60日 780
NR0300_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°80A 個 60日 1,500
NR0300_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°100A 個 60日 2,400
NR0300_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°150A 個 60日 3,600
NR0300_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°200A 個 60日 5,580
NR0300_010600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°250A 個 60日 7,920
NR0300_010700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 90°300A 個 60日 9,220
NR0300_010800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 90°400A 個 60日 60,000
NR0301_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°50A 個 90日 1,080
NR0301_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°80A 個 90日 1,920
NR0301_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°100A 個 90日 3,000
NR0301_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°150A 個 90日 4,500
NR0301_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°200A 個 90日 6,960
NR0301_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°250A 個 90日 9,840
NR0301_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 90°300A 個 90日 11,440
NR0301_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 90°400A 個 90日 60,000
NR0302_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°50A 個 120日 1,380
NR0302_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°80A 個 120日 2,340
NR0302_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°100A 個 120日 3,600
NR0302_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°150A 個 120日 5,400
NR0302_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°200A 個 120日 8,340
NR0302_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°250A 個 120日 11,760
NR0302_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 90°300A 個 120日 13,660
NR0302_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 90°400A 個 120日 61,200
NR0302_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°50A 個 150日 1,680
NR0302_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°80A 個 150日 2,760
NR0302_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°100A 個 150日 4,200
NR0302_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°150A 個 150日 6,300
NR0302_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°200A 個 150日 9,720
NR0302_010600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°250A 個 150日 13,680
NR0302_010700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 90°300A 個 150日 15,880
NR0302_010800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 90°400A 個 150日 62,400
NR0302_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°50A 個 180日 1,980
NR0302_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°80A 個 180日 3,180
NR0302_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°100A 個 180日 4,800
NR0302_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°150A 個 180日 7,200
NR0302_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°200A 個 180日 11,100
NR0302_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 90°250A 個 180日 15,600
NR0302_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 90°300A 個 180日 18,100
NR0302_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 90°400A 個 180日 63,600
NR0400_000050 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°50A 個 30日 単価無し
NR0400_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°80A 個 30日 1,080
NR0400_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°100A 個 30日 1,800
NR0400_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°150A 個 30日 2,700
NR0400_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°200A 個 30日 4,200
NR0400_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°250A 個 30日 6,000
NR0400_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 45°300A 個 30日 7,000
NR0400_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 45°400A 個 30日 60,000
NR0400_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°50A 個 60日 単価無し
NR0400_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°80A 個 60日 1,500
NR0400_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°100A 個 60日 2,400
NR0400_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°150A 個 60日 3,600
NR0400_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°200A 個 60日 5,580
NR0400_010600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°250A 個 60日 7,920
NR0400_010700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 45°300A 個 60日 9,220
NR0400_010800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 45°400A 個 60日 60,000
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NR0400_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°50A 個 90日 単価無し
NR0400_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°80A 個 90日 1,920
NR0400_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°100A 個 90日 3,000
NR0400_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°150A 個 90日 4,500
NR0400_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°200A 個 90日 6,960
NR0400_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°250A 個 90日 9,840
NR0400_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 45°300A 個 90日 11,440
NR0400_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 45°400A 個 90日 60,000
NR0400_030100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°50A 個 120日 単価無し
NR0400_030200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°80A 個 120日 2,340
NR0400_030300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°100A 個 120日 3,600
NR0400_030400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°150A 個 120日 5,400
NR0400_030500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°200A 個 120日 8,340
NR0400_030600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°250A 個 120日 11,760
NR0400_030700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 45°300A 個 120日 13,660
NR0400_030800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 45°400A 個 120日 61,200
NR0400_040100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°50A 個 150日 単価無し
NR0400_040200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°80A 個 150日 2,760
NR0400_040300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°100A 個 150日 4,200
NR0400_040400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°150A 個 150日 6,300
NR0400_040500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°200A 個 150日 9,720
NR0400_040600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°250A 個 150日 13,680
NR0400_040700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 45°300A 個 150日 15,880
NR0400_040800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 45°400A 個 150日 62,400
NR0400_050100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°50A 個 180日 単価無し
NR0400_050200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°80A 個 180日 3,180
NR0400_050300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°100A 個 180日 4,800
NR0400_050400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°150A 個 180日 7,200
NR0400_050500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°200A 個 180日 11,100
NR0400_050600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 45°250A 個 180日 15,600
NR0400_050700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 45°300A 個 180日 18,100
NR0400_050800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 45°400A 個 180日 63,600
NR0500_000025 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°50A 個 30日 単価無し
NR0500_000050 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°80A 個 30日 単価無し
NR0500_000075 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°100A 個 30日 単価無し
NR0500_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°150A 個 30日 2,700
NR0500_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°200A 個 30日 4,200
NR0500_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°250A 個 30日 6,000
NR0500_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 22°300A 個 30日 7,000
NR0500_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 22°400A 個 30日 60,000
NR0500_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°50A 個 60日 単価無し
NR0500_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°80A 個 60日 単価無し
NR0500_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°100A 個 60日 単価無し
NR0500_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°150A 個 60日 3,600
NR0500_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°200A 個 60日 5,580
NR0500_010600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°250A 個 60日 7,920
NR0500_010700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 22°300A 個 60日 9,220
NR0500_010800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 22°400A 個 60日 60,000
NR0500_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°50A 個 90日 単価無し
NR0500_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°80A 個 90日 単価無し
NR0500_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°100A 個 90日 単価無し
NR0500_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°150A 個 90日 4,500
NR0500_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°200A 個 90日 6,960
NR0500_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°250A 個 90日 9,840
NR0500_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 22°300A 個 90日 11,440
NR0500_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 22°400A 個 90日 60,000
NR0500_030100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°50A 個 120日 単価無し
NR0500_030200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°80A 個 120日 単価無し
NR0500_030300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°100A 個 120日 単価無し
NR0500_030400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°150A 個 120日 5,400
NR0500_030500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°200A 個 120日 8,340
NR0500_030600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°250A 個 120日 11,760
NR0500_030700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 22°300A 個 120日 13,660
NR0500_030800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 22°400A 個 120日 61,200
NR0500_040100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°50A 個 150日 単価無し
NR0500_040200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°80A 個 150日 単価無し
NR0500_040300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°100A 個 150日 単価無し
NR0500_040400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°150A 個 150日 6,300
NR0500_040500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°200A 個 150日 9,720
NR0500_040600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°250A 個 150日 13,680
NR0500_040700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 22°300A 個 150日 15,880
NR0500_040800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 22°400A 個 150日 62,400
NR0500_050100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°50A 個 180日 単価無し
NR0500_050200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°80A 個 180日 単価無し
NR0500_050300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°100A 個 180日 単価無し
NR0500_050400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°150A 個 180日 7,200
NR0500_050500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°200A 個 180日 11,100
NR0500_050600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受曲管 22°250A 個 180日 15,600
NR0500_050700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 22°300A 個 180日 18,100
NR0500_050800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 22°400A 個 180日 63,600
NR0550_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 11°400A 個 30日 60,000
NR0550_010800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 11°400A 個 60日 60,000
NR0550_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 11°400A 個 90日 60,000
NR0550_030800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 11°400A 個 120日 61,200
NR0550_040800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 11°400A 個 150日 62,400
NR0550_050800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 曲管 11°400A 個 180日 63,600
NR0600_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 50A×50A 個 30日 480
NR0600_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 80A×50A 個 30日 1,080
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NR0600_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 80A×80A 個 30日 1,080
NR0600_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×50A 個 30日 1,800
NR0600_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×80A 個 30日 1,800
NR0600_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×100A 個 30日 1,800
NR0600_000650 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×50A 個 30日 2,700
NR0600_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×80A 個 30日 2,700
NR0600_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×100A 個 30日 2,700
NR0600_000900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×150A 個 30日 2,700
NR0600_000950 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×50A 個 30日 4,200
NR0600_000970 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×80A 個 30日 4,200
NR0600_001000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×100A 個 30日 4,200
NR0600_001100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×150A 個 30日 4,200
NR0600_001200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×200A 個 30日 4,200
NR0600_001300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×50A 個 30日 6,000
NR0600_001400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×80A 個 30日 6,000
NR0600_001500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×100A 個 30日 6,000
NR0600_001600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×150A 個 30日 6,000
NR0600_001700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×200A 個 30日 6,000
NR0600_001800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×250A 個 30日 6,000
NR0600_001900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×50A 個 30日 7,000
NR0600_002000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×80A 個 30日 7,000
NR0600_002100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×100A 個 30日 7,000
NR0600_002200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×150A 個 30日 7,000
NR0600_002300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×200A 個 30日 7,000
NR0600_002400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×250A 個 30日 7,000
NR0600_002500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×300A 個 30日 7,000
NR0600_002600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×50A 個 30日 60,000
NR0600_002700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×80A 個 30日 60,000
NR0600_002800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×100A 個 30日 60,000
NR0600_002900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×150A 個 30日 60,000
NR0600_003000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×200A 個 30日 60,000
NR0600_003100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×250A 個 30日 60,000
NR0600_003200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×300A 個 30日 60,000
NR0600_003300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×400A 個 30日 60,000
NR0600_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 50A×50A 個 60日 780
NR0600_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 80A×50A 個 60日 1,500
NR0600_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 80A×80A 個 60日 1,500
NR0600_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×50A 個 60日 2,400
NR0600_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×80A 個 60日 2,400
NR0600_010600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×100A 個 60日 2,400
NR0600_010700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×50A 個 60日 3,600
NR0600_010800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×80A 個 60日 3,600
NR0600_010900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×100A 個 60日 3,600
NR0600_011000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×150A 個 60日 3,600
NR0600_011100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×50A 個 60日 5,580
NR0600_011200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×80A 個 60日 5,580
NR0600_011300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×100A 個 60日 5,580
NR0600_011400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×150A 個 60日 5,580
NR0600_011500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×200A 個 60日 5,580
NR0600_011600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×50A 個 60日 7,920
NR0600_011700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×80A 個 60日 7,920
NR0600_011800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×100A 個 60日 7,920
NR0600_011900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×150A 個 60日 7,920
NR0600_012000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×200A 個 60日 7,920
NR0600_012100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×250A 個 60日 7,920
NR0600_012200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×50A 個 60日 9,220
NR0600_012300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×80A 個 60日 9,220
NR0600_012400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×100A 個 60日 9,220
NR0600_012500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×150A 個 60日 9,220
NR0600_012600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×200A 個 60日 9,220
NR0600_012700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×250A 個 60日 9,220
NR0600_012800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×300A 個 60日 9,220
NR0600_012900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×50A 個 60日 60,000
NR0600_013000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×80A 個 60日 60,000
NR0600_013100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×100A 個 60日 60,000
NR0600_013200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×150A 個 60日 60,000
NR0600_013300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×200A 個 60日 60,000
NR0600_013400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×250A 個 60日 60,000
NR0600_013500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×300A 個 60日 60,000
NR0600_013600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×400A 個 60日 60,000
NR0601_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 50A×50A 個 90日 1,080
NR0601_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 80A×50A 個 90日 1,920
NR0601_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 80A×80A 個 90日 1,920
NR0601_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×50A 個 90日 3,000
NR0601_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×80A 個 90日 3,000
NR0601_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×100A 個 90日 3,000
NR0601_000650 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×50A 個 90日 4,500
NR0601_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×80A 個 90日 4,500
NR0601_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×100A 個 90日 4,500
NR0601_000900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×150A 個 90日 4,500
NR0601_001000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×50A 個 90日 6,960
NR0601_001100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×80A 個 90日 6,960
NR0601_001200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×100A 個 90日 6,960
NR0601_001300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×150A 個 90日 6,960
NR0601_001400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×200A 個 90日 6,960
NR0601_001500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×50A 個 90日 9,840
NR0601_001600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×80A 個 90日 9,840
NR0601_001700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×100A 個 90日 9,840
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NR0601_001800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×150A 個 90日 9,840
NR0601_001900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×200A 個 90日 9,840
NR0601_002000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×250A 個 90日 9,840
NR0601_002100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×50A 個 90日 11,440
NR0601_002200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×80A 個 90日 11,440
NR0601_002300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×100A 個 90日 11,440
NR0601_002400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×150A 個 90日 11,440
NR0601_002500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×200A 個 90日 11,440
NR0601_002600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×250A 個 90日 11,440
NR0601_002700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×300A 個 90日 11,440
NR0601_002800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×50A 個 90日 60,000
NR0601_002900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×80A 個 90日 60,000
NR0601_003000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×100A 個 90日 60,000
NR0601_003100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×150A 個 90日 60,000
NR0601_003200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×200A 個 90日 60,000
NR0601_003300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×250A 個 90日 60,000
NR0601_003400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×300A 個 90日 60,000
NR0601_003500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×400A 個 90日 60,000
NR0602_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 50A×50A 個 120日 1,380
NR0602_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 80A×50A 個 120日 2,340
NR0602_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 80A×80A 個 120日 2,340
NR0602_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×50A 個 120日 3,600
NR0602_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×80A 個 120日 3,600
NR0602_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×100A 個 120日 3,600
NR0602_000650 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×50A 個 120日 5,400
NR0602_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×80A 個 120日 5,400
NR0602_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×100A 個 120日 5,400
NR0602_000900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×150A 個 120日 5,400
NR0602_001000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×50A 個 120日 8,340
NR0602_001100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×80A 個 120日 8,340
NR0602_001200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×100A 個 120日 8,340
NR0602_001300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×150A 個 120日 8,340
NR0602_001400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×200A 個 120日 8,340
NR0602_001500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×50A 個 120日 11,760
NR0602_001600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×80A 個 120日 11,760
NR0602_001700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×100A 個 120日 11,760
NR0602_001800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×150A 個 120日 11,760
NR0602_001900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×200A 個 120日 11,760
NR0602_002000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×250A 個 120日 11,760
NR0602_002100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×50A 個 120日 13,660
NR0602_002200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×80A 個 120日 13,660
NR0602_002300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×100A 個 120日 13,660
NR0602_002400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×150A 個 120日 13,660
NR0602_002500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×200A 個 120日 13,660
NR0602_002600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×250A 個 120日 13,660
NR0602_002700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×300A 個 120日 13,660
NR0602_002800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×50A 個 120日 61,200
NR0602_002900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×80A 個 120日 61,200
NR0602_003000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×100A 個 120日 61,200
NR0602_003100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×150A 個 120日 61,200
NR0602_003200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×200A 個 120日 61,200
NR0602_003300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×250A 個 120日 61,200
NR0602_003400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×300A 個 120日 61,200
NR0602_003500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×400A 個 120日 61,200
NR0602_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 50A×50A 個 150日 1,680
NR0602_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 80A×50A 個 150日 2,760
NR0602_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 80A×80A 個 150日 2,760
NR0602_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×50A 個 150日 4,200
NR0602_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×80A 個 150日 4,200
NR0602_010600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×100A 個 150日 4,200
NR0602_010700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×50A 個 150日 6,300
NR0602_010800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×80A 個 150日 6,300
NR0602_010900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×100A 個 150日 6,300
NR0602_011000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×150A 個 150日 6,300
NR0602_011100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×50A 個 150日 9,720
NR0602_011200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×80A 個 150日 9,720
NR0602_011300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×100A 個 150日 9,720
NR0602_011400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×150A 個 150日 9,720
NR0602_011500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×200A 個 150日 9,720
NR0602_011600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×50A 個 150日 13,680
NR0602_011700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×80A 個 150日 13,680
NR0602_011800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×100A 個 150日 13,680
NR0602_011900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×150A 個 150日 13,680
NR0602_012000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×200A 個 150日 13,680
NR0602_012100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×250A 個 150日 13,680
NR0602_012200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×50A 個 150日 15,880
NR0602_012300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×80A 個 150日 15,880
NR0602_012400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×100A 個 150日 15,880
NR0602_012500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×150A 個 150日 15,880
NR0602_012600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×200A 個 150日 15,880
NR0602_012700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×250A 個 150日 15,880
NR0602_012800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×250A 個 150日 15,880
NR0602_012900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×50A 個 150日 62,400
NR0602_013000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×80A 個 150日 62,400
NR0602_013100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×100A 個 150日 62,400
NR0602_013200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×150A 個 150日 62,400
NR0602_013300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×200A 個 150日 62,400
NR0602_013400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×250A 個 150日 62,400
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NR0602_013500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×300A 個 150日 62,400
NR0602_013600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×400A 個 150日 62,400
NR0602_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 50A×50A 個 180日 1,980
NR0602_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 80A×50A 個 180日 3,180
NR0602_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 80A×80A 個 180日 3,180
NR0602_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×50A 個 180日 4,800
NR0602_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×80A 個 180日 4,800
NR0602_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 100A×100A 個 180日 4,800
NR0602_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×50A 個 180日 7,200
NR0602_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×80A 個 180日 7,200
NR0602_020900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×100A 個 180日 7,200
NR0602_021000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 150A×150A 個 180日 7,200
NR0602_021100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×50A 個 180日 11,100
NR0602_021200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×80A 個 180日 11,100
NR0602_021300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×100A 個 180日 11,100
NR0602_021400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×150A 個 180日 11,100
NR0602_021500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 200A×200A 個 180日 11,100
NR0602_021600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×50A 個 180日 15,600
NR0602_021700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×80A 個 180日 15,600
NR0602_021800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×100A 個 180日 15,600
NR0602_021900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×150A 個 180日 15,600
NR0602_022000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×200A 個 180日 15,600
NR0602_022100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受ﾁｰｽﾞ 250A×250A 個 180日 15,600
NR0602_022200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×50A 個 180日 18,100
NR0602_022300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×80A 個 180日 18,100
NR0602_022400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×100A 個 180日 18,100
NR0602_022500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×150A 個 180日 18,100
NR0602_022600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×200A 個 180日 18,100
NR0602_022700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×250A 個 180日 18,100
NR0602_022800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 300A×250A 個 180日 18,100
NR0602_022900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×50A 個 180日 63,600
NR0602_023000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×80A 個 180日 63,600
NR0602_023100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×100A 個 180日 63,600
NR0602_023200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×150A 個 180日 63,600
NR0602_023300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×200A 個 180日 63,600
NR0602_023400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×250A 個 180日 63,600
NR0602_023500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×300A 個 180日 63,600
NR0602_023600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾁｰｽﾞ 400A×400A 個 180日 63,600
NR0700_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 80A×50A 個 30日 1,080
NR0700_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 100A×50A 個 30日 1,800
NR0700_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 100A×80A 個 30日 1,800
NR0700_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 150A×80A 個 30日 2,700
NR0700_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 150A×100A 個 30日 2,700
NR0700_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 200A×100A 個 30日 4,200
NR0700_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 200A×150A 個 30日 4,200
NR0700_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 250A×150A 個 30日 6,000
NR0700_000900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 250A×200A 個 30日 6,000
NR0700_001100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×200A 個 30日 7,000
NR0700_001200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×250A 個 30日 7,000
NR0700_001300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 400A×250A 個 30日 60,000
NR0700_001400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 400A×300A 個 30日 60,000
NR0700_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 80A×50A 個 60日 1,500
NR0700_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 100A×50A 個 60日 2,400
NR0700_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 100A×80A 個 60日 2,400
NR0700_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 150A×80A 個 60日 3,600
NR0700_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 150A×100A 個 60日 3,600
NR0700_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 200A×100A 個 60日 5,580
NR0700_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 200A×150A 個 60日 5,580
NR0700_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 250A×150A 個 60日 7,920
NR0700_020900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 250A×200A 個 60日 7,920
NR0700_021000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×200A 個 60日 9,220
NR0700_021100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×250A 個 60日 9,220
NR0700_021200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 400A×250A 個 60日 60,000
NR0700_021300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 400A×300A 個 60日 60,000
NR0701_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 80A×50A 個 90日 1,920
NR0701_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 100A×50A 個 90日 3,000
NR0701_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 100A×80A 個 90日 3,000
NR0701_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 150A×80A 個 90日 4,500
NR0701_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 150A×100A 個 90日 4,500
NR0701_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 200A×100A 個 90日 6,960
NR0701_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 200A×150A 個 90日 6,960
NR0701_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 250A×150A 個 90日 9,840
NR0701_000900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 250A×200A 個 90日 9,840
NR0701_001100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×200A 個 90日 11,440
NR0701_001200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×250A 個 90日 11,440
NR0701_001300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 400A×250A 個 90日 60,000
NR0701_001400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 400A×300A 個 90日 60,000
NR0702_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 80A×50A 個 120日 2,340
NR0702_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 100A×50A 個 120日 3,600
NR0702_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 100A×80A 個 120日 3,600
NR0702_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 150A×80A 個 120日 5,400
NR0702_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 150A×100A 個 120日 5,400
NR0702_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 200A×100A 個 120日 8,340
NR0702_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 200A×150A 個 120日 8,340
NR0702_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 250A×150A 個 120日 11,760
NR0702_000900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 250A×200A 個 120日 11,760
NR0702_001100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×200A 個 120日 13,660
NR0702_001200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×250A 個 120日 13,660
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NR0702_001300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 400A×250A 個 120日 61,200
NR0702_001400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 400A×300A 個 120日 61,200
NR0702_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 80A×50A 個 150日 2,760
NR0702_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 100A×50A 個 150日 4,200
NR0702_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 100A×80A 個 150日 4,200
NR0702_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 150A×80A 個 150日 6,300
NR0702_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 150A×100A 個 150日 6,300
NR0702_010600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 200A×100A 個 150日 9,720
NR0702_010700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 200A×150A 個 150日 9,720
NR0702_010800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 250A×150A 個 150日 13,680
NR0702_010900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 250A×200A 個 150日 13,680
NR0702_011000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×200A 個 150日 15,880
NR0702_011100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×250A 個 150日 15,880
NR0702_011200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 400A×250A 個 150日 62,400
NR0702_011300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 400A×300A 個 150日 62,400
NR0702_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 80A×50A 個 180日 3,180
NR0702_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 100A×50A 個 180日 4,800
NR0702_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 100A×80A 個 180日 4,800
NR0702_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 150A×80A 個 180日 7,200
NR0702_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 150A×100A 個 180日 7,200
NR0702_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 200A×100A 個 180日 11,100
NR0702_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 200A×150A 個 180日 11,100
NR0702_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 250A×150A 個 180日 15,600
NR0702_020900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手ﾚｼﾞｭｰｻ 250A×200A 個 180日 15,600
NR0702_021000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×200A 個 180日 18,100
NR0702_021100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×250A 個 180日 18,100
NR0702_021200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 400A×250A 個 180日 63,600
NR0702_021300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾚｼﾞｭｰｻ 400A×300A 個 180日 63,600
NR0800_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 50A 個 30日 480
NR0800_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 80A 個 30日 1,080
NR0800_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 100A 個 30日 1,800
NR0800_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 150A 個 30日 2,700
NR0800_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 200A 個 30日 4,200
NR0800_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 250A 個 30日 6,000
NR0800_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 取出短管 300A 3口 個 30日 7,000
NR0800_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 取出短管 400A 3口 個 30日 30,000
NR0800_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 50A 個 60日 780
NR0800_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 80A 個 60日 1,500
NR0800_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 100A 個 60日 2,400
NR0800_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 150A 個 60日 3,600
NR0800_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 200A 個 60日 5,580
NR0800_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 250A 個 60日 7,920
NR0800_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 取出短管 300A 3口 個 60日 9,220
NR0800_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 取出短管 400A 3口 個 60日 30,000
NR0801_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 50A 個 90日 1,080
NR0801_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 80A 個 90日 1,920
NR0801_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 100A 個 90日 3,000
NR0801_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 150A 個 90日 4,500
NR0801_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 200A 個 90日 6,960
NR0801_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 250A 個 90日 9,840
NR0801_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 取出短管 300A 3口 個 90日 11,440
NR0801_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 取出短管 400A 3口 個 90日 30,000
NR0802_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 50A 個 120日 1,380
NR0802_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 80A 個 120日 2,340
NR0802_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 100A 個 120日 3,600
NR0802_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 150A 個 120日 5,400
NR0802_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 200A 個 120日 8,340
NR0802_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 250A 個 120日 11,760
NR0802_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 取出短管 300A 3口 個 120日 13,660
NR0802_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 取出短管 400A 3口 個 120日 30,600
NR0802_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 50A 個 150日 1,680
NR0802_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 80A 個 150日 2,760
NR0802_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 100A 個 150日 4,200
NR0802_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 150A 個 150日 6,300
NR0802_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 200A 個 150日 9,720
NR0802_010600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 250A 個 150日 13,680
NR0802_010700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 取出短管 300A 3口 個 150日 15,880
NR0802_010800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 取出短管 400A 3口 個 150日 31,200
NR0802_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 50A 個 180日 1,980
NR0802_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 80A 個 180日 3,180
NR0802_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 100A 個 180日 4,800
NR0802_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 150A 個 180日 7,200
NR0802_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 200A 個 180日 11,100
NR0802_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受取出短管 250A 個 180日 15,600
NR0802_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 取出短管 300A 3口 個 180日 18,100
NR0802_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 取出短管 400A 3口 個 180日 31,800
NR0900_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 50A 個 30日 480
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NR0900_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 80A 個 30日 1,080
NR0900_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 100A 個 30日 1,800
NR0900_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 50A 個 60日 780
NR0900_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 80A 個 60日 1,500
NR0900_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 100A 個 60日 2,400
NR0900_000700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 50A 個 90日 1,080
NR0900_000800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 80A 個 90日 1,920
NR0900_000900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 100A 個 90日 3,000
NR0900_001000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 50A 個 120日 1,380
NR0900_001100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 80A 個 120日 2,340
NR0900_001200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 100A 個 120日 3,600
NR0900_001300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 50A 個 150日 1,680
NR0900_001400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 80A 個 150日 2,760
NR0900_001500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 100A 個 150日 4,200
NR0900_001600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 50A 個 180日 1,980
NR0900_001700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 80A 個 180日 3,180
NR0900_001800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾈｼﾞ 100A 個 180日 4,800
NR0900_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 50A 個 30日 480
NR0900_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 80A 個 30日 1,080
NR0900_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 100A 個 30日 1,800
NR0900_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 150A 個 30日 2,700
NR0900_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 200A 個 30日 4,200
NR0900_010600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 250A 個 30日 6,000
NR0900_010700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 300A 個 30日 7,000
NR0900_010800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 50A 個 60日 780
NR0900_010900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 80A 個 60日 1,500
NR0900_011000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 100A 個 60日 2,400
NR0900_011100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 150A 個 60日 3,600
NR0900_011200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 200A 個 60日 5,580
NR0900_011300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 250A 個 60日 7,920
NR0900_011400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 300A 個 60日 9,220
NR0901_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 50A 個 90日 1,080
NR0901_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 80A 個 90日 1,920
NR0901_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 100A 個 90日 3,000
NR0901_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 150A 個 90日 4,500
NR0901_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 200A 個 90日 6,960
NR0901_010600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 250A 個 90日 9,840
NR0901_010700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 300A 個 90日 11,440
NR0902_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 50A 個 120日 1,380
NR0902_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 80A 個 120日 2,340
NR0902_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 100A 個 120日 3,600
NR0902_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 150A 個 120日 5,400
NR0902_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 200A 個 120日 8,340
NR0902_010600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 250A 個 120日 11,760
NR0902_010700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 300A 個 120日 13,660
NR0902_010800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 50A 個 150日 1,680
NR0902_010900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 80A 個 150日 2,760
NR0902_011000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 100A 個 150日 4,200
NR0902_011100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 150A 個 150日 6,300
NR0902_011200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 200A 個 150日 9,720
NR0902_011300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 250A 個 150日 13,680
NR0902_011400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 300A 個 150日 15,880
NR0902_011500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 50A 個 180日 1,980
NR0902_011600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 80A 個 180日 3,180
NR0902_011700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 100A 個 180日 4,800
NR0902_011800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 150A 個 180日 7,200
NR0902_011900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 200A 個 180日 11,100
NR0902_012000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 250A 個 180日 15,600
NR0902_012100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 300A 個 180日 18,100
NR0900_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 150A 個 30日 2,700
NR0900_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 200A 個 30日 4,200
NR0900_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 250A 個 30日 6,000
NR0900_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾒｶｻｼ 300A 個 30日 7,000
NR0900_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾒｶｻｼ 400A 個 30日 30,000
NR0900_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 150A 個 60日 3,600
NR0900_020900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 200A 個 60日 5,580
NR0900_021000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 250A 個 60日 7,920
NR0900_021100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾒｶｻｼ 300A 個 60日 9,220
NR0900_021200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾒｶｻｼ 400A 個 60日 30,000
NR0900_021300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 150A 個 90日 4,500
NR0900_021400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 200A 個 90日 6,960
NR0900_021500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 250A 個 90日 9,840
NR0900_021600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾒｶｻｼ 300A 個 90日 11,440
NR0900_021700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾒｶｻｼ 400A 個 90日 30,000
NR0900_021800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 150A 個 120日 5,400
NR0900_021900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 200A 個 120日 8,340
NR0900_022000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 250A 個 120日 11,760
NR0900_022100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾒｶｻｼ 300A 個 120日 13,660
NR0900_022200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾒｶｻｼ 400A 個 120日 30,600
NR0900_022300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 150A 個 150日 6,300
NR0900_022400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 200A 個 150日 9,720
NR0900_022500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 250A 個 150日 13,680
NR0900_022600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾒｶｻｼ 300A 個 150日 15,880
NR0900_022700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾒｶｻｼ 400A 個 150日 31,200
NR0900_022800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 150A 個 180日 7,200
NR0900_022900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 200A 個 180日 11,100
NR0900_023000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾒｶｻｼ 250A 個 180日 15,600
NR0900_023100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾒｶｻｼ 300A 個 180日 18,100
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NR0900_023200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾒｶｻｼ 400A 個 180日 31,800
NR0900_030100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 50A 7.5k 個 30日 単価無し
NR0900_030200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 80A 7.5k 個 30日 1,080
NR0900_030300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 100A 7.5k 個 30日 1,800
NR0900_030400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 150A 7.5ｋ 個 30日 2,700
NR0900_030500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 200A 7.5k 個 30日 4,200
NR0900_030600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 250A 7.5k 個 30日 6,000
NR0900_030700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 300A 7.5k 個 30日 7,000
NR0900_030800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 400A 7.5k 個 30日 30,000
NR0900_030900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 50A 7.5k 個 60日 単価無し
NR0900_031000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 80A 7.5k 個 60日 1,500
NR0900_031100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 100A 7.5k 個 60日 2,400
NR0900_031200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 150A 7.5ｋ 個 60日 3,600
NR0900_031300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 200A 7.5k 個 60日 5,580
NR0900_031400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 250A 7.5k 個 60日 7,920
NR0900_031500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 300A 7.5k 個 60日 9,220
NR0900_031600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 400A 7.5k 個 60日 30,000
NR0900_031700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 50A 7.5k 個 90日 単価無し
NR0900_031800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 80A 7.5k 個 90日 1,920
NR0900_031900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 100A 7.5k 個 90日 3,000
NR0900_032000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 150A 7.5ｋ 個 90日 4,500
NR0900_032100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 200A 7.5k 個 90日 6,960
NR0900_032200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 250A 7.5k 個 90日 9,840
NR0900_032300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 300A 7.5k 個 90日 11,440
NR0900_032400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 400A 7.5k 個 90日 30,000
NR0900_032500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 50A 7.5k 個 120日 単価無し
NR0900_032600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 80A 7.5k 個 120日 2,340
NR0900_032700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 100A 7.5k 個 120日 3,600
NR0900_032800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 150A 7.5ｋ 個 120日 5,400
NR0900_032900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 200A 7.5k 個 120日 8,340
NR0900_033000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 250A 7.5k 個 120日 11,760
NR0900_033100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 300A 7.5k 個 120日 13,660
NR0900_033200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 400A 7.5k 個 120日 30,600
NR0900_033300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 50A 7.5k 個 150日 単価無し
NR0900_033400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 80A 7.5k 個 150日 2,760
NR0900_033500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 100A 7.5k 個 150日 4,200
NR0900_033600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 150A 7.5ｋ 個 150日 6,300
NR0900_033700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 200A 7.5k 個 150日 9,720
NR0900_033800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 250A 7.5k 個 150日 13,680
NR0900_033900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 300A 7.5k 個 150日 15,880
NR0900_034000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 400A 7.5k 個 150日 31,200
NR0900_034100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 50A 7.5k 個 180日 単価無し
NR0900_034200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 80A 7.5k 個 180日 3,180
NR0900_034300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 100A 7.5k 個 180日 4,800
NR0900_034400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 150A 7.5ｋ 個 180日 7,200
NR0900_034500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 200A 7.5k 個 180日 11,100
NR0900_034600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 250A 7.5k 個 180日 15,600
NR0900_034700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 300A 7.5k 個 180日 18,100
NR0900_034800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 400A 7.5k 個 180日 31,800
NR0900_034900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 50A 10k 個 30日 480
NR0900_035000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 80A 10k 個 30日 1,080
NR0900_035100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 100A 10k 個 30日 1,800
NR0900_035200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 150A 10k 個 30日 2,700
NR0900_035300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 200A 10k 個 30日 4,200
NR0900_035400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 250A 10k 個 30日 6,000
NR0900_035500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 300A 10k 個 30日 7,000
NR0900_035600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 400A 10k 個 30日 単価無し
NR0900_035700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 50A 10k 個 60日 780
NR0900_035800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 80A 10k 個 60日 1,500
NR0900_035900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 100A 10k 個 60日 2,400
NR0900_036000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 150A 10k 個 60日 3,600
NR0900_036100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 200A 10k 個 60日 5,580
NR0900_036200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 250A 10k 個 60日 7,920
NR0900_036300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 300A 10k 個 60日 9,220
NR0900_036400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 400A 10k 個 60日 単価無し
NR0900_036500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 50A 10k 個 90日 1,080
NR0900_036600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 80A 10k 個 90日 1,920
NR0900_036700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 100A 10k 個 90日 3,000
NR0900_036800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 150A 10k 個 90日 4,500
NR0900_036900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 200A 10k 個 90日 6,960
NR0900_037000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 250A 10k 個 90日 9,840
NR0900_037100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 300A 10k 個 90日 11,440
NR0900_037200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 400A 10k 個 90日 単価無し
NR0900_037300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 50A 10k 個 120日 1,380
NR0900_037400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 80A 10k 個 120日 2,340
NR0900_037500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 100A 10k 個 120日 3,600
NR0900_037600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 150A 10k 個 120日 5,400
NR0900_037700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 200A 10k 個 120日 8,340
NR0900_037800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 250A 10k 個 120日 11,760
NR0900_037900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 300A 10k 個 120日 13,660
NR0900_038000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 400A 10k 個 120日 単価無し
NR0900_038100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 50A 10k 個 150日 1,680
NR0900_038200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 80A 10k 個 150日 2,760
NR0900_038300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 100A 10k 個 150日 4,200
NR0900_038400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 150A 10k 個 150日 6,300
NR0900_038500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 200A 10k 個 150日 9,720
NR0900_038600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 250A 10k 個 150日 13,680
NR0900_038700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 300A 10k 個 150日 15,880
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NR0900_038800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 400A 10k 個 150日 単価無し
NR0900_038900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 50A 10k 個 180日 1,980
NR0900_039000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 80A 10k 個 180日 3,180
NR0900_039100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 100A 10k 個 180日 4,800
NR0900_039200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 150A 10k 個 180日 7,200
NR0900_039300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 200A 10k 個 180日 11,100
NR0900_039400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 250A 10k 個 180日 15,600
NR0900_039500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 300A 10k 個 180日 18,100
NR0900_039600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片ﾌﾗﾝｼﾞ 400A 10k 個 180日 単価無し
NR0900_100100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 50A 個 30日 480
NR0900_100200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 80A 個 30日 1,080
NR0900_100300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 100A 個 30日 1,800
NR0900_100400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 150A 個 30日 2,700
NR0900_100500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 200A 個 30日 4,200
NR0900_100600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 250A 個 30日 6,000
NR0900_100700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片止水 300A 個 30日 7,000
NR0900_100800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片止水 400A 個 30日 30,000
NR0900_100900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 50A 個 60日 780
NR0900_101000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 80A 個 60日 1,500
NR0900_101100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 100A 個 60日 2,400
NR0900_101200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 150A 個 60日 3,600
NR0900_101300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 200A 個 60日 5,580
NR0900_101400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 250A 個 60日 7,920
NR0900_101500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片止水 300A 個 60日 9,220
NR0900_101600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片止水 400A 個 60日 30,000
NR0900_101700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 50A 個 90日 1,080
NR0900_101800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 80A 個 90日 1,920
NR0900_101900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 100A 個 90日 3,000
NR0900_102000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 150A 個 90日 4,500
NR0900_102100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 200A 個 90日 6,960
NR0900_102200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 250A 個 90日 9,840
NR0900_102300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片止水 300A 個 90日 11,440
NR0900_102400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片止水 400A 個 90日 30,000
NR0900_102500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 50A 個 120日 1,380
NR0900_102600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 80A 個 120日 2,340
NR0900_102700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 100A 個 120日 3,600
NR0900_102800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 150A 個 120日 5,400
NR0900_102900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 200A 個 120日 8,340
NR0900_103000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 250A 個 120日 11,760
NR0900_103100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片止水 300A 個 120日 13,660
NR0900_103200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片止水 400A 個 120日 30,600
NR0900_103300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 50A 個 150日 1,680
NR0900_103400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 80A 個 150日 2,760
NR0900_103500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 100A 個 150日 4,200
NR0900_103600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 150A 個 150日 6,300
NR0900_103700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 200A 個 150日 9,720
NR0900_103800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 250A 個 150日 13,680
NR0900_103900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片止水 300A 個 150日 15,880
NR0900_104000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片止水 400A 個 150日 31,200
NR0900_104100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 50A 個 180日 1,980
NR0900_104200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 80A 個 180日 3,180
NR0900_104300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 100A 個 180日 4,800
NR0900_104400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 150A 個 180日 7,200
NR0900_104500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 200A 個 180日 11,100
NR0900_104600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片止水 250A 個 180日 15,600
NR0900_104700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片止水 300A 個 180日 18,100
NR0900_104800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続短管 片止水 400A 個 180日 31,800
NR0900_040100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 50A 個 30日 480
NR0900_040200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 80A 個 30日 1,080
NR0900_040300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 100A 個 30日 1,800
NR0900_040400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 150A 個 30日 2,700
NR0900_040500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 200A 個 30日 4,200
NR0900_040600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 250A 個 30日 6,000
NR0900_040700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 50A 個 60日 780
NR0900_040800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 80A 個 60日 1,500
NR0900_040900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 100A 個 60日 2,400
NR0900_041000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 150A 個 60日 3,600
NR0900_041100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 200A 個 60日 5,580
NR0900_041200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 250A 個 60日 7,920
NR0900_041300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 50A 個 90日 1,080
NR0900_041400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 80A 個 90日 1,920
NR0900_041500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 100A 個 90日 3,000
NR0900_041600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 150A 個 90日 4,500
NR0900_041700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 200A 個 90日 6,960
NR0900_041800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 250A 個 90日 9,840
NR0900_041900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 50A 個 120日 1,380
NR0900_042000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 80A 個 120日 2,340
NR0900_042100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 100A 個 120日 3,600
NR0900_042200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 150A 個 120日 5,400
NR0900_042300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 200A 個 120日 8,340
NR0900_042400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 250A 個 120日 11,760
NR0900_042500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 50A 個 150日 1,680
NR0900_042600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 80A 個 150日 2,760
NR0900_042700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 100A 個 150日 4,200
NR0900_042800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 150A 個 150日 6,300
NR0900_042900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 200A 個 150日 9,720
NR0900_043000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 250A 個 150日 13,680
NR0900_043100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 50A 個 180日 1,980
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NR0900_043200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 80A 個 180日 3,180
NR0900_043300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 100A 個 180日 4,800
NR0900_043400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 150A 個 180日 7,200
NR0900_043500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 200A 個 180日 11,100
NR0900_043600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×受け 250A 個 180日 15,600
NR0900_090100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 50A 個 30日 480
NR0900_090200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 80A 個 30日 1,080
NR0900_090300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 100A 個 30日 1,800
NR0900_090400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 150A 個 30日 2,700
NR0900_090500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 200A 個 30日 4,200
NR0900_090600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 250A 個 30日 6,000
NR0900_090700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 50A 個 60日 780
NR0900_090800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 80A 個 60日 1,500
NR0900_090900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 100A 個 60日 2,400
NR0900_091000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 150A 個 60日 3,600
NR0900_091100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 200A 個 60日 5,580
NR0900_091200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 250A 個 60日 7,920
NR0900_091300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 50A 個 90日 1,080
NR0900_091400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 80A 個 90日 1,920
NR0900_091500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 100A 個 90日 3,000
NR0900_091600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 150A 個 90日 4,500
NR0900_091700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 200A 個 90日 6,960
NR0900_091800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 250A 個 90日 9,840
NR0900_091900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 50A 個 120日 1,380
NR0900_092000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 80A 個 120日 2,340
NR0900_092100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 100A 個 120日 3,600
NR0900_092200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 150A 個 120日 5,400
NR0900_092300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 200A 個 120日 8,340
NR0900_092400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 250A 個 120日 11,760
NR0900_092500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 50A 個 150日 1,680
NR0900_092600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 80A 個 150日 2,760
NR0900_092700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 100A 個 150日 4,200
NR0900_092800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 150A 個 150日 6,300
NR0900_092900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 200A 個 150日 9,720
NR0900_093000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 250A 個 150日 13,680
NR0900_093100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 50A 個 180日 1,980
NR0900_093200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 80A 個 180日 3,180
NR0900_093300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 100A 個 180日 4,800
NR0900_093400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 150A 個 180日 7,200
NR0900_093500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 200A 個 180日 11,100
NR0900_093600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×挿し 250A 個 180日 15,600
NR0900_050100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 50A 個 30日 240
NR0900_050200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 80A 個 30日 540
NR0900_050300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 100A 個 30日 900
NR0900_050400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 150A 個 30日 1,350
NR0900_050500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 200A 個 30日 2,100
NR0900_050700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 50A 個 60日 390
NR0900_050800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 80A 個 60日 750
NR0900_050900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 100A 個 60日 1,200
NR0900_051000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 150A 個 60日 1,800
NR0900_051100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 200A 個 60日 2,790
NR0900_051200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 250A 個 60日 単価無し
NR0900_051300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 50A 個 90日 540
NR0900_051400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 80A 個 90日 960
NR0900_051500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 100A 個 90日 1,500
NR0900_051600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 150A 個 90日 2,250
NR0900_051700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 200A 個 90日 3,480
NR0900_051800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 250A 個 90日 単価無し
NR0900_051900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 50A 個 120日 690
NR0900_052000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 80A 個 120日 1,170
NR0900_052100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 100A 個 120日 1,800
NR0900_052200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 150A 個 120日 2,700
NR0900_052300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 200A 個 120日 4,170
NR0900_052400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 250A 個 120日 単価無し
NR0900_052500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 50A 個 150日 840
NR0900_052600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 80A 個 150日 1,380
NR0900_052700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 100A 個 150日 2,100
NR0900_052800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 150A 個 150日 3,150
NR0900_052900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 200A 個 150日 4,860
NR0900_053000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 250A 個 150日 単価無し
NR0900_053100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 50A 個 180日 990
NR0900_053200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 80A 個 180日 1,590
NR0900_053300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 100A 個 180日 2,400
NR0900_053400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 150A 個 180日 3,600
NR0900_053500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 200A 個 180日 5,550
NR0900_053600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 250A 個 180日 単価無し
NR0900_060100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 150A 個 30日 1,350
NR0900_060200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 200A 個 30日 2,100
NR0900_060300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 250A 個 30日 3,000
NR0900_060400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 150A 個 60日 1,800
NR0900_060500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 200A 個 60日 2,790
NR0900_060600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 250A 個 60日 3,960
NR0900_060700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 150A 個 90日 2,250
NR0900_060800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 200A 個 90日 3,480
NR0900_060900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 250A 個 90日 4,920
NR0900_061000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 150A 個 120日 2,700
NR0900_061100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 200A 個 120日 4,170
NR0900_061200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 250A 個 120日 5,880
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NR0900_061300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 150A 個 150日 3,150
NR0900_061400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 200A 個 150日 4,860
NR0900_061500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 250A 個 150日 6,840
NR0900_061600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 150A 個 180日 3,600
NR0900_061700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 200A 個 180日 5,550
NR0900_061800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 受け×ﾘﾝｸﾞ 250A 個 180日 7,800
NR0900_070100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 50A 個 30日 240
NR0900_070200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 80A 個 30日 540
NR0900_070300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 100A 個 30日 900
NR0900_070400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 150A 個 30日 1,350
NR0900_070600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 50A 個 60日 390
NR0900_070700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 80A 個 60日 750
NR0900_070800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 100A 個 60日 1,200
NR0900_070900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 150A 個 60日 1,800
NR0901_070100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 50A 個 90日 540
NR0901_070200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 80A 個 90日 960
NR0901_070300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 100A 個 90日 1,500
NR0901_070400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 150A 個 90日 2,250
NR0902_070100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 50A 個 120日 690
NR0902_070200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 80A 個 120日 1,170
NR0902_070300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 100A 個 120日 1,800
NR0902_070400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 150A 個 120日 2,700
NR0902_070500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 50A 個 150日 840
NR0902_070600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 80A 個 150日 1,380
NR0902_070700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 100A 個 150日 2,100
NR0902_070800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 150A 個 150日 3,150
NR0902_070900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 50A 個 180日 990
NR0902_071000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 80A 個 180日 1,590
NR0902_071100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 100A 個 180日 2,400
NR0902_071200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ｸﾞﾙｰﾌﾞ 150A 個 180日 3,600
NR0900_080100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 150A 個 30日 1,350
NR0900_080200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 200A 個 30日 2,100
NR0900_080300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 250A 個 30日 3,000
NR0900_080400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 150A 個 60日 1,800
NR0900_080500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 200A 個 60日 2,790
NR0900_080600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 250A 個 60日 3,960
NR0900_080700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 150A 個 90日 2,250
NR0900_080800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 200A 個 90日 3,480
NR0900_080900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 250A 個 90日 4,920
NR0900_081000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 150A 個 120日 2,700
NR0900_081100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 200A 個 120日 4,170
NR0900_081200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 250A 個 120日 5,880
NR0900_081300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 150A 個 150日 3,150
NR0900_081400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 200A 個 150日 4,860
NR0900_081500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 250A 個 150日 6,840
NR0900_081600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 150A 個 180日 3,600
NR0900_081700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 200A 個 180日 5,550
NR0900_081800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 挿し×ﾘﾝｸﾞ 250A 個 180日 7,800
NR0900_110100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ｵﾈｼﾞ 50A×30 個 30日 3,000
NR0900_110200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ｵﾈｼﾞ 50A×40 個 30日 3,000
NR0900_110300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ｵﾈｼﾞ 50A×30 個 60日 3,000
NR0900_110400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ｵﾈｼﾞ 50A×40 個 60日 3,000
NR0900_110500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ｵﾈｼﾞ 50A×30 個 90日 3,000
NR0900_110600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ｵﾈｼﾞ 50A×40 個 90日 3,000
NR0900_110700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ｵﾈｼﾞ 50A×30 個 120日 3,000
NR0900_110800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ｵﾈｼﾞ 50A×40 個 120日 3,000
NR0900_110900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ｵﾈｼﾞ 50A×30 個 150日 3,000
NR0900_111000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ｵﾈｼﾞ 50A×40 個 150日 3,000
NR0900_111100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ｵﾈｼﾞ 50A×30 個 180日 3,000
NR0900_111200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片ｵﾈｼﾞ 50A×40 個 180日 3,000
NR0900_120100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片分止水栓接続 50A 個 30日 5,800
NR0900_120200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片分止水栓接続 50A 個 60日 5,800
NR0900_120300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片分止水栓接続 50A 個 90日 5,800
NR0900_120400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片分止水栓接続 50A 個 120日 5,800
NR0900_120500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片分止水栓接続 50A 個 150日 5,800
NR0900_120600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ継手接続短管 片分止水栓接続 50A 個 180日 5,800
NR0900_130100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 50A 個 30日 240
NR0900_130200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 80A 個 30日 540
NR0900_130300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 100A 個 30日 900
NR0900_130400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 150A 個 30日 1,350
NR0900_130500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 200A 個 30日 2,100
NR0900_130600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 250A 個 30日 3,000
NR0900_130700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 50A 個 60日 390
NR0900_130800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 80A 個 60日 750
NR0900_130900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 100A 個 60日 1,200
NR0900_131000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 150A 個 60日 1,800
NR0900_131100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 200A 個 60日 2,790
NR0900_131200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 250A 個 60日 3,960
NR0900_131300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 50A 個 90日 540
NR0900_131400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 80A 個 90日 960
NR0900_131500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 100A 個 90日 1,500
NR0900_131600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 150A 個 90日 2,250
NR0900_131700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 200A 個 90日 3,480
NR0900_131800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 250A 個 90日 4,920
NR0900_131900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 50A 個 120日 690
NR0900_132000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 80A 個 120日 1,170
NR0900_132100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 100A 個 120日 1,800
NR0900_132200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 150A 個 120日 2,700
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NR0900_132300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 200A 個 120日 4,170
NR0900_132400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 250A 個 120日 5,880
NR0900_132500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 50A 個 150日 840
NR0900_132600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 80A 個 150日 1,380
NR0900_132700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 100A 個 150日 2,100
NR0900_132800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 150A 個 150日 3,150
NR0900_132900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 200A 個 150日 4,860
NR0900_133000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 250A 個 150日 6,840
NR0900_133100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 50A 個 180日 990
NR0900_133200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 80A 個 180日 1,590
NR0900_133300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 100A 個 180日 2,400
NR0900_133400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 150A 個 180日 3,600
NR0900_133500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 200A 個 180日 5,550
NR0900_133600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受撤去用短管 250A 個 180日 7,800
NR0900_140100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 150A 個 30日 10,800
NR0900_140200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 200A 個 30日 16,800
NR0900_140300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 300A 個 30日 28,000
NR0900_140400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 400A 個 30日 120,000
NR0900_140500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 150A 個 60日 14,400
NR0900_140600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 200A 個 60日 22,320
NR0900_140700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 300A 個 60日 36,880
NR0900_140800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 400A 個 60日 120,000
NR0900_140900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 150A 個 90日 18,000
NR0900_141000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 200A 個 90日 27,840
NR0900_141100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 300A 個 90日 45,760
NR0900_141200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 400A 個 90日 120,000
NR0900_141300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 150A 個 120日 21,600
NR0900_141400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 200A 個 120日 33,360
NR0900_141500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 300A 個 120日 54,640
NR0900_141600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 400A 個 120日 122,400
NR0900_141700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 150A 個 150日 25,200
NR0900_141800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 200A 個 150日 38,880
NR0900_141900 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 300A 個 150日 63,520
NR0900_142000 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 400A 個 150日 124,800
NR0900_142100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 150A 個 180日 28,800
NR0900_142200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 200A 個 180日 44,400
NR0900_142300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 300A 個 180日 72,400
NR0900_142400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｶﾆｶﾙ片受寸法調整管 400A 個 180日 127,200
NR1100_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 50A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 30日 960
NR1100_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 80A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 30日 2,160
NR1100_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 100A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 30日 3,600
NR1100_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 150A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 30日 5,400
NR1100_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 200A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 30日 8,400
NR1100_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 50A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 60日 1,560
NR1100_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 80A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 60日 3,000
NR1100_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 100A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 60日 4,800
NR1100_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 150A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 60日 7,200
NR1100_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 200A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 60日 11,160
NR1101_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 50A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 90日 2,160
NR1101_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 80A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 90日 3,840
NR1101_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 100A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 90日 6,000
NR1101_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 150A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 90日 9,000
NR1101_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 200A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 90日 13,920
NR1102_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 50A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 120日 2,760
NR1102_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 80A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 120日 4,680
NR1102_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 100A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 120日 7,200
NR1102_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 150A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 120日 10,800
NR1102_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 200A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 120日 16,680
NR1102_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 50A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 150日 3,360
NR1102_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 80A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 150日 5,520
NR1102_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 100A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 150日 8,400
NR1102_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 150A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 150日 12,600
NR1102_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 200A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 150日 19,440
NR1102_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 50A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 180日 3,960
NR1102_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 80A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 180日 6,360
NR1102_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 100A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 180日 9,600
NR1102_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 150A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 180日 14,400
NR1102_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 200A 鋳鉄管･塩ﾋﾞ管･鋼管･石綿管 個 180日 22,200
NR1200_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 50A 個 30日 単価無し
NR1200_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 80A 個 30日 単価無し
NR1200_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 100A 個 30日 単価無し
NR1200_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 150A 個 30日 単価無し
NR1200_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 200A 個 30日 単価無し
NR1200_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 250A 個 30日 単価無し
NR1200_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 300A 個 30日 単価無し
NR1200_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 400A 個 30日 単価無し
NR1200_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 50A 個 60日 単価無し
NR1200_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 80A 個 60日 単価無し
NR1200_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 100A 個 60日 単価無し
NR1200_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 150A 個 60日 単価無し
NR1200_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 200A 個 60日 単価無し
NR1200_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 250A 個 60日 単価無し
NR1200_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 300A 個 60日 単価無し
NR1200_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 400A 個 60日 単価無し
NR1200_030100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 50A 個 90日 単価無し
NR1200_030200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 80A 個 90日 単価無し
NR1200_030300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 100A 個 90日 単価無し
NR1200_030400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 150A 個 90日 単価無し
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NR1200_030500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 200A 個 90日 単価無し
NR1200_030600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 250A 個 90日 単価無し
NR1200_030700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 300A 個 90日 単価無し
NR1200_030800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 400A 個 90日 単価無し
NR1200_040100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 50A 個 120日 単価無し
NR1200_040200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 80A 個 120日 単価無し
NR1200_040300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 100A 個 120日 単価無し
NR1200_040400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 150A 個 120日 単価無し
NR1200_040500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 200A 個 120日 単価無し
NR1200_040600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 250A 個 120日 単価無し
NR1200_040700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 300A 個 120日 単価無し
NR1200_040800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 400A 個 120日 単価無し
NR1200_050100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 50A 個 150日 単価無し
NR1200_050200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 80A 個 150日 単価無し
NR1200_050300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 100A 個 150日 単価無し
NR1200_050400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 150A 個 150日 単価無し
NR1200_050500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 200A 個 150日 単価無し
NR1200_050600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 250A 個 150日 単価無し
NR1200_050700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 300A 個 150日 単価無し
NR1200_050800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 400A 個 150日 単価無し
NR1200_060100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 50A 個 180日 単価無し
NR1200_060200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 80A 個 180日 単価無し
NR1200_060300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 100A 個 180日 単価無し
NR1200_060400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 150A 個 180日 単価無し
NR1200_060500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 200A 個 180日 単価無し
NR1200_060600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 250A 個 180日 単価無し
NR1200_060700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 300A 個 180日 単価無し
NR1200_060800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 H型ｼﾞｮｲﾝﾄ 400A 個 180日 単価無し
NR1300_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 50A 個 30日 960
NR1300_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 80A 個 30日 2,160
NR1300_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 100A 個 30日 3,600
NR1300_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 150A 個 30日 5,400
NR1300_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 200A 個 30日 8,400
NR1300_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 250A 個 30日 12,000
NR1300_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 300A 個 30日 14,000
NR1300_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ｿﾌﾄｼｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 400A 個 30日 180,000
NR1300_030100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 50A 個 60日 1,560
NR1300_030200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 80A 個 60日 3,000
NR1300_030300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 100A 個 60日 4,800
NR1300_040100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 150A 個 60日 7,200
NR1300_040200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 200A 個 60日 11,160
NR1300_040300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 250A 個 60日 15,840
NR1300_040400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 300A 個 60日 18,440
NR1300_040500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ｿﾌﾄｼｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 400A 個 60日 180,000
NR1301_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 50A 個 90日 2,160
NR1301_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 80A 個 90日 3,840
NR1301_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 100A 個 90日 6,000
NR1301_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 150A 個 90日 9,000
NR1301_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 200A 個 90日 13,920
NR1301_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 250A 個 90日 19,680
NR1301_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 300A 個 90日 22,880
NR1301_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ｿﾌﾄｼｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 400A 個 90日 180,000
NR1302_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 50A 個 120日 2,760
NR1302_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 80A 個 120日 4,680
NR1302_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 100A 個 120日 7,200
NR1302_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 150A 個 120日 10,800
NR1302_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 200A 個 120日 16,680
NR1302_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 250A 個 120日 23,520
NR1302_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 300A 個 120日 27,320
NR1302_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ｿﾌﾄｼｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 400A 個 120日 183,600
NR1302_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 80A 個 150日 5,520
NR1302_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 100A 個 150日 8,400
NR1302_030100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 150A 個 150日 12,600
NR1302_030200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 200A 個 150日 19,440
NR1302_030300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 250A 個 150日 27,360
NR1302_030400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 300A 個 150日 31,760
NR1302_030500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ｿﾌﾄｼｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 400A 個 150日 187,200
NR1302_040200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 80A 個 180日 6,360
NR1302_040300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 100A 個 180日 9,600
NR1302_050100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 150A 個 180日 14,400
NR1302_050200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 200A 個 180日 22,200
NR1302_050300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 250A 個 180日 31,200
NR1302_050400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 300A 個 180日 36,200
NR1302_050500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ ｿﾌﾄｼｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 400A 個 180日 190,800
NR1500_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 消火栓 露出用 放水口65A 接続口80A 個 30日 2,160
NR1500_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 消火栓 埋設用 放水口65A 接続口80A 個 30日 2,160
NR1500_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 消火栓 露出用 放水口65A 接続口80A 個 60日 3,000
NR1500_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 消火栓 埋設用 放水口65A 接続口80A 個 60日 3,000
NR1501_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 消火栓 露出用 放水口65A 接続口80A 個 90日 3,840
NR1501_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 消火栓 埋設用 放水口65A 接続口80A 個 90日 3,840
NR1502_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 消火栓 露出用 放水口65A 接続口80A 個 120日 4,680
NR1502_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 消火栓 埋設用 放水口65A 接続口80A 個 120日 4,680
NR1502_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 消火栓 露出用 放水口65A 接続口80A 個 150日 5,520
NR1502_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 消火栓 埋設用 放水口65A 接続口80A 個 150日 5,520
NR1502_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 消火栓 露出用 放水口65A 接続口80A 個 180日 6,360
NR1502_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 消火栓 埋設用 放水口65A 接続口80A 個 180日 6,360
NR1600_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 空気弁 80A 個 30日 2,700
NR1600_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 空気弁 80A 個 60日 3,750
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NR1600_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 空気弁 80A 個 90日 4,800
NR1600_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 空気弁 80A 個 120日 5,850
NR1600_000500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 空気弁 80A 個 150日 6,375
NR1600_000600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 空気弁 80A 個 180日 7,950
NR1400_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 鋳鉄管用 250A 個 21,200
NR1400_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 鋳鉄管用 300A 個 24,400
NR1400_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 鋳鉄管用 350A 個 39,700
NR1400_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 鋳鉄管用 400A 個 60,100
NR1400_010100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 石綿管用 50A 個 8,600
NR1400_010200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 石綿管用 80A 個 10,100
NR1400_010300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 石綿管用 100A 個 11,500
NR1400_010400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 石綿管用 150A 個 17,200
NR1400_010500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 石綿管用 200A 個 21,600
NR1400_020100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 鋼管･塩ビ管用 50A 個 単価無し
NR1400_020200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 鋼管･塩ビ管用 80A 個 単価無し
NR1400_020300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 鋼管･塩ビ管用 100A 個 単価無し
NR1400_020400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 鋼管･塩ビ管用 125A 個 単価無し
NR1400_020500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 鋼管･塩ビ管用 150A 個 単価無し
NR1400_020600 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 鋼管･塩ビ管用 200A 個 単価無し
NR1400_020700 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 鋼管･塩ビ管用 250A 個 34,400
NR1400_020800 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 鋼管･塩ビ管用 300A 個 71,300
NR1400_030100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 配ﾎﾟﾘ管用 50A 個 25,600
NR1400_030200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 配ﾎﾟﾘ管用 80A 個 30,100
NR1400_030300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 配ﾎﾟﾘ管用 100A 個 40,800
NR1400_030400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 配ﾎﾟﾘ管用 150A 個 66,500
NR1400_030500 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 配ﾎﾟﾘ管用 200A 個 142,400
NR1800_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 弁蓋 φ100 個 単価無し
NR1800_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 弁蓋 φ125 個 1,000
NR1800_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 弁蓋 φ150 個 単価無し
NR1800_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 弁蓋 φ250 個 単価無し
NR1900_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 消火栓蓋 個 単価無し
NR1902_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 個 40,000
NR1901_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 空気弁蓋 個 40,000
NR3800_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 給水ﾎｰｽ 20A×1.5m 個 1,600
NR3800_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 給水ﾎｰｽ 25A×1.5m 個 1,900
NR3800_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 給水ﾎｰｽ 20A×3.0m 個 1,900
NR3800_000400 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 給水ﾎｰｽ 25A×3.0m 個 2,200
NR3900_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｰﾀｴﾙﾎﾞ 15A 個 単価無し
NR3900_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｰﾀｴﾙﾎﾞ 20A 個 単価無し
NR3900_000300 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 ﾒｰﾀｴﾙﾎﾞ 25A 個 単価無し
NR3700_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 給水栓 20A ﾃｰﾊﾟｰｵﾈｼﾞ 個 単価無し
NR3700_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 給水栓 25A ﾃｰﾊﾟｰｵﾈｼﾞ 個 単価無し
NR4000_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 給水接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 20A ﾃｰﾊﾟｰｵﾈｼﾞ×平行ﾒﾈｼﾞ 個 単価無し
NR4000_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 給水接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 25A ﾃｰﾊﾟｰｵﾈｼﾞ×平行ﾒﾈｼﾞ 個 単価無し
NR1700_000100 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 運送費 4t車 往復 台 80,000
NR1700_000200 仮設ﾚﾝﾀﾙ管 運送費 10t車 往復 台 106,666
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コード 名称 規格 単位 摘要上 摘要下 単　価
NJ5000_000200 廃材持込料 発生土 ｔ 1,100
NJ5000_000600 廃材持込料 石綿管 m3 32,666
NJ5000_000850 廃材持込料 舗装版切断濁水 kg ㈱エコ計画 100
NJ4200_000100 石綿管運搬 4t車 台 最終処分場まで 40,000
NJ4200_000200 石綿管運搬 10t車 台 最終処分場まで 55,000

NJ5100_000100 進入禁止マーク φ2000㎜ 箇所 26,000
NJ5100_000200 進入禁止マーク φ2500㎜ 箇所 38,000
NJ5100_000300 進入禁止マーク φ3000㎜ 箇所 51,000
NJ5200_000100 一方通行マーク 1500㎜×5000㎜ 箇所 52,000
NJ5200_000200 一方通行マーク 2000㎜×5000㎜ 箇所 65,000
NJ5300_000100 グリーンベルト 幅15㎝ ｍ 700
NJ5300_000200 グリーンベルト 幅30㎝ ｍ 1,400
NJ5300_000300 グリーンベルト 幅45㎝ ｍ 2,100
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