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企業庁実施設計積算単価表

より 適用

滋賀県企業庁



１．はじめに

本図書は、滋賀県企業庁が工事費算定に用いる材料費等の基礎資料です。

２．掲載単価について

・滋賀県企業庁独自の調査結果に基づき定めた単価です。

・取引数量は、原則として大口取引価格です。

・荷渡し場所は、特に記載のない限り、原則として「現場持ち込み」としています。

・価格に消費税は含みません。

３．留意事項留意事項

・滋賀県企業庁のホームページから、閲覧およびダウンロードが可能です。

・本書に関する質問等は一切受付けません。

本図書の使用について
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１．ダクタイル鋳鉄管

（１） ダクタイル鋳鉄管　NS形

（２） ダクタイル鋳鉄管　GX形

（３） 異形管フランジ加工費

（４） 特殊割押輪

（５） フランジ接合材

２．水道用弁類

（１） 水道用仕切弁

（２） 耐震ソフトシール仕切弁
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３．その他資材等
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品　　名 寸　　法 単位 単価（円） 備考

１（１）ダクタイル鋳鉄管　NS形

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　両受曲管 NS形　350×45°(EPC) 個 140,000 接合付属品含む
※1

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　両受曲管 NS形　350×22 1/2°(EPC) 個 130,000 接合付属品含む
※1

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　両受曲管 NS形　450×45°(EPC) 個 201,000 接合付属品含む
※1

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　両受曲管 NS形　450×22 1/2°(EPC) 個 180,000 接合付属品含む
※1

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 NS形　500*75　10K　GF（EPC） 個 291,000 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 NS形　500*100　10K　GF（EPC） 個 293,000 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管1号 NS形　500　10K　GF（EPC） 個 189,000 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管2号 NS形　500　10K　GF（EPC） 個 162,000 付属品なし

継輪用割押輪 NS形　500 個 51,900 付属品含まず
※3

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 NS形　600*75　10K　GF（EPC） 個 360,000 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 NS形　600*100　10K　GF（EPC） 個 362,000 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管1号 NS形　600　10K　GF（EPC） 個 241,000 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管2号 NS形　600　10K　GF（EPC） 個 204,000 付属品なし

継輪用割押輪 NS形　600 個 62,800 付属品含まず
※3

１（２）ダクタイル鋳鉄管　GX形

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管1号 GX形　75 7.5K GF (EPC) 個 16,000 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管1号 GX形　100 7.5K GF (EPC) 個 20,000 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管1号 GX形　150 7.5K GF (EPC) 個 25,400 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管1号 GX形　200 7.5K GF (EPC) 個 33,000 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管1号 GX形　300 7.5K GF (EPC) 個 67,500 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管1号 GX形　400 7.5K GF (EPC) 個 84,400 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管2号 GX形　75 7.5K GF (EPC) 個 11,400 付属品なし

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管2号 GX形　100 7.5K GF (EPC) 個 13,700 付属品なし

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管2号 GX形　150 7.5K GF (EPC) 個 19,600 付属品なし

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管2号 GX形　200 7.5K GF (EPC) 個 27,400 付属品なし

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管2号 GX形　300 7.5K GF (EPC) 個 50,500 付属品なし

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管2号 GX形　400 7.5K GF (EPC) 個 73,400 付属品なし

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管1号 GX形　75 10K GF (EPC) 個 19,100 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管1号 GX形　100 10K GF (EPC) 個 23,200 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管1号 GX形　150 10K GF (EPC) 個 28,500 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管1号 GX形　200 10K GF (EPC) 個 36,200 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管1号 GX形　300 10K GF (EPC) 個 70,900 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管1号 GX形　400 10K GF (EPC) 個 87,900 接合付属品含む
※2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管2号 GX形　75 10K GF (EPC) 個 14,500 付属品なし

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管2号 GX形　100 10K GF (EPC) 個 16,900 付属品なし

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管2号 GX形　150 10K GF (EPC) 個 22,700 付属品なし

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管2号 GX形　200 10K GF (EPC) 個 30,600 付属品なし

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管2号 GX形　300 10K GF (EPC) 個 53,900 付属品なし

ﾀﾞｸﾀｲﾙ　短管2号 GX形　400 10K GF (EPC) 個 76,900 付属品なし

１（３）異形管フランジ加工費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管GFﾌﾗﾝｼﾞ加工費 呼び径75 箇所 3,320
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品　　名 寸　　法 単位 単価（円） 備考

ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管GFﾌﾗﾝｼﾞ加工費 呼び径100 箇所 3,420

ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管GFﾌﾗﾝｼﾞ加工費 呼び径150 箇所 3,420

ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管GFﾌﾗﾝｼﾞ加工費 呼び径200 箇所 3,510

ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管GFﾌﾗﾝｼﾞ加工費 呼び径250 箇所 3,610

ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管GFﾌﾗﾝｼﾞ加工費 呼び径300 箇所 3,610

ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管GFﾌﾗﾝｼﾞ加工費 呼び径350 箇所 3,700

ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管GFﾌﾗﾝｼﾞ加工費 呼び径400 箇所 3,700

ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管GFﾌﾗﾝｼﾞ加工費 呼び径450 箇所 3,890

ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管GFﾌﾗﾝｼﾞ加工費 呼び径500 箇所 4,940

ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管GFﾌﾗﾝｼﾞ加工費 呼び径600 箇所 5,030

ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管GFﾌﾗﾝｼﾞ加工費 呼び径700 箇所 5,220

ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管GFﾌﾗﾝｼﾞ加工費 呼び径800 箇所 5,510

１（４）特殊割押輪

特殊割押輪（二つ離脱防止押輪）　 K形 呼び径200　長ﾎﾞﾙﾄ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 個 42,000

特殊割押輪（二つ離脱防止押輪）　 K形 呼び径250　長ﾎﾞﾙﾄ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 個 53,800

特殊割押輪（二つ離脱防止押輪）　 K形 呼び径300　長ﾎﾞﾙﾄ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 個 57,100

特殊割押輪（二つ離脱防止押輪）　 K形 呼び径350　長ﾎﾞﾙﾄ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 個 70,900

特殊割押輪（二つ離脱防止押輪）　 K形 呼び径400　長ﾎﾞﾙﾄ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 個 93,000

特殊割押輪（二つ離脱防止押輪）　 K形 呼び径450　長ﾎﾞﾙﾄ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 個 103,000

特殊割押輪（二つ離脱防止押輪）　 K形 呼び径500　長ﾎﾞﾙﾄ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 個 118,000

特殊割押輪（二つ離脱防止押輪）　 K形 呼び径600　長ﾎﾞﾙﾄ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 個 128,000

１（５）フランジ接合材

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 100(10K)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 5,540 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 150(10K)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 9,380 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 200(10K)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 13,800 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 250(10K)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 18,200 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 300(10K)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 24,000 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 350(10K)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 26,200 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 100(20K)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 9,830 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 150(20K)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 21,400 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 200(20K)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 21,600 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 250(20K)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 27,200 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 300(20K)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 36,100 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 350(20K)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 59,000 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 100(F12)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 3,430 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 150(F12)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 5,060 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 200(F12)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 6,820 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 250(F12)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 10,900 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 300(F12)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 13,500 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット1号） 350(F12)RF-GF1号（JWWA対応品） 組 19,000 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 100(10K)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 7,890 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 150(10K)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 12,000 ※4
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品　　名 寸　　法 単位 単価（円） 備考

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 200(10K)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 16,800 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 250(10K)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 21,500 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 300(10K)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 27,900 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 350(10K)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 29,900 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 100(20K)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 12,100 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 150(20K)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 24,100 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 200(20K)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 24,500 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 250(20K)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 30,500 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 300(20K)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 39,900 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 350(20K)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 62,700 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 100(F12)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 5,780 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 150(F12)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 7,750 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 200(F12)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 9,730 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 250(F12)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 14,200 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 300(F12)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 17,300 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケット2号） 350(F12)RF-GF2号（JWWA対応品） 組 22,800 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケットRF型） 100(F12)RF-RF（JWWA対応品） 組 3,040 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケットRF型） 150(F12)RF-RF（JWWA対応品） 組 4,580 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケットRF型） 200(F12)RF-RF（JWWA対応品） 組 6,300 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケットRF型） 250(F12)RF-RF（JWWA対応品） 組 10,600 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケットRF型） 300(F12)RF-RF（JWWA対応品） 組 13,100 ※4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材（ボルトナットSUS　ガスケットRF型） 350(F12)RF-RF（JWWA対応品） 組 18,300 ※4

２（１）水道用仕切弁

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ﾈｼﾞ式 立形 呼び径100 7.5K FCD製 内面粉体塗装 基 58,800 鉛レス対応品

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ﾈｼﾞ式 立形 呼び径125 7.5K FCD製 内面粉体塗装 基 79,900 鉛レス対応品

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ﾈｼﾞ式 立形 呼び径150 7.5K FCD製 内面粉体塗装 基 97,200 鉛レス対応品

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ﾈｼﾞ式 立形 呼び径200 7.5K FCD製 内面粉体塗装 基 146,000 鉛レス対応品

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ﾈｼﾞ式 立形 呼び径250 7.5K FCD製 内面粉体塗装 基 213,000 鉛レス対応品

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ﾈｼﾞ式 立形 呼び径300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 基 264,000 鉛レス対応品

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ﾈｼﾞ式 立形 呼び径100 10K FCD製 内面粉体塗装 基 64,600 鉛レス対応品

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ﾈｼﾞ式 立形 呼び径125 10K FCD製 内面粉体塗装 基 91,800 鉛レス対応品

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ﾈｼﾞ式 立形 呼び径150 10K FCD製 内面粉体塗装 基 106,000 鉛レス対応品

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ﾈｼﾞ式 立形 呼び径200 10K FCD製 内面粉体塗装 基 161,000 鉛レス対応品

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ﾈｼﾞ式 立形 呼び径250 10K FCD製 内面粉体塗装 基 234,000 鉛レス対応品

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ﾈｼﾞ式 立形 呼び径300 10K FCD製 内面粉体塗装 基 290,000 鉛レス対応品

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁 立形 呼び径350 内ﾈｼﾞ式 16K FCD製 内面粉体塗装 基 1,240,000

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁 立形 呼び径400 内ﾈｼﾞ式 16K FCD製 内面粉体塗装 基 1,800,000

２（２）耐震ソフトシール仕切弁

耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受口ﾀｲﾌﾟ) 呼び径400 内ﾈｼﾞ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装 基 980,000

耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受口ﾀｲﾌﾟ) 呼び径200 内ﾈｼﾞ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装 基 286,000

耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受口ﾀｲﾌﾟ) 呼び径250 内ﾈｼﾞ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装 基 416,000

耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受口ﾀｲﾌﾟ) 呼び径300 内ﾈｼﾞ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装 基 678,000
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品　　名 寸　　法 単位 単価（円） 備考

耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受口ﾀｲﾌﾟ) 呼び径400 内ﾈｼﾞ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装 基 1,080,000

NS形水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受口ﾀｲﾌﾟ) 呼び径350 内ﾈｼﾞ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装 基 582,000

２（３）バタフライ弁

NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動式) 呼び径450 7.5K FCD製 充水機能付 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ 内面粉体塗装 基 1,990,000

NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動式) 呼び径500 7.5K FCD製 充水機能付 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ 内面粉体塗装 基 2,190,000

NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動式) 呼び径600 7.5K FCD製 充水機能付 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ 内面粉体塗装 基 2,580,000

NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動式) 呼び径450 10K FCD製 充水機能付 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ 内面粉体塗装 基 2,160,000

NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動式) 呼び径500 10K FCD製 充水機能付 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ 内面粉体塗装 基 2,380,000

NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動式) 呼び径600 10K FCD製 充水機能付 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ 内面粉体塗装 基 2,800,000

NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動式) 呼び径450 16K FCD製 充水機能付 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ 内面粉体塗装 基 3,270,000

NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動式) 呼び径500 16K FCD製 充水機能付 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ 内面粉体塗装 基 3,600,000

NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動式) 呼び径600 16K FCD製 充水機能付 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ 内面粉体塗装 基 4,220,000

耐震継手付きﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動式) 両受口 NS形 呼び径500(7.5K) 充水機能付 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ 内面粉体塗装 基 2,260,000  接合材含む

耐震継手付きﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動式) 両受口 NS形 呼び径600(7.5K) 充水機能付 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ 内面粉体塗装 基 2,650,000  接合材含む

耐震継手付きﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動式) 両受口 NS形 呼び径500(10K) 充水機能付 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ 内面粉体塗装 基 2,450,000  接合材含む

耐震継手付きﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動式) 両受口 NS形 呼び径600(10K) 充水機能付 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ 内面粉体塗装 基 2,870,000  接合材含む

２（４）補修弁

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径75*100 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装 基 55,500

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径75*200 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装 基 62,800

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径100*250 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装 基 90,700

ﾎﾞｰﾙ式補修弁 ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径150*300 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装 基 271,000

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径75*100 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装 基 60,700

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径75*200 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装 基 68,400

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径100*250 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装 基 98,700

ﾎﾞｰﾙ式補修弁 ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径150*300 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装 基 295,000

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径75*200 16K FCD製 上面RF 内面粉体塗装 基 77,300

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径100*250 16K FCD製 上面RF 内面粉体塗装 基 111,000

ﾎﾞｰﾙ式補修弁 ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径150*340 16K FCD製 上面RF 内面粉体塗装 基 418,000

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径75*100 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装 基 59,600

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径75*200 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装 基 66,900

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径100*250 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装 基 95,400

ﾎﾞｰﾙ式補修弁 ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径150*300 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装 基 280,000

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径75*100 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装 基 64,800

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径75*200 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装 基 72,400

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径100*250 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装 基 103,000

ﾎﾞｰﾙ式補修弁 ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径150*300 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装 基 304,000

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径75*200 16K FCD製 上面GF 内面粉体塗装 基 85,500

ﾎﾞｰﾙ式補修弁(JWWA B 126) ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径100*250 16K FCD製 上面GF 内面粉体塗装 基 121,000

ﾎﾞｰﾙ式補修弁 ｷｬｯﾌﾟ式 呼び径150*340 16K FCD製 上面GF 内面粉体塗装 基 421,000

２（５）空気弁

水道用急速空気弁(JWWA B 137) ﾌﾗﾝｼﾞ付ねじ込み形 呼び径25 7.5K FCD製 内面粉体塗装 基 58,200
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品　　名 寸　　法 単位 単価（円） 備考

水道用急速空気弁(JWWA B 137) ﾌﾗﾝｼﾞ付ねじ込み形 呼び径25 10K 内面粉体塗装 基 61,800

水道用急速空気弁(JWWA B 137) ﾌﾗﾝｼﾞ形 呼び径75 16K FCD製 内面粉体塗装 基 86,300

水道用急速空気弁(JWWA B 137) ﾌﾗﾝｼﾞ形 呼び径100 16K FCD製 内面粉体塗装 基 104,000

水道用急速空気弁(JWWA B 137) ﾌﾗﾝｼﾞ形 呼び径150 16K FCD製 内面粉体塗装 基 268,000

３（１）鉄蓋

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製鉄蓋 完全防水　径600mm(T-25) 組 123,000

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製鉄蓋（ｶﾞｽ穴有) 簡易防水　径600mm(T-25) 組 59,800

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製鉄蓋（ｶﾞｽ穴有) 簡易防水　径600mm(T-14) 組 55,900

３（２）表示テープ類

管明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm t=0.15mm以上 ｍ 22.4

埋設表示ｼｰﾄ W=150mm ｍ 132

水道用識別ﾏｰｶｰ 本 1,110 MK-2W同等品

３（３）付属配管材

SUS製継手 異形六角ﾆｯﾌﾟﾙ ねじ込み式 1/2-3/8 個 367

SUS製継手 六角ﾆｯﾌﾟﾙ ねじ込み式 3/8 個 173

SUS製継手 ｴﾙﾎﾞ ねじ込み式 3/8 個 227

SUS製継手 600型ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ ねじ込み式 3/8 個 1,570

３（４）水道メーター

電磁式水道ﾒｰﾀｰ　 φ100(10K) 個 1,170,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ　 φ150(10K) 個 1,600,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ　 φ200(10K) 個 2,130,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ　 φ250(10K) 個 2,930,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ　 φ300(10K) 個 3,850,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ　 φ350(10K) 個 4,510,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ　 φ100(20K) 個 1,200,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ　 φ150(20K) 個 1,650,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ　 φ200(20K) 個 2,200,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ　 φ250(20K) 個 3,010,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ　 φ300(20K) 個 3,970,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ　 φ350(20K) 個 4,670,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ φ100(F12) 個 1,200,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ φ150(F12) 個 1,650,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ φ200(F12) 個 2,200,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ φ250(F12) 個 3,010,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ φ300(F12) 個 3,970,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ φ350(F12) 個 4,670,000 ※5

電磁式水道ﾒｰﾀｰ専用ｹｰﾌﾞﾙ 励磁用 個 18,400 MGA12W同等品

電磁式水道ﾒｰﾀｰ専用ｹｰﾌﾞﾙ 信号用 個 7,700 MGA12W同等品

３（５）仕切弁室（コンクリートボックス）
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仕切弁室　蓋付枠 D24蓋付枠 240*200 組 21,400

仕切弁室　蓋付枠 D32蓋付枠 320*200 組 30,600

仕切弁室　中間ﾌﾞﾛｯｸ 32B30 320*300 個 5,050

仕切弁室　中間ﾌﾞﾛｯｸ 32B20 320*200 個 3,790

仕切弁室　中間ﾌﾞﾛｯｸ 32B12.5 320*125 個 3,320

仕切弁室　中間ﾌﾞﾛｯｸ 32B10 320*100 個 2,970

仕切弁室　最下段ﾌﾞﾛｯｸ 32C30凹 320*450*300 個 7,010

仕切弁室　最下段ﾌﾞﾛｯｸ 32C15凹 320*450*150 個 5,680

仕切弁室　最下段ﾌﾞﾛｯｸ 32C30 320*450*300 個 7,010

仕切弁室　最下段ﾌﾞﾛｯｸ 32C20 320*450*200 個 6,260

仕切弁室　最下段ﾌﾞﾛｯｸ 45C 450*600*300 個 11,300

仕切弁室　ｽﾗﾌﾞ ｽﾗﾌﾞ160 組 38,800

仕切弁室　ｽﾗﾌﾞ ｽﾗﾌﾞ140 組 30,800

仕切弁室　ｽﾗﾌﾞ ｽﾗﾌﾞ100 組 10,300

仕切弁室　ｽﾗﾌﾞ ｽﾗﾌﾞ80 組 6,290

３（６）処理費

被覆物処理費 ﾅｹﾞｯﾄ処理 kg 65.0

４．基礎価格等

腹起し材（太鼓落し） 松　t=18cm　L=4.0m 本 4,800

ﾀｯﾋﾟﾝねじ用溝切り刃 75～450 枚 32,600

ﾀｯﾋﾟﾝねじ用切断刃 75～450 枚 52,200
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番号 補足内容

1 ＮＳ押輪、ＮＳｺﾞﾑ輪、ＮＳﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、SUS304T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、芯出しｺﾞﾑを含む

2 NS押輪、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、NSｺﾞﾑ輪、NSﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、SUS304T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを含む

3 継輪用割押輪に使用する付属品は、ダクタイル鋳鉄管NS形継輪に含まれている

4 ボルトナット等：SUS304相当品、焼付防止処理、絶縁防止処理

5

新計量法による型式認証されたもの、または、検定証明を受けたものであること。

測定精度：  計量法の基準値以内
配管方式：  フランジ型（変換器分離タイプ）
電　　　極： ＳＵＳ３１６Ｌ
ライニング： クロロプレンゴム、ポリウレタンゴムまたはテフロン樹脂（ＰＦＡ等）
表　　　示： ＬＥＤまたは液晶による積算流量表示、 瞬時流量表示（瞬時流量(m3/h),
                 積算流量(6桁以上)の表示機能を有すること）
出力信号： アナログ電流出力ＤＣ４－２０ｍＡ(積算パルス出力付き)    １パルス1m3とする。
電　　　源： ＡＣ１００Ｖ　６０Ｈｚ
用　　　途： 取引用（上水道）
構　　　造： 検出器・・・水中型（JIS　C0920　IP68相当）
　　　　　　   変換器・・・耐水型（JIS　C0920　IP66相当）
そ の 他 ： ・電源および外部入出力端子に適切な避雷機能を有すること。
  　　　       ・パルス、警報のオープンコレクタのコモンを個別端子とすること。

補　足　事　項
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