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【工事・修繕履歴入力シート記入例】 

「工事・修繕履歴入力シート」の「工事・修繕履歴」シートには、工事・

修繕の概要、契約情報を入力します。 

入力は、表１及び２の項目です。 

黄色のセルのみ 

入力できます。 

リストから選択

リストから選択

年度を入力

工事・修繕の業務名称を入力

工事・修繕場所の地番又は住所を入力 

工事・修繕に係る建設業許可業種を入力

『さいたま市環境配慮型公共施設整備指針』

による整備状況をチェック 

設計業務の委託代金を入力

保護されているセルへの変更

はしないでください。 

システムでの活用ができなく

なります。 
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表１ 工事・修繕履歴入力シート、工事・修繕履歴入力項目（１） 

入力項目 説明 

棟名称 修正の必要はありません。記入された棟を確認くだ

さい。 

年度 「平成○○年度」と入力します。年度内の日付を入

力することでも「平成○○年度」と表示されます。 

依頼 担当課 工事・修繕の予算課で、工事・修繕を他課に依頼す

る所属名をリストから選択します。 

担当者 依頼-担当課の担当者の名前を入力します。 

工事 担当課 工事・修繕の依頼を受けた所属名をリストから選択

してください。予算課が自課で工事・修繕する場合は、

予算課名をリストから選択します。 

担当者 工事-担当課の担当者名を入力します。 

受注者 工事・修繕を受注した業者名を入力します。 

 現場代理人 受注業者の現場代理人又は主任（監理）技術者の名

前を入力します。各々選任していない場合は、入力は

不要です。 

主任(監理)

技術者 

連絡先 受注業者の電話番号を入力します。 

棟名 施設のうち、工事・修繕した棟名を入力します。 

工事名 工事・修繕の業務名称を入力します。 

工事場所 工事・修繕を実施した場所の地番又は住所を入力し

ます。 

工事区分 工事・修繕に相当する建設業許可の業種区分を入力

します。 

環境配慮型公共施

設指針活用状況 

工事・修繕により『さいたま市環境配慮型公共施設

整備指針』に沿って整備した場合、各々チェックボッ

クスをチェックします。 

備考  
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表２ 工事・修繕履歴入力シート、工事・修繕履歴入力項目（２） 

入力項目 説明 

契約日 工事・修繕の契約締結日を入力します。 

契約変更日 契約変更した場合、工事・修繕の変更契約締結日を

入力します。複数回契約変更した場合は、最終の締結

日を入力します。 

工期（始） 工事・修繕の履行期間の開始日を入力します。 

工期（終） 工事・修繕の履行期間の終了日を入力します。 

変更工期（終） 変更契約により工期を延長した場合、変更後の履行

期間の終了日を入力します。複数回工期延長した場合

は、最終の終了日を入力します。 

引渡日 工事・修繕の引渡しの日を入力します。 

設計額 工事・修繕に係る設計業務がある場合、設計業務の

委託金額を入力します。 

契約額 工事・修繕の当初契約の請負代金額を入力します。 

契約最終額 請負代金額を変更した場合、最終の請負代金額を入

力します。 
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「工事・修繕履歴入力シート」の「工事・修繕部位」シートには、工事・

修繕によって修繕、更新した部位の情報を入力します。 

入力は、表３の項目です。 

・ 新たに設置した部位を追加する場合 

≪部位追加≫ボタンをクリックして各項目を入力します。誤って≪部位

追加≫ボタンをクリックした場合は、削除する部位を選択して≪部位削除

≫ボタンをクリックします。 

・ シートに記載がある既存の部位を更新した場合 

処理を「修正」、工事・修繕対象を「対象」に変更し、修正する項目を上

書きにて入力します。 

・ シートに記載がある既存の部位を取り除いた場合 

処理を「削除」、工事・修繕対象を「対象」に変更します。 

工事・修繕したシートに記載がある部位の情報を更新するには、工事・修

繕対象を「対象」と選択しなければなりません。必ず「対象」を選択してく

ださい。「対象」を選択せず空欄の場合、部位の情報は更新されません。 
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黄色のセルのみ 

入力できます。 

新たな部位を追加する場合クリック

部位を取り除いた場合

部位を交換等した場合

新たな部位を追加するため 

≪部位追加≫をクリックした場合

リストから選択

リストから選択

部位の具体的な仕様を入力

個別の機器を特定する番号を入力

部位の具体的な名称を入力

保護されているセルへの変更

はしないでください。 

システムでの活用ができなく

なります。 
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黄色のセルのみ 

入力できます。 

部位の数量及び単位を入力

部位のメーカー名及びメーカー型番を入力

部位の設置場所を入力

部位の設置年を入力 

更新した場合は上書きにて更新年を入力 

補修、部品交換した場合に実施年、範囲を入力 

入力例：「補修:2016 年,10ｍ」「ガス交換:2016 年」 

保護されているセルへの変更

はしないでください。 

システムでの活用ができなく

なります。 
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表３ 工事・修繕履歴入力シート、工事・修繕部位入力項目 

入力項目 説明 

処理 追加 工事・修繕により新たに設置した部位を追加する場合

に選択します。 

修正 工事・修繕によりシートに記載がある既存の部位を更

新、補修、部品交換した場合に選択します。 

削除 工事・修繕によりシートに記載がある既存の部位を取

り除いた場合に選択します。 

工事・修

繕対象 

対象 入力項目「処理」で「追加」「修正」「削除」を選択し

た場合は「対象」を選択します。 

大区分 小区分仕様欄にある「□▼ 」をクリックし、リストから

選択します。 

リストから選択できる項目は、参考「部位区分一覧」

です。 

中区分 

小区分 

小区分仕様 

部位名称 部位の具体的な名称を入力します。 

Ｅｘ．「屋上仕上」「発電機」「空調機器」.etc 

所管課 部位を所有する所管課をリストより選択します。 

部位仕様 部位の具体的な仕様を入力します。 

Ｅｘ．「ウレタン塗膜防水」「自家発電装置 ガスタービ

ン機関 6kV 1250KVA」「パッケージ形空調機 天吊露出型 

冷房能力/暖房能力：5.6/6.3KW」.etc 

機器番号 設備機器の機器番号を入力します。 

個別数量１、個

別数量２ 

大区分、中区分、小区分、小区分仕様をリストから選

択すると、部位に関わる数量の名称、単位が表示されま

す表示されたものに対する数量を入力します。 

Ｅｘ．「面積、100、㎡」「高さ、10、ｍ」.etc 

数量 部位の数量を入力します。 

単位 部位の数量に対する単位を入力します。 

メーカー名 機器のメーカー名を入力します。 

メーカー型番 機器のメーカー型番号を入力します。 

設置場所 部位が設置してある場所を入力します。 

設置（更新）年 設置した年を入力します。更新の場合は、更新した年

を上書きにて入力します。ただし、補修、部品交換の場

合は変更しません。 

備考 補修、部品交換した場合に実施年、範囲などを入力し

ます。 

Ｅｘ．「補修：○○年、○ｍ」「××交換：○○年」 



大区分（建築）

大区分
名称

中区分
名称

小区分
名称

小区分仕様
名称

建築 外構 地盤 地盤
建築 外構 コンクリートブロック コンクリートブロック
建築 外構 金属フェンス等 金属フェンス等
建築 外構 門 門
建築 外構 手摺り等 手摺り等
建築 外構 点字ブロック 点字ブロック
建築 外構 出入り口ミラー 出入り口ミラー
建築 外構 区分線 区分線
建築 外構 車止め ｽﾃﾝﾚｽ製車止めﾎﾟｰﾙ
建築 外構 旗ﾎﾟｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製旗ﾎﾟｰﾙ (H=6,000)
建築 外構 旗ﾎﾟｰﾙ ｱﾙﾐ製旗ﾎﾟｰﾙ (H=6,000)
建築 外構 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
建築 外構 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 透水性舗装
建築 外構 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
建築 外構 ﾌﾞﾛｯｸ系舗装 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装
建築 外構 外部側溝・排水管 遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ雨水排水管
建築 外構 擁壁 擁壁 (ｺﾝｸﾘｰﾄ   H=1,200)
建築 外構 擁壁 擁壁 (花崗岩張  ｺﾝｸﾘｰﾄ  H=1,200)
建築 外構 囲障（ｱﾙﾐ製） 囲障 (下部ｺﾝｸﾘｰﾄ  H=400  ｱﾙﾐ製  H=800)
建築 外構 囲障（鋼製亜鉛めっき） 囲障 (下部ｺﾝｸﾘｰﾄ  H=400  鋼製亜鉛めっき  H=800)
建築 外構 掲示板 ｱﾙﾐ製屋外掲示板 (1,800×1,800)
建築 外構 掲示板 ｽﾃﾝﾚｽ製屋外掲示板 (1,800×1,800)
建築 外構 その他外構 その他外構
建築 構造 杭地業 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭  中堀  特定埋込杭工法 (2本継 20m､450φ)

建築 構造 杭地業 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭  ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法 (大臣認定) (2本継 20m､450φ)

建築 構造 杭地業 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭  ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法 (25m､1,000φ)
建築 構造 杭地業 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭  ﾘﾊﾞｰｽ工法 (ｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝ) (40m､1,500φ)

建築 構造 杭地業 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭  ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法 (30m､1,500φ)
建築 構造 杭地業 鋼杭 (打込み工法)
建築 構造 杭地業 鋼杭 (特定埋込杭工法)
建築 構造 杭地業 場所打ち鋼管ｺﾝｸﾘｰﾄ杭工法
建築 構造 一般地業 地業  砂利(厚 60) 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ(厚 50)
建築 構造 一般地業 地業  断熱材 (ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 25)
建築 構造 一般地業 地業  防湿層 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 0.15mm)
建築 構造 一般地業 根切り  総堀機械 (ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ､2m)
建築 構造 一般地業 根切り  総堀機械 (山止めｵｰﾌﾟﾝ､6m)
建築 構造 一般地業 地業  砂（厚80）
建築 構造 一般地業 地業  割り石（厚150）捨てｺﾝｸﾘｰﾄ（厚60）
建築 構造 構造躯体 埋戻し及び盛土  搬入土､機械
建築 構造 構造躯体 山止め  鋼矢板山留め壁 (低騒音､ Ⅲ､ 6ヶ月)
建築 構造 構造躯体 山止め  親杭横矢板山留め壁 (低騒音､400H､ 6ヶ月)
建築 構造 構造躯体 連壁  ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ列柱壁 (切削径 550)
建築 構造 構造躯体 連壁  連続壁 (壁厚 500)
建築 構造 構造躯体 ｱｰｽｱﾝｶｰ  ﾛｰﾀﾘｰ (115､ 50T)
建築 構造 構造躯体 ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体  ﾎﾟﾝﾌﾟ (ｽﾗﾝﾌﾟ  18､ 地上､ 21N/mm２)
建築 構造 構造躯体 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎  ﾎﾟﾝﾌﾟ (ｽﾗﾝﾌﾟ  15､ 地上､ 21N/mm２)
建築 構造 構造躯体 型枠RCﾗｰﾒﾝ  地上普通 (階高 4,000)
建築 構造 構造躯体 型枠RCﾗｰﾒﾝ  地上打放し (階高4,000)
建築 構造 構造躯体 型枠SRCﾗｰﾒﾝ  地上普通 (階高4,000)
建築 構造 構造躯体 鉄筋 (一般ﾗｰﾒﾝ) (200 t)
建築 構造 構造躯体 鉄筋 (特殊ﾗｰﾒﾝ) (200 t)
建築 構造 構造躯体 鉄骨  S造 (ﾛｰﾙH､100kg/m2)
建築 構造 構造躯体 鉄骨  S造 (既成ｺﾗﾑ､110kg/m2)
建築 構造 構造躯体 鉄骨  S造 (ﾋﾞﾙﾄH､80kg/m2)
建築 構造 構造躯体 ALC  屋根  非歩行 (厚 100)
建築 構造 構造躯体 ALC  床 (厚 150)
建築 構造 構造躯体 ALC  外壁 (厚 100)
建築 構造 構造躯体 ALC  間仕切壁 (厚 100)
建築 構造 構造躯体 補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ150(空洞ﾌﾞﾛｯｸ16)
建築 構造 その他構造 その他構造
建築 屋根仕上 屋根防水＋押えｺﾝ 屋根  ｱｽﾌｧﾙﾄ防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ

〔参考〕 部位名称一覧

参考-1



大区分
名称

中区分
名称

小区分
名称

小区分仕様
名称

建築 屋根仕上 屋根防水＋押えｺﾝ 屋根  ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ﾊﾟﾗぺｯﾄ立上り乾式保護
建築 屋根仕上 屋根露出防水 屋根  ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水
建築 屋根仕上 屋根露出防水 屋根  ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水ﾊﾟﾗぺｯﾄ立上り
建築 屋根仕上 ｼｰﾄ系防水 屋根  改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水 (ﾄｰﾁ工法)  (厚5.5mm)
建築 屋根仕上 ｼｰﾄ系防水 屋根  合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水S-1 (厚1.2mm)
建築 屋根仕上 ｼｰﾄ系防水 屋根  合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水S-1 (厚1.4mm)
建築 屋根仕上 ｼｰﾄ系防水 屋根  合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水S-1 (厚1.5mm)
建築 屋根仕上 塗膜防水 屋根  塗膜防水 (ｳﾚﾀﾝ系X-1)
建築 屋根仕上 塗膜防水 屋根  塗膜防水 (ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系Y-1)
建築 屋根仕上 屋根ｽﾚｰﾄ・かわら類 屋根  ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺き
建築 屋根仕上 屋根ｽﾚｰﾄ・かわら類 屋根  ｽﾚｰﾄ波板葺き
建築 屋根仕上 屋根ｽﾚｰﾄ・かわら類 屋根  粘土瓦葺き
建築 屋根仕上 屋根折板 屋根  折板葺き
建築 屋根仕上 屋根長尺金属板 屋根  長尺金属板葺き
建築 屋根仕上 屋根長尺金属板 屋根　ｶﾗｰｱﾙﾐ段葺き
建築 屋根仕上 ｽﾃﾝﾚｽ製笠木 屋根  ｽﾃﾝﾚｽ製笠木 (t=1.2､ 幅 350)
建築 屋根仕上 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木 屋根  ｱﾙﾐ製笠木 (t=3.0､ 幅 350)
建築 屋根仕上 その他屋根仕上 その他屋根仕上
建築 屋根仕上 その他屋根仕上 モルタル防水
建築 屋根仕上 その他屋根仕上 アルミ製プール
建築 外壁仕上 外壁－石 外壁  花崗岩張 (1等品本磨  乾式工法  40)
建築 外壁仕上 外壁－石 外壁  大理石張 (1等品本磨  乾式工法  40)
建築 外壁仕上 外壁－ﾀｲﾙ 外壁  小ﾛﾀｲﾙ張 (密着 磁器質)
建築 外壁仕上 外壁－ﾀｲﾙ 外壁  二丁掛ﾀｲﾙ張 (密着 磁器質)
建築 外壁仕上 外壁－ﾀｲﾙ 外壁  ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張 (ﾏｽｸ張)
建築 外壁仕上 外壁仕上塗材 外壁  複層仕上塗材 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地複層塗材 CE)
建築 外壁仕上 外壁仕上塗材 外壁  複層仕上塗材 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地可とう形複層塗材 CE)
建築 外壁仕上 外壁仕上塗材 外壁  複層仕上塗材 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地複層塗材 Si)
建築 外壁仕上 外壁仕上塗材 外壁  複層仕上塗材 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地複層塗材 RS)
建築 外壁仕上 外壁仕上塗材 外壁  複層仕上塗材 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地防水形複層塗材 CE)
建築 外壁仕上 外壁仕上塗材 外壁  厚付け仕上塗材 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地外装厚塗材 C)
建築 外壁仕上 外壁仕上塗材 外壁  厚つけ仕上塗材 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地外装厚塗材 E)
建築 外壁仕上 外壁塗装 外壁  合成樹脂調合ぺｲﾝﾄ塗り
建築 外壁仕上 外壁塗装 外壁  ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り
建築 外壁仕上 外壁塗装 外壁  ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り
建築 外壁仕上 外壁塗装 外壁  2液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗り
建築 外壁仕上 外壁塗装 外壁  常温乾燥形ふっ素樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り
建築 外壁仕上 外壁塗装 外壁  つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り
建築 外壁仕上 外壁塗装 外壁  合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り
建築 外壁仕上 外壁塗装 外壁  塩化ｺﾞﾑ系ｴﾅﾒﾙ塗り
建築 外壁仕上 外壁塗装 外壁  ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り（2－ASE)
建築 外壁仕上 外壁塗装 外壁  ﾏｽﾁｯｸ塗材塗り
建築 外壁仕上 外壁既成板 外壁  ｽﾚｰﾄ波板張
建築 外壁仕上 外壁既成板 外壁  ﾎﾞｰﾄﾞ張 (押出成形ｾﾒﾝﾄ版ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ厚50)
建築 外壁仕上 外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ 外壁  外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ (変成ｼﾘｺﾝ)
建築 外壁仕上 外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ 外壁  外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ (ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系)
建築 外壁仕上 外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ 外壁  外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ (ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系）
建築 外壁仕上 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ  ｽﾃﾝﾚｽ製嵌殺ﾊﾟﾈﾙ (1,200×3,600)
建築 外壁仕上 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ  ｱﾙﾐ製嵌殺ﾊﾟﾈﾙ (1,200×3,600)
建築 外壁仕上 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ  ｽﾃﾝﾚｽ製縦軸回転窓ﾊﾟﾈﾙ (1,200×3,600)
建築 外壁仕上 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ  ｱﾙﾐ製縦軸回転窓ﾊﾟﾈﾙ (1,200×3,600)
建築 外壁仕上 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ  PC製二丁掛ﾀｲﾙ (t=120)
建築 外壁仕上 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ  PC製ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ (t=120)
建築 外壁仕上 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ  PC製花崗岩張 (t=120)
建築 外壁仕上 外部天井金属成形板 外部天井  ｽﾃﾝﾚｽ製ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ張 (W=100)
建築 外壁仕上 外部天井金属成形板 外部天井  ｱﾙﾐ製ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ張 (W=100)
建築 外壁仕上 外部天井ﾎﾞｰﾄﾞ 外部天井  珪酸ｶﾙｼｳﾑ板張EP塗
建築 外壁仕上 その他外壁仕上 その他外壁仕上
建築 外部建具 外部ｱﾙﾐﾆｳﾑ建具 外部建具  ｱﾙﾐ製嵌殺窓 (1,000×1,000×70)
建築 外部建具 外部ｱﾙﾐﾆｳﾑ建具 外部建具  ｱﾙﾐ製引違窓 (1,700×1,500×70)
建築 外部建具 外部ｱﾙﾐﾆｳﾑ建具 外部建具  ｱﾙﾐ製片引窓 (1,700×1,500×70)
建築 外部建具 外部ｱﾙﾐﾆｳﾑ建具 外部建具  ｱﾙﾐ製縦軸回転窓 (1,200×1,500×70)
建築 外部建具 外部ｱﾙﾐﾆｳﾑ建具 外部建具  ｱﾙﾐ製横軸回転窓 (1,200×1,500×70)
建築 外部建具 外部ｱﾙﾐﾆｳﾑ建具 外部建具  ｱﾙﾐ製すべり出窓 (1,000×1,000×70)
建築 外部建具 外部ｱﾙﾐﾆｳﾑ建具 外部建具  ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ (800×800×70)
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建築 外部建具 外部ｱﾙﾐﾆｳﾑ建具 外部建具  ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ (1,200×1,200×70)
建築 外部建具 外部ｱﾙﾐﾆｳﾑ建具 外部建具  ｱﾙﾐ製引違窓 (1,700×1,500×71)
建築 外部建具 外部ｽﾃﾝﾚｽ建具 外部建具  ｽﾃﾝﾚｽ製両開扉 (1,800×2,000×120)
建築 外部建具 外部ｽﾃﾝﾚｽ建具 外部建具  ｽﾃﾝﾚｽ製片開扉 (900×2,000×120)
建築 外部建具 外部ｽﾃﾝﾚｽ建具 外部建具  ｽﾃﾝﾚｽ製縦軸回転窓 (1,200×1,500×70)
建築 外部建具 外部ｽﾃﾝﾚｽ建具 外部建具  ｽﾃﾝﾚｽ製横軸回転窓 (1,200×1,500×70)
建築 外部建具 外部ｽﾃﾝﾚｽ建具 外部建具  ｽﾃﾝﾚｽ製点検ﾛ (600×600×70)
建築 外部建具 外部ｽﾃﾝﾚｽ建具 外部建具  ｽﾃﾝﾚｽ製ｶﾞﾗﾘ (800×800×70)
建築 外部建具 外部ｽﾃﾝﾚｽ建具 外部建具  ｽﾃﾝﾚｽ製ｶﾞﾗﾘ (1,200×1,200×70)
建築 外部建具 外部鋼製建具 外部建具  鋼製両開扉SOP (1,800×2,000×120)
建築 外部建具 外部鋼製建具 外部建具  鋼製片開扉SOP (900×2,000×120)
建築 外部建具 外部鋼製建具 外部建具  鋼製亜鉛めっき点検口 (600×600×70)
建築 外部建具 自動扉 外部建具  ｽﾃﾝﾚｽ製自動両開扉 (4,400×2,500×100)
建築 外部建具 自動扉 外部建具  ｽﾃﾝﾚｽ製自動両開扉 (2,200×2,500×100)
建築 外部建具 鋼製ｼｬｯﾀｰ 外部建具  鋼製重量ｼｬｯﾀｰ (6,000×2,500)
建築 外部建具 鋼製ｼｬｯﾀｰ 外部建具  鋼製重量ｼｬｯﾀｰ (4,000×2,500)
建築 外部建具 鋼製ｼｬｯﾀｰ 外部建具  鋼製軽量ｼｬｯﾀｰ (3,000×2,500)
建築 外部建具 ガラス 外部建具　ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ
建築 外部建具 その他外部建具 その他外部建具
建築 外部雑 屋根樋 屋根  硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管外部縦樋 (100)
建築 外部雑 屋根樋 屋根  鋼管製外部縦樋 (100 OP)
建築 外部雑 屋根樋 屋根  鋼管製内部縦樋 (100 防露 OP)
建築 外部雑 屋根雑 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ (800×800)
建築 外部雑 外部雑 ｽﾃﾝﾚｽ製手摺(H=1,100､42.7φ)
建築 外部雑 外部雑 ｱﾙﾐ製手摺(H=1,100､ 90×60)
建築 外部雑 外部雑 鋼製亜鉛めっき手摺 (H=1,100､ 60×30)
建築 外部雑 外部雑 ｽﾃﾝﾚｽ製丸環 (19､内径 150)
建築 外部雑 外部雑 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾗｯﾌﾟ (25､W=400)
建築 外部雑 外部床―石 外部床  花崗岩張 (土間ｺﾝｸﾘｰﾄ共､2等品､30)
建築 外部雑 外部床―石 外部床  花崗岩張 (防水共､2等品､30)
建築 外部雑 外部床―ﾀｲﾙ 外部床  ﾀｲﾙ張 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地共､磁器質 100×100)
建築 外部雑 外部床―ﾀｲﾙ 外部床  ﾀｲﾙ張 (防水共､磁器質 100×100)
建築 外部雑 平板舗装 外部雑  化粧平板敷 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地共)
建築 外部雑 平板舗装 外部雑  化粧平板敷 (防水共)
建築 外部雑 その他外部雑 その他外部雑
建築 内部仕上 内部床－石 内部床  花崗岩張 (2等品､30)
建築 内部仕上 内部床－石 内部床  大理石張 (2等品､30)
建築 内部仕上 内部床－ﾀｲﾙ 内部床  ﾀｲﾙ張 (磁器質 100×100)
建築 内部仕上 内部床－ﾀｲﾙ 内部床  ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張 (磁器質 50×50)
建築 内部仕上 内部床－ﾀｲﾙ 内部床  ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張 (防水共 磁器質 50×50)
建築 内部仕上 内部床－塗床 内部床  合成樹脂塗り床 (ｳﾚﾀﾝ)
建築 内部仕上 内部床－ﾋﾞﾆﾙ系 内部床  ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地､半硬質)
建築 内部仕上 内部床－ﾋﾞﾆﾙ系 内部床  ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地､NC発泡層なし)
建築 内部仕上 内部床－ﾋﾞﾆﾙ系 内部床  ｺﾞﾑ床ﾀｲﾙ張り
建築 内部仕上 内部床－ﾋﾞﾆﾙ系 内部床  ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼（ｺﾝｸﾘｰﾄ下地,DC発砲層有り）
建築 内部仕上 内部床－ｶｰﾍﾟｯﾄ 内部床  ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ敷 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地､ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ)
建築 内部仕上 内部床－ｶｰﾍﾟｯﾄ 内部床  ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地)
建築 内部仕上 内部床－ｶｰﾍﾟｯﾄ 内部床  じゅうたん
建築 内部仕上 内部床－ｶｰﾍﾟｯﾄ 内部床  ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ
建築 内部仕上 二重床＋ｶｰﾍﾟｯﾄ 内部床  ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ (500×500 H=100)
建築 内部仕上 二重床＋ﾋﾞﾆﾙ系床材 内部床  ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ張ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ (500×500 H=250)
建築 内部仕上 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 内部床  ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り
建築 内部仕上 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 内部床  体育館ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り
建築 内部仕上 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 内部床  縁甲板張り
建築 内部仕上 畳 内部床  畳敷き
建築 内部仕上 内壁－石 内壁  花崗岩張 (1等品 乾式工法 25)
建築 内部仕上 内壁－石 内壁  大理石張 (1等品 乾式工法 25)
建築 内部仕上 内壁－ﾀｲﾙ 内壁  ﾀｲﾙ張 (磁器質 100×100)
建築 内部仕上 内壁－ﾎﾞｰﾄﾞ 内壁  ﾎﾞｰﾄﾞEP
建築 内部仕上 内壁－ﾎﾞｰﾄﾞ 内壁  軽鉄ﾎﾞｰﾄﾞEP
建築 内部仕上 内壁－ﾎﾞｰﾄﾞ 内壁  ｳｫｰﾙﾅｯﾄ練付張 (t=9､ 胴縁共)
建築 内部仕上 内壁－ﾎﾞｰﾄﾞ 内壁  ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板張 (t=9､ 胴縁共)
建築 内部仕上 内壁－ﾎﾞｰﾄﾞ 内壁  塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り
建築 内部仕上 内壁－ﾎﾞｰﾄﾞ 内壁  合成樹脂調合ぺｲﾝﾄ塗り
建築 内部仕上 内壁－ﾎﾞｰﾄﾞ 内壁  ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 (GL工法､ GB､t=12.5+12.5)
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建築 内部仕上 内壁－ﾎﾞｰﾄﾞ 内壁  ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾎﾞｰﾄﾞ (軽鉄下地､準不燃)
建築 内部仕上 内壁－ﾎﾞｰﾄﾞ 内壁  せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り
建築 内部仕上 内壁－ﾎﾞｰﾄﾞ 内壁  せっこうﾎﾞｰﾄﾞ２重貼（ｼﾞｮｲﾝﾄ工法）
建築 内部仕上 内壁－ﾎﾞｰﾄﾞ 内壁  壁紙張り
建築 内部仕上 壁－左官仕上 内壁　左官仕上（じゅらく）
建築 内部仕上 幅木－ﾋﾞﾆﾙ系 幅木  ﾋﾞﾆﾙ幅木 (H=60)
建築 内部仕上 幅木－ﾋﾞﾆﾙ系 幅木  木製幅木 (H=75)
建築 内部仕上 可動間仕切 内壁  可動間仕切壁 (H=3,000)
建築 内部仕上 可動間仕切 内壁  移動間仕切
建築 内部仕上 幅木－石 幅木  大理石張 (H=60)
建築 内部仕上 幅木－ﾀｲﾙ 幅木  ﾀｲﾙ張 (H=60)
建築 内部仕上 壁－内部塗装 内壁  ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り（CL)
建築 内部仕上 壁－内部塗装 内壁  ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散形塗装塗り
建築 内部仕上 壁－内部塗装 内壁  合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗料塗り（EP-T)
建築 内部仕上 壁－内部塗装 内壁  ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り（UC)
建築 内部仕上 壁－内部塗装 内壁  ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り（OS)
建築 内部仕上 天井金属成形板 内部天井  ｱﾙﾐﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ張 (W=100)
建築 内部仕上 天井金属成形板 内部天井  ｽﾃﾝﾚｽﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ張 (W=100)
建築 内部仕上 天井ﾎﾞｰﾄﾞ 内部天井  ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張 (PB下地  t=9.5  t=12)
建築 内部仕上 天井ﾎﾞｰﾄﾞ 内部天井  不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ (t=9.5  化粧あり)
建築 内部仕上 天井ﾎﾞｰﾄﾞ 内部天井  珪酸ｶﾙｼｳﾑ板EP塗 (t=6)
建築 内部仕上 天井ﾎﾞｰﾄﾞ 内部天井  ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 (GB下地  t=9.5)
建築 内部仕上 天井ﾎﾞｰﾄﾞ 内部天井 合板張り
建築 内部仕上 天井ﾎﾞｰﾄﾞ 内部天井 化粧石膏ボード貼
建築 内部仕上 天井ﾎﾞｰﾄﾞ 内部天井 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ貼
建築 内部仕上 天井ｺﾝｸﾘｰﾄ 内部天井  軽量骨材仕上塗材 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地)
建築 内部仕上 天井ｺﾝｸﾘｰﾄ 内部天井  ｸﾞﾗｽｳｰﾙｶﾞﾗｽｸﾛｽ張 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地  t=25)
建築 内部仕上 ｼｽﾃﾑ天井 内部天井  ｼｽﾃﾑ天井
建築 内部仕上 その他内部仕上 その他内部仕上
建築 内部建具 鋼製軽量建具 内部建具  鋼製軽量両開扉 (1,800×2,000×120)
建築 内部建具 鋼製軽量建具 内部建具  鋼製軽量片開扉 (900×2,000×120)
建築 内部建具 鋼製軽量建具 内部建具  鋼製軽量親子扉 (1,350×2,000×120)
建築 内部建具 内部鋼製建具 内部建具  鋼製両開扉SOP (1,800×2,000×120)
建築 内部建具 内部鋼製建具 内部建具  鋼製片開扉SOP (900×2,000×120)
建築 内部建具 内部鋼製建具 内部建具  鋼製親子扉SOP (1,350×2,000×120)
建築 内部建具 内部ｽﾃﾝﾚｽ製建具 内部建具  ｽﾃﾝﾚｽ製両開扉 (1,800×2,000×120)
建築 内部建具 内部ｽﾃﾝﾚｽ製建具 内部建具  ｽﾃﾝﾚｽ製片開扉 (900×2,000×120)
建築 内部建具 内部ｽﾃﾝﾚｽ製建具 内部建具  ｽﾃﾝﾚｽ製親子扉 (1,350×2,000×120)
建築 内部建具 木製建具 内部建具  木製両開扉 (1,800×2,000×40)
建築 内部建具 木製建具 内部建具  木製片開扉 (900×2,000×40)
建築 内部建具 その他内部建具 その他内部建具
建築 内部雑 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 便所ｽｸﾘｰﾝ化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ (3連､7,200×1,820)
建築 内部雑 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 便所ｽｸﾘｰﾝ珪酸ｶﾙｼｳﾑ板ﾊﾟﾈﾙ (3連､7,200×1,820)
建築 内部雑 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 便所ｽｸﾘｰﾝﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板ﾊﾟﾈﾙ (3連､7,200×1,820)
建築 内部雑 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 化粧洗面ｶｳﾝﾀｰ
建築 内部雑 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
建築 内部雑 書架 固定書架 (1,800×2,000×400)
建築 内部雑 書架 可動書架 (1,800×2,000×400)
建築 内部雑 書架 壁面収納 (5,000×2,100×450)
建築 内部雑 造付け家具 造付け家具
建築 内部雑 手すり ｽﾃﾝﾚｽ製内部手摺 (H=1,200)
建築 内部雑 流し台 流し台
建築 内部雑 ｽｸﾘｰﾝ ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ
建築 内部雑 ｶｰﾃﾝ ｶｰﾃﾝ及びｶｰﾃﾝﾚｰﾙ
建築 内部雑 その他内部雑 その他内部雑
建築 その他建築 その他建築 その他建築

大区分（電気）

大区分
名称

中区分
名称

小区分
名称

小区分仕様
名称

電気 受変電 特高受電盤 特高配電盤  22ｋＶ 気中絶縁 2回線受電 (屋外)
電気 受変電 特高変圧器盤 特高配電盤  変圧器盤　ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器　3,000ｋＶA (屋内)

電気 受変電 特高変圧器盤 特高配電盤  変圧器盤　ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器　5,000ｋＶA (屋内)

電気 受変電 特高変圧器盤 特高配電盤  変圧器盤　ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器　3,000ｋＶA (屋外)
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大区分
名称

中区分
名称

小区分
名称

小区分仕様
名称

電気 受変電 特高変圧器盤 特高配電盤  変圧器盤　ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器　5,000ｋＶA (屋外)

電気 受変電 特高変圧器 特高機器　ｶﾞｽ変圧器　3,000ｋＶA (屋内)
電気 受変電 特高変圧器 特高機器　ｶﾞｽ変圧器　5,000ｋＶA (屋内)
電気 受変電 特高変圧器 特高機器　ｶﾞｽ変圧器　3,000ｋＶA (屋外)
電気 受変電 特高変圧器 特高機器　ｶﾞｽ変圧器　5,000ｋＶA (屋外)
電気 受変電 特高変圧器 特高機器　ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器　3,000ｋＶA
電気 受変電 特高変圧器 特高機器　ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器　5,000ｋＶA
電気 受変電 高圧受配電盤 高圧配電盤  受電盤 (屋内)
電気 受変電 高圧受配電盤 高圧配電盤  受電盤 (屋外)
電気 受変電 高圧受配電盤 高圧配電盤  計器用変圧変流器盤 (屋内)
電気 受変電 高圧受配電盤 高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋内)
電気 受変電 高圧受配電盤 高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋外)
電気 受変電 高圧変圧器盤 高圧配電盤　変圧器盤 (屋内)　単相 75kVA
電気 受変電 高圧変圧器盤 高圧配電盤  変圧器盤 (屋内)　単相 100kVA
電気 受変電 高圧変圧器盤 高圧配電盤  変圧器盤 (屋内)　単相 200kVA
電気 受変電 高圧変圧器盤 高圧配電盤  変圧器盤 (屋内)　単相 300kVA
電気 受変電 高圧変圧器盤 高圧配電盤  変圧器盤 (屋内)　三相 100kVA
電気 受変電 高圧変圧器盤 高圧配電盤  変圧器盤 (屋内)　三相 300kVA
電気 受変電 高圧変圧器盤 高圧配電盤  変圧器盤 (屋内)　三相 500kVA
電気 受変電 高圧変圧器盤 高圧配電盤  変圧器盤 (屋外)　単相 75kVA
電気 受変電 高圧変圧器盤 高圧配電盤  変圧器盤 (屋外)　単相 100kVA
電気 受変電 高圧変圧器盤 高圧配電盤  変圧器盤 (屋外)　単相 200kVA
電気 受変電 高圧変圧器盤 高圧配電盤  変圧器盤 (屋外)　単相 300kVA
電気 受変電 高圧変圧器盤 高圧配電盤  変圧器盤 (屋外)　三相 100kVA
電気 受変電 高圧変圧器盤 高圧配電盤  変圧器盤 (屋外)　三相 300kVA
電気 受変電 高圧変圧器盤 高圧配電盤  変圧器盤 (屋外)　三相 500kVA
電気 受変電 高圧コンデンサ盤 高圧配電盤  高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤　三相 75kVar
電気 受変電 高圧コンデンサ盤 高圧配電盤  高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤　三相 100kVar
電気 受変電 高圧コンデンサ盤 高圧配電盤  高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤　三相 200kVar
電気 受変電 高圧コンデンサ盤 高圧配電盤  高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤　三相 300kVar
電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  変圧器 (油入)　単相 75kVA
電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  変圧器 (油入)　単相 100kVA
電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  変圧器 (油入)　単相 200kVA
電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  変圧器 (油入)　単相 300kVA
電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　単相 75kVA (JIS C 4306 による)

電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　単相 100kVA (JIS C 4306 による)

電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　単相 200kVA (JIS C 4306 による)

電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　単相 300kVA (JIS C 4306 による)

電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  高効率変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　単相 75kVA （JEM 1483による）

電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  高効率変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　単相 100kVA （JEM 1483による）

電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  高効率変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　単相 200kVA （JEM 1483による）

電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  高効率変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　単相 300kVA （JEM 1483による）

電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  変圧器 (油入)　三相 100kVA
電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  変圧器 (油入)　三相 300kVA
電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  変圧器 (油入)　三相 500kVA
電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　三相 100kVA (JIS C 4306 による)

電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　三相 300kVA (JIS C 4306 による)

電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　三相 500kVA (JIS C 4306 による)

電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  高効率変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　三相 100kVA （JEM 1483による）

電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  高効率変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　三相 300kVA （JEM 1483による）

電気 受変電 高圧変圧器 高圧機器  高効率変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　三相 500kVA （JEM 1483による）

電気 受変電 高圧進相コンデンサ 高圧機器　高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)  75kVar
電気 受変電 高圧進相コンデンサ 高圧機器　高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)  100kVar
電気 受変電 高圧進相コンデンサ 高圧機器　高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)  200kVar
電気 受変電 高圧進相コンデンサ 高圧機器　高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)  300kVar
電気 受変電 高圧進相コンデンサ 高圧機器　高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)  75kVar
電気 受変電 高圧進相コンデンサ 高圧機器　高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)  100kVar
電気 受変電 高圧進相コンデンサ 高圧機器　高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)  200kVar
電気 受変電 高圧進相コンデンサ 高圧機器　高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)  300kVar
電気 受変電 高圧直列リアクトル 高圧機器　直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)  4.79kVar
電気 受変電 高圧直列リアクトル 高圧機器　直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)   6.38kVar
電気 受変電 高圧直列リアクトル 高圧機器　直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)   12.8kVar
電気 受変電 高圧直列リアクトル 高圧機器　直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)   19.1kVar
電気 受変電 高圧直列リアクトル 高圧機器　直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)   4.79kVar
電気 受変電 高圧直列リアクトル 高圧機器　直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)   6.38kVar
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大区分
名称

中区分
名称

小区分
名称

小区分仕様
名称

電気 受変電 高圧直列リアクトル 高圧機器　直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)   12.8kVar
電気 受変電 高圧直列リアクトル 高圧機器　直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)   19.1kVar
電気 受変電 その他受変電 その他受変電
電気 発電・静止形電源 非常用ディーゼル発電 自家発電装置　ﾃﾞィｰｾﾞﾙ機関  200V 75kVA
電気 発電・静止形電源 非常用ディーゼル発電 自家発電装置　ﾃﾞィｰｾﾞﾙ機関  200V 100kVA
電気 発電・静止形電源 非常用ディーゼル発電 自家発電装置　ﾃﾞィｰｾﾞﾙ機関  200V １50kVA
電気 発電・静止形電源 非常用ディーゼル発電 自家発電装置　ﾃﾞィｰｾﾞﾙ機関  6kV 250kVA
電気 発電・静止形電源 非常用ディーゼル発電 自家発電装置　ﾃﾞィｰｾﾞﾙ機関  6kV 500kVA
電気 発電・静止形電源 非常用ガスタービン発電 自家発電装置　ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ機関　200V 150kVA
電気 発電・静止形電源 非常用ガスタービン発電 自家発電装置　ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ機関  6kV 250kVA
電気 発電・静止形電源 非常用ガスタービン発電 自家発電装置　ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ機関  6kV 500kVA
電気 発電・静止形電源 非常用ガスタービン発電 自家発電装置　ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ機関　6kV 750kVA
電気 発電・静止形電源 太陽光発電 電池ﾓｼﾞｭｰﾙ　20KW
電気 発電・静止形電源 太陽光発電 電池ﾓｼﾞｭｰﾙ　40KW
電気 発電・静止形電源 太陽光発電 ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ　20KW 屋内壁掛型（10kW×2）
電気 発電・静止形電源 太陽光発電 ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ　40KW 屋内壁掛型（10kW×4）
電気 発電・静止形電源 太陽光発電 表示装置（屋内壁掛型）
電気 発電・静止形電源 直流電源 直流電源装置 整流器盤  単相又は三相 10A
電気 発電・静止形電源 直流電源 直流電源装置 整流器盤  単相又は三相 20A
電気 発電・静止形電源 直流電源 直流電源装置 整流器盤  単相又は三相 30A
電気 発電・静止形電源 直流電源 直流電源装置 整流器盤  単相又は三相 50A
電気 発電・静止形電源 直流電源 直流電源装置 整流器盤  単相又は三相 75A
電気 発電・静止形電源 直流電源 直流電源装置 蓄電池盤  MSE 50
電気 発電・静止形電源 直流電源 直流電源装置 蓄電池盤  MSE 100
電気 発電・静止形電源 直流電源 直流電源装置 蓄電池盤  MSE 200
電気 発電・静止形電源 直流電源 直流電源装置 蓄電池盤  MSE 500
電気 発電・静止形電源 直流電源 直流電源装置 蓄電池盤  AHH 100
電気 発電・静止形電源 直流電源 直流電源装置 蓄電池盤  AHH 200
電気 発電・静止形電源 直流電源 直流電源装置 蓄電池盤　AHH 500
電気 発電・静止形電源 交流無停電電源 無停電電源装置　10KVA
電気 発電・静止形電源 交流無停電電源 無停電電源装置　200KVA
電気 発電・静止形電源 その他発電・静止形電源 その他発電・静止形電源
電気 発電・静止形電源 廃棄物エネルギー（電力）

電気 発電・静止形電源 小水力発電
電気 発電・静止形電源 風力発電
電気 発電・静止形電源 バイオマス発電
電気 発電・静止形電源 ガスコージェネレーション

電気 発電・静止形電源 燃料電池
電気 電力 制御盤 制御盤 (直入 3.7kW)
電気 電力 制御盤 制御盤 (Y-△ 11kW)
電気 電力 制御盤 制御盤 (Y-△ 11kW×2，自動交互)
電気 電力 制御盤 制御盤 (ｲﾝﾊﾞｰﾀ 11kW)
電気 電力 開閉器箱 開閉器 （主幹 3P 100A×2）
電気 電力 分電盤 分電盤 (主幹 3P 225A，分岐 18回路)
電気 電力 分電盤 分電盤 (主幹 3P 225A，分岐 22回路)
電気 電力 分電盤 分電盤 (一種耐熱形　共用形)
電気 電力 分電盤 分電盤 (二種耐熱形　共用形)
電気 電力 分電盤 住戸用分電盤 （過電流警報装置付）
電気 電力 分電盤 ﾘﾓｺﾝ盤（制御数512）
電気 電力 分電盤 照明操作盤（パターン制御72, グループ数127, 窓数128）

電気 電力 ＯＡ盤 OA盤（主幹MCCB3P100A, 分岐20+4, 電話端子20P）
電気 電力 蛍光灯 照明器具　蛍光灯　直付形　FLR 40W×2
電気 電力 蛍光灯 照明器具　蛍光灯　埋込・下面開放　FLR 20W×2
電気 電力 蛍光灯 照明器具　蛍光灯　埋込・下面開放　FLR 40W×2
電気 電力 蛍光灯 照明器具　蛍光灯　埋込・下面開放　FLR 40W×3
電気 電力 蛍光灯 照明器具　蛍光灯　埋込・ﾙｰﾊﾞｰ付　FLR 40W×2
電気 電力 蛍光灯 照明器具　蛍光灯　埋込・ﾙｰﾊﾞｰ付　FLR 40W×3
電気 電力 蛍光灯 照明器具　蛍光灯　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　FDL 18W
電気 電力 蛍光灯 照明器具　蛍光灯　直付形　FHF 32W×2
電気 電力 蛍光灯 照明器具　蛍光灯　埋込・下面開放　FHF 16W×2
電気 電力 蛍光灯 照明器具　蛍光灯　埋込・下面開放　FHF 32W×1
電気 電力 蛍光灯 照明器具　蛍光灯　埋込・下面開放　FHF 32W×2
電気 電力 蛍光灯 照明器具　蛍光灯　埋込・ﾙｰﾊﾞｰ付　FHF 32W×2
電気 電力 蛍光灯 照明器具　蛍光灯　住戸用ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　FLR 40W×1
電気 電力 蛍光灯 照明器具　蛍光灯　住戸用ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　FHF 86W×1

参考-6



大区分
名称

中区分
名称

小区分
名称

小区分仕様
名称

電気 電力 蛍光灯 照明器具　蛍光灯　住戸用ﾌﾞﾗｹｯﾄ　FDL 18W
電気 電力 非常灯 照明器具　非常灯 (蓄電池組込形)　FHF 32W×2
電気 電力 非常灯 照明器具　非常灯 (蓄電池組込形)　FLR 40W×2
電気 電力 非常灯 照明器具　非常灯 (蓄電池別置形)　IL 40W
電気 電力 誘導灯 照明器具　誘導灯　FL 10W×1　ﾊﾟﾈﾙ形 (C級)
電気 電力 誘導灯 照明器具　誘導灯　FL 20W×1　ﾊﾟﾈﾙ形 (C級)
電気 電力 誘導灯 照明器具　高輝度誘導灯　ﾊﾟﾈﾙ形 (C級)
電気 電力 誘導灯 照明器具　高輝度誘導灯　ﾊﾟﾈﾙ形 (B級)
電気 電力 誘導灯 照明器具　高輝度誘導灯　ﾊﾟﾈﾙ形 (A級)
電気 電力 白熱灯 照明器具　白熱灯　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　IL 60W
電気 電力 HID灯 照明器具　HID灯　直付形　MF 400W
電気 電力 HID灯 照明器具　HID灯　直付形　MF 400W （電動昇降装置付）

電気 電力 HID灯 照明器具　HID灯　投光器　HF 400W
電気 電力 照明制御装置 照明制御装置　天井埋込形 (明るさｾﾝｻ・人感ｾﾝｻ)
電気 電力 配線器具類 配線器具類  ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A×2
電気 電力 配線器具類 配線器具類  ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A×4
電気 電力 配線器具類 配線器具類  ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ　12L
電気 電力 配線器具類 配線器具類  埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15AE×2
電気 電力 配線器具類 配線器具類  埋込ｺﾝｾﾝﾄ　3P30AE×1
電気 電力 配線器具類 配線器具類　ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ　2P15AE×2
電気 電力 配管配線類 電線管　E25 (埋込)
電気 電力 配管配線類 電線管　E25 (露出)
電気 電力 配管配線類 電線管　E75 (露出)
電気 電力 配管配線類 電線管　G28 (露出)
電気 電力 配管配線類 電線管　PF16 (埋込)
電気 電力 配管配線類 電線管　PF22 (埋込)
電気 電力 配管配線類 ﾎﾞｯｸｽ類  ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ
電気 電力 配管配線類 ﾎﾞｯｸｽ類  合成樹脂ﾎﾞｯｸｽ
電気 電力 配管配線類 ﾎﾞｯｸｽ類　ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×300
電気 電力 配管配線類 ﾌﾛｱ-ﾀﾞｸﾄ F5
電気 電力 配管配線類 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ （ﾌﾛｱ-ﾀﾞｸﾄF5用）
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　鋼製　500W
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　鋼製　1000W
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　ｱﾙﾐ　500W
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　ｱﾙﾐ　1000W
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　ﾄﾚｰ形　200W
電気 電力 配管配線類 電線　IV 1.6
電気 電力 配管配線類 電線　IV 2.0
電気 電力 配管配線類 電線　IV 38mm2
電気 電力 配管配線類 電線　IV 100mm2
電気 電力 配管配線類 電線　EM-IE 1.6
電気 電力 配管配線類 電線　EM-IE 2.0
電気 電力 配管配線類 電線　EM-IE 38mm2
電気 電力 配管配線類 電線　EM-IE 100mm2
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　VVF 1.6-3C
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　VVF 2.0-3C
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　CVT 38mm2
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　CVT 100mm2
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　EM-EEF 1.6-3C
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　EM-EEF 2.0-3C
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　EM-CET 38mm2
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　EM-CET 100mm2
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　FP-C 2.0-2C
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　FP-C 5.5mm2-2C
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　FP-C 38mm2-3C
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　FP-C 100mm2-3C
電気 電力 配管配線類 ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ　Al-Fe 3線用 800A
電気 電力 配管配線類 ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ　Al-Fe 3線用 2000A
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　6kV CVT 38mm2 (管内)
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　6kV CVT 38mm2 (ﾗｯｸ)
電気 電力 配管配線類 端末処理　6kV CVT 38mm2 (屋内)
電気 電力 配管配線類 端末処理　6kV CVT 38mm2(屋外)
電気 電力 配管配線類 分岐処理（Ｔ分岐）　CE 100mm2
電気 電力 配管配線類 防火区画貫通処理材　電線管104 （BCJ防災）
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　CVV 2mm2-5C

参考-7



大区分
名称

中区分
名称

小区分
名称

小区分仕様
名称

電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　CVV 2mm2-10C
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　CPEV 0.65-10P
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　CPEV 0.65-100P
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　構内ｹｰﾌﾞﾙ 0.5-10P
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　構内ｹｰﾌﾞﾙ 0.5-100P
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ
電気 電力 配管配線類 通信線　TIVF 0.5-2C
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　S-5C-FB
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　HP 1.2-5P
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　HP 1.2-10P
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　AE 1.2-2C
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　AE 1.2-4C
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　EM-CPEE 0.65-10P
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　EM-CPEE 0.65-100P
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　EM-TKEE 0.5-10P
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　EM-TKEE 0.5-100P
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　EM-BTIEE 0.4-10P
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　EM-S-5C-FB
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　EM-AE 1.2-2C
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　EM-AE 1.2-4C
電気 電力 配管配線類 ｹｰﾌﾞﾙ　UTPｹｰﾌﾞﾙ　ｶﾃｺﾞﾘ5E 0.5-4P
電気 電力 その他電力 その他電力
電気 中央監視 中央監視制御(電気） 中央監視盤(電気）
電気 中央監視 その他中央監視 その他中央監視
電気 通信・情報 構内情報通信網 光成端箱　（50P）
電気 通信・情報 構内情報通信網 光ﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ （200C）
電気 通信・情報 構内情報通信網 ﾒﾀﾙﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ （100C）
電気 通信・情報 構内情報通信網 OA床用情報ｺﾝｾﾝﾄ　ｶﾃｺﾞﾘ5Eﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ（8極8心）
電気 通信・情報 構内情報通信網 ﾙｰﾀ
電気 通信・情報 構内情報通信網 ﾈｯﾄﾜｰｸ管理装置
電気 通信・情報 構内情報通信網 ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ （24ﾎﾟｰﾄ）
電気 通信・情報 構内情報通信網 ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ （8ﾎﾟｰﾄ）
電気 通信・情報 構内情報通信網 機器収納ﾗｯｸ （ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ式）
電気 通信・情報 構内交換 電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置　主装置　内･外線総数 24
電気 通信・情報 構内交換 電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置　主装置　内･外線総数 48
電気 通信・情報 構内交換 電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置　主装置　内･外線総数 96
電気 通信・情報 構内交換 電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置　電話機　局線 12
電気 通信・情報 構内交換 電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置　電話機　局線 16
電気 通信・情報 構内交換 電子交換機　50回線
電気 通信・情報 構内交換 電子交換機　100回線
電気 通信・情報 構内交換 電子交換機　300回線
電気 通信・情報 構内交換 電子交換機　500回線
電気 通信・情報 構内交換 電子交換機　1,000回線
電気 通信・情報 構内交換 局線中継台
電気 通信・情報 構内交換 電話機 一般型
電気 通信・情報 構内交換 電話機 多機能型
電気 通信・情報 構内交換 端子盤 (30P)
電気 通信・情報 構内交換 端子盤 (100P)
電気 通信・情報 情報表示（出退表示） 出退表示盤　8窓
電気 通信・情報 情報表示（出退表示） 出退表示盤　10窓
電気 通信・情報 情報表示（出退表示） 出退表示盤　32窓
電気 通信・情報 情報表示（出退表示） 出退表示盤　48窓
電気 通信・情報 情報表示（出退表示） 操作器
電気 通信・情報 情報表示（出退表示） 伝送ﾕﾆｯﾄ
電気 通信・情報 情報表示（時刻表示） 親時計　1回線
電気 通信・情報 情報表示（時刻表示） 親時計　4回線
電気 通信・情報 情報表示（時刻表示） 子時計　壁掛形
電気 通信・情報 情報表示（時刻表示） 子時計　埋込形
電気 通信・情報 情報表示（時刻表示） 子時計　壁掛形 (ｽﾋﾟｰｶ付)
電気 通信・情報 拡声 増幅器　壁掛形　120W
電気 通信・情報 拡声 増幅器　壁掛形　240W
電気 通信・情報 拡声 増幅器　ﾗｯｸ型　360W
電気 通信・情報 拡声 増幅器　ﾗｯｸ型　480W
電気 通信・情報 拡声 ｽﾋﾟｰｶ 壁掛形
電気 通信・情報 拡声 ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込形
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電気 通信・情報 拡声 ｽﾋﾟｰｶ ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ形　15W
電気 通信・情報 映像・音響 ﾜｺﾞﾝ卓
電気 通信・情報 映像・音響 ＯＨＰ
電気 通信・情報 映像・音響 ＯＨＰｽｸﾘｰﾝ
電気 通信・情報 映像・音響 ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ
電気 通信・情報 映像・音響 ﾏｲｸﾛﾎﾝ　ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ形（有指向性）
電気 通信・情報 映像・音響 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ　ﾊﾝﾄﾞ形
電気 通信・情報 映像・音響 ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ
電気 通信・情報 誘導支援（インターホン） ｲﾝﾀｰﾎﾝ　親子式
電気 通信・情報 誘導支援（インターホン） ｲﾝﾀｰﾎﾝ　相互式 （24局用）
電気 通信・情報 誘導支援（インターホン） 玄関子機
電気 通信・情報 誘導支援（インターホン） 住宅情報盤
電気 通信・情報 誘導支援（呼出） 呼出し表示器　5窓
電気 通信・情報 誘導支援（呼出） 復帰押ﾎﾞﾀﾝ
電気 通信・情報 誘導支援（呼出） 呼出し押ﾎﾞﾀﾝ
電気 通信・情報 誘導支援（呼出） 呼出し表示灯
電気 通信・情報 テレビ共同受信 ｱﾝﾃﾅ　VHF
電気 通信・情報 テレビ共同受信 ｱﾝﾃﾅ　UHF
電気 通信・情報 テレビ共同受信 ｱﾝﾃﾅ　BS
電気 通信・情報 テレビ共同受信 ｱﾝﾃﾅ　FM
電気 通信・情報 テレビ共同受信 ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ (壁面取付形)
電気 通信・情報 テレビ共同受信 増幅器　UV-2
電気 通信・情報 テレビ共同受信 増幅器　BS-1
電気 通信・情報 テレビ共同受信 増幅器　BS・UV-1
電気 通信・情報 テレビ共同受信 混合器　MC-UV-7
電気 通信・情報 テレビ共同受信 分岐器　CS-C4
電気 通信・情報 テレビ共同受信 分配器　CS-D4
電気 通信・情報 テレビ共同受信 直列ﾕﾆｯﾄ　CS-77F-7
電気 通信・情報 テレビ共同受信 機器収容箱　露出形
電気 通信・情報 防犯・入退室管理（入退室） 入退出管理装置
電気 通信・情報 防犯・入退室管理（入退室） 入退出制御盤
電気 通信・情報 防犯・入退室管理（入退室） 入退出カードリーダ
電気 通信・情報 防犯・入退室管理（入退室） カード発行機
電気 通信・情報 防犯・入退室管理（防犯） 機械警備制御盤
電気 通信・情報 防犯・入退室管理（防犯） 状態表示盤
電気 通信・情報 防犯・入退室管理（防犯） 機械警備カードリーダ
電気 通信・情報 防犯・入退室管理（防犯） 最終表示灯
電気 通信・情報 防犯・入退室管理（防犯） 人感センサー
電気 通信・情報 その他通信・情報 その他通信・情報
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 火報受信機　P型1級　10L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 火報受信機　P型1級　30L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 火報受信機　P型1級　100L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 複合形受信機　P型1級　20L＋15L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 複合形受信機　P型1級　30L＋20L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 複合形受信機　P型1級　50L＋50L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 連動制御盤　10L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 連動制御盤　30L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 連動制御盤　100L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 副受信機　10L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 副受信機　30L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 副受信機　100L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 総合盤
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 火報受信機　R型　250L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 火報受信機　R型　500L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 火報受信機　R型　1,000L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 中継器　1L
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 中継器 （遠隔試験機能付）　共同住宅用
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 感知器　差動式　ｽﾎﾟｯﾄ型
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 感知器  定温式　ｽﾎﾟｯﾄ型
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 感知器  煙式　ｽﾎﾟｯﾄ型
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 感知器  光電式　分離型
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 感知器  炎感知器
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 感知器  熱煙複合式
電気 通信・情報（防災） 自動火災報知 感知器　差動式　ｽﾎﾟｯﾄ型 （自動試験機能付）
電気 通信・情報（防災） 非常警報 非常警報装置
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電気 通信・情報（防災） 自動閉鎖 自動閉鎖装置　ﾚﾘｰｽﾞ
電気 通信・情報（防災） ガス漏れ火災警報 ｶﾞｽ漏警報受信機　5L
電気 通信・情報（防災） ガス漏れ火災警報 ｶﾞｽ漏警報受信機　10L
電気 通信・情報（防災） ガス漏れ火災警報 ｶﾞｽ漏れ警報検知機 (都市ｶﾞｽ用)
電気 通信・情報（防災） ガス漏れ火災警報 ｶﾞｽ漏れ警報中継器 （都市ｶﾞｽ用）
電気 通信・情報（防災） その他通信・情報（防災） その他通信・情報（防災）
電気 避雷・屋外 避雷 避雷針  鋼製支持管　4m
電気 避雷・屋外 避雷 避雷針  鋼製支持管　8m
電気 避雷・屋外 避雷 避雷針  ｽﾃﾝﾚｽ製支持管　4m
電気 避雷・屋外 避雷 避雷針  ｽﾃﾝﾚｽ製支持管　7m
電気 避雷・屋外 避雷 避雷針  避雷導線 鬼より銅線 40mm2
電気 避雷・屋外 避雷 避雷針  避雷接地端子箱
電気 避雷・屋外 外灯 屋外灯　HID灯　MF 100W
電気 避雷・屋外 外灯 屋外灯　HID灯　MF 400W
電気 避雷・屋外 地中管路 地中管路　FEP 30
電気 避雷・屋外 地中管路 地中管路　FEP 80
電気 避雷・屋外 地中管路 地中管路　PLP 80A
電気 避雷・屋外 地中管路 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 900×900×900
電気 避雷・屋外 接地 接地 接地板 t1.5×900×900
電気 避雷・屋外 接地 接地 接地棒 φ14×1.500
電気 避雷・屋外 接地 接地 接地端子箱
電気 避雷・屋外 高圧引込 高圧気中開閉器（架空引込）地絡方向保護装置付（VT.LA内蔵）300A

電気 避雷・屋外 高圧引込 高圧ガス開閉器（地中引込）地絡方向保護装置付（VT内蔵）300A

電気 避雷・屋外 その他避雷・屋外 その他避雷・屋外
電気 その他電気 その他電気 その他電気

大区分（機械）

大区分
名称

中区分
名称

小区分
名称

小区分仕様
名称

機械 空調 空調機器；ﾎﾞｲﾗｰ 貫流ﾎﾞｲﾗｰ　換算蒸発量　  350kg／h
機械 空調 空調機器；ﾎﾞｲﾗｰ 貫流ﾎﾞｲﾗｰ　換算蒸発量  1,000kg／h
機械 空調 空調機器；ﾎﾞｲﾗｰ 炉筒煙管ﾎﾞｲﾗｰ　換算蒸発量  1,200kg／h
機械 空調 空調機器；ﾎﾞｲﾗｰ 炉筒煙管ﾎﾞｲﾗｰ　換算蒸発量　3,600kg／h
機械 空調 空調機器；ﾎﾞｲﾗｰ 鋳鉄製蒸気ﾎﾞｲﾗｰ（蒸気）換算蒸発量　650kg／h
機械 空調 空調機器；ﾎﾞｲﾗｰ 鋳鉄製蒸気ﾎﾞｲﾗｰ（蒸気）換算蒸発量1,300kg／h
機械 空調 空調機器；ﾎﾞｲﾗｰ 鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ（温水）熱出力　256kW
機械 空調 空調機器；ﾎﾞｲﾗｰ 鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ（温水）熱出力　872kW
機械 空調 空調機器；ﾎﾞｲﾗｰ 鋼製立形ﾎﾞｲﾗｰ（暖房用）熱出力　 87kW
機械 空調 空調機器；ﾎﾞｲﾗｰ 鋼製立形ﾎﾞｲﾗｰ（暖房用）熱出力　 233kW
機械 空調 空調機器；煙導 鋼板製煙導　丸型　　300φ
機械 空調 空調機器；温水発生機 無圧式温水発生機（鋳鉄製）熱出力　233kW
機械 空調 空調機器；温水発生機 無圧式温水発生機（鋳鉄製）熱出力　581kW
機械 空調 空調機器；温水発生機 真空式温水発生機（鋳鉄製）熱出力　233kW
機械 空調 空調機器；温水発生機 真空式温水発生機（鋳鉄製）熱出力　698kW
機械 空調 空調機器；冷凍機 吸収冷凍機　能力　697kW
機械 空調 空調機器；冷凍機 吸収冷凍機　能力　2,100kW
機械 空調 空調機器；冷凍機 遠心冷凍機　能力　523kW
機械 空調 空調機器；冷凍機 遠心冷凍機　能力　1,050kW
機械 空調 空調機器；冷凍機 ｽｸﾘｭｰ冷凍機（空冷）能力　457kW
機械 空調 空調機器；冷凍機 ｽｸﾘｭｰ冷凍機（空冷）能力　1,050kW
機械 空調 空調機器；冷凍機 ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（水冷）能力　150kW
機械 空調 空調機器；冷凍機 ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（水冷）能力　300kW
機械 空調 空調機器；冷凍機 直焚き吸収冷温水機　能力　279kW
機械 空調 空調機器；冷凍機 直焚き吸収冷温水機　能力　697kW
機械 空調 空調機器；冷凍機 小形吸収冷温水機ﾕﾆｯﾄ　能力　139kW
機械 空調 空調機器；冷凍機 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　能力　132kW
機械 空調 空調機器；冷凍機 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　能力　265kW
機械 空調 空調機器；冷却塔 FRP製冷却塔（直交流）能力　334kW
機械 空調 空調機器；冷却塔 FRP製冷却塔（直交流）能力　1,250kW
機械 空調 空調機器；冷却塔 FRP製冷却塔（対向流）能力　62.7kW
機械 空調 空調機器；冷却塔 FRP製冷却塔（対向流）能力　334kW
機械 空調 空調機器；冷却塔 FRP製冷却塔（対向流）能力　627kW
機械 空調 空調機器；冷却塔 鋼板製冷却塔　能力　836kW
機械 空調 空調機器；冷却塔 鋼板製冷却塔　能力　2,720kW
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機械 空調 空調機器；空気調和機 水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機　冷房能力 45kW
機械 空調 空調機器；空気調和機 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機(床置)冷房 35.5kW
機械 空調 空調機器；空気調和機 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機（屋外機）冷房能力　14kW
機械 空調 空調機器；空気調和機 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機（屋外機）冷房能力　28kW
機械 空調 空調機器；空気調和機 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機（屋外機）冷房能力　56kW
機械 空調 空調機器；空気調和機 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ形空調機（屋外機）冷房能力　28kW
機械 空調 空調機器；空気調和機 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ形空調機（屋外機）冷房能力　56kW
機械 空調 空調機器；空気調和機 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機（ｶｾｯﾄ形）冷房能力　3.6kW
機械 空調 空調機器；空気調和機 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機（ｶｾｯﾄ形）冷房能力　5.6kW
機械 空調 空調機器；空気調和機 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機（ｶｾｯﾄ形）冷房能力　7.1kW
機械 空調 空調機器；空気調和機 ﾕﾆｯﾄ形空調機　ACU－50　風量　5,000m3/h
機械 空調 空調機器；空気調和機 ﾕﾆｯﾄ形空調機　ACU－125　風量　12,500m3/h
機械 空調 空調機器；空気調和機 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ（露出形）　FCU－4
機械 空調 空調機器；空気調和機 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ（露出形）　FCU－6
機械 空調 空調機器；空気調和機 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ（隠ぺい形）　FCU－4
機械 空調 空調機器；空気調和機 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ（隠ぺい形）　FCU－6
機械 空調 空調機器；空気調和機 ｶｾｯﾄ形ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ　FCU－4
機械 空調 空調機器；空気調和機 ｶｾｯﾄ形ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ　FCU－6
機械 空調 空調機器；空気清浄装置 自動巻取形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　処理風量5,000m3/h
機械 空調 空調機器；空気清浄装置 自動巻取形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　処理風量12,500m3/h
機械 空調 空調機器；空気清浄装置 電気集塵機（ろ材併用形）　5,000m3/h
機械 空調 空調機器；空気清浄装置 電気集塵機（ろ材併用形）　12,500m3/h
機械 空調 空調機器；空気清浄装置 折込み形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　処理風量　5,000m3/h
機械 空調 空調機器；空気清浄装置 折込み形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　処理風量 12,500m3/h
機械 空調 空調機器；全熱交換器 回転形全熱交換器  11,000m3／h
機械 空調 空調機器；全熱交換器 回転形全熱交換器　22,000m3／h
機械 空調 空調機器；全熱交換器 静止形全熱交換器　2,400m3／h
機械 空調 空調機器；全熱交換器 静止形全熱交換器　4,800m3／h
機械 空調 空調機器；全熱交換器 回転形全熱交換ﾕﾆｯﾄ（単体）11,000m3／h
機械 空調 空調機器；全熱交換器 回転形全熱交換ﾕﾆｯﾄ（単体）22,000m3／h
機械 空調 空調機器；全熱交換器 静止形全熱交換ﾕﾆｯﾄ　3,200m3／h
機械 空調 空調機器；全熱交換器 静止形全熱交換ﾕﾆｯﾄ　4,800m3／h
機械 空調 空調機器；全熱交換器 天井埋込み形全熱交換ﾕﾆｯﾄ　360m3／h
機械 空調 空調機器；全熱交換器 天井埋込み形全熱交換ﾕﾆｯﾄ　720m3／h
機械 空調 空調機器；放熱器 ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ　＃3
機械 空調 空調機器；放熱器 ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ　＃6
機械 空調 空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50×240l/min×15m×1.5kW
機械 空調 空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ80×820l/min×20m×5.5kW
機械 空調 空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×2,000l/min×20m×11kW
機械 空調 空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ40×180l/min×10m×0.75kW
機械 空調 空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ100×1,200l/min×20m×7.5kW
機械 空調 空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ150×3,400l/min×20m×18.5kW
機械 空調 空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾎﾞｲﾗｰ給水ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ40×80l/min×20m×1.5kW
機械 空調 空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　500EDR
機械 空調 空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　1,500EDR
機械 空調 空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　φ20×0.2MＰa×0.4kW
機械 空調 空調機器；ﾀﾝｸ類 熱交換器　  581kW
機械 空調 空調機器；ﾀﾝｸ類 熱交換器　2,330kW
機械 空調 空調機器；ﾀﾝｸ類 蒸気ﾍｯﾀﾞｰ　200φ×2,000mm
機械 空調 空調機器；ﾀﾝｸ類 蒸気ﾍｯﾀﾞｰ　300φ×4,000mm
機械 空調 空調機器；ﾀﾝｸ類 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ　200φ×2,000mm
機械 空調 空調機器；ﾀﾝｸ類 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ　300φ×4,000mm
機械 空調 空調機器；ﾀﾝｸ類 還水ﾀﾝｸ　3.0m3（SUS－304）
機械 空調 空調機器；ﾀﾝｸ類 還水ﾀﾝｸ 10.0m3（SUS－304）
機械 空調 空調機器；ﾀﾝｸ類 膨張ﾀﾝｸ　　500l（鋼板製）
機械 空調 空調機器；ﾀﾝｸ類 ｵｲﾙﾀﾝｸ　 1,900l
機械 空調 空調機器；ﾀﾝｸ類 ｵｲﾙﾀﾝｸ　10,000l
機械 空調 空調機器；ﾀﾝｸ類 ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ　150l
機械 空調 空調機器；ﾀﾝｸ類 ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ　300l
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ 空調用ﾀﾞｸﾄ（長方形）0.5mm
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ 空調用ﾀﾞｸﾄ（長方形）0.6mm
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　(遠隔復帰式)300×300
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　(遠隔復帰式)600×400
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　300×300
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　600×400
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機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　300×300
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　600×400
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ　300×300
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ　600×400
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ　300×300
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ　600×400
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 変風量ﾕﾆｯﾄ　　750m3／h
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 変風量ﾕﾆｯﾄ　1,500m3／h
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 定風量ﾕﾆｯﾄ　　750m3／h
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 定風量ﾕﾆｯﾄ　1,500m3／h
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形　C2　＃15
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形　C2　＃25
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 線状吹出口　S－1,000
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 線状吹出口　D－1,000
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ﾉｽﾞﾙ形吹出口  100φ
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　VHS　400×150
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　VHS  800×150
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 吸込口　ｽﾘｯﾄ形　GVS　150×150
機械 空調 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 吸込口　ｽﾘｯﾄ形　GVS　500×500
機械 空調 空調配管；配管類 炭素鋼鋼管（白，冷温水）　32A
機械 空調 空調配管；配管類 炭素鋼鋼管（白，冷温水） 100A
機械 空調 空調配管；配管類 炭素鋼鋼管（白，冷却水） 100A
機械 空調 空調配管；配管類 炭素鋼鋼管（黒，蒸気）　32A
機械 空調 空調配管；配管類 炭素鋼鋼管（黒，蒸気） 100A
機械 空調 空調配管；配管類 炭素鋼鋼管（黒，油）　32A
機械 空調 空調配管；配管類 圧力配管用鋼管（白，冷温水）　32A
機械 空調 空調配管；配管類 圧力配管用鋼管（白，冷温水） 100A
機械 空調 空調配管；配管類 圧力配管用鋼管（黒，還水）　32A
機械 空調 空調配管；配管類 圧力配管用鋼管（黒，還水） 100A
機械 空調 空調配管；配管類 銅管（L，冷媒）　25A
機械 空調 空調配管；配管類 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管（冷温水）　30A
機械 空調 空調配管；配管類 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管（冷温水） 100A
機械 空調 空調配管；配管類 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VA，冷却水） 100A
機械 空調 空調配管；弁類 青銅製仕切弁　10K　32A
機械 空調 空調配管；弁類 鋳鉄製仕切弁　10K 100A
機械 空調 空調配管；弁類 青銅製玉形弁　10K　32A
機械 空調 空調配管；弁類 鋳鉄製玉形弁　10K 100A
機械 空調 空調配管；弁類 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　10K 100A
機械 空調 空調配管；弁類 ﾎﾞｰﾙ弁　10K　50A
機械 空調 空調配管；弁類 逆止弁　10K 100A
機械 空調 空調配管；弁類 伸縮管継手（単式）　32A
機械 空調 空調配管；弁類 伸縮管継手（単式） 100A
機械 空調 空調配管；弁類 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾍﾞﾛｰｽﾞ形）　32A
機械 空調 空調配管；弁類 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾍﾞﾛｰｽﾞ形） 100A
機械 空調 空調配管；弁類 青銅製仕切弁（管端ｺｱ付）10K　32A
機械 空調 空調配管；弁類 ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁（鋳鉄製）10K 100A
機械 空調 空調配管；弁類 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁　10K 100A
機械 空調 空調配管；弁類 鋳鉄製ｽﾄﾚｰﾅｰ　10K　100A
機械 空調 空調配管；弁類 ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ　(複式) 25A
機械 空調 空調配管；制御弁装置 三方弁装置　50A×40A
機械 空調 空調配管；制御弁装置 二方弁装置　50A×40A
機械 空調 空調配管；制御弁装置 温度調整弁装置　蒸気用　65A
機械 空調 空調配管；制御弁装置 安全弁　蒸気用　65A
機械 空調 空調配管；制御弁装置 安全弁　水用　65A
機械 空調 空調配管；制御弁装置 減圧弁装置　蒸気用  高圧１00A-低圧125A
機械 空調 空調配管；制御弁装置 減圧弁　水用  100A
機械 空調 空調配管；制御弁装置 多量ﾄﾗｯﾌﾟ装置　50A
機械 空調 空調配管；制御弁装置 自動ｴｱ抜き弁　20A
機械 空調 空調配管；制御弁装置 小形電動二方弁　40A
機械 空調 空調配管；制御弁装置 定水位調整弁  100A
機械 空調 空調配管；制御弁装置 電磁弁　20A
機械 空調 空調配管；計器 温度計（ﾊﾞｲﾒﾀﾙ式）φ100
機械 空調 空調配管；計器 圧力計　φ100
機械 空調 空調配管；計器 瞬間流量計(ﾋﾟﾄｰ管式）100A
機械 空調 その他空調 その他空調
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機械 換気 換気機器；送風機 遠心送風機　＃3×6,000m3／h
機械 換気 換気機器；送風機 遠心送風機　＃5×27,000m3／h
機械 換気 換気機器；送風機 軸流送風機　送風量　6,000m3／h
機械 換気 換気機器；送風機 軸流送風機　送風量　27,000m3／h
機械 換気 換気機器；送風機 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機　風量　500m3／h
機械 換気 換気機器；送風機 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機　風量1,000m3／h
機械 換気 換気ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ 換気用ﾀﾞｸﾄ（長方形）0.5mm
機械 換気 換気ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ 換気用ﾀﾞｸﾄ（長方形）0.6mm
機械 換気 換気ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ 換気用ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　150φ
機械 換気 換気ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ 換気用硬質塩ﾋﾞ管　100A
機械 換気 換気ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ 換気用硬質塩ﾋﾞ管　２管路型　125W
機械 換気 換気ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ 換気用耐火ニ層管　２管路型　125VMW
機械 換気 換気ﾀﾞｸﾄ；換気口 換気ｶﾞﾗﾘ　1,000×2,000
機械 換気 換気ﾀﾞｸﾄ；換気口 排気ﾌｰﾄﾞ　0.5m×1m
機械 換気 換気ﾀﾞｸﾄ；換気口 排気ﾌｰﾄﾞ　1m×2m
機械 換気 換気ﾀﾞｸﾄ；換気口 ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　(ｱﾙﾐ製低圧損形)150φ
機械 換気 その他換気 その他換気
機械 排煙 排煙機器；排煙機 排煙機　＃3×7,200m3／h
機械 排煙 排煙機器；排煙機 排煙機　＃5×23,800m3／h
機械 排煙 排煙ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ 排煙用ﾀﾞｸﾄ（長方形）1.0mm
機械 排煙 排煙ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ 排煙用ﾀﾞｸﾄ（長方形）1.2mm
機械 排煙 その他排煙 その他排煙
機械 自動制御 自動制御機器類 電子式温度検出器　室内形
機械 自動制御 自動制御機器類 電子式温度検出器　配管挿入形
機械 自動制御 自動制御機器類 電子式温度検出器　ﾀﾞｸﾄ挿入形
機械 自動制御 自動制御機器類 電子式湿度検出器　室内形
機械 自動制御 自動制御機器類 電子式湿度検出器　ﾀﾞｸﾄ挿入形
機械 自動制御 自動制御機器類 電子式操作器　弁用ﾓｰﾀｰ
機械 自動制御 自動制御機器類 電子式操作器　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ用ﾓｰﾀｰ
機械 自動制御 自動制御機器類 空気式操作器　弁用
機械 自動制御 自動制御機器類 圧縮空気源装置　5.5kW
機械 自動制御 自動制御盤類 制御盤　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式 (空調機用)
機械 自動制御 中央監視制御（機械） 中央監視盤（機械）
機械 自動制御 その他自動制御 その他自動制御
機械 給排水衛生 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 揚水用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟφ50×200l/min×10m×1.5kW
機械 給排水衛生 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 揚水用ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50×200l/min×30m×3.7kW
機械 給排水衛生 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 揚水用ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ100×1,000l/min×100m×37kW
機械 給排水衛生 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 給湯用循環ﾎﾟﾝﾌﾟφ32×50l/min×10m×0.4kW
機械 給排水衛生 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 雑排水用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟφ50×200l/min×10m×1.5kW
機械 給排水衛生 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 汚水用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ　φ65×300l/min×10m×2.2kW
機械 給排水衛生 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 汚物用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ　φ80×500l/min×10m×3.7kW
機械 給排水衛生 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　φ40×250l/min×30m×1.5kW
機械 給排水衛生 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　φ80×1250l/min×45m×7.5kW
機械 給排水衛生 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 直結給水ﾌﾞｰｽﾀﾎﾟﾝﾌﾟ　φ32×150l/min×24.5m×1.1kW
機械 給排水衛生 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ 直結給水ﾌﾞｰｽﾀﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50×450l/min×42m×5.5kW
機械 給排水衛生 機器；給湯ﾎﾞｲﾗｰ 鋼製立形ﾎﾞｲﾗｰ（給湯用）熱出力87kW
機械 給排水衛生 機器；給湯ﾎﾞｲﾗｰ 鋼製立形ﾎﾞｲﾗｰ（給湯用）熱出力 233kW
機械 給排水衛生 機器；給湯暖房機 給湯暖房機　ｵｰﾄ Q機能 24号
機械 給排水衛生 機器；湯沸器 電気ﾎﾞｲﾗｰ（給湯用）熱出力　35kW
機械 給排水衛生 機器；湯沸器 電気ﾎﾞｲﾗｰ（給湯用）熱出力　93kW
機械 給排水衛生 機器；湯沸器 瞬間式ｶﾞｽ湯沸器　5号
機械 給排水衛生 機器；湯沸器 瞬間式ｶﾞｽ湯沸器 16号
機械 給排水衛生 機器；湯沸器 貯湯式ｶﾞｽ湯沸器(壁掛形)10l
機械 給排水衛生 機器；湯沸器 貯湯式ｶﾞｽ湯沸器(壁掛形)20l
機械 給排水衛生 機器；湯沸器 瞬間式電気湯沸器　10kW
機械 給排水衛生 機器；湯沸器 貯湯式電気温水器(壁掛形)10l
機械 給排水衛生 機器；湯沸器 貯湯式電気温水器(壁掛形)20l
機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 FRP製ﾀﾝｸ　一体形(複合板　1.0G)　4,000l
機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 FRP製ﾀﾝｸ　一体形(複合板　1.0G)12,000l
機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 FRP製ﾀﾝｸ　ﾊﾟﾈﾙ形(複合板　1.0G)25,000l
機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 鋼板製ﾀﾝｸ　一体形(1.0G) 8,000l
機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 鋼板製ﾀﾝｸ　ﾊﾟﾈﾙ形(1.0G)25,000l
機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 鋼板製貯湯ﾀﾝｸ　2,000l
機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 鋼板製貯湯ﾀﾝｸ　4,000l
機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 鋼板製補給水ﾀﾝｸ　500l
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機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾝｸ　ﾊﾟﾈﾙ形(1.0G)25,000l
機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 ｽﾃﾝﾚｽ製貯湯ﾀﾝｸ　2,000l
機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 ｽﾃﾝﾚｽ製貯湯ﾀﾝｸ　4,000l
機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ製貯湯ﾀﾝｸ　2,000l
機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ製貯湯ﾀﾝｸ　4,000l
機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 ｽﾃﾝﾚｽ製補給水ﾀﾝｸ　500l
機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 圧力ﾀﾝｸ 　600l
機械 給排水衛生 機器；ﾀﾝｸ類 圧力ﾀﾝｸ 1,300l
機械 給排水衛生 機器；厨房機器 ｽﾃﾝﾚｽ流し台　1800L
機械 給排水衛生 機器；排水金具 ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ　SUS製　130L
機械 給排水衛生 機器；浄化槽 合併浄化槽　接触ばっ気方式浄化槽　現場施工形　300人

機械 給排水衛生 機器；浄化槽 合併浄化槽　接触ばっ気方式浄化槽　現場施工形　700人

機械 給排水衛生 機器；浄化槽 合併浄化槽　長時間ばっ気方式浄化槽　現場施工形　300人

機械 給排水衛生 機器；浄化槽 合併浄化槽　長時間ばっ気方式浄化槽　現場施工形　700人

機械 給排水衛生 機器；浄化槽 合併浄化槽　接触ばっ気方式浄化槽　ﾕﾆｯﾄ形　300人
機械 給排水衛生 機器；その他機器 砂式手動濾過機　70ｍ3/ｈ
機械 給排水衛生 機器；その他機器 滅菌機　ﾀﾝｸ100L
機械 給排水衛生 給水給湯配管；配管類 銅管（M，給湯）　32A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；配管類 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管（給水，給湯）　30A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；配管類 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VA，給水） 32A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；配管類 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VA，給水）100A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；配管類 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VD，給水） 32A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；配管類 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VD，給水）100A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；配管類 ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（PA，給水） 32A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；配管類 ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（PA，給水） 100A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；配管類 ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（PD，給水） 32A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；配管類 ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（PD，給水） 100A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；配管類 ﾋﾞﾆﾙ管（HIVP，給水）　30A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；配管類 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（給水，給湯）10A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；配管類 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（給水，給湯）16A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；配管類 ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管（給水，給湯）10A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；配管類 ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管（給水，給湯）16A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；弁類 戸別給水用減圧弁　給水用  20A
機械 給排水衛生 給水給湯配管；弁類 水道ﾒｰﾀｰ　湿式円読式複箱羽根車型  20A
機械 給排水衛生 排水配管；配管類 炭素鋼鋼管（白，排水）　50A
機械 給排水衛生 排水配管；配管類 炭素鋼鋼管（白，排水） 100A
機械 給排水衛生 排水配管；配管類 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（ＤVA，排水） 100A
機械 給排水衛生 排水配管；配管類 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管（TA，排水） 32A
機械 給排水衛生 排水配管；配管類 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管（TA，排水） 100A
機械 給排水衛生 排水配管；配管類 ﾋﾞﾆﾙ管（VP，排水）150A
機械 給排水衛生 排水配管；配管類 鋳鉄管（汚水）100A
機械 給排水衛生 排水配管；配管類 鉛管（排水） 80A
機械 給排水衛生 排水配管；配管類 ﾋｭｰﾑ管（排水）150A
機械 給排水衛生 排水配管；桝類 排水桝（汚水）　600□　×1m
機械 給排水衛生 排水配管；桝類 排水桝（排水）　600□　×1m
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 洋風便器　C 710　FV
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 洋風便器　ﾀﾝｸ付　C 710　BT 511
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 和風便器(節水形)C 317R　FV
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 和風便器(節水形)ﾀﾝｸ付　C 317R　BT 508
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 小便器　ｽﾄｰﾙ（節水形）　U 321R　FV
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 小便器　壁掛けｽﾄｰﾙ（節水形）　U 410R　FV
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 小便器　ｽﾄｰﾙ（個別感知）U 321R
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 小便器　壁掛けｽﾄｰﾙ（個別感知）U 410R
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 洗面器　L 520
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 手洗器　L 710
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 洗面化粧台　600×500×780
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 洗面化粧ﾕﾆｯﾄ　750U型化粧台(ｷｬﾋﾞ付) Sﾚﾊﾞｰ混合水栓
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 洗濯用防水ﾊﾟﾝ　800型(樹脂製ﾄﾗｯﾌﾟ付)
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 掃除流し　S 210
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 身障者用便器　C 1111　節水FV(ﾚﾊﾞｰ)
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 身障者用洗面器　L 511　自動水栓
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 身障者用手洗器　L 730　ﾚﾊﾞｰ水栓
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 身障者用化粧鏡　防湿形縁無
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 洋風大便器　ｼｽﾃﾑﾄｲﾚ（2連）
機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 小便器　ｼｽﾃﾑﾄｲﾚ（2連）
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大区分
名称

中区分
名称

小区分
名称

小区分仕様
名称

機械 給排水衛生 衛生器具；衛生陶器類 洗面器　ｼｽﾃﾑﾄｲﾚ（3連）
機械 給排水衛生 衛生器具；水栓 水栓（泡沫水栓）13A　F3
機械 給排水衛生 衛生器具；水栓 水栓（自在水栓）13A　F5
機械 給排水衛生 衛生器具；水栓 水栓（洗顔水栓）13A
機械 給排水衛生 衛生器具；水栓 水栓（ｼｬﾜｰｾｯﾄ）13A
機械 給排水衛生 衛生器具；水栓 水栓（横 水 栓）13A
機械 給排水衛生 衛生器具；水栓 水栓（流し用混合水栓）13A
機械 給排水衛生 衛生器具；水栓 水栓（浴室水栓）13A
機械 給排水衛生 衛生器具；浴槽 FRP製浴槽　800×700×640
機械 給排水衛生 衛生器具；浴槽 ｽﾃﾝﾚｽ製浴槽　800×700×640
機械 給排水衛生 衛生器具；浴槽 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ　1620ﾀｲﾌﾟ
機械 給排水衛生 衛生器具；浴槽 ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ　0812ﾀｲﾌﾟ
機械 給排水衛生 その他給排水衛生 その他給排水衛生
機械 消火 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　φ50×300l/min×65m×7.5kW
機械 消火 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　φ100×900l/min×80m×22kW
機械 消火 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　φ150×2,700l/min×80m×55kW
機械 消火 屋内消火栓 屋内消火栓(埋込形) 1号　HB-1A
機械 消火 屋内消火栓 屋内消火栓(埋込形) 1号　HB-1A(放水口併設)
機械 消火 屋内消火栓 屋内消火栓(埋込形) 2号　HB-4A
機械 消火 屋外消火栓 屋外消火栓
機械 消火 連結送水管 送水口(埋込形)双口
機械 消火 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ流水検知装置　100A
機械 消火 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ
機械 消火 消火配管；配管類 炭素鋼鋼管（白，消火）　40A
機械 消火 消火配管；配管類 炭素鋼鋼管（白，消火）　80A
機械 消火 消火配管；配管類 圧力配管用鋼管（白，ハロン消火） 32A
機械 消火 消火配管；配管類 圧力配管用鋼管（白，ハロン消火）100A
機械 消火 消火配管；配管類 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VS，消火） 65A
機械 消火 消火配管；配管類 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VS，消火）100A
機械 消火 その他消火 二酸化炭素消火起動装置
機械 消火 その他消火 二酸化炭素消火噴射ﾍｯﾄﾞ(露出)25A
機械 消火 その他消火 ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火起動装置
機械 消火 その他消火 ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火噴射ﾍｯﾄﾞ(露出)25A
機械 消火 その他消火 ﾃｽﾄ弁
機械 消火 その他消火 放水用器具格納箱(埋込形)
機械 消火 その他消火 放水口格納箱(埋込形)
機械 消火 その他消火 その他消火
機械 昇降機 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 一般ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ  11人×60m／min
機械 昇降機 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 一般ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ  17人×150m／min
機械 昇降機 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ  9人×60m／min
機械 昇降機 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 普及形ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ  11人×60m／min
機械 昇降機 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 普及形ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ  15人×90m／min
機械 昇降機 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　人荷用  17人×120m／min
機械 昇降機 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 油圧ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ  11人×45m／min
機械 昇降機 ｴｽｶﾚｰﾀｰ ｴｽｶﾚｰﾀｰ　 800mm
機械 昇降機 ｴｽｶﾚｰﾀｰ ｴｽｶﾚｰﾀｰ 1,200mm
機械 昇降機 その他昇降機 電動ﾀﾞﾑｳｪｰﾀｰ  100kg×30m／min
機械 昇降機 その他昇降機 その他昇降機
機械 その他機械 その他機械 その他機械
機械 再生可能エネルギー 太陽熱利用
機械 再生可能エネルギー 太陽光採光システム
機械 再生可能エネルギー 廃棄物エネルギー（熱利用）

機械 再生可能エネルギー 地中熱利用
機械 再生可能エネルギー 下水熱
機械 再生可能エネルギー 太陽熱利用

大区分（部屋、建物全体）

大区分
名称

中区分
名称

小区分
名称

小区分仕様
名称

部屋 学校施設系 普通教室
部屋 学校施設系 選択
部屋 学校施設系 理科
部屋 学校施設系 社会
部屋 学校施設系 生活
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大区分
名称

中区分
名称

小区分
名称

小区分仕様
名称

部屋 学校施設系 音楽
部屋 学校施設系 図画
部屋 学校施設系 美術
部屋 学校施設系 技術
部屋 学校施設系 芸術
部屋 学校施設系 家庭
部屋 学校施設系 情報
部屋 学校施設系 外国語
部屋 学校施設系 視聴覚
部屋 学校施設系 コンピュータ
部屋 学校施設系 図書・メディア
部屋 学校施設系 多目的・総合
部屋 学校施設系 特別活動
部屋 学校施設系 教育相談
部屋 学校施設系 進路資料・指導
部屋 学校施設系 体育館
部屋 学校施設系 武道場
部屋 学校施設系 客室
部屋 共通系 会議室系
部屋 共通系 談話室系
部屋 共通系 和室系
部屋 共通系 客席型ホール
部屋 共通系 平面型ホール
部屋 共通系 控室・付属室系
部屋 共通系 ＩＴ系
部屋 共通系 調理系
部屋 共通系 美術・工芸系
部屋 共通系 音楽・視聴覚系
部屋 共通系 展示系
部屋 共通系 図書・資料室系
部屋 共通系 キッズルーム系
部屋 共通系 更衣、入浴系
部屋 共通系 喫茶・売店系
部屋 図書館 一般資料スペース
部屋 図書館 児童スペース
部屋 図書館 視聴覚系スペース
部屋 図書館 学習スペース
部屋 図書館 イベントスペース
部屋 図書館 書庫
部屋 スポーツ・レクリエーション系 多目的広場
部屋 スポーツ・レクリエーション系 専用陸上トラック
部屋 スポーツ・レクリエーション系 サッカー兼用陸上トラック

部屋 スポーツ・レクリエーション系 専用サッカー場
部屋 スポーツ・レクリエーション系 野球場
部屋 スポーツ・レクリエーション系 ソフトボール場
部屋 スポーツ・レクリエーション系 ゲートボール場
部屋 スポーツ・レクリエーション系 テニスコート
部屋 スポーツ・レクリエーション系 プール
部屋 スポーツ・レクリエーション系 トレーニングジム
部屋 スポーツ・レクリエーション系 卓球場
部屋 スポーツ・レクリエーション系 柔道場
部屋 スポーツ・レクリエーション系 剣道場
部屋 スポーツ・レクリエーション系 弓道場
部屋 スポーツ・レクリエーション系 客室
部屋 スポーツ・レクリエーション系 テントサイト
部屋 スポーツ・レクリエーション系 動物園・植物園
部屋 福祉・行政系 通園・通所系
部屋 福祉・行政系 訓練系
部屋 福祉・行政系 入所系
部屋 福祉・行政系 医務・保健系
部屋 福祉・行政系 食事室系
部屋 福祉・行政系 相談系
部屋 その他 その他
建物全体
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