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１．はじめに

２．単価の設定

例）

　１月改定　→　「物価資料」１２月号及び秋号適用

（５）適用する都市については、横浜を優先しています。

（６）取引数量は大口価格を優先しています。

（７）「単価表」と物価資料の単位が異なる場合は、「単価表」の備考欄の情報に基づき
　　　、「単価表」の単位に換算し単価を算出しています。

　　※　「単価表」の「網掛部」は物価資料により単価を設定しています。単価につきま
　　　　しては、物価資料を参照してください。

水道工事資材等単価表について

（１）「建設物価（Ｗｅｂ建設物価）」、「物価資料」（一般財団法人建設物価調査会刊
　　　行）及び「積算資料（積算資料電子版）」（一般財団法人経済調査会刊行）（以下
      物価資料という）に基づき単価を設定しています。

　７月改定　→　「物価資料」　６月号及び春号適用

１０月改定　→　「物価資料」　９月号及び夏号適用

　この「水道工事資材等単価表」（以下「単価表」という）は、神奈川県企業庁が発注す
る水道工事の積算に用いる単価の一覧表です。

（２）物価資料に掲載されていない資材等については、独自に調査し単価を設定していま
　　　す。

（３）「建設物価（Ｗｅｂ建設物価）」と「積算資料（積算資料電子版）」の両方に掲載
      されている場合、両誌の平均額を単価として採用しています。
　　　ただし、片方のみの掲載の場合はその価格を採用しています。

（４）物価資料の適用月は、設定及び改定する月の前月号としています。

　４月設定　→　「物価資料」　３月号及び冬号適用



３．取扱い

４．公表の方法

　　　　→　設計単価　56円（有効桁3桁だが円止め）

（８）物価資料等の単価の端数整理
　　①物価資料などの単価を換算せずに採用する場合
　　　２誌の平均額を算出し、各掲載単価の有効桁の大きい方の桁数を当該平均額の有効
　　　桁数とします。ただし、大きい方の有効桁が３桁未満のときは３桁とします。
　　　なお、１誌にのみ掲載されている場合はその掲載価格によります。
　　②物価資料などの単価を換算してから採用する場合
　　　鋳鉄管（K形）やビニル管等で単価が、ｔまたは本のものは個やｍあたりの単価に
　　　換算したのち平均額を算出します。換算後の単価は少数点以下３位を切り捨てて２
　　　位止めとし、平均額の有効桁は①によります。

　　　①と②において、有効桁より下位の数値を切り捨てたのち、最終値で円未満の端数
　　　が生じたときは円止めとします。

　　③端数処理

　例1：換算しない場合（入力単価の有効桁数の大きい方を有効桁とする場合）
　　　　33,500円（有効桁数3桁）：34,000円（有効桁数2桁）　→　平均額33,750円
　　　　→　設計単価　33,700円（有効桁3桁）
　例2：換算しない場合（入力単価の有効桁数が3桁未満のため3桁を有効桁数とする場合）
　　　　56円(有効桁2桁）：　57円（有効桁2桁）　→　平均額56.5円

（１）物価資料による単価については、一般財団法人建設物価調査会及び一般財団法人経
　　　済調査会が著作権を保有しています。

　神奈川県企業庁のホームページにおいて公表しています。なお、一切の問い合わせには
応じないものとします。

　例3：ビニイル管を1ｍあたりに換算する場合（4ｍ/本の場合）
　　　　・6,420円/本（有効桁3桁）→1,605.00円/m（小数点以下3位を切り捨てて2位止）
　　　　・5,780円/本（有効桁3桁）→1,445.00円/m（小数点以下3位を切り捨てて2位止）
　　　　→平均額　1,525.00円/m　→　設計単価1,520円/m（有効桁3桁，円止め）

（２）「単価表」の一部または全部を電子媒体または印刷物で、第三者に販売、貸与、及
　　　び譲渡等を行わないで下さい。

（９）単価欄の＊は単価設定されていません。
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（１）弁栓

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD010019104 消火栓 単口φ７５　内面粉体 個 57,120
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010019110 消火栓 単口φ７５　内面粉体（浅埋用） 個 48,420
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010019111 消火栓
単口φ７５　内面粉体（浅埋用ボール
式）

個 55,120
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010019115 消火栓 双口φ１００　内面粉体 個 114,800
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010019120 消火栓
単口φ７５　ＦＣＤ　10K仕様　浅埋
用

個 55,770
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010019121 消火栓
単口φ７５　ＦＣＤ　10K仕様　浅埋
用ボール式

個 64,170
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010022100 補修弁 φ７５　内面粉体　（Ｌ２００） 個 49,020
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010022171 補修弁 φ７５　内面粉体　（Ｌ１００） 個 41,420
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010022172 補修弁 φ７５　内面粉体　（Ｌ１５０） 個 45,920
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010022180 補修弁
φ７５　内面粉体　（Ｌ１００）
10K

個 50,870
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010022185 補修弁
φ７５　内面粉体　（Ｌ１５０）
10K

個 55,470
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010022190 補修弁
φ７５　内面粉体　（Ｌ２００）
10K

個 59,270
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010022210 補修弁
φ１００　内面粉体　（Ｌ２００）
10K

個 74,250
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010022600 補修弁 φ１００　内面粉体　（Ｌ２００） 個 62,120
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010032100 仕切弁 φ７５　ＦＣＤ製　立型 個 46,340 ＢＮＰ含む

ZD010032195 仕切弁 φ７５　ＦＣＤ製　立型（浅埋用） 個 46,340 ＢＮＰ含む

ZD010032600 仕切弁 φ１００　ＦＣＤ製　立型 個 54,150 ＢＮＰ含む

ZD010032695 仕切弁 φ１００　ＦＣＤ製　立型（浅埋用） 個 54,150 ＢＮＰ含む

ZD010033000 仕切弁 φ１５０　ＦＣＤ製　立型 個 85,920 ＢＮＰ含む

ZD010033095 仕切弁 φ１５０　ＦＣＤ製　立型（浅埋用） 個 85,920 ＢＮＰ含む

ZD010033100 仕切弁 φ２００　ＦＣＤ製　立型 個 120,600 ＢＮＰ含む

ZD010033195 仕切弁 φ２００　ＦＣＤ製　立型（浅埋用） 個 120,600 ＢＮＰ含む

ZD010033200 仕切弁 φ２５０　ＦＣＤ製　立型 個 192,900 ＢＮＰ含む

ZD010033295 仕切弁 φ２５０　ＦＣＤ製　立型（浅埋用） 個 192,900 ＢＮＰ含む

ZD010033395 仕切弁 φ３００　ＦＣＤ製　立型（浅埋用） 個 258,900 ＢＮＰ含む

ZD010043300 仕切弁 φ３００　ＦＣＤ製立型ショート 個 258,900 ＢＮＰ含む

ZD010043400 仕切弁 φ３５０　ＦＣＤ製立型ショート 個 427,400 ＢＮＰ含む

ZD010043500 仕切弁 φ４００　ＦＣＤ製立型ショート 個 588,600 ＢＮＰ含む

ZD010043600 仕切弁 φ４５０　ＦＣＤ製立型ショート 個 810,400 ＢＮＰ含む

ZD010043700 仕切弁 φ５００　ＦＣＤ製立型ショート 個 1,052,000 ＢＮＰ含む

ZD010092195 仕切弁 φ７５　ソフトシール（浅埋用） 個 36,640 ＢＮＰ含む

ZD010092695 仕切弁 φ１００　ソフトシール（浅埋用） 個 45,050 ＢＮＰ含む

ZD010093095 仕切弁 φ１５０　ソフトシール（浅埋用） 個 76,620 ＢＮＰ含む

ZD010093195 仕切弁 φ２００　ソフトシール（浅埋用） 個 112,300 ＢＮＰ含む
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（１）弁栓

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD010093395 仕切弁 φ３００　ソフトシール（浅埋用） 個 231,900 ＢＮＰ含む

ZD010232100 ツーポートバルブ φ７５ 個 *

ZD010232600 ツーポートバルブ φ１００ 個 *

ZD010233000 ツーポートバルブ φ１５０ 個 *

ZD010233100 ツーポートバルブ φ２００ 個 *

ZD010233200 ツーポートバルブ φ２５０ 個 *

ZD010233300 ツーポートバルブ φ３００ 個 *

ZD010233400 ツーポートバルブ φ３５０ 個 *

ZD010233500 ツーポートバルブ φ４００ 個 *

ZD010233600 ツーポートバルブ φ４５０ 個 *

ZD010233700 ツーポートバルブ φ５００ 個 *

ZD010119103 急速型空気弁 単口　φ２５ 個 48,620
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010119104 急速型空気弁 単口　φ７５　副弁なし 個 66,420
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010119105 急速型空気弁 単口　φ１００　副弁なし 個 80,920
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010119106 急速型空気弁 単口　φ１５０　副弁なし 個 189,700
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010119107 急速型空気弁 単口　φ７５　副弁なし　10K 個 77,970
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010119108 急速型空気弁 単口　φ１００　副弁なし　10K 個 94,750
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010129104 給水口付空気弁 φ７５ 個 105,800
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010129105 給水口付空気弁 φ１００ 個 127,800
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010129110 給水口付空気弁 φ７５（浅埋用） 個 102,600
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010129111 給水口付空気弁 φ75（浅埋用）10ｋ仕様 個 120,800
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010129114 給水口付空気弁 φ７５　１０Ｋ仕様 個 130,400
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010129115 給水口付空気弁 φ１００　１０Ｋ仕様 個 156,000
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010129120 給水口付空気弁
φ１００（急速空気弁φ７５排気）
７．５Ｋ仕様

個 258,800
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010129125 給水口付空気弁
φ１００（急速空気弁φ７５排気）
１０Ｋ仕様

個 316,000
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD010133500 バタフライ弁 φ４００　ＦＣＤ製 個 1,085,000 ＢＮＰ含む

ZD010133600 バタフライ弁 φ４５０　ＦＣＤ製 個 1,299,000 ＢＮＰ含む

ZD010133700 バタフライ弁 φ５００　ＦＣＤ製 個 1,421,000 ＢＮＰ含む

ZD010133900 バタフライ弁 φ６００　ＦＣＤ製 個 1,711,000 ＢＮＰ含む

ZD010134100 バタフライ弁 φ７００　ＦＣＤ製 個 2,259,000 ＢＮＰ含む

ZD010134300 バタフライ弁 φ８００　ＦＣＤ製 個 2,772,000 ＢＮＰ含む

ZD010134500 バタフライ弁 φ９００　ＦＣＤ製 個 3,368,000 ＢＮＰ含む

ZD010143500 バタフライ弁 φ４００　ＦＣＤ製副弁内蔵 個 1,795,000 ＢＮＰ含む

ZD010143700 バタフライ弁 φ５００　ＦＣＤ製副弁内蔵 個 2,161,000 ＢＮＰ含む
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（１）弁栓

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD010143900 バタフライ弁 φ６００　ＦＣＤ製副弁内蔵 個 2,511,000 ＢＮＰ含む

ZD010144100 バタフライ弁 φ７００　ＦＣＤ製副弁内蔵 個 3,409,000 ＢＮＰ含む

ZD010144300 バタフライ弁 φ８００　ＦＣＤ製副弁内蔵 個 3,832,000 ＢＮＰ含む

ZD010144500 バタフライ弁 φ９００　ＦＣＤ製副弁内蔵 個 5,248,000 ＢＮＰ含む

ZD010173500 バタフライ弁 φ４００　副弁内蔵型（一軸式） 個 2,695,000 ＢＮＰ含む

ZD010173700 バタフライ弁 φ５００　副弁内蔵型（一軸式） 個 3,421,000 ＢＮＰ含む

ZD010173900 バタフライ弁 φ６００　副弁内蔵型（一軸式） 個 3,651,000 ＢＮＰ含む

ZD010174100 バタフライ弁 φ７００　副弁内蔵型（一軸式） 個 4,539,000 ＢＮＰ含む

ZD010174300 バタフライ弁 φ８００　副弁内蔵型（一軸式） 個 5,182,000 ＢＮＰ含む

ZD010174500 バタフライ弁 φ９００　副弁内蔵型（一軸式） 個 6,798,000 ＢＮＰ含む

ZD010182195 仕切弁
φ７５　Ｋ形受挿しソフトシール（浅
埋用）

個 51,700

ZD010182695 仕切弁
φ１００Ｋ形受挿しソフトシール（浅
埋用）

個 64,200

ZD010183095 仕切弁
φ１５０Ｋ形受挿しソフトシール（浅
埋用）

個 105,000

ZD010183195 仕切弁
φ２００Ｋ形受挿しソフトシール（浅
埋用）

個 154,000

ZD010183395 仕切弁
φ３００Ｋ形受挿しソフトシール（浅
埋用）

個 296,000

ZD010192195 仕切弁
φ７５　ＮＳ形受挿しソフトシール
浅埋用

個

ZD010192695 仕切弁
φ１００ＮＳ形受挿しソフトシール
浅埋用

個

ZD010193095 仕切弁
φ１５０ＮＳ形受挿しソフトシール
浅埋用

個

ZD010193195 仕切弁
φ２００ＮＳ形受挿しソフトシール
浅埋用

個

ZD010193395 仕切弁
φ３００ＮＳ形受挿しソフトシール
浅埋用

個 344,000 接合部品含む

ZD010202195 仕切弁
φ７５　ＮＳ形両受けソフトシール
浅埋用

個

ZD010202695 仕切弁
φ１００ＮＳ形両受けソフトシール
浅埋用

個

ZD010203095 仕切弁
φ１５０ＮＳ形両受けソフトシール
浅埋用

個

ZD010203195 仕切弁
φ２００ＮＳ形両受けソフトシール
浅埋用

個

ZD010203395 仕切弁
φ３００ＮＳ形両受けソフトシール
浅埋用

個 376,000 接合部品含む

ZD010203500 仕切弁
φ４００　ＮＳ形　両受けソフトシー
ル

個 765,000 接合部品含む

ZD010208700 バタフライ弁 φ４００　ＮＳ形　両受け　7.5K 個 1,820,000
接合部品含む、ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ
充水通水型

ZD010208900 バタフライ弁 φ５００　ＮＳ形　両受け　7.5K 個 2,310,000
接合部品含む、ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ
充水通水型

ZD010209100 バタフライ弁 φ６００　ＮＳ形　両受け　7.5K 個 2,740,000
接合部品含む、ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ
充水通水型

ZD010209300 バタフライ弁 φ７００　ＮＳ形　両受け　7.5K 個 3,450,000
接合部品含む、ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ
充水通水型

ZD010209500 バタフライ弁 φ８００　ＮＳ形　両受け　7.5K 個 4,240,000
接合部品含む、ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ
充水通水型

ZD010211700 バタフライ弁 φ４００　ＮＳ形　両受け　10.0K 個 1,960,000
接合部品含む、ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ
充水通水型

ZD010211900 バタフライ弁 φ５００　ＮＳ形　両受け　10.0K 個 2,500,000
接合部品含む、ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ
充水通水型

ZD010212100 バタフライ弁 φ６００　ＮＳ形　両受け　10.0K 個 2,950,000
接合部品含む、ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ
充水通水型

6



（１）弁栓

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD010212300 バタフライ弁 φ７００　ＮＳ形　両受け　10.0K 個 3,750,000
接合部品含む、ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ
充水通水型

ZD010212500 バタフライ弁 φ８００　ＮＳ形　両受け　10.0K 個 4,590,000
接合部品含む、ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ
充水通水型

ZD010213395 仕切弁
φ３００　ＳⅡ形　両受けソフトシー
ル　浅埋用

個 *

ZD010213500 仕切弁
φ４００　ＳⅡ形　両受けソフトシー
ル

個 *

ZD010240195 仕切弁
φ７５　ＧＸ形受挿しソフトシール
浅埋用

個

ZD010240295 仕切弁
φ１００ＧＸ形受挿しソフトシール
浅埋用

個

ZD010240395 仕切弁
φ１５０ＧＸ形受挿しソフトシール
浅埋用

個

ZD010240495 仕切弁
φ２００ＧＸ形受挿しソフトシール
浅埋用

個

ZD010250195 仕切弁
φ７５　ＧＸ形両受けソフトシール
浅埋用

個

ZD010250295 仕切弁
φ１００ＧＸ形両受けソフトシール
浅埋用

個

ZD010250395 仕切弁
φ１５０ＧＸ形両受けソフトシール
浅埋用

個

ZD010250495 仕切弁
φ２００ＧＸ形両受けソフトシール
浅埋用

個

ZD010250545 仕切弁
φ３００ＧＸ形受挿しソフトシール
浅埋用

個 471,000

ZD010250595 仕切弁
φ３００ＧＸ形両受けソフトシール
浅埋用

個 494,000

ZD010250645 仕切弁
φ４００ＧＸ形受挿しソフトシール
浅埋用

個 *

ZD010250695 仕切弁
φ４００ＧＸ形両受けソフトシール
浅埋用

個 858,000

ZD102600100 仕切弁
φ50　S50形　受挿しソフトシール
（キャップ式）

個 74,100
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（２）Ｔ形

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD111052100 直管（ゴム輪付）
Ｔ形　φ７５×４　Ｄ３
内面モルタルライニング

本

ZD111052600 直管（ゴム輪付）
Ｔ形　φ１００×４　Ｄ３
内面モルタルライニング

本

ZD111053000 直管（ゴム輪付）
Ｔ形　φ１５０×５　Ｄ３
内面モルタルライニング

本

ZD111053100 直管（ゴム輪付）
Ｔ形　φ２００×５　Ｄ３
内面モルタルライニング

本

ZD111782100 タイトン特殊押輪 φ７５ 組

ZD111782600 タイトン特殊押輪 φ１００ 組

ZD111783000 タイトン特殊押輪 φ１５０ 組

ZD111783100 タイトン特殊押輪 φ２００ 組
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（３）Ｋ形

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD131013300 直管
Ｋ形　φ３００×６　Ｄ１
内面モルタルライニング

本

ZD131033500 直管
Ｋ形　φ４００×６　Ｄ２
内面モルタルライニング

本

ZD131033600 直管
Ｋ形　φ４５０×６　Ｄ２
内面モルタルライニング

本

ZD131033700 直管
Ｋ形　φ５００×６　Ｄ２
内面モルタルライニング

本

ZD131033900 直管
Ｋ形　φ６００×６　Ｄ２
内面モルタルライニング

本

ZD131034100 直管
Ｋ形　φ７００×６　Ｄ２
内面モルタルライニング

本

ZD131034300 直管
Ｋ形　φ８００×６　Ｄ２
内面モルタルライニング

本

ZD131034500 直管
Ｋ形　φ９００×６　Ｄ２
内面モルタルライニング

本

ZD131034700 直管
Ｋ形　φ１０００×６　Ｄ２
内面モルタルライニング

本

ZD131034900 直管
Ｋ形　φ１１００×６　Ｄ２
内面モルタルライニング

本

ZD131035100 直管
Ｋ形　φ１２００×６　Ｄ２
内面モルタルライニング

本

ZD131035200 直管
Ｋ形　φ１３５０×６　Ｄ２
内面モルタルライニング

本

ZD131035300 直管
Ｋ形　φ１５００×６　Ｄ２
内面モルタルライニング

本

ZD131212121 Ｔ字管 Ｋ形　φ７５×７５ 個 単位重量　21.9

ZD131212621 Ｔ字管 Ｋ形　φ１００×７５ 個 単位重量　28.0

ZD131212626 Ｔ字管 Ｋ形　φ１００×１００ 個 単位重量　29.9

ZD131213021 Ｔ字管 Ｋ形　φ１５０×７５ 個 単位重量　41.6

ZD131213026 Ｔ字管 Ｋ形　φ１５０×１００ 個 単位重量　43.4

ZD131213030 Ｔ字管 Ｋ形　φ１５０×１５０ 個 単位重量　47.3

ZD131213126 Ｔ字管 Ｋ形　φ２００×１００ 個 単位重量　60.4

ZD131213130 Ｔ字管 Ｋ形　φ２００×１５０ 個 単位重量　71.7

ZD131213131 Ｔ字管 Ｋ形　φ２００×２００ 個 単位重量　75.8

ZD131213226 Ｔ字管 Ｋ形　φ２５０×１００ 個 単位重量　82.0

ZD131213230 Ｔ字管 Ｋ形　φ２５０×１５０ 個 単位重量　86.1

ZD131213232 Ｔ字管 Ｋ形　φ２５０×２５０ 個 単位重量　103

ZD131213326 Ｔ字管 Ｋ形　φ３００×１００ 個 単位重量　106

ZD131213330 Ｔ字管 Ｋ形　φ３００×１５０ 個 単位重量　110

ZD131213331 Ｔ字管 Ｋ形　φ３００×２００ 個 単位重量　131

ZD131213333 Ｔ字管 Ｋ形　φ３００×３００ 個 単位重量　146

ZD131213432 Ｔ字管 Ｋ形　φ３５０×２５０ 個 単位重量　168

ZD131213434 Ｔ字管 Ｋ形　φ３５０×３５０ 個 単位重量　185

ZD131213533 Ｔ字管 Ｋ形　φ４００×３００ 個 単位重量　222

ZD131213535 Ｔ字管 Ｋ形　φ４００×４００ 個 単位重量　238

ZD131213633 Ｔ字管 Ｋ形　φ４５０×３００ 個 単位重量　264
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（３）Ｋ形

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD131213636 Ｔ字管 Ｋ形　φ４５０×４５０ 個 単位重量　289

ZD131213733 Ｔ字管 Ｋ形　φ５００×３００ 個 単位重量　311

ZD131213734 Ｔ字管 Ｋ形　φ５００×３５０ 個 単位重量　318

ZD131213737 Ｔ字管 Ｋ形　φ５００×５００ 個 単位重量　346

ZD131213935 Ｔ字管 Ｋ形　φ６００×４００ 個 単位重量　434

ZD131213937 Ｔ字管 Ｋ形　φ６００×５００ 個 単位重量　452

ZD131213939 Ｔ字管 Ｋ形　φ６００×６００ 個 単位重量　472

ZD131214135 Ｔ字管 Ｋ形　φ７００×４００ 個 単位重量　566

ZD131214137 Ｔ字管 Ｋ形　φ７００×５００ 個 単位重量　583

ZD131214139 Ｔ字管 Ｋ形　φ７００×６００ 個 単位重量　602

ZD131214141 Ｔ字管 Ｋ形　φ７００×７００ 個 単位重量　629

ZD131214337 Ｔ字管 Ｋ形　φ８００×５００ 個 単位重量　732

ZD131214339 Ｔ字管 Ｋ形　φ８００×６００ 個 単位重量　750

ZD131214341 Ｔ字管 Ｋ形　φ８００×７００ 個 単位重量　776

ZD131214343 Ｔ字管 Ｋ形　φ８００×８００ 個 単位重量　803

ZD131214539 Ｔ字管 Ｋ形　φ９００×６００ 個 単位重量　796

ZD131214541 Ｔ字管 Ｋ形　φ９００×７００ 個 単位重量　961

ZD131214543 Ｔ字管 Ｋ形　φ９００×８００ 個 単位重量　987

ZD131214545 Ｔ字管 Ｋ形　φ９００×９００ 個 単位重量　1020

ZD131214739 Ｔ字管 Ｋ形　φ１０００×６００ 個 単位重量　988

ZD131214743 Ｔ字管 Ｋ形　φ１０００×８００ 個 単位重量　1190

ZD131214747 Ｔ字管 Ｋ形　φ１０００×１０００ 個 単位重量　1270

ZD131214939 Ｔ字管 Ｋ形　φ１１００×６００ 個 単位重量　1110

ZD131214943 Ｔ字管 Ｋ形　φ１１００×８００ 個 単位重量　1240

ZD131214949 Ｔ字管 Ｋ形　φ１１００×１１００ 個 単位重量　1540

ZD131215139 Ｔ字管 Ｋ形　φ１２００×６００ 個 単位重量　1280

ZD131215145 Ｔ字管 Ｋ形　φ１２００×９００ 個 単位重量　1500

ZD131215151 Ｔ字管 Ｋ形　φ１２００×１２００ 個 単位重量　1830

ZD131215239 Ｔ字管 Ｋ形　φ１３５０×６００ 個 単位重量　1580

ZD131215245 Ｔ字管 Ｋ形　φ１３５０×９００ 個 単位重量　1870

ZD131215252 Ｔ字管 Ｋ形　φ１３５０×１３５０ 個 単位重量　2530

ZD131215339 Ｔ字管 Ｋ形　φ１５００×６００ 個 単位重量　1920

ZD131215347 Ｔ字管 Ｋ形　φ１５００×１０００ 個 単位重量　2360

ZD131215353 Ｔ字管 Ｋ形　φ１５００×１５００ 個 単位重量　3170
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（３）Ｋ形

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD131222621 受挿し片落管 Ｋ形　φ１００×７５ 個 単位重量　16.2

ZD131223026 受挿し片落管 Ｋ形　φ１５０×１００ 個 単位重量　22.9

ZD131223126 受挿し片落管 Ｋ形　φ２００×１００ 個 単位重量　30.5

ZD131223130 受挿し片落管 Ｋ形　φ２００×１５０ 個 単位重量　36.1

ZD131223226 受挿し片落管 Ｋ形　φ２５０×１００ 個 単位重量　41.4

ZD131223230 受挿し片落管 Ｋ形　φ２５０×１５０ 個 単位重量　48.1

ZD131223231 受挿し片落管 Ｋ形　φ２５０×２００ 個 単位重量　53.8

ZD131223326 受挿し片落管 Ｋ形　φ３００×１００ 個 単位重量　55.0

ZD131223330 受挿し片落管 Ｋ形　φ３００×１５０ 個 単位重量　61.5

ZD131223331 受挿し片落管 Ｋ形　φ３００×２００ 個 単位重量　67.1

ZD131223332 受挿し片落管 Ｋ形　φ３００×２５０ 個 単位重量　75.2

ZD131223430 受挿し片落管 Ｋ形　φ３５０×１５０ 個 単位重量　71.0

ZD131223431 受挿し片落管 Ｋ形　φ３５０×２００ 個 単位重量　76.4

ZD131223432 受挿し片落管 Ｋ形　φ３５０×２５０ 個 単位重量　84.3

ZD131223433 受挿し片落管 Ｋ形　φ３５０×３００ 個 単位重量　91.7

ZD131223530 受挿し片落管 Ｋ形　φ４００×１５０ 個 単位重量　90.8

ZD131223531 受挿し片落管 Ｋ形　φ４００×２００ 個 単位重量　97.1

ZD131223532 受挿し片落管 Ｋ形　φ４００×２５０ 個 単位重量　106

ZD131223533 受挿し片落管 Ｋ形　φ４００×３００ 個 単位重量　115

ZD131223534 受挿し片落管 Ｋ形　φ４００×３５０ 個 単位重量　126

ZD131223631 受挿し片落管 Ｋ形　φ４５０×２００ 個 単位重量　112

ZD131223632 受挿し片落管 Ｋ形　φ４５０×２５０ 個 単位重量　121

ZD131223633 受挿し片落管 Ｋ形　φ４５０×３００ 個 単位重量　129

ZD131223634 受挿し片落管 Ｋ形　φ４５０×３５０ 個 単位重量　140

ZD131223635 受挿し片落管 Ｋ形　φ４５０×４００ 個 単位重量　153

ZD131223732 受挿し片落管 Ｋ形　φ５００×２５０ 個 単位重量　136

ZD131223733 受挿し片落管 Ｋ形　φ５００×３００ 個 単位重量　144

ZD131223734 受挿し片落管 Ｋ形　φ５００×３５０ 個 単位重量　155

ZD131223735 受挿し片落管 Ｋ形　φ５００×４００ 個 単位重量　167

ZD131223736 受挿し片落管 Ｋ形　φ５００×４５０ 個 単位重量　179

ZD131223933 受挿し片落管 Ｋ形　φ６００×３００ 個 単位重量　177

ZD131223934 受挿し片落管 Ｋ形　φ６００×３５０ 個 単位重量　187

ZD131223935 受挿し片落管 Ｋ形　φ６００×４００ 個 単位重量　198

ZD131223936 受挿し片落管 Ｋ形　φ６００×４５０ 個 単位重量　210
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（３）Ｋ形

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD131223937 受挿し片落管 Ｋ形　φ６００×５００ 個 単位重量　221

ZD131224135 受挿し片落管 Ｋ形　φ７００×４００ 個 単位重量　274

ZD131224136 受挿し片落管 Ｋ形　φ７００×４５０ 個 単位重量　288

ZD131224137 受挿し片落管 Ｋ形　φ７００×５００ 個 単位重量　301

ZD131224139 受挿し片落管 Ｋ形　φ７００×６００ 個 単位重量　332

ZD131224336 受挿し片落管 Ｋ形　φ８００×４５０ 個 単位重量　336

ZD131224337 受挿し片落管 Ｋ形　φ８００×５００ 個 単位重量　349

ZD131224339 受挿し片落管 Ｋ形　φ８００×６００ 個 単位重量　377

ZD131224341 受挿し片落管 Ｋ形　φ８００×７００ 個 単位重量　412

ZD131224537 受挿し片落管 Ｋ形　φ９００×５００ 個 単位重量　407

ZD131224539 受挿し片落管 Ｋ形　φ９００×６００ 個 単位重量　433

ZD131224541 受挿し片落管 Ｋ形　φ９００×７００ 個 単位重量　466

ZD131224543 受挿し片落管 Ｋ形　φ９００×８００ 個 単位重量　501

ZD131224739 受挿し片落管 Ｋ形　φ１０００×６００ 個 単位重量　508

ZD131224741 受挿し片落管 Ｋ形　φ１０００×７００ 個 単位重量　538

ZD131224743 受挿し片落管 Ｋ形　φ１０００×８００ 個 単位重量　570

ZD131224745 受挿し片落管 Ｋ形　φ１０００×９００ 個 単位重量　615

ZD131224941 受挿し片落管 Ｋ形　φ１１００×７００ 個 単位重量　646

ZD131224943 受挿し片落管 Ｋ形　φ１１００×８００ 個 単位重量　680

ZD131224945 受挿し片落管 Ｋ形　φ１１００×９００ 個 単位重量　726

ZD131224947 受挿し片落管 Ｋ形　φ１１００×１０００ 個 単位重量　771

ZD131225143 受挿し片落管 Ｋ形　φ１２００×８００ 個 単位重量　760

ZD131225145 受挿し片落管 Ｋ形　φ１２００×９００ 個 単位重量　803

ZD131225147 受挿し片落管 Ｋ形　φ１２００×１０００ 個 単位重量　844

ZD131225149 受挿し片落管 Ｋ形　φ１２００×１１００ 個 単位重量　903

ZD131225245 受挿し片落管 Ｋ形　φ１３５０×９００ 個 単位重量　958

ZD131225247 受挿し片落管 Ｋ形　φ１３５０×１０００ 個 単位重量　993

ZD131225249 受挿し片落管 Ｋ形　φ１３５０×１１００ 個 単位重量　1040

ZD131225251 受挿し片落管 Ｋ形　φ１３５０×１２００ 個 単位重量　1090

ZD131225347 受挿し片落管 Ｋ形　φ１５００×１０００ 個 単位重量　1190

ZD131225349 受挿し片落管 Ｋ形　φ１５００×１１００ 個 単位重量　1220

ZD131225351 受挿し片落管 Ｋ形　φ１５００×１２００ 個 単位重量　1260

ZD131225352 受挿し片落管 Ｋ形　φ１５００×１３５０ 個 単位重量　1360

ZD131232621 挿し受片落管 Ｋ形　φ１００×７５ 個 単位重量　15.4
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ZD131233026 挿し受片落管 Ｋ形　φ１５０×１００ 個 単位重量　21.6

ZD131233126 挿し受片落管 Ｋ形　φ２００×１００ 個 単位重量　28.5

ZD131233130 挿し受片落管 Ｋ形　φ２００×１５０ 個 単位重量　35.0

ZD131233226 挿し受片落管 Ｋ形　φ２５０×１００ 個 単位重量　38.3

ZD131233230 挿し受片落管 Ｋ形　φ２５０×１５０ 個 単位重量　45.8

ZD131233231 挿し受片落管 Ｋ形　φ２５０×２００ 個 単位重量　52.7

ZD131233326 挿し受片落管 Ｋ形　φ３００×１００ 個 単位重量　44.7

ZD131233330 挿し受片落管 Ｋ形　φ３００×１５０ 個 単位重量　52.2

ZD131233331 挿し受片落管 Ｋ形　φ３００×２００ 個 単位重量　58.8

ZD131233332 挿し受片落管 Ｋ形　φ３００×２５０ 個 単位重量　68.0

ZD131233430 挿し受片落管 Ｋ形　φ３５０×１５０ 個 単位重量　59.2

ZD131233431 挿し受片落管 Ｋ形　φ３５０×２００ 個 単位重量　65.7

ZD131233432 挿し受片落管 Ｋ形　φ３５０×２５０ 個 単位重量　74.7

ZD131233433 挿し受片落管 Ｋ形　φ３５０×３００ 個 単位重量　89.3

ZD131233530 挿し受片落管 Ｋ形　φ４００×１５０ 個 単位重量　77.7

ZD131233531 挿し受片落管 Ｋ形　φ４００×２００ 個 単位重量　85.1

ZD131233532 挿し受片落管 Ｋ形　φ４００×２５０ 個 単位重量　95.3

ZD131233533 挿し受片落管 Ｋ形　φ４００×３００ 個 単位重量　111

ZD131233534 挿し受片落管 Ｋ形　φ４００×３５０ 個 単位重量　123

ZD131233631 挿し受片落管 Ｋ形　φ４５０×２００ 個 単位重量　96.2

ZD131233632 挿し受片落管 Ｋ形　φ４５０×２５０ 個 単位重量　106

ZD131233633 挿し受片落管 Ｋ形　φ４５０×３００ 個 単位重量　122

ZD131233634 挿し受片落管 Ｋ形　φ４５０×３５０ 個 単位重量　133

ZD131233635 挿し受片落管 Ｋ形　φ４５０×４００ 個 単位重量　149

ZD131233732 挿し受片落管 Ｋ形　φ５００×２５０ 個 単位重量　117

ZD131233733 挿し受片落管 Ｋ形　φ５００×３００ 個 単位重量　132

ZD131233734 挿し受片落管 Ｋ形　φ５００×３５０ 個 単位重量　143

ZD131233735 挿し受片落管 Ｋ形　φ５００×４００ 個 単位重量　159

ZD131233736 挿し受片落管 Ｋ形　φ５００×４５０ 個 単位重量　175

ZD131233933 挿し受片落管 Ｋ形　φ６００×３００ 個 単位重量　157

ZD131233934 挿し受片落管 Ｋ形　φ６００×３５０ 個 単位重量　167

ZD131233935 挿し受片落管 Ｋ形　φ６００×４００ 個 単位重量　182

ZD131233936 挿し受片落管 Ｋ形　φ６００×４５０ 個 単位重量　197

ZD131233937 挿し受片落管 Ｋ形　φ６００×５００ 個 単位重量　213
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ZD131234135 挿し受片落管 Ｋ形　φ７００×４００ 個 単位重量　245

ZD131234136 挿し受片落管 Ｋ形　φ７００×４５０ 個 単位重量　263

ZD131234137 挿し受片落管 Ｋ形　φ７００×５００ 個 単位重量　281

ZD131234139 挿し受片落管 Ｋ形　φ７００×６００ 個 単位重量　319

ZD131234336 挿し受片落管 Ｋ形　φ８００×４５０ 個 単位重量　297

ZD131234337 挿し受片落管 Ｋ形　φ８００×５００ 個 単位重量　315

ZD131234339 挿し受片落管 Ｋ形　φ８００×６００ 個 単位重量　352

ZD131234341 挿し受片落管 Ｋ形　φ８００×７００ 個 単位重量　399

ZD131234537 挿し受片落管 Ｋ形　φ９００×５００ 個 単位重量　363

ZD131234539 挿し受片落管 Ｋ形　φ９００×６００ 個 単位重量　397

ZD131234541 挿し受片落管 Ｋ形　φ９００×７００ 個 単位重量　442

ZD131234543 挿し受片落管 Ｋ形　φ９００×８００ 個 単位重量　490

ZD131234739 挿し受片落管 Ｋ形　φ１０００×６００ 個 単位重量　443

ZD131234741 挿し受片落管 Ｋ形　φ１０００×７００ 個 単位重量　485

ZD131234743 挿し受片落管 Ｋ形　φ１０００×８００ 個 単位重量　530

ZD131234745 挿し受片落管 Ｋ形　φ１０００×９００ 個 単位重量　586

ZD131234941 挿し受片落管 Ｋ形　φ１１００×７００ 個 単位重量　578

ZD131234943 挿し受片落管 Ｋ形　φ１１００×８００ 個 単位重量　626

ZD131234945 挿し受片落管 Ｋ形　φ１１００×９００ 個 単位重量　683

ZD131234947 挿し受片落管 Ｋ形　φ１１００×１０００ 個 単位重量　758

ZD131235143 挿し受片落管 Ｋ形　φ１２００×８００ 個 単位重量　683

ZD131235145 挿し受片落管 Ｋ形　φ１２００×９００ 個 単位重量　737

ZD131235147 挿し受片落管 Ｋ形　φ１２００×１０００ 個 単位重量　808

ZD131235149 挿し受片落管 Ｋ形　φ１２００×１１００ 個 単位重量　880

ZD131235245 挿し受片落管 Ｋ形　φ１３５０×９００ 個 単位重量　860

ZD131235247 挿し受片落管 Ｋ形　φ１３５０×１０００ 個 単位重量　925

ZD131235249 挿し受片落管 Ｋ形　φ１３５０×１１００ 個 単位重量　991

ZD131235251 挿し受片落管 Ｋ形　φ１３５０×１２００ 個 単位重量　1060

ZD131235347 挿し受片落管 Ｋ形　φ１５００×１０００ 個 単位重量　1070

ZD131235349 挿し受片落管 Ｋ形　φ１５００×１１００ 個 単位重量　1110

ZD131235351 挿し受片落管 Ｋ形　φ１５００×１２００ 個 単位重量　1180

ZD131235352 挿し受片落管 Ｋ形　φ１５００×１３５０ 個 単位重量　1310

ZD131242100 曲管 Ｋ形　φ７５×９０゜ 個 単位重量　14.5

ZD131242600 曲管 Ｋ形　φ１００×９０゜ 個 単位重量　18.8
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ZD131243000 曲管 Ｋ形　φ１５０×９０゜ 個 単位重量　32.5

ZD131243100 曲管 Ｋ形　φ２００×９０゜ 個 単位重量　57.1

ZD131243200 曲管 Ｋ形　φ２５０×９０゜ 個 単位重量　79.7

ZD131243300 曲管 Ｋ形　φ３００×９０゜ 個 単位重量　125

ZD131243400 曲管 Ｋ形　φ３５０×９０゜ 個 単位重量　151

ZD131243500 曲管 Ｋ形　φ４００×９０゜ 個 単位重量　195

ZD131243600 曲管 Ｋ形　φ４５０×９０゜ 個 単位重量　228

ZD131243700 曲管 Ｋ形　φ５００×９０゜ 個 単位重量　289

ZD131243900 曲管 Ｋ形　φ６００×９０゜ 個 単位重量　414

ZD131244100 曲管 Ｋ形　φ７００×９０゜ 個 単位重量　560

ZD131244300 曲管 Ｋ形　φ８００×９０゜ 個 単位重量　731

ZD131244500 曲管 Ｋ形　φ９００×９０゜ 個 単位重量　934

ZD131244700 曲管 Ｋ形　φ１０００×９０゜ 個 単位重量　1140

ZD131244900 曲管 Ｋ形　φ１１００×９０゜ 個 単位重量　1360

ZD131245100 曲管 Ｋ形　φ１２００×９０゜ 個 単位重量　1550

ZD131245200 曲管 Ｋ形　φ１３５０×９０゜ 個 単位重量　1910

ZD131245300 曲管 Ｋ形　φ１５００×９０゜ 個 単位重量　2300

ZD131252100 曲管 Ｋ形　φ７５×４５゜ 個 単位重量　13.2

ZD131252600 曲管 Ｋ形　φ１００×４５゜ 個 単位重量　17.1

ZD131253000 曲管 Ｋ形　φ１５０×４５゜ 個 単位重量　30.0

ZD131253100 曲管 Ｋ形　φ２００×４５゜ 個 単位重量　49.0

ZD131253200 曲管 Ｋ形　φ２５０×４５゜ 個 単位重量　65.2

ZD131253300 曲管 Ｋ形　φ３００×４５゜ 個 単位重量　93.0

ZD131253400 曲管 Ｋ形　φ３５０×４５゜ 個 単位重量　121

ZD131253500 曲管 Ｋ形　φ４００×４５゜ 個 単位重量　158

ZD131253600 曲管 Ｋ形　φ４５０×４５゜ 個 単位重量　196

ZD131253700 曲管 Ｋ形　φ５００×４５゜ 個 単位重量　239

ZD131253900 曲管 Ｋ形　φ６００×４５゜ 個 単位重量　340

ZD131254100 曲管 Ｋ形　φ７００×４５゜ 個 単位重量　468

ZD131254300 曲管 Ｋ形　φ８００×４５° 個 単位重量　620

ZD131254500 曲管 Ｋ形　φ９００×４５゜ 個 単位重量　803

ZD131254700 曲管 Ｋ形　φ１０００×４５゜ 個 単位重量　1020

ZD131254900 曲管 Ｋ形　φ１１００×４５゜ 個 単位重量　1270

ZD131255100 曲管 Ｋ形　φ１２００×４５゜ 個 単位重量　1450
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ZD131255200 曲管 Ｋ形　φ１３５０×４５゜ 個 単位重量　1780

ZD131255300 曲管 Ｋ形　φ１５００×４５゜ 個 単位重量　2140

ZD131262100 曲管 Ｋ形　φ７５×２２　1/2° 個 単位重量　13.2

ZD131262600 曲管 Ｋ形　φ１００×２２　1/2° 個 単位重量　17.1

ZD131263000 曲管 Ｋ形　φ１５０×２２　1/2° 個 単位重量　28.3

ZD131263100 曲管 Ｋ形　φ２００×２２　1/2° 個 単位重量　46.4

ZD131263200 曲管 Ｋ形　φ２５０×２２　1/2° 個 単位重量　61.7

ZD131263300 曲管 Ｋ形　φ３００×２２　1/2° 個 単位重量　88.6

ZD131263400 曲管 Ｋ形　φ３５０×２２　1/2° 個 単位重量　115

ZD131263500 曲管 Ｋ形　φ４００×２２　1/2° 個 単位重量　158

ZD131263600 曲管 Ｋ形　φ４５０×２２　1/2° 個 単位重量　196

ZD131263700 曲管 Ｋ形　φ５００×２２　1/2° 個 単位重量　239

ZD131263900 曲管 Ｋ形　φ６００×２２　1/2° 個 単位重量　340

ZD131264100 曲管 Ｋ形　φ７００×２２　1/2° 個 単位重量　468

ZD131264300 曲管 Ｋ形　φ８００×２２　1/2° 個 単位重量　620

ZD131264500 曲管 Ｋ形　φ９００×２２　1/2° 個 単位重量　803

ZD131264700 曲管 Ｋ形　φ１０００×２２　1/2° 個 単位重量　1020

ZD131264900 曲管 Ｋ形　φ１１００×２２　1/2° 個 単位重量　1240

ZD131265100 曲管 Ｋ形　φ１２００×２２　1/2° 個 単位重量　1420

ZD131265200 曲管 Ｋ形　φ１３５０×２２　1/2° 個 単位重量　1750

ZD131265300 曲管 Ｋ形　φ１５００×２２　1/2° 個 単位重量　2110

ZD131272100 曲管 Ｋ形　φ７５×１１　1/4° 個 単位重量　17.7

ZD131272600 曲管 Ｋ形　φ１００×１１　1/4° 個 単位重量　22.9

ZD131273000 曲管 Ｋ形　φ１５０×１１　1/4° 個 単位重量　34.7

ZD131273100 曲管 Ｋ形　φ２００×１１　1/4° 個 単位重量　62.6

ZD131273200 曲管 Ｋ形　φ２５０×１１　1/4° 個 単位重量　83.7

ZD131273300 曲管 Ｋ形　φ３００×１１　1/4° 個 単位重量　109

ZD131273400 曲管 Ｋ形　φ３５０×１１　1/4° 個 単位重量　153

ZD131273500 曲管 Ｋ形　φ４００×１１　1/4° 個 単位重量　193

ZD131273600 曲管 Ｋ形　φ４５０×１１　1/4° 個 単位重量　226

ZD131273700 曲管 Ｋ形　φ５００×１１　1/4° 個 単位重量　294

ZD131273900 曲管 Ｋ形　φ６００×１１　1/4° 個 単位重量　375

ZD131274100 曲管 Ｋ形　φ７００×１１　1/4° 個 単位重量　468

ZD131274300 曲管 Ｋ形　φ８００×１１　1/4° 個 単位重量　568
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ZD131274500 曲管 Ｋ形　φ９００×１１　1/4° 個 単位重量　679

ZD131274700 曲管 Ｋ形　φ１０００×１１　1/4° 個 単位重量　804

ZD131274900 曲管 Ｋ形　φ１１００×１１　1/4° 個 単位重量　933

ZD131275100 曲管 Ｋ形　φ１２００×１１　1/4° 個 単位重量　1070

ZD131275200 曲管 Ｋ形　φ１３５０×１１　1/4° 個 単位重量　1310

ZD131275300 曲管 Ｋ形　φ１５００×１１　1/4° 個 単位重量　1580

ZD131283300 曲管 Ｋ形　φ３００×５　5/8° 個 単位重量　126

ZD131283400 曲管 Ｋ形　φ３５０×５　5/8° 個 単位重量　153

ZD131283500 曲管 Ｋ形　φ４００×５　5/8° 個 単位重量　193

ZD131283600 曲管 Ｋ形　φ４５０×５　5/8° 個 単位重量　226

ZD131283700 曲管 Ｋ形　φ５００×５　5/8° 個 単位重量　294

ZD131283900 曲管 Ｋ形　φ６００×５　5/8° 個 単位重量　375

ZD131284100 曲管 Ｋ形　φ７００×５　5/8° 個 単位重量　468

ZD131284300 曲管 Ｋ形　φ８００×５　5/8° 個 単位重量　568

ZD131284500 曲管 Ｋ形　φ９００×５　5/8° 個 単位重量　679

ZD131284700 曲管 Ｋ形　φ１０００×５　5/8° 個 単位重量　804

ZD131284900 曲管 Ｋ形　φ１１００×５　5/8° 個 単位重量　933

ZD131285100 曲管 Ｋ形　φ１２００×５　5/8° 個 単位重量　1070

ZD131285200 曲管 Ｋ形　φ１３５０×５　5/8° 個 単位重量　1310

ZD131285300 曲管 Ｋ形　φ１５００×５　5/8° 個 単位重量　1580

ZD131312121 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ７５×７５　形式１　７．５
㎏f/cm2

個 単位重量　22.2

ZD131312621 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ１００×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　27.1

ZD131313021 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ１５０×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　38.5

ZD131313026 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ１５０×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　41.1

ZD131313121 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ２００×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　55.8

ZD131313126 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ２００×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　58.5

ZD131313221 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ２５０×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　73.3

ZD131313226 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ２５０×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　76.3

ZD131313321 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ３００×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　95.0

ZD131313326 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ３００×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　98.4

ZD131313421 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ３５０×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　115

ZD131313426 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ３５０×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　118

ZD131313521 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ４００×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　139

ZD131313526 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ４００×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　142
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ZD131313621 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ４５０×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　163

ZD131313626 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ４５０×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　165

ZD131313721 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ５００×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　188

ZD131313726 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ５００×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　190

ZD131313921 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ６００×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　242

ZD131313926 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ６００×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　244

ZD131314121 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ７００×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　311

ZD131314126 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ７００×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　313

ZD131314321 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ８００×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　382

ZD131314326 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ８００×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　383

ZD131314339 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ８００×６００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　731

ZD131314526 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ９００×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　482

ZD131314539 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ９００×６００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　777

ZD131314730 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ１０００×１５０　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　592

ZD131314739 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ１０００×６００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　970

ZD131314930 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ１１００×１５０　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　707

ZD131314939 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ１１００×６００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　1100

ZD131315130 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ１２００×１５０　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　831

ZD131315139 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ１２００×６００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　1260

ZD131315230 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ１３５０×１５０　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　1050

ZD131315239 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ１３５０×６００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　1560

ZD131315330 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ１５００×１５０　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　1310

ZD131315339 フランジ付Ｔ字管
Ｋ形　φ１５００×６００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　1900

ZD131413126 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ２００×１００ 個 単位重量　50.8

ZD131413226 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ２５０×１００ 個 単位重量　64.9

ZD131413326 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ３００×１００ 個 単位重量　90.0

ZD131413430 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ３５０×１５０ 個 単位重量　123

ZD131413530 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ４００×１５０ 個 単位重量　149

ZD131413631 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ４５０×２００ 個 単位重量　180

ZD131413731 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ５００×２００ 個 単位重量　208

ZD131413931 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ６００×２００ 個 単位重量　265

ZD131414133 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ７００×３００ 個 単位重量　378

ZD131414333 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ８００×３００ 個 単位重量　459

ZD131414533 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ９００×３００ 個 単位重量　557
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ZD131414735 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ１０００×４００ 個 単位重量　735

ZD131414935 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ１１００×４００ 個 単位重量　866

ZD131415135 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ１２００×４００ 個 単位重量　1010

ZD131415235 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ１３５０×４００ 個 単位重量　1270

ZD131415335 排水Ｔ字管 Ｋ形　φ１５００×４００ 個 単位重量　1560

ZD131422100 継輪 Ｋ形　φ７５ 個 単位重量　14.2

ZD131422600 継輪 Ｋ形　φ１００ 個 単位重量　17.9

ZD131423000 継輪 Ｋ形　φ１５０ 個 単位重量　25.1

ZD131423100 継輪 Ｋ形　φ２００ 個 単位重量　32.7

ZD131423200 継輪 Ｋ形　φ２５０ 個 単位重量　40.5

ZD131423300 継輪 Ｋ形　φ３００ 個 単位重量　57.5

ZD131423400 継輪 Ｋ形　φ３５０ 個 単位重量　68.0

ZD131423500 継輪 Ｋ形　φ４００ 個 単位重量　81.2

ZD131423600 継輪 Ｋ形　φ４５０ 個 単位重量　93.7

ZD131423700 継輪 Ｋ形　φ５００ 個 単位重量　107

ZD131423900 継輪 Ｋ形　φ６００ 個 単位重量　146

ZD131424100 継輪 Ｋ形　φ７００ 個 単位重量　184

ZD131424300 継輪 Ｋ形　φ８００ 個 単位重量　223

ZD131424500 継輪 Ｋ形　φ９００ 個 単位重量　270

ZD131424700 継輪 Ｋ形　φ１０００ 個 単位重量　348

ZD131424900 継輪 Ｋ形　φ１１００ 個 単位重量　400

ZD131425100 継輪 Ｋ形　φ１２００ 個 単位重量　455

ZD131425200 継輪 Ｋ形　φ１３５０ 個 単位重量　600

ZD131425300 継輪 Ｋ形　φ１５００ 個 単位重量　717

ZD131432100 短管１号
Ｋ形　φ７５　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　10.8

ZD131432600 短管１号
Ｋ形　φ１００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　13.6

ZD131433000 短管１号
Ｋ形　φ１５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　19.6

ZD131433100 短管１号
Ｋ形　φ２００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　26.4

ZD131433200 短管１号
Ｋ形　φ２５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　38.5

ZD131433300 短管１号
Ｋ形　φ３００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　52.6

ZD131433400 短管１号
Ｋ形　φ３５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　64.9

ZD131433500 短管１号
Ｋ形　φ４００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　77.6

ZD131433600 短管１号
Ｋ形　φ４５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　94.1

ZD131433700 短管１号
Ｋ形　φ５００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　108
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ZD131433900 短管１号
Ｋ形　φ６００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　152

ZD131434100 短管１号
Ｋ形　φ７００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　194

ZD131434300 短管１号
Ｋ形　φ８００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　241

ZD131434500 短管１号
Ｋ形　φ９００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　296

ZD131434700 短管１号
Ｋ形　φ１０００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　357

ZD131434900 短管１号
Ｋ形　φ１１００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　456

ZD131435100 短管１号
Ｋ形　φ１２００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　524

ZD131435200 短管１号
Ｋ形　φ１３５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　652

ZD131435300 短管１号
Ｋ形　φ１５００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　785

ZD131512100 短管２号
Ｋ形　φ７５　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　15.1

ZD131512600 短管２号
Ｋ形　φ１００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　19.2

ZD131513000 短管２号
Ｋ形　φ１５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　28.9

ZD131513100 短管２号
Ｋ形　φ２００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　44.2

ZD131513200 短管２号
Ｋ形　φ２５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　60.5

ZD131513300 短管２号
Ｋ形　φ３００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　75.2

ZD131513400 短管２号
Ｋ形　φ３５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　92.6

ZD131513500 短管２号
Ｋ形　φ４００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　119

ZD131513600 短管２号
Ｋ形　φ４５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　141

ZD131513700 短管２号
Ｋ形　φ５００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　162

ZD131513900 短管２号
Ｋ形　φ６００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　205

ZD131514100 短管２号
Ｋ形　φ７００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　255

ZD131514300 短管２号
Ｋ形　φ８００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　314

ZD131514500 短管２号
Ｋ形　φ９００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　399

ZD131514700 短管２号
Ｋ形　φ１０００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　468

ZD131514900 短管２号
Ｋ形　φ１１００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　544

ZD131515100 短管２号
Ｋ形　φ１２００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　624

ZD131515200 短管２号
Ｋ形　φ１３５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　774

ZD131515300 短管２号
Ｋ形　φ１５００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 単位重量　930

ZD131712116 ＧＰ用Ｔ字管 Ｋ形　φ７５×５０ 個 19,800

ZD131712616 ＧＰ用Ｔ字管 Ｋ形　φ１００×５０ 個 24,700

ZD131713016 ＧＰ用Ｔ字管 Ｋ形　φ１５０×５０ 個 34,000

ZD131713216 ＧＰ用Ｔ字管 Ｋ形　φ２００×５０ 個 44,000

ZD131762100 栓 Ｋ形　φ７５ 組 9,380 ボルト・ゴム輪含む

ZD131762600 栓 Ｋ形　φ１００ 組 11,200 ボルト・ゴム輪含む
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ZD131763000 栓 Ｋ形　φ１５０ 組 14,800 ボルト・ゴム輪含む

ZD131763100 栓 Ｋ形　φ２００ 組 21,300 ボルト・ゴム輪含む

ZD131763200 栓 Ｋ形　φ２５０ 組 26,900 ボルト・ゴム輪含む

ZD131763300 栓 Ｋ形　φ３００ 組 45,700 ボルト・ゴム輪含む

ZD131763400 栓 Ｋ形　φ３５０ 組 55,000 ボルト・ゴム輪含む

ZD131763500 栓 Ｋ形　φ４００ 組 67,700 ボルト・ゴム輪含む

ZD131763600 栓 Ｋ形　φ４５０ 組 76,700 ボルト・ゴム輪含む

ZD131763700 栓 Ｋ形　φ５００ 組 94,700 ボルト・ゴム輪含む

ZD131763900 栓 Ｋ形　φ６００ 組 149,000 ボルト・ゴム輪含む

ZD131764100 栓 Ｋ形　φ７００ 組 201,000 ボルト・ゴム輪含む

ZD131764300 栓 Ｋ形　φ８００ 組 283,000 ボルト・ゴム輪含む

ZD131764500 栓 Ｋ形　φ９００ 組 315,000 ボルト・ゴム輪含む

ZD131764700 栓 Ｋ形　φ１０００ 組 399,000 ボルト・ゴム輪含む

ZD131764900 栓 Ｋ形　φ１１００ 組 487,000 ボルト・ゴム輪含む

ZD131765100 栓 Ｋ形　φ１２００ 組 597,000 ボルト・ゴム輪含む

ZD131765200 栓 Ｋ形　φ１３５０ 組 793,000 ボルト・ゴム輪含む

ZD131765300 栓 Ｋ形　φ１５００ 組 1,010,000 ボルト・ゴム輪含む

ZD131766100 帽 Ｋ形　φ７５ 組 17,100

ZD131766600 帽 Ｋ形　φ１００ 組 21,500

ZD131767000 帽 Ｋ形　φ１５０ 組 32,300

ZD131767100 帽 Ｋ形　φ２００ 組 43,100

ZD131767200 帽 Ｋ形　φ２５０ 組 56,900

ZD131767300 帽 Ｋ形　φ３００ 組 72,900

ZD131767400 帽 Ｋ形　φ３５０ 組 103,000

ZD131767500 帽 Ｋ形　φ４００ 組 167,000

ZD131767600 帽 Ｋ形　φ４５０ 組 220,000

ZD131767700 帽 Ｋ形　φ５００ 組 274,000

ZD131767900 帽 Ｋ形　φ６００ 組 330,000

ZD131768100 簡易栓 Ｋ形　φ７５ 個 4,460

ZD131768600 簡易栓 Ｋ形　φ１００ 個 6,280

ZD131769000 簡易栓 Ｋ形　φ１５０ 個 8,050

ZD131769100 簡易栓 Ｋ形　φ２００ 個 11,600

ZD131769300 簡易栓 Ｋ形　φ３００ 個 19,700

ZD131772100 押輪 Ｋ形　φ７５ 組 ゴム輪含む
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ZD131772600 押輪 Ｋ形　φ１００ 組 ゴム輪含む

ZD131773000 押輪 Ｋ形　φ１５０ 組 ゴム輪含む

ZD131773100 押輪 Ｋ形　φ２００ 組 ゴム輪含む

ZD131773200 押輪 Ｋ形　φ２５０ 組 ゴム輪含む

ZD131773300 押輪 Ｋ形　φ３００ 組 ゴム輪含む

ZD131773400 押輪 Ｋ形　φ３５０ 組 ゴム輪含む

ZD131773500 押輪 Ｋ形　φ４００ 組 ゴム輪含む

ZD131773600 押輪 Ｋ形　φ４５０ 組 ゴム輪含む

ZD131773700 押輪 Ｋ形　φ５００ 組 ゴム輪含む

ZD131773900 押輪 Ｋ形　φ６００ 組 ゴム輪含む

ZD131774100 押輪 Ｋ形　φ７００ 組 ゴム輪含む

ZD131774300 押輪 Ｋ形　φ８００ 組 ゴム輪含む

ZD131774500 押輪 Ｋ形　φ９００ 組 ゴム輪含む

ZD131774700 押輪 Ｋ形　φ１０００ 組 ゴム輪含む

ZD131774900 押輪 Ｋ形　φ１１００ 組 ゴム輪含む

ZD131775100 押輪 Ｋ形　φ１２００ 組 ゴム輪含む

ZD131775200 押輪 Ｋ形　φ１３５０ 組 ゴム輪含む

ZD131775300 押輪 Ｋ形　φ１５００ 組 ゴム輪含む

ZD131782100 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ７５ 組 ゴム輪含む

ZD131782600 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ１００ 組 ゴム輪含む

ZD131783000 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ１５０ 組 ゴム輪含む

ZD131783100 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ２００ 組 ゴム輪含む

ZD131783200 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ２５０ 組 ゴム輪含む

ZD131783300 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ３００ 組 ゴム輪含む

ZD131783400 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ３５０ 組 ゴム輪含む

ZD131783500 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ４００ 組 ゴム輪含む

ZD131783600 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ４５０ 組 ゴム輪含む

ZD131783700 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ５００ 組 ゴム輪含む

ZD131783900 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ６００ 組 ゴム輪含む

ZD131784100 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ７００ 組 ゴム輪含む

ZD131784300 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ８００ 組 ゴム輪含む

ZD131784500 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ９００ 組 * ゴム輪含む

ZD131784700 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ１０００ 組 * ゴム輪含む

ZD131784900 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ１１００ 組 * ゴム輪含む
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（３）Ｋ形

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD131785100 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ１２００ 組 * ゴム輪含む

ZD131785200 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ１３５０ 組 * ゴム輪含む

ZD131785300 特殊押輪（離脱防止金具） Ｋ形　φ１５００ 組 * ゴム輪含む

ZD131792100 ゴム輪 Ｋ形　φ７５ 個 553

ZD131792600 ゴム輪 Ｋ形　φ１００ 個 623

ZD131793000 ゴム輪 Ｋ形　φ１５０ 個 903

ZD131793100 ゴム輪 Ｋ形　φ２００ 個 1,130

ZD131793200 ゴム輪 Ｋ形　φ２５０ 個 1,460

ZD131793300 ゴム輪 Ｋ形　φ３００ 個 2,700

ZD131793400 ゴム輪 Ｋ形　φ３５０ 個 3,310

ZD131793500 ゴム輪 Ｋ形　φ４００ 個 4,240

ZD131793600 ゴム輪 Ｋ形　φ４５０ 個 4,560

ZD131793700 ゴム輪 Ｋ形　φ５００ 個 4,780

ZD131793900 ゴム輪 Ｋ形　φ６００ 個 5,080

ZD131794100 ゴム輪 Ｋ形　φ７００ 個 7,010

ZD131794300 ゴム輪 Ｋ形　φ８００ 個 8,670

ZD131794500 ゴム輪 Ｋ形　φ９００ 個 9,200

ZD131794700 ゴム輪 Ｋ形　φ１０００ 個 11,900

ZD131794900 ゴム輪 Ｋ形　φ１１００ 個 13,900

ZD131795100 ゴム輪 Ｋ形　φ１２００ 個 14,600

ZD131795200 ゴム輪 Ｋ形　φ１３５０ 個 19,900

ZD131795300 ゴム輪 Ｋ形　φ１５００ 個 21,700

ZD132002100 特殊押輪（離脱防止金具）
Ｋ形　φ７５　離脱防止抵抗力３Ｄｋ
Ｎ以上

組 8,900 ゴム輪含む

ZD132002600 特殊押輪（離脱防止金具）
Ｋ形　φ１００　離脱防止抵抗力３Ｄ
ｋＮ以上

組 10,300 ゴム輪含む

ZD132003000 特殊押輪（離脱防止金具）
Ｋ形　φ１５０　離脱防止抵抗力３Ｄ
ｋＮ以上

組 15,400 ゴム輪含む

ZD132003100 特殊押輪（離脱防止金具）
Ｋ形　φ２００　離脱防止抵抗力３Ｄ
ｋＮ以上

組 17,800 ゴム輪含む

ZD132003200 特殊押輪（離脱防止金具）
Ｋ形　φ２５０　離脱防止抵抗力３Ｄ
ｋＮ以上

組 24,100 ゴム輪含む

ZD132003300 特殊押輪（離脱防止金具）
Ｋ形　φ３００　離脱防止抵抗力３Ｄ
ｋＮ以上

組 27,900 ゴム輪含む

ZD132003400 特殊押輪（離脱防止金具）
Ｋ形　φ３５０　離脱防止抵抗力３Ｄ
ｋＮ以上

組 45,000 ゴム輪含む

ZD132003500 特殊押輪（離脱防止金具）
Ｋ形　φ４００　離脱防止抵抗力３Ｄ
ｋＮ以上

組 60,600 ゴム輪含む

ZD132003600 特殊押輪（離脱防止金具）
Ｋ形　φ４５０　離脱防止抵抗力３Ｄ
ｋＮ以上

組 67,800 ゴム輪含む

ZD132003700 特殊押輪（離脱防止金具）
Ｋ形　φ５００　離脱防止抵抗力３Ｄ
ｋＮ以上

組 77,300 ゴム輪含む

ZD132003900 特殊押輪（離脱防止金具）
Ｋ形　φ６００　離脱防止抵抗力３Ｄ
ｋＮ以上

組 129,000 ゴム輪含む

ZD132004100 特殊押輪（離脱防止金具）
Ｋ形　φ７００　離脱防止抵抗力３Ｄ
ｋＮ以上

組 177,000 ゴム輪含む
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（３）Ｋ形

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD137012121 フランジ付Ｔ字管（浅埋用）
Ｋ形　φ７５×７５　形式１　７．５
㎏f/cm2

個 単位重量　19.8

ZD137012621 フランジ付Ｔ字管（浅埋用）
Ｋ形　φ１００×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　25.0

ZD137013021 フランジ付Ｔ字管（浅埋用）
Ｋ形　φ１５０×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　36.7

ZD137013121 フランジ付Ｔ字管（浅埋用）
Ｋ形　φ２００×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　54.0

ZD137013221 フランジ付Ｔ字管（浅埋用）
Ｋ形　φ２５０×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 単位重量　71.4

ZD137013321 フランジ付Ｔ字管（浅埋用）
Ｋ形　φ３００×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 単位重量　93.3

ZD137112121 渦巻き式フランジ付きＴ字管
Ｋ形　φ７５×７５　形式１　７．５
㎏f/cm2

個 33,100

ZD137112621 渦巻き式フランジ付きＴ字管
Ｋ形　φ１００×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 39,300

ZD137113021 渦巻き式フランジ付きＴ字管
Ｋ形　φ１５０×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 56,100

ZD137113121 渦巻き式フランジ付きＴ字管
Ｋ形　φ２００×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 80,700

ZD137113321 渦巻き式フランジ付きＴ字管
Ｋ形　φ３００×７５　形式１　７．
５㎏f/cm2

個 134,000
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（４）フランジ

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD142012171 フランジ短管
φ７５×１００　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 10,750
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142012172 フランジ短管
φ７５×１５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 11,370
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142012173 フランジ短管
φ７５×２００　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 12,000
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142012174 フランジ短管
φ７５×２５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 12,610
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142012175 フランジ短管
φ７５×３００　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 13,220
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142012177 フランジ短管
φ７５×４００　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 14,420
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142012178 フランジ短管
φ７５×５００　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 15,620
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142012671 フランジ短管
φ１００×１００　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 12,310
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142012672 フランジ短管
φ１００×１５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 13,060
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142012674 フランジ短管
φ１００×２５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 14,620
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142012675 フランジ短管
φ１００×３００　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 15,420
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142012677 フランジ短管
φ１００×４００　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 17,020
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142012678 フランジ短管
φ１００×５００　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 18,620
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142013071 フランジ短管
φ１５０×１００　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 17,560
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142013072 フランジ短管
φ１５０×１５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 18,760
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142013074 フランジ短管
φ１５０×２５０　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 21,260
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142013075 フランジ短管
φ１５０×３００　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 22,460
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142013077 フランジ短管
φ１５０×４００　形式１　７．５㎏
f/cm2

組 24,960
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142014071 フランジ短管 φ７５×１００　形式２　10.0K 組 17,340
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142014072 フランジ短管 φ７５×１５０　形式２　10.0K 組 17,990
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142014073 フランジ短管 φ７５×２００　形式２　10.0K 組 18,630
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142014074 フランジ短管 φ７５×３００　形式２　10.0K 組 19,870
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142015071 フランジ短管 φ１００×１００　形式２　10.0K 組 19,120
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142015072 フランジ短管 φ１００×１５０　形式２　10.0K 組 19,960
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142015073 フランジ短管 φ１００×２００　形式２　10.0K 組 20,750
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142015074 フランジ短管 φ１００×３００　形式２　10.0K 組 22,350
ＢＮＰ含む
（１組）

ZD142022100 フランジ蓋 φ８０　形式１　7.5K 枚 単位重量　4.53

ZD142022600 フランジ蓋 φ１００　形式１　7.5K 枚 単位重量　5.81

ZD142023000 フランジ蓋 φ１５０　形式１　7.5K 枚 単位重量　8.22

ZD142023100 フランジ蓋 φ２００　形式１　7.5K 枚 単位重量　11.9

ZD142023200 フランジ蓋 φ２５０　形式１　7.5K 枚 単位重量　17.7

ZD142023300 フランジ蓋 φ３００　形式１　7.5K 枚 単位重量　23.5

ZD142023400 フランジ蓋 φ３５０　形式１　7.5K 枚 単位重量　31.5

ZD142023500 フランジ蓋 φ４００　形式１　7.5K 枚 単位重量　39.3
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（４）フランジ

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD142023600 フランジ蓋 φ４５０　形式１　7.5K 枚 単位重量　51.5

ZD142023700 フランジ蓋 φ５００　形式１　7.5K 枚 単位重量　62.5

ZD142023900 フランジ蓋 φ６００　形式１　7.5K 枚 単位重量　87.6

ZD142024100 フランジ蓋 φ７００　形式１　7.5K 枚 単位重量　123

ZD142024300 フランジ蓋 φ８００　形式１　7.5K 枚 単位重量　167

ZD142024500 フランジ蓋 φ９００　形式１　7.5K 枚 単位重量　224

ZD142024700 フランジ蓋 φ１０００　形式１　7.5K 枚 単位重量　290
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（５）ＮＳ形

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD201012100 直管
ＮＳ形　φ７５×４　Ｄ１
内面モルタルライニング

本

ZD201012600 直管
ＮＳ形　φ１００×４　Ｄ１
内面モルタルライニング

本

ZD201013000 直管
ＮＳ形　φ１５０×５　Ｄ１
内面モルタルライニング

本

ZD201013100 直管
ＮＳ形　φ２００×５　Ｄ１
内面モルタルライニング

本

ZD201013300 直管
ＮＳ形　φ３００×６　Ｄ１
内面モルタルライニング

本

ZD201013500 直管
ＮＳ形　φ４００×６　Ｄ１
内面モルタルライニング

本

ZD201013700 直管
ＮＳ形　φ５００×６　ＤＳ
内面モルタルライニング

本

ZD201013900 直管
ＮＳ形　φ６００×６　ＤＳ
内面モルタルライニング

本

ZD201014100 直管
ＮＳ形　φ７００×６　ＤＳ
内面モルタルライニング

本

ZD201014300 直管
ＮＳ形　φ８００×６　ＤＳ
内面モルタルライニング

本

ZD201014500 直管
ＮＳ形　φ９００×６　ＤＳ
内面モルタルライニング

本

ZD201014700 直管
ＮＳ形　φ１０００×６　ＤＳ
内面モルタルライニング

本

ZD201212121 Ｔ字管 ＮＳ形　φ７５×７５ 個

ZD201212621 Ｔ字管 ＮＳ形　φ１００×７５ 個

ZD201212626 Ｔ字管 ＮＳ形　φ１００×１００ 個

ZD201213021 Ｔ字管 ＮＳ形　φ１５０×７５ 個

ZD201213026 Ｔ字管 ＮＳ形　φ１５０×１００ 個

ZD201213030 Ｔ字管 ＮＳ形　φ１５０×１５０ 個

ZD201213126 Ｔ字管 ＮＳ形　φ２００×１００ 個

ZD201213130 Ｔ字管 ＮＳ形　φ２００×１５０ 個

ZD201213131 Ｔ字管 ＮＳ形　φ２００×２００ 個

ZD201213326 Ｔ字管 ＮＳ形　φ３００×１００ 個

ZD201213330 Ｔ字管 ＮＳ形　φ３００×１５０ 個

ZD201213331 Ｔ字管 ＮＳ形　φ３００×２００ 個

ZD201213333 Ｔ字管 ＮＳ形　φ３００×３００ 個

ZD201213533 Ｔ字管 ＮＳ形　φ４００×３００ 個

ZD201213535 Ｔ字管 ＮＳ形　φ４００×４００ 個

ZD201213735 Ｔ字管 ＮＳ形　φ５００×４００ 個

ZD201213737 Ｔ字管 ＮＳ形　φ５００×５００ 個

ZD201213935 Ｔ字管 ＮＳ形　φ６００×４００ 個

ZD201213937 Ｔ字管 ＮＳ形　φ６００×５００ 個

ZD201213939 Ｔ字管 ＮＳ形　φ６００×６００ 個

ZD201214137 Ｔ字管 ＮＳ形　φ７００×５００ 個

ZD201214139 Ｔ字管 ＮＳ形　φ７００×６００ 個
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ZD201214141 Ｔ字管 ＮＳ形　φ７００×７００ 個

ZD201214337 Ｔ字管 ＮＳ形　φ８００×５００ 個

ZD201214339 Ｔ字管 ＮＳ形　φ８００×６００ 個

ZD201214341 Ｔ字管 ＮＳ形　φ８００×７００ 個

ZD201214343 Ｔ字管 ＮＳ形　φ８００×８００ 個

ZD201214539 Ｔ字管 ＮＳ形　φ９００×６００ 個

ZD201214541 Ｔ字管 ＮＳ形　φ９００×７００ 個

ZD201214543 Ｔ字管 ＮＳ形　φ９００×８００ 個

ZD201214545 Ｔ字管 ＮＳ形　φ９００×９００ 個

ZD201214739 Ｔ字管 ＮＳ形　φ１０００×６００ 個

ZD201214743 Ｔ字管 ＮＳ形　φ１０００×８００ 個

ZD201214747 Ｔ字管 ＮＳ形　φ１０００×１０００ 個

ZD201222621 受挿し片落管 ＮＳ形　φ１００×７５ 個

ZD201223026 受挿し片落管 ＮＳ形　φ１５０×１００ 個

ZD201223126 受挿し片落管 ＮＳ形　φ２００×１００ 個

ZD201223130 受挿し片落管 ＮＳ形　φ２００×１５０ 個

ZD201223326 受挿し片落管 ＮＳ形　φ３００×１００ 個

ZD201223330 受挿し片落管 ＮＳ形　φ３００×１５０ 個

ZD201223331 受挿し片落管 ＮＳ形　φ３００×２００ 個

ZD201223530 受挿し片落管 ＮＳ形　φ４００×１５０ 個

ZD201223531 受挿し片落管 ＮＳ形　φ４００×２００ 個

ZD201223533 受挿し片落管 ＮＳ形　φ４００×３００ 個

ZD201223732 受挿し片落管 ＮＳ形　φ５００×２５０ 個

ZD201223733 受挿し片落管 ＮＳ形　φ５００×３００ 個

ZD201223735 受挿し片落管 ＮＳ形　φ５００×４００ 個

ZD201223933 受挿し片落管 ＮＳ形　φ６００×３００ 個

ZD201223935 受挿し片落管 ＮＳ形　φ６００×４００ 個

ZD201223937 受挿し片落管 ＮＳ形　φ６００×５００ 個

ZD201224135 受挿し片落管 ＮＳ形　φ７００×４００ 個

ZD201224137 受挿し片落管 ＮＳ形　φ７００×５００ 個

ZD201224139 受挿し片落管 ＮＳ形　φ７００×６００ 個

ZD201224337 受挿し片落管 ＮＳ形　φ８００×５００ 個

ZD201224339 受挿し片落管 ＮＳ形　φ８００×６００ 個

ZD201224341 受挿し片落管 ＮＳ形　φ８００×７００ 個
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ZD201224537 受挿し片落管 ＮＳ形　φ９００×５００ 個

ZD201224539 受挿し片落管 ＮＳ形　φ９００×６００ 個

ZD201224541 受挿し片落管 ＮＳ形　φ９００×７００ 個

ZD201224543 受挿し片落管 ＮＳ形　φ９００×８００ 個

ZD201224739 受挿し片落管 ＮＳ形　φ１０００×６００ 個

ZD201224741 受挿し片落管 ＮＳ形　φ１０００×７００ 個

ZD201224743 受挿し片落管 ＮＳ形　φ１０００×８００ 個

ZD201224745 受挿し片落管 ＮＳ形　φ１０００×９００ 個

ZD201232621 挿し受片落管 ＮＳ形　φ１００×７５ 個

ZD201233026 挿し受片落管 ＮＳ形　φ１５０×１００ 個

ZD201233126 挿し受片落管 ＮＳ形　φ２００×１００ 個

ZD201233130 挿し受片落管 ＮＳ形　φ２００×１５０ 個

ZD201233326 挿し受片落管 ＮＳ形　φ３００×１００ 個

ZD201233330 挿し受片落管 ＮＳ形　φ３００×１５０ 個

ZD201233331 挿し受片落管 ＮＳ形　φ３００×２００ 個

ZD201233530 挿し受片落管 ＮＳ形　φ４００×１５０ 個

ZD201233531 挿し受片落管 ＮＳ形　φ４００×２００ 個

ZD201233533 挿し受片落管 ＮＳ形　φ４００×３００ 個

ZD201233732 挿し受片落管 ＮＳ形　φ５００×２５０ 個

ZD201233733 挿し受片落管 ＮＳ形　φ５００×３００ 個

ZD201233735 挿し受片落管 ＮＳ形　φ５００×４００ 個

ZD201233933 挿し受片落管 ＮＳ形　φ６００×３００ 個

ZD201233935 挿し受片落管 ＮＳ形　φ６００×４００ 個

ZD201233937 挿し受片落管 ＮＳ形　φ６００×５００ 個

ZD201234135 挿し受片落管 ＮＳ形　φ７００×４００ 個

ZD201234137 挿し受片落管 ＮＳ形　φ７００×５００ 個

ZD201234139 挿し受片落管 ＮＳ形　φ７００×６００ 個

ZD201234337 挿し受片落管 ＮＳ形　φ８００×５００ 個

ZD201234339 挿し受片落管 ＮＳ形　φ８００×６００ 個

ZD201234341 挿し受片落管 ＮＳ形　φ８００×７００ 個

ZD201234537 挿し受片落管 ＮＳ形　φ９００×５００ 個

ZD201234539 挿し受片落管 ＮＳ形　φ９００×６００ 個

ZD201234541 挿し受片落管 ＮＳ形　φ９００×７００ 個

ZD201234543 挿し受片落管 ＮＳ形　φ９００×８００ 個
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ZD201234739 挿し受片落管 ＮＳ形　φ１０００×６００ 個

ZD201234741 挿し受片落管 ＮＳ形　φ１０００×７００ 個

ZD201234743 挿し受片落管 ＮＳ形　φ１０００×８００ 個

ZD201234745 挿し受片落管 ＮＳ形　φ１０００×９００ 個

ZD201242100 曲管 ＮＳ形　φ７５×９０゜ 個

ZD201242600 曲管 ＮＳ形　φ１００×９０゜ 個

ZD201243000 曲管 ＮＳ形　φ１５０×９０゜ 個

ZD201243100 曲管 ＮＳ形　φ２００×９０゜ 個

ZD201243300 曲管 ＮＳ形　φ３００×９０° 個

ZD201243500 曲管 ＮＳ形　φ４００×９０° 個

ZD201243700 曲管 ＮＳ形　φ５００×９０° 個

ZD201243900 曲管 ＮＳ形　φ６００×９０° 個

ZD201244100 曲管 ＮＳ形　φ７００×９０° 個

ZD201244300 曲管 ＮＳ形　φ８００×９０° 個

ZD201244500 曲管 ＮＳ形　φ９００×９０° 個

ZD201244700 曲管 ＮＳ形　φ１０００×９０° 個

ZD201252100 曲管 ＮＳ形　φ７５×４５゜ 個

ZD201252600 曲管 ＮＳ形　φ１００×４５゜ 個

ZD201253000 曲管 ＮＳ形　φ１５０×４５゜ 個

ZD201253100 曲管 ＮＳ形　φ２００×４５゜ 個

ZD201253300 曲管 ＮＳ形　φ３００×４５° 個

ZD201253500 曲管 ＮＳ形　φ４００×４５° 個

ZD201253700 曲管 ＮＳ形　φ５００×４５° 個

ZD201253900 曲管 ＮＳ形　φ６００×４５° 個

ZD201254100 曲管 ＮＳ形　φ７００×４５° 個

ZD201254300 曲管 ＮＳ形　φ８００×４５° 個

ZD201254500 曲管 ＮＳ形　φ９００×４５° 個

ZD201254700 曲管 ＮＳ形　φ１０００×４５° 個

ZD201262100 曲管 ＮＳ形　φ７５×２２　1/2° 個

ZD201262600 曲管 ＮＳ形　φ１００×２２　1/2° 個

ZD201263000 曲管 ＮＳ形　φ１５０×２２　1/2° 個

ZD201263100 曲管 ＮＳ形　φ２００×２２　1/2° 個

ZD201263300 曲管 ＮＳ形　φ３００×２２　1/2° 個

ZD201263500 曲管 ＮＳ形　φ４００×２２　1/2° 個
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ZD201263700 曲管 ＮＳ形　φ５００×２２　1/2° 個

ZD201263900 曲管 ＮＳ形　φ６００×２２　1/2° 個

ZD201264100 曲管 ＮＳ形　φ７００×２２　1/2° 個

ZD201264300 曲管 ＮＳ形　φ８００×２２　1/2° 個

ZD201264500 曲管 ＮＳ形　φ９００×２２　1/2° 個

ZD201264700 曲管 ＮＳ形　φ１０００×２２　1/2° 個

ZD201272100 曲管 ＮＳ形　φ７５×１１　1/4° 個

ZD201272600 曲管 ＮＳ形　φ１００×１１　1/4° 個

ZD201273000 曲管 ＮＳ形　φ１５０×１１　1/4° 個

ZD201273100 曲管 ＮＳ形　φ２００×１１　1/4° 個

ZD201273300 曲管 ＮＳ形　φ３００×１１　1/4° 個

ZD201273500 曲管 ＮＳ形　φ４００×１１　1/4° 個

ZD201273700 曲管 ＮＳ形　φ５００×１１　1/4° 個

ZD201273900 曲管 ＮＳ形　φ６００×１１　1/4° 個

ZD201274100 曲管 ＮＳ形　φ７００×１１　1/4° 個

ZD201274300 曲管 ＮＳ形　φ８００×１１　1/4° 個

ZD201274500 曲管 ＮＳ形　φ９００×１１　1/4° 個

ZD201274700 曲管 ＮＳ形　φ１０００×１１　1/4° 個

ZD201282100 曲管 ＮＳ形　φ７５×５　5/8° 個

ZD201282600 曲管 ＮＳ形　φ１００×５　5/8° 個

ZD201283000 曲管 ＮＳ形　φ１５０×５　5/8° 個

ZD201283100 曲管 ＮＳ形　φ２００×５　5/8° 個

ZD201283300 曲管 ＮＳ形　φ３００×５　5/8° 個

ZD201283500 曲管 ＮＳ形　φ４００×５　5/8° 個

ZD201283700 曲管 ＮＳ形　φ５００×５　5/8° 個

ZD201283900 曲管 ＮＳ形　φ６００×５　5/8° 個

ZD201284100 曲管 ＮＳ形　φ７００×５　5/8° 個

ZD201284300 曲管 ＮＳ形　φ８００×５　5/8° 個

ZD201284500 曲管 ＮＳ形　φ９００×５　5/8° 個

ZD201284700 曲管 ＮＳ形　φ１０００×５　5/8° 個

ZD201352121 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ７５×７５　形式２　７．
５㎏f/cm2

個

ZD201352621 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ１００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201353021 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ１５０×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201353026 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ１５０×１００　形式２
７．５㎏f/cm2

個
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ZD201353121 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ２００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201353126 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ２００×１００　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201353321 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ３００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201353326 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ３００×１００　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201353521 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ４００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201353526 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ４００×１００　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201353721 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ５００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201353726 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ５００×１００　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201353921 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ６００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201353926 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ６００×１００　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201354121 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ７００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201354126 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ７００×１００　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201354321 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ８００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201354326 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ８００×１００　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201354339 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ８００×６００　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201354526 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ９００×１００　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201354539 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ９００×６００　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201354730 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ１０００×１５０　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201354739 フランジ付Ｔ字管
ＮＳ形　φ１０００×６００　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD201413126 排水Ｔ字管 ＮＳ形　φ２００×１００ 個

ZD201413326 排水Ｔ字管 ＮＳ形　φ３００×１００ 個

ZD201413530 排水Ｔ字管 ＮＳ形　φ４００×１５０ 個

ZD201413731 排水Ｔ字管 ＮＳ形　φ５００×２００ 個

ZD201413931 排水Ｔ字管 ＮＳ形　φ６００×２００ 個

ZD201414133 排水Ｔ字管 ＮＳ形　φ７００×３００ 個

ZD201414333 排水Ｔ字管 ＮＳ形　φ８００×３００ 個

ZD201414533 排水Ｔ字管 ＮＳ形　φ９００×３００ 個

ZD201414735 排水Ｔ字管 ＮＳ形　φ１０００×４００ 個

ZD201422100 継輪 ＮＳ形　φ７５ 個

ZD201422600 継輪 ＮＳ形　φ１００ 個

ZD201423000 継輪 ＮＳ形　φ１５０ 個

ZD201423100 継輪 ＮＳ形　φ２００ 個

ZD201423300 継輪 ＮＳ形　φ３００ 個

ZD201423500 継輪 ＮＳ形　φ４００ 個
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ZD201423700 継輪 ＮＳ形　φ５００ 個

ZD201423900 継輪 ＮＳ形　φ６００ 個

ZD201424100 継輪 ＮＳ形　φ７００ 個

ZD201424300 継輪 ＮＳ形　φ８００ 個

ZD201424500 継輪 ＮＳ形　φ９００ 個

ZD201424700 継輪 ＮＳ形　φ１０００ 個

ZD201472100 短管１号
ＮＳ形　φ７５　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201472600 短管１号
ＮＳ形　φ１００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201473000 短管１号
ＮＳ形　φ１５０　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201473100 短管１号
ＮＳ形　φ２００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201473300 短管１号
ＮＳ形　φ３００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201473500 短管１号
ＮＳ形　φ４００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201473700 短管１号
ＮＳ形　φ５００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201473900 短管１号
ＮＳ形　φ６００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201474100 短管１号
ＮＳ形　φ７００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201474300 短管１号
ＮＳ形　φ８００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201474500 短管１号
ＮＳ形　φ９００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201474700 短管１号
ＮＳ形　φ１０００　形式２　７．５
㎏f/cm2

個

ZD201552100 短管２号
ＮＳ形　φ７５　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201552600 短管２号
ＮＳ形　φ１００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201553000 短管２号
ＮＳ形　φ１５０　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201553100 短管２号
ＮＳ形　φ２００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201553300 短管２号
ＮＳ形　φ３００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201553500 短管２号
ＮＳ形　φ４００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201553700 短管２号
ＮＳ形　φ５００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201553900 短管２号
ＮＳ形　φ６００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201554100 短管２号
ＮＳ形　φ７００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201554300 短管２号
ＮＳ形　φ８００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201554500 短管２号
ＮＳ形　φ９００　形式２　７．５㎏
f/cm2

個

ZD201554700 短管２号
ＮＳ形　φ１０００　形式２　７．５
㎏f/cm2

個

ZD201762100 帽 ＮＳ形　φ７５ 個

ZD201762600 帽 ＮＳ形　φ１００ 個

ZD201763000 帽 ＮＳ形　φ１５０ 個

ZD201763100 帽 ＮＳ形　φ２００ 個
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ZD201763300 帽 ＮＳ形　φ３００ 個

ZD201763500 帽 ＮＳ形　φ４００ 個

ZD201763700 栓 ＮＳ形　φ５００ 個

ZD201763900 栓 ＮＳ形　φ６００ 個

ZD201764100 栓 ＮＳ形　φ７００ 個

ZD201764300 栓 ＮＳ形　φ８００ 個

ZD201764500 栓 ＮＳ形　φ９００ 個

ZD201764700 栓 ＮＳ形　φ１０００ 個

ZD201802100 ライナ ＮＳ形　φ７５ 個

ZD201802600 ライナ ＮＳ形　φ１００ 個

ZD201803000 ライナ ＮＳ形　φ１５０ 個

ZD201803100 ライナ ＮＳ形　φ２００ 個

ZD201803300 ライナ ＮＳ形　φ３００ 個

ZD201803500 ライナ ＮＳ形　φ４００ 個

ZD201803700 ライナ ＮＳ形　φ５００ 個

ZD201803900 ライナ ＮＳ形　φ６００ 個

ZD201804100 ライナ ＮＳ形　φ７００ 個

ZD201804300 ライナ ＮＳ形　φ８００ 個

ZD201804500 ライナ ＮＳ形　φ９００ 個

ZD201804700 ライナ ＮＳ形　φ１０００ 個

ZD201812196 切管用挿し口リング
ＮＳ形　φ７５　（タッピンねじタイ
プ）

個

ZD201812696 切管用挿し口リング
ＮＳ形　φ１００　（タッピンねじタ
イプ）

個

ZD201813096 切管用挿し口リング
ＮＳ形　φ１５０　（タッピンねじタ
イプ）

個

ZD201813196 切管用挿し口リング
ＮＳ形　φ２００　（タッピンねじタ
イプ）

個

ZD201813296 切管用挿し口リング
ＮＳ形　φ２５０　（タッピンねじタ
イプ）

個

ZD201813396 切管用挿し口リング
ＮＳ形　φ３００　（タッピンねじタ
イプ）

個

ZD201813596 切管用挿し口リング
ＮＳ形　φ４００　（タッピンねじタ
イプ）

個

ZD201813700 切管用挿し口リング
ＮＳ形　φ５００　（リベットタイ
プ）

個

ZD201813900 切管用挿し口リング
ＮＳ形　φ６００　（リベットタイ
プ）

個

ZD201814100 切管用挿し口リング
ＮＳ形　φ７００　（リベットタイ
プ）

個

ZD201814300 切管用挿し口リング
ＮＳ形　φ８００　（リベットタイ
プ）

個

ZD201814500 切管用挿し口リング
ＮＳ形　φ９００　（リベットタイ
プ）

個

ZD201814700 切管用挿し口リング
ＮＳ形　φ１０００　（リベットタイ
プ）

個

ZD201822100 特殊押輪 ＮＳ形　φ７５ 個 6,130 接合部品含む
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ZD201822600 特殊押輪 ＮＳ形　φ１００ 個 7,800 接合部品含む

ZD201823000 特殊押輪 ＮＳ形　φ１５０ 個 10,400 接合部品含む

ZD201823100 特殊押輪 ＮＳ形　φ２００ 個 12,500 接合部品含む

ZD201823200 特殊押輪 ＮＳ形　φ２５０ 個 16,500 接合部品含む

ZD201823300 特殊押輪 ＮＳ形　φ３００ 個 20,800 接合部品含む

ZD201823500 特殊押輪 ＮＳ形　φ４００ 個 33,800 接合部品含む

ZD207052121 フランジ付Ｔ字管（浅埋用）
ＮＳ形　φ７５×７５　形式２　７．
５㎏f/cm2

個 25,000 接合部品含む

ZD207052621 フランジ付Ｔ字管（浅埋用）
ＮＳ形　φ１００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個 30,800 接合部品含む

ZD207053021 フランジ付Ｔ字管（浅埋用）
ＮＳ形　φ１５０×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個 39,800 接合部品含む

ZD207053121 フランジ付Ｔ字管（浅埋用）
ＮＳ形　φ２００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個 56,400 接合部品含む

ZD207152121 渦巻き式フランジ付きＴ字管
ＮＳ形　φ７５×７５　形式２　７．
５㎏f/cm2

個 39,800 接合部品含む

ZD207152621 渦巻き式フランジ付きＴ字管
ＮＳ形　φ１００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個 47,200 接合部品含む

ZD207153021 渦巻き式フランジ付きＴ字管
ＮＳ形　φ１５０×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個 62,600 接合部品含む

ZD207153121 渦巻き式フランジ付きＴ字管
ＮＳ形　φ２００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個 90,600 接合部品含む

ZD201832100 ＮＳ形　移動防止金具 φ７５ 個 15,600 直管用

ZD201832600 ＮＳ形　移動防止金具 φ１００ 個 17,300 直管用

ZD201833000 ＮＳ形　移動防止金具 φ１５０ 個 20,600 直管用

ZD201833100 ＮＳ形　移動防止金具 φ２００ 個 28,200 直管用

ZD201833200 ＮＳ形　移動防止金具 φ２５０ 個 36,400 直管用

ZD201292600 曲管 ＮＳ形　両受φ１００×４５゜ 個 32,900 接合部品含む

ZD201293000 曲管 ＮＳ形　両受φ１５０×４５゜ 個 43,300 接合部品含む

ZD201293100 曲管 ＮＳ形　両受φ２００×４５゜ 個 63,000 接合部品含む

ZD201293300 曲管 ＮＳ形　両受φ３００×４５° 個 114,000 接合部品含む

ZD201293500 曲管 ＮＳ形　両受φ４００×４５° 個 173,000 接合部品含む

ZD201302600 曲管 ＮＳ形　両受φ１００×２２　1/2° 個 33,000 接合部品含む

ZD201303000 曲管 ＮＳ形　両受φ１５０×２２　1/2° 個 43,400 接合部品含む

ZD201303100 曲管 ＮＳ形　両受φ２００×２２　1/2° 個 59,000 接合部品含む

ZD201303300 曲管 ＮＳ形　両受φ３００×２２　1/2° 個 108,000 接合部品含む

ZD201303500 曲管 ＮＳ形　両受φ４００×２２　1/2° 個 158,000 接合部品含む
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ZD221013700 直管 Ｓ形　φ５００×６　Ｄ１ 本 *

ZD221013900 直管 Ｓ形　φ６００×６　Ｄ１ 本 *

ZD221014100 直管 Ｓ形　φ７００×６　Ｄ１ 本 *

ZD221014300 直管 Ｓ形　φ８００×６　Ｄ１ 本 *

ZD221014500 直管 Ｓ形　φ９００×６　Ｄ１ 本 *

ZD221033700 直管 Ｓ形　φ５００×６　Ｄ２ 本 *

ZD221033900 直管 Ｓ形　φ６００×６　Ｄ２ 本 *

ZD221034100 直管 Ｓ形　φ７００×６　Ｄ２ 本 *

ZD221034300 直管 Ｓ形　φ８００×６　Ｄ２ 本 *

ZD221034500 直管 Ｓ形　φ９００×６　Ｄ２ 本 *

ZD221423700 継輪 Ｓ形　φ５００ 個 *

ZD221423900 継輪 Ｓ形　φ６００ 個 *

ZD221424100 継輪 Ｓ形　φ７００ 個 *

ZD221424300 継輪 Ｓ形　φ８００ 個 *

ZD221424500 継輪 Ｓ形　φ９００ 個 *

ZD221813700 切管用挿し口リング Ｓ形　φ５００ 個 *

ZD221813900 切管用挿し口リング Ｓ形　φ６００ 個 *

ZD221814100 切管用挿し口リング Ｓ形　φ７００ 個 *

ZD221814300 切管用挿し口リング Ｓ形　φ８００ 個 *

ZD221814500 切管用挿し口リング Ｓ形　φ９００ 個 *

ZD221814700 切管用挿し口リング Ｓ形　φ１０００ 個 *

ZD221823700 接合部品（一般用） Ｓ形　φ５００ 組 *

ZD221823900 接合部品（一般用） Ｓ形　φ６００ 組 *

ZD221824100 接合部品（一般用） Ｓ形　φ７００ 組 *

ZD221824300 接合部品（一般用） Ｓ形　φ８００ 組 *

ZD221824500 接合部品（一般用） Ｓ形　φ９００ 組 *

ZD221824700 接合部品（一般用） Ｓ形　φ１０００ 組 *
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ZD231093300 直管 ＫＦ形　φ３００×６　ＤＰＦ 本 *

ZD231093500 直管 ＫＦ形　φ４００×６　ＤＰＦ 本 *

ZD231093700 直管 ＫＦ形　φ５００×６　ＤＰＦ 本 *

ZD231093900 直管 ＫＦ形　φ６００×６　ＤＰＦ 本 *

ZD231094100 直管 ＫＦ形　φ７００×６　ＤＰＦ 本 *

ZD231094300 直管 ＫＦ形　φ８００×６　ＤＰＦ 本 *

ZD231094500 直管 ＫＦ形　φ９００×６　ＤＰＦ 本 *

ZD231213735 Ｔ字管 ＫＦ形　φ５００×４００ 個 *

ZD231213737 Ｔ字管 ＫＦ形　φ５００×５００ 個 *

ZD231213935 Ｔ字管 ＫＦ形　φ６００×４００ 個 *

ZD231213937 Ｔ字管 ＫＦ形　φ６００×５００ 個 *

ZD231213939 Ｔ字管 ＫＦ形　φ６００×６００ 個 *

ZD231214137 Ｔ字管 ＫＦ形　φ７００×５００ 個 *

ZD231214139 Ｔ字管 ＫＦ形　φ７００×６００ 個 *

ZD231214141 Ｔ字管 ＫＦ形　φ７００×７００ 個 *

ZD231214337 Ｔ字管 ＫＦ形　φ８００×５００ 個 *

ZD231214339 Ｔ字管 ＫＦ形　φ８００×６００ 個 *

ZD231214341 Ｔ字管 ＫＦ形　φ８００×７００ 個 *

ZD231214343 Ｔ字管 ＫＦ形　φ８００×８００ 個 *

ZD231214539 Ｔ字管 ＫＦ形　φ９００×６００ 個 *

ZD231214541 Ｔ字管 ＫＦ形　φ９００×７００ 個 *

ZD231214543 Ｔ字管 ＫＦ形　φ９００×８００ 個 *

ZD231214545 Ｔ字管 ＫＦ形　φ９００×９００ 個 *

ZD231223733 受挿し片落管 ＫＦ形　φ５００×３００ 個 *

ZD231223735 受挿し片落管 ＫＦ形　φ５００×４００ 個 *

ZD231223933 受挿し片落管 ＫＦ形　φ６００×３００ 個 *

ZD231223935 受挿し片落管 ＫＦ形　φ６００×４００ 個 *

ZD231223937 受挿し片落管 ＫＦ形　φ６００×５００ 個 *

ZD231224135 受挿し片落管 ＫＦ形　φ７００×４００ 個 *

ZD231224137 受挿し片落管 ＫＦ形　φ７００×５００ 個 *

ZD231224139 受挿し片落管 ＫＦ形　φ７００×６００ 個 *

ZD231224337 受挿し片落管 ＫＦ形　φ８００×５００ 個 *

ZD231224339 受挿し片落管 ＫＦ形　φ８００×６００ 個 *

37



（７）ＫＦ形

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD231224341 受挿し片落管 ＫＦ形　φ８００×７００ 個 *

ZD231224537 受挿し片落管 ＫＦ形　φ９００×５００ 個 *

ZD231224539 受挿し片落管 ＫＦ形　φ９００×６００ 個 *

ZD231224541 受挿し片落管 ＫＦ形　φ９００×７００ 個 *

ZD231224543 受挿し片落管 ＫＦ形　φ９００×８００ 個 *

ZD231233733 挿し受片落管 ＫＦ形　φ５００×３００ 個 *

ZD231233735 挿し受片落管 ＫＦ形　φ５００×４００ 個 *

ZD231233933 挿し受片落管 ＫＦ形　φ６００×３００ 個 *

ZD231233935 挿し受片落管 ＫＦ形　φ６００×４００ 個 *

ZD231233937 挿し受片落管 ＫＦ形　φ６００×５００ 個 *

ZD231234135 挿し受片落管 ＫＦ形　φ７００×４００ 個 *

ZD231234137 挿し受片落管 ＫＦ形　φ７００×５００ 個 *

ZD231234139 挿し受片落管 ＫＦ形　φ７００×６００ 個 *

ZD231234337 挿し受片落管 ＫＦ形　φ８００×５００ 個 *

ZD231234339 挿し受片落管 ＫＦ形　φ８００×６００ 個 *

ZD231234341 挿し受片落管 ＫＦ形　φ８００×７００ 個 *

ZD231234537 挿し受片落管 ＫＦ形　φ９００×５００ 個 *

ZD231234539 挿し受片落管 ＫＦ形　φ９００×６００ 個 *

ZD231234541 挿し受片落管 ＫＦ形　φ９００×７００ 個 *

ZD231234543 挿し受片落管 ＫＦ形　φ９００×８００ 個 *

ZD231243700 曲管 ＫＦ形　φ５００×９０゜ 個 *

ZD231243900 曲管 ＫＦ形　φ６００×９０゜ 個 *

ZD231244100 曲管 ＫＦ形　φ７００×９０゜ 個 *

ZD231244300 曲管 ＫＦ形　φ８００×９０゜ 個 *

ZD231244500 曲管 ＫＦ形　φ９００×９０゜ 個 *

ZD231253700 曲管 ＫＦ形　φ５００×４５゜ 個 *

ZD231253900 曲管 ＫＦ形　φ６００×４５゜ 個 *

ZD231254100 曲管 ＫＦ形　φ７００×４５゜ 個 *

ZD231254300 曲管 ＫＦ形　φ８００×４５゜ 個 *

ZD231254500 曲管 ＫＦ形　φ９００×４５゜ 個 *

ZD231263700 曲管 ＫＦ形　φ５００×２２　1/2° 個 *

ZD231263900 曲管 ＫＦ形　φ６００×２２　1/2° 個 *

ZD231264100 曲管 ＫＦ形　φ７００×２２　1/2° 個 *

ZD231264300 曲管 ＫＦ形　φ８００×２２　1/2° 個 *
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ZD231264500 曲管 ＫＦ形　φ９００×２２　1/2° 個 *

ZD231273700 曲管 ＫＦ形　φ５００×１１　1/4° 個 *

ZD231273900 曲管 ＫＦ形　φ６００×１１　1/4° 個 *

ZD231274100 曲管 ＫＦ形　φ７００×１１　1/4° 個 *

ZD231274300 曲管 ＫＦ形　φ８００×１１　1/4° 個 *

ZD231274500 曲管 ＫＦ形　φ９００×１１　1/4° 個 *

ZD231283700 曲管 ＫＦ形　φ５００×５　5/8° 個 *

ZD231283900 曲管 ＫＦ形　φ６００×５　5/8° 個 *

ZD231284100 曲管 ＫＦ形　φ７００×５　5/8° 個 *

ZD231284300 曲管 ＫＦ形　φ８００×５　5/8° 個 *

ZD231284500 曲管 ＫＦ形　φ９００×５　5/8° 個 *

ZD231313721 フランジ付Ｔ字管
ＫＦ形　φ５００×７５　形式１
７．５㎏f/cm2

個 *

ZD231313726 フランジ付Ｔ字管
ＫＦ形　φ５００×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 *

ZD231313921 フランジ付Ｔ字管
ＫＦ形　φ６００×７５　形式１
７．５㎏f/cm2

個 *

ZD231313926 フランジ付Ｔ字管
ＫＦ形　φ６００×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 *

ZD231314121 フランジ付Ｔ字管
ＫＦ形　φ７００×７５　形式１
７．５㎏f/cm2

個 *

ZD231314126 フランジ付Ｔ字管
ＫＦ形　φ７００×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 *

ZD231314321 フランジ付Ｔ字管
ＫＦ形　φ８００×７５　形式１
７．５㎏f/cm2

個 *

ZD231314326 フランジ付Ｔ字管
ＫＦ形　φ８００×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 *

ZD231314339 フランジ付Ｔ字管
ＫＦ形　φ８００×６００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 *

ZD231314526 フランジ付Ｔ字管
ＫＦ形　φ９００×１００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 *

ZD231314539 フランジ付Ｔ字管
ＫＦ形　φ９００×６００　形式１
７．５㎏f/cm2

個 *

ZD231413731 排水Ｔ字管 ＫＦ形　φ５００×２００ 個 *

ZD231413931 排水Ｔ字管 ＫＦ形　φ６００×２００ 個 *

ZD231414133 排水Ｔ字管 ＫＦ形　φ７００×３００ 個 *

ZD231414333 排水Ｔ字管 ＫＦ形　φ８００×３００ 個 *

ZD231414533 排水Ｔ字管 ＫＦ形　φ９００×３００ 個 *

ZD231433700 短管１号
ＫＦ形　φ５００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 *

ZD231433900 短管１号
ＫＦ形　φ６００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 *

ZD231434100 短管１号
ＫＦ形　φ７００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 *

ZD231434300 短管１号
ＫＦ形　φ８００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 *

ZD231434500 短管１号
ＫＦ形　φ９００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 *

ZD231513700 短管２号
ＫＦ形　φ５００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 *

ZD231513900 短管２号
ＫＦ形　φ６００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 *
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ZD231514100 短管２号
ＫＦ形　φ７００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 *

ZD231514300 短管２号
ＫＦ形　φ８００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 *

ZD231514500 短管２号
ＫＦ形　φ９００　形式１　７．５㎏
f/cm2

個 *

ZD231823300 接合部品（一般用） ＫＦ形　φ３００ 組 *

ZD231823500 接合部品（一般用） ＫＦ形　φ４００ 組 *

ZD231823600 接合部品（一般用） ＫＦ形　φ４５０ 組 *

ZD231823700 接合部品（一般用） ＫＦ形　φ５００ 組 *

ZD231823900 接合部品（一般用） ＫＦ形　φ６００ 組 *

ZD231824100 接合部品（一般用） ＫＦ形　φ７００ 組 *

ZD231824300 接合部品（一般用） ＫＦ形　φ８００ 組 *

ZD231824500 接合部品（一般用） ＫＦ形　φ９００ 組 *
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ZD241012100 直管
ＧＸ形　φ７５×４　Ｄ１
内面モルタルライニング

本

ZD241012600 直管
ＧＸ形　φ１００×４　Ｄ１
内面モルタルライニング

本

ZD241013000 直管
ＧＸ形　φ１５０×５　Ｄ１
内面モルタルライニング

本

ZD241013100 直管
ＧＸ形　φ２００×５　Ｄ１
内面モルタルライニング

本

ZD241013300 直管
ＧＸ形　φ３００×６　Ｄ１
内面モルタルライニング

本

ZD241013500 直管
ＧＸ形　φ４００×６　Ｄ１
内面モルタルライニング

本

ZD241212121 Ｔ字管 ＧＸ形　φ７５×７５ 個

ZD241212621 Ｔ字管 ＧＸ形　φ１００×７５ 個

ZD241212626 Ｔ字管 ＧＸ形　φ１００×１００ 個

ZD241213021 Ｔ字管 ＧＸ形　φ１５０×７５ 個

ZD241213026 Ｔ字管 ＧＸ形　φ１５０×１００ 個

ZD241213030 Ｔ字管 ＧＸ形　φ１５０×１５０ 個

ZD241213126 Ｔ字管 ＧＸ形　φ２００×１００ 個

ZD241213130 Ｔ字管 ＧＸ形　φ２００×１５０ 個

ZD241213131 Ｔ字管 ＧＸ形　φ２００×２００ 個

ZD241213326 Ｔ字管 ＧＸ形　φ３００×１００ 個

ZD241213330 Ｔ字管 ＧＸ形　φ３００×１５０ 個

ZD241213331 Ｔ字管 ＧＸ形　φ３００×２００ 個

ZD241213333 Ｔ字管 ＧＸ形　φ３００×３００ 個

ZD241213526 Ｔ字管 ＧＸ形　φ４００×１００ 個 *

ZD241213530 Ｔ字管 ＧＸ形　φ４００×１５０ 個 *

ZD241213531 Ｔ字管 ＧＸ形　φ４００×２００ 個 *

ZD241213533 Ｔ字管 ＧＸ形　φ４００×３００ 個

ZD241213535 Ｔ字管 ＧＸ形　φ４００×４００ 個

ZD241222621 受挿し片落管 ＧＸ形　φ１００×７５ 個

ZD241223026 受挿し片落管 ＧＸ形　φ１５０×１００ 個

ZD241223130 受挿し片落管 ＧＸ形　φ２００×１５０ 個

ZD241223331 受挿し片落管 ＧＸ形　φ３００×２００ 個

ZD241223531 受挿し片落管 ＧＸ形　φ４００×３００ 個

ZD241232621 挿し受片落管 ＧＸ形　φ１００×７５ 個

ZD241233026 挿し受片落管 ＧＸ形　φ１５０×１００ 個

ZD241233130 挿し受片落管 ＧＸ形　φ２００×１５０ 個

ZD241233331 挿し受片落管 ＧＸ形　φ３００×２００ 個

ZD241233531 挿し受片落管 ＧＸ形　φ４００×３００ 個
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ZD241242100 曲管 ＧＸ形　φ７５×９０゜ 個

ZD241242600 曲管 ＧＸ形　φ１００×９０゜ 個

ZD241243000 曲管 ＧＸ形　φ１５０×９０゜ 個

ZD241243100 曲管 ＧＸ形　φ２００×９０゜ 個

ZD241243300 曲管 ＧＸ形　φ３００×９０゜ 個

ZD241243500 曲管 ＧＸ形　φ４００×９０゜ 個

ZD241252100 曲管 ＧＸ形　φ７５×４５゜ 個

ZD241252600 曲管 ＧＸ形　φ１００×４５゜ 個

ZD241253000 曲管 ＧＸ形　φ１５０×４５゜ 個

ZD241253100 曲管 ＧＸ形　φ２００×４５゜ 個

ZD241253300 曲管 ＧＸ形　φ３００×４５゜ 個

ZD241253500 曲管 ＧＸ形　φ４００×４５゜ 個

ZD241262100 曲管 ＧＸ形　φ７５×２２　1/2° 個

ZD241262600 曲管 ＧＸ形　φ１００×２２　1/2° 個

ZD241263000 曲管 ＧＸ形　φ１５０×２２　1/2° 個

ZD241263100 曲管 ＧＸ形　φ２００×２２　1/2° 個

ZD241263300 曲管 ＧＸ形　φ３００×２２　1/2° 個

ZD241263500 曲管 ＧＸ形　φ４００×２２　1/2° 個

ZD241272100 曲管 ＧＸ形　φ７５×１１　1/4° 個

ZD241272600 曲管 ＧＸ形　φ１００×１１　1/4° 個

ZD241273000 曲管 ＧＸ形　φ１５０×１１　1/4° 個

ZD241273100 曲管 ＧＸ形　φ２００×１１　1/4° 個

ZD241273300 曲管 ＧＸ形　φ３００×１１　1/4° 個

ZD241273500 曲管 ＧＸ形　φ４００×１１　1/4° 個

ZD241282100 曲管 ＧＸ形　φ７５×５　5/8° 個

ZD241282600 曲管 ＧＸ形　φ１００×５　5/8° 個

ZD241283000 曲管 ＧＸ形　φ１５０×５　5/8° 個

ZD241283100 曲管 ＧＸ形　φ２００×５　5/8° 個

ZD241283300 曲管 ＧＸ形　φ３００×５　5/8° 個

ZD241283500 曲管 ＧＸ形　φ４００×５　5/8° 個

ZD241292100 両受曲管 ＧＸ形　φ７５×４５゜ 個

ZD241292600 両受曲管 ＧＸ形　φ１００×４５゜ 個

ZD241293000 両受曲管 ＧＸ形　φ１５０×４５゜ 個

ZD241293100 両受曲管 ＧＸ形　φ２００×４５゜ 個
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ZD241293300 両受曲管 ＧＸ形　φ３００×４５゜ 個

ZD241293500 両受曲管 ＧＸ形　φ４００×４５゜ 個

ZD241302100 両受曲管 ＧＸ形　φ７５×２２　1/2° 個

ZD241302600 両受曲管 ＧＸ形　φ１００×２２　1/2° 個

ZD241303000 両受曲管 ＧＸ形　φ１５０×２２　1/2° 個

ZD241303100 両受曲管 ＧＸ形　φ２００×２２　1/2° 個

ZD241303300 両受曲管 ＧＸ形　φ３００×２２　1/2° 個

ZD241303500 両受曲管 ＧＸ形　φ４００×２２　1/2° 個

ZD241352121 フランジ付Ｔ字管
ＧＸ形　φ７５×７５　形式２　７．
５㎏f/cm2

個

ZD241352621 フランジ付Ｔ字管
ＧＸ形　φ１００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD241353021 フランジ付Ｔ字管
ＧＸ形　φ１５０×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD241353121 フランジ付Ｔ字管
ＧＸ形　φ２００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD241353321 フランジ付Ｔ字管
ＧＸ形　φ３００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD241353521 フランジ付Ｔ字管
ＧＸ形　φ４００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD241422100 継輪 ＧＸ形　φ７５ 個

ZD241422600 継輪 ＧＸ形　φ１００ 個

ZD241423000 継輪 ＧＸ形　φ１５０ 個

ZD241423100 継輪 ＧＸ形　φ２００ 個

ZD241423300 継輪 ＧＸ形　φ３００ 個

ZD241423500 継輪 ＧＸ形　φ４００ 個

ZD241432100 両受短管 ＧＸ形　φ７５ 個

ZD241432600 両受短管 ＧＸ形　φ１００ 個

ZD241433000 両受短管 ＧＸ形　φ１５０ 個

ZD241433100 両受短管 ＧＸ形　φ２００ 個

ZD241433300 両受短管 ＧＸ形　φ３００ 個

ZD241433500 両受短管 ＧＸ形　φ４００ 個

ZD241452100 短管１号 ＧＸ形　φ７５ 組

ZD241452600 短管１号 ＧＸ形　φ１００ 組

ZD241453000 短管１号 ＧＸ形　φ１５０ 組

ZD241453100 短管１号 ＧＸ形　φ２００ 組

ZD241453300 短管１号 ＧＸ形　φ３００ 組

ZD241453500 短管１号 ＧＸ形　φ４００ 組

ZD241462100 短管２号 ＧＸ形　φ７５ 組

ZD241462600 短管２号 ＧＸ形　φ１００ 組
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ZD241463000 短管２号 ＧＸ形　φ１５０ 組

ZD241463100 短管２号 ＧＸ形　φ２００ 組

ZD241463300 短管２号 ＧＸ形　φ３００ 組

ZD241463500 短管２号 ＧＸ形　φ４００ 組

ZD241464600 ＧＸ形用栓 直管用　φ１００ 組 38,800

ZD241465000 ＧＸ形用栓 直管用　φ１５０ 組 49,800

ZD241465100 ＧＸ形用栓 直管用　φ２００ 組 63,900

ZD241465300 ＧＸ形用栓 直管用　φ３００ 組 116,000

ZD241465500 ＧＸ形用栓 直管用　φ４００ 組 200,000

ZD241467600 ＧＸ形用栓 異形管用　φ１００ 組 26,600

ZD241468000 ＧＸ形用栓 異形管用　φ１５０ 組 34,000

ZD241468100 ＧＸ形用栓 異形管用　φ２００ 組 46,200

ZD241468300 ＧＸ形用栓 異形管用　φ３００ 組 91,100

ZD241468500 ＧＸ形用栓 異形管用　φ４００ 組 126,000

ZD241762100 帽 ＧＸ形　φ７５ 個

ZD241762600 帽 ＧＸ形　φ１００ 個

ZD241763000 帽 ＧＸ形　φ１５０ 個

ZD241763100 帽 ＧＸ形　φ２００ 個

ZD241763300 帽 ＧＸ形　φ３００ 個

ZD241763500 帽 ＧＸ形　φ４００ 個

ZD241802100
ライナ（ライナーボード含
む）

ＧＸ形　φ７５ 個

ZD241802600
ライナ（ライナーボード含
む）

ＧＸ形　φ１００ 個

ZD241803000
ライナ（ライナーボード含
む）

ＧＸ形　φ１５０ 個

ZD241803100
ライナ（ライナーボード含
む）

ＧＸ形　φ２００ 個

ZD241803300
ライナ（ライナーボード含
む）

ＧＸ形　φ３００ 個

ZD241803500
ライナ（ライナーボード含
む）

ＧＸ形　φ４００ 個

ZD241812196 切管用挿し口リング
ＧＸ形　φ７５　（タッピンねじタイ
プ）

個

ZD241812696 切管用挿し口リング
ＧＸ形　φ１００　（タッピンねじタ
イプ）

個

ZD241813096 切管用挿し口リング
ＧＸ形　φ１５０　（タッピンねじタ
イプ）

個

ZD241813196 切管用挿し口リング
ＧＸ形　φ２００　（タッピンねじタ
イプ）

個

ZD241813396 切管用挿し口リング
ＧＸ形　φ３００　（タッピンねじタ
イプ）

個

ZD241813596 切管用挿し口リング
ＧＸ形　φ４００　（タッピンねじタ
イプ）

個

ZD241822100
接合材料（異形管・ソフト
シール弁用）

ＧＸ形　φ７５ 個

ZD241822600
接合材料（異形管・ソフト
シール弁用）

ＧＸ形　φ１００ 個

44



（８）ＧＸ形

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD241823000
接合材料（異形管・ソフト
シール弁用）

ＧＸ形　φ１５０ 個

ZD241823100
接合材料（異形管・ソフト
シール弁用）

ＧＸ形　φ２００ 個

ZD241823300
接合材料（異形管・ソフト
シール弁用）

ＧＸ形　φ３００ 個

ZD241823500
接合材料（異形管・ソフト
シール弁用）

ＧＸ形　φ４００ 個

ZD241842100 Ｐ－Ｌｉｎｋセット ＧＸ形　φ７５ 個

ZD241842600 Ｐ－Ｌｉｎｋセット ＧＸ形　φ１００ 個

ZD241843000 Ｐ－Ｌｉｎｋセット ＧＸ形　φ１５０ 個

ZD241843100 Ｐ－Ｌｉｎｋセット ＧＸ形　φ２００ 個

ZD241843300 Ｐ－Ｌｉｎｋセット ＧＸ形　φ３００ 個

ZD241843500 Ｐ－Ｌｉｎｋセット ＧＸ形　φ４００ 個 *

ZD241852100 Ｇ－Ｌｉｎｋセット ＧＸ形　φ７５ 個

ZD241852600 Ｇ－Ｌｉｎｋセット ＧＸ形　φ１００ 個

ZD241853000 Ｇ－Ｌｉｎｋセット ＧＸ形　φ１５０ 個

ZD241853100 Ｇ－Ｌｉｎｋセット ＧＸ形　φ２００ 個

ZD241853300 Ｇ－Ｌｉｎｋセット ＧＸ形　φ３００ 個

ZD241853500 Ｇ－Ｌｉｎｋセット ＧＸ形　φ４００ 個 *

ZD247052121 フランジ付Ｔ字管（浅埋用）
ＧＸ形　φ７５×７５　形式２　７．
５㎏f/cm2

個

ZD247052621 フランジ付Ｔ字管（浅埋用）
ＧＸ形　φ１００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD247053021 フランジ付Ｔ字管（浅埋用）
ＧＸ形　φ１５０×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD247053121 フランジ付Ｔ字管（浅埋用）
ＧＸ形　φ２００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD247152121 渦巻き式フランジ付きＴ字管
ＧＸ形　φ７５×７５　形式２　７．
５㎏f/cm2

個

ZD247152621 渦巻き式フランジ付きＴ字管
ＧＸ形　φ１００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD247153021 渦巻き式フランジ付きＴ字管
ＧＸ形　φ１５０×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD247153121 渦巻き式フランジ付きＴ字管
ＧＸ形　φ２００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD247153321 渦巻き式フランジ付きＴ字管
ＧＸ形　φ３００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個

ZD247153521 渦巻き式フランジ付きＴ字管
ＧＸ形　φ４００×７５　形式２
７．５㎏f/cm2

個 *

ZD247252121 乙字管 ＧＸ形　φ７５×３００Ｈ 個

ZD247252122 乙字管 ＧＸ形　φ７５×４５０Ｈ 個

ZD247252621 乙字管 ＧＸ形　φ１００×３００Ｈ 個

ZD247252622 乙字管 ＧＸ形　φ１００×４５０Ｈ 個

ZD247253021 乙字管 ＧＸ形　φ１５０×３００Ｈ 個

ZD247253022 乙字管 ＧＸ形　φ１５０×４５０Ｈ 個

ZD247253121 乙字管 ＧＸ形　φ２００×３００Ｈ 個

ZD247253122 乙字管 ＧＸ形　φ２００×４５０Ｈ 個
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（８）ＧＸ形

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD247253321 乙字管 ＧＸ形　φ３００×３００Ｈ 個

ZD247253322 乙字管 ＧＸ形　φ３００×４５０Ｈ 個

ZD247253521 乙字管 ＧＸ形　φ４００×３００Ｈ 個 *

ZD247253522 乙字管 ＧＸ形　φ４００×４５０Ｈ 個 *
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（９）Ｓ５０形

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD250000100 直管 S50形　S種管　φ50×4000 本

ZD250000200 二受Ｔ字管 S50形　φ50×50 個

ZD250000210 二受Ｔ字管 S50形　φ100×50 個 22,600

ZD250000220 二受Ｔ字管 S50形　φ150×50 個 31,100

ZD250000300 受挿し片落管 S50形　受（ＧＸ）φ75×50 個 13,100

ZD250000400 受挿し片落管 S50形　受（ＮＳ）φ75×50 個 16,000

ZD250000500 挿し受片落管 S50形　挿（ＧＸ）φ75×50 個 10,700

ZD250000600 挿し受片落管 S50形　挿（ＮＳ）φ75×50 個 10,600

ZD250000700 曲管 S50形　φ50×90° 個

ZD250000710 曲管 S50形　φ50×45° 個

ZD250000720 曲管 S50形　φ50×22°1/2° 個

ZD250000730 曲管 S50形　φ50×11°1/4° 個

ZD250000800 フランジ付Ｔ字管 S50形　φ50×50 10K仕様 個

ZD250000900 継輪 S50形　φ50 個 ロックリング含む

ZD250001000 両受短管 S50形　φ50 個

ZD250001100 短管１号 S50形　φ50 10K仕様 個 8,580

ZD250001150 短管２号 S50形　φ50 10K仕様 個 6,010

ZD250001200 栓 S50形　φ50 個

ZD250001300 ライナー S50形 φ 50 個 ライナー用芯出ゴム含む

ZD250001310 接合部品（直管用） S50形 φ 50 組
普通押輪,ゴム輪､
Tボルトナット(2本)

ZD250001320 接合部品（切管・異形管用） S50形 φ 50 組
抜け止め押輪,ゴム輪､
Tボルトナット(4本)
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（10）漏水修理材料

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD719012100 ヤノジョイント ＣＩＰ用φ７５ 組 17,600 ＢＮＰ含む

ZD719012600 ヤノジョイント ＣＩＰ用φ１００ 組 34,900 ＢＮＰ含む

ZD719013000 ヤノジョイント ＣＩＰ用φ１５０ 組 45,700 ＢＮＰ含む

ZD719013100 ヤノジョイント ＣＩＰ用φ２００ 組 67,300 ＢＮＰ含む

ZD719013200 ヤノジョイント ＣＩＰ用φ２５０ 組 81,600 ＢＮＰ含む

ZD719013300 ヤノジョイント ＣＩＰ用φ３００ 組 96,600 ＢＮＰ含む

ZD719013400 ヤノジョイント ＣＩＰ用φ３５０ 組 117,000 ＢＮＰ含む

ZD719013500 ヤノジョイント ＣＩＰ用φ４００ 組 141,000 ＢＮＰ含む

ZD719013600 ヤノジョイント ＣＩＰ用φ４５０ 組 155,000 ＢＮＰ含む

ZD719013700 ヤノジョイント ＣＩＰ用φ５００ 組 216,000 ＢＮＰ含む

ZD719022100 エースジョイント φ７５ 組 9,220 ＢＮＰ含む

ZD719022600 エースジョイント φ１００ 組 10,600 ＢＮＰ含む

ZD719023000 エースジョイント φ１５０ 組 16,400 ＢＮＰ含む

ZD719023100 エースジョイント φ２００ 組 24,400 ＢＮＰ含む

ZD719023200 エースジョイント φ２５０ 組 40,900 ＢＮＰ含む

ZD719023300 エースジョイント φ３００ 組 51,800 ＢＮＰ含む

ZD719023400 エースジョイント φ３５０ 組 55,700 ＢＮＰ含む

ZD719024000 カバージョイント φ７５ 組 227,000 ＢＮＰ含む

ZD719024100 カバージョイント φ１００ 組 259,000 ＢＮＰ含む

ZD719024200 カバージョイント φ１５０ 組 306,000 ＢＮＰ含む

ZD719024300 カバージョイント φ２００ 組 354,000 ＢＮＰ含む

ZD719024400 カバージョイント φ２５０ 組 401,000 ＢＮＰ含む

ZD719024500 カバージョイント φ３００ 組 480,000 ＢＮＰ含む

ZD719024600 カバージョイント φ３５０ 組 609,000 ＢＮＰ含む

ZD719024700 カバージョイント φ４００ 組 707,000 ＢＮＰ含む

ZD719024800 カバージョイント φ５００ 組 904,000 ＢＮＰ含む

ZD719024900 カバージョイント φ６００ 組 1,030,000 ＢＮＰ含む

ZD719026000 ステンレス製修理用クランプ φ７５ 組 30,700 ＢＮＰ含む

ZD719026100 ステンレス製修理用クランプ φ１００ 組 65,200 ＢＮＰ含む

ZD719026200 ステンレス製修理用クランプ φ１５０ 組 77,600 ＢＮＰ含む

ZD719026300 ステンレス製修理用クランプ φ２００ 組 139,000 ＢＮＰ含む

ZD719026400 ステンレス製修理用クランプ φ２５０ 組 174,000 ＢＮＰ含む

ZD719026500 ステンレス製修理用クランプ φ３００ 組 192,000 ＢＮＰ含む

ZD719042100 漏水防止金具 φ７５ 組 10,700 ＢＮＰ含む
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（10）漏水修理材料

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD719042600 漏水防止金具 φ１００ 組 12,400 ＢＮＰ含む

ZD719043000 漏水防止金具 φ１５０ 組 16,300 ＢＮＰ含む

ZD719043100 漏水防止金具 φ２００ 組 19,700 ＢＮＰ含む

ZD719043200 漏水防止金具 φ２５０ 組 24,400 ＢＮＰ含む

ZD719043300 漏水防止金具 φ３００ 組 30,100 ＢＮＰ含む

ZD719043400 漏水防止金具 φ３５０ 組 33,200 ＢＮＰ含む

ZD719043500 漏水防止金具 φ４００ 組 38,100 ＢＮＰ含む

ZD719043600 漏水防止金具 φ４５０ 組 39,900 ＢＮＰ含む

ZD719043700 漏水防止金具 φ５００ 組 45,200 ＢＮＰ含む

ZD719043900 漏水防止金具 φ６００ 組 59,400 ＢＮＰ含む

ZD719044100 漏水防止金具 φ７００ 組 75,100 ＢＮＰ含む

ZD719044300 漏水防止金具 φ８００ 組 89,400 ＢＮＰ含む

ZD719044500 漏水防止金具 φ９００ 組 178,000 ＢＮＰ含む

ZD719044700 漏水防止金具 φ１０００ 組 197,000 ＢＮＰ含む

ZD719061600 ＶＡジョイント φ５０ 個 10,100 ＢＮＰ含む

ZD719062100 ＶＡジョイント φ７５ 個 12,700 ＢＮＰ含む

ZD719062600 ＶＡジョイント φ１００ 個 19,300 ＢＮＰ含む

ZD719063000 ＶＡジョイント φ１５０ 個 28,800 ＢＮＰ含む

ZD719072100 ＶＰジョイント φ７５ 個 10,800 ＢＮＰ含む

ZD719072600 ＶＰジョイント φ１００ 個 16,900 ＢＮＰ含む

ZD719073000 ＶＰジョイント φ１５０ 個 25,200 ＢＮＰ含む

ZD719102100 ＣＡジョイント φ７５ 個 15,400 ＢＮＰ含む

ZD719102600 ＣＡジョイント φ１００ 個 22,500 ＢＮＰ含む

ZD719103000 ＣＡジョイント φ１５０ 個 33,200 ＢＮＰ含む

ZD719103100 ＣＡジョイント φ２００ 個 40,800 ＢＮＰ含む

ZD719132100 ＶＣジョイント Ｋ形φ７５ 個 22,200 ＢＮＰ含む

ZD719132600 ＶＣジョイント Ｋ形φ１００ 個 28,500 ＢＮＰ含む

ZD719133000 ＶＣジョイント Ｋ形φ１５０ 個 40,800 ＢＮＰ含む

ZD719133100 ＶＣジョイント Ｋ形φ２００ 個 55,200 ＢＮＰ含む

ZD719152100 フランジ補強金具 φ７５ 個 95,200 ＢＮＰ含む

ZD719152600 フランジ補強金具 φ１００ 個 106,000 ＢＮＰ含む

ZD719153000 フランジ補強金具 φ１５０ 個 151,000 ＢＮＰ含む

ZD719153100 フランジ補強金具 φ２００ 個 183,000 ＢＮＰ含む

ZD719153150 フランジ補強金具 φ２５０ 個 256,000 ＢＮＰ含む
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（10）漏水修理材料

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZD719153200 フランジ補強金具 φ３００ 個 309,000 ＢＮＰ含む

ZD719153250 フランジ補強金具 φ３５０ 個 349,000 ＢＮＰ含む

ZD719153300 フランジ補強金具 φ４００ 個 422,000 ＢＮＰ含む

ZD719153350 フランジ補強金具 φ４５０ 個 487,000 ＢＮＰ含む

ZD719153400 フランジ補強金具 φ５００ 個 493,000 ＢＮＰ含む

ZD719153500 フランジ補強金具 φ６００ 個 511,000 ＢＮＰ含む

ZD719153600 フランジ補強金具 φ７００ 個 884,000 ＢＮＰ含む

ZD719153700 フランジ補強金具 φ８００ 個 1,040,000 ＢＮＰ含む

ZD719153800 フランジ補強金具 φ９００ 個 1,060,000 ＢＮＰ含む

ZD719153900 フランジ補強金具 φ１０００ 個 1,220,000 ＢＮＰ含む

ZD719153910 フランジ補強金具 φ１１００ 個 1,240,000 ＢＮＰ含む

ZD719153920 フランジ補強金具 φ１２００ 個 1,410,000 ＢＮＰ含む

ZD719153930 フランジ補強金具 φ１３５０ 個 2,070,000 ＢＮＰ含む

ZD719153940 フランジ補強金具 φ１５００ 個 2,230,000 ＢＮＰ含む

ZD719154000 既設管継手部離脱防止金具 Ａ・Ｋ形　φ１００ 個 15,500

ZD719154100 既設管継手部離脱防止金具 Ａ・Ｋ形　φ１５０ 個 22,500

ZD719154200 既設管継手部離脱防止金具 Ａ・Ｋ形　φ２００ 個 30,100

ZD719154300 既設管継手部離脱防止金具 Ａ・Ｋ形φ１００ ３DkN 個 34,200

ZD719154400 既設管継手部離脱防止金具 Ａ・Ｋ形φ１５０ ３DkN 個 58,500

ZD719154500 既設管継手部離脱防止金具 Ａ・Ｋ形φ２００ ３DkN 個 88,200

ZD719155000 既設管継手部離脱防止金具 Ｔ形　φ１００ 個 8,960

ZD719155100 既設管継手部離脱防止金具 Ｔ形　φ１５０ 個 11,600

ZD719155200 既設管継手部離脱防止金具 Ｔ形　φ２００ 個 16,200
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（11）蓋

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT020319223 消火栓筐用蓋 歩道用　カラ－ストリ－マ－ 組 *

ZDT020319224 消火栓筐用蓋 車道用　カラ－ストリ－マ－ 組 *

ZDT020319225 消火栓筐用蓋（新型） 鉄製丸型３号φ５００　ＢＮ含む 組 60,700

ZDT020329223 仕切弁筐用蓋 歩道用　カラ－ストリ－マ－ 組 *

ZDT020329224 仕切弁筐用蓋 車道用　カラ－ストリ－マ－ 組 *

ZDT020329226 仕切弁筐用蓋（新型）
鉄製丸型１号φ２５０　ＢＮ・表示札
含む

組 28,900

ZDT020329227 仕切弁筐用蓋（新型） 鉄製丸型３号φ５００　ＢＮ含む 組 60,700

ZDT020339223 空気弁筐用蓋 歩道用　カラ－ストリ－マ－ 組 *

ZDT020339224 空気弁筐用蓋 車道用　カラ－ストリ－マ－ 組 *

ZDT020339225 空気弁筐用蓋（新型） 鉄製丸型３号φ５００　ＢＮ含む 組 60,700

ZDT020419223 排水弁筐用蓋（新型） 鉄製丸型３号φ５００　ＢＮ含む 組 60,700

ZDT020419224 円形鉄蓋受枠角座型 車道用φ６００　ボルトナット含む 組 90,200
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（12）水道用塗覆装鋼管

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT111012100 直管　ＳＴＷ２９０ φ８０ ｍ 6,760
１本長さ　5.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT111012600 直管　ＳＴＷ２９０ φ１００ ｍ 9,150
１本長さ　5.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT111013000 直管　ＳＴＷ２９０ φ１５０ ｍ 14,000
１本長さ　5.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT111013100 直管　ＳＴＷ２９０ φ２００ ｍ 20,500
１本長さ　5.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT111013200 直管　ＳＴＷ２９０ φ２５０ ｍ 27,100
１本長さ　5.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT111013300 直管　ＳＴＷ２９０ φ３００ ｍ 33,200
１本長さ　5.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT111033400 直管　ＳＴＷ４００Ａ φ３５０ ｍ 33,300
１本長さ　6.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT111033500 直管　ＳＴＷ４００Ａ φ４００ ｍ 38,100
１本長さ　6.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT111033600 直管　ＳＴＷ４００Ａ φ４５０ ｍ 43,000
１本長さ　6.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT111033700 直管　ＳＴＷ４００Ａ φ５００ ｍ 47,800
１本長さ　6.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT111033900 直管　ＳＴＷ４００Ａ φ６００ ｍ 55,100
１本長さ　6.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT111034100 直管　ＳＴＷ４００Ａ φ７００ ｍ 70,300
１本長さ　6.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT111034300 直管　ＳＴＷ４００Ａ φ８００ ｍ 79,200
１本長さ　6.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT111034500 直管　ＳＴＷ４００Ａ φ９００ ｍ 89,300
１本長さ　6.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT111034700 直管　ＳＴＷ４００Ａ φ１０００ ｍ 105,000
１本長さ　6.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT111034900 直管　ＳＴＷ４００Ａ φ１１００ ｍ 126,000
１本長さ　6.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT111035100 直管　ＳＴＷ４００Ａ φ１２００ ｍ 145,000
１本長さ　6.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT121322100 曲管　Ｆ１５ φ８０×９０゜ 個 62,600 内面塗装厚0.5mm

ZDT121322600 曲管　Ｆ１５ φ１００×９０゜ 個 69,700 内面塗装厚0.5mm

ZDT121323000 曲管　Ｆ１５ φ１５０×９０゜ 個 85,900 内面塗装厚0.5mm

ZDT121323100 曲管　Ｆ１５ φ２００×９０゜ 個 104,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121323200 曲管　Ｆ１５ φ２５０×９０゜ 個 133,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121323300 曲管　Ｆ１５ φ３００×９０゜ 個 151,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121353400 曲管　Ｆ２９ φ３５０×９０゜ 個 157,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121353500 曲管　Ｆ２９ φ４００×９０゜ 個 175,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121353600 曲管　Ｆ２９ φ４５０×９０゜ 個 196,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121353700 曲管　Ｆ２９ φ５００×９０゜ 個 209,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121353900 曲管　Ｆ２９ φ６００×９０゜ 個 288,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121354100 曲管　Ｆ２９ φ７００×９０゜ 個 376,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121354300 曲管　Ｆ２９ φ８００×９０゜ 個 416,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121354500 曲管　Ｆ２９ φ９００×９０゜ 個 487,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121354700 曲管　Ｆ２９ φ１０００×９０゜ 個 583,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121354900 曲管　Ｆ２９ φ１１００×９０゜ 個 659,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121355100 曲管　Ｆ２９ φ１２００×９０゜ 個 769,000 内面塗装厚0.5mm

52



（12）水道用塗覆装鋼管

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT121522100 曲管　Ｆ１５ φ８０×４５゜ 個 47,900 内面塗装厚0.5mm

ZDT121522600 曲管　Ｆ１５ φ１００×４５゜ 個 54,300 内面塗装厚0.5mm

ZDT121523000 曲管　Ｆ１５ φ１５０×４５゜ 個 72,600 内面塗装厚0.5mm

ZDT121523100 曲管　Ｆ１５ φ２００×４５゜ 個 86,400 内面塗装厚0.5mm

ZDT121523200 曲管　Ｆ１５ φ２５０×４５゜ 個 106,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121523300 曲管　Ｆ１５ φ３００×４５゜ 個 117,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121553400 曲管　Ｆ２９ φ３５０×４５゜ 個 129,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121553500 曲管　Ｆ２９ φ４００×４５゜ 個 140,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121553600 曲管　Ｆ２９ φ４５０×４５゜ 個 151,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121553700 曲管　Ｆ２９ φ５００×４５゜ 個 161,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121553900 曲管　Ｆ２９ φ６００×４５゜ 個 258,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121554100 曲管　Ｆ２９ φ７００×４５゜ 個 320,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121554300 曲管　Ｆ２９ φ８００×４５゜ 個 422,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121554500 曲管　Ｆ２９ φ９００×４５゜ 個 459,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121554700 曲管　Ｆ２９ φ１０００×４５゜ 個 528,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121554900 曲管　Ｆ２９ φ１１００×４５゜ 個 590,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121555100 曲管　Ｆ２９ φ１２００×４５゜ 個 668,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121722100 曲管　Ｆ１５ φ８０×２２　1/2° 個 33,800 内面塗装厚0.5mm

ZDT121722600 曲管　Ｆ１５ φ１００×２２　1/2° 個 37,700 内面塗装厚0.5mm

ZDT121723000 曲管　Ｆ１５ φ１５０×２２　1/2° 個 45,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121723100 曲管　Ｆ１５ φ２００×２２　1/2° 個 57,900 内面塗装厚0.5mm

ZDT121723200 曲管　Ｆ１５ φ２５０×２２　1/2° 個 72,700 内面塗装厚0.5mm

ZDT121723300 曲管　Ｆ１５ φ３００×２２　1/2° 個 79,600 内面塗装厚0.5mm

ZDT121753400 曲管　Ｆ２９ φ３５０×２２　1/2° 個 119,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121753500 曲管　Ｆ２９ φ４００×２２　1/2° 個 129,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121753600 曲管　Ｆ２９ φ４５０×２２　1/2° 個 139,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121753700 曲管　Ｆ２９ φ５００×２２　1/2° 個 150,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121753900 曲管　Ｆ２９ φ６００×２２　1/2° 個 241,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121754100 曲管　Ｆ２９ φ７００×２２　1/2° 個 298,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121754300 曲管　Ｆ２９ φ８００×２２　1/2° 個 385,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121754500 曲管　Ｆ２９ φ９００×２２　1/2° 個 423,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121754700 曲管　Ｆ２９ φ１０００×２２　1/2° 個 488,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121754900 曲管　Ｆ２９ φ１１００×２２　1/2° 個 559,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121755100 曲管　Ｆ２９ φ１２００×２２　1/2° 個 633,000 内面塗装厚0.5mm
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ZDT121922100 曲管　Ｆ１５ φ８０×１１　1/4° 個 33,800 内面塗装厚0.5mm

ZDT121922600 曲管　Ｆ１５ φ１００×１１　1/4° 個 37,700 内面塗装厚0.5mm

ZDT121923000 曲管　Ｆ１５ φ１５０×１１　1/4° 個 45,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121923100 曲管　Ｆ１５ φ２００×１１　1/4° 個 57,900 内面塗装厚0.5mm

ZDT121923200 曲管　Ｆ１５ φ２５０×１１　1/4° 個 72,700 内面塗装厚0.5mm

ZDT121923300 曲管　Ｆ１５ φ３００×１１　1/4° 個 79,600 内面塗装厚0.5mm

ZDT121953400 曲管　Ｆ２９ φ３５０×１１　1/4° 個 119,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121953500 曲管　Ｆ２９ φ４００×１１　1/4° 個 129,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121953600 曲管　Ｆ２９ φ４５０×１１　1/4° 個 139,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121953700 曲管　Ｆ２９ φ５００×１１　1/4° 個 150,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121953900 曲管　Ｆ２９ φ６００×１１　1/4° 個 241,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121954100 曲管　Ｆ２９ φ７００×１１　1/4° 個 298,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121954300 曲管　Ｆ２９ φ８００×１１　1/4° 個 385,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121954500 曲管　Ｆ２９ φ９００×１１　1/4° 個 423,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121954700 曲管　Ｆ２９ φ１０００×１１　1/4° 個 488,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121954900 曲管　Ｆ２９ φ１１００×１１　1/4° 個 559,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT121955100 曲管　Ｆ２９ φ１２００×１１　1/4° 個 633,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT122154700 曲管　Ｆ２９ φ１０００×５　5/8° 個 488,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT122154900 曲管　Ｆ２９ φ１１００×５　5/8° 個 559,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT122155100 曲管　Ｆ２９ φ１２００×５　5/8° 個 633,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123112121 Ｔ字管　Ｆ１２ φ８０×８０ 個 21,100
単位重量　6.2
内面塗装厚0.5mm

ZDT123112621 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１００×８０ 個 30,400
単位重量　7.7
内面塗装厚0.5mm

ZDT123112626 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１００×１００ 個 31,700
単位重量　8.4
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113021 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５０×８０ 個 52,100
単位重量　13.7
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113026 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５０×１００ 個 57,100
単位重量　14.3
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113030 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５０×１５０ 個 57,100
単位重量　15.8
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113126 Ｔ字管　Ｆ１２ φ２００×１００ 個 73,700
単位重量　23.8
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113130 Ｔ字管　Ｆ１２ φ２００×１５０ 個 78,400
単位重量　25.3
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113131 Ｔ字管　Ｆ１２ φ２００×２００ 個 85,500
単位重量　27.6
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113226 Ｔ字管　Ｆ１２ φ２５０×１００ 個 98,900
単位重量　36.9
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113230 Ｔ字管　Ｆ１２ φ２５０×１５０ 個 102,000
単位重量　38.4
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113231 Ｔ字管　Ｆ１２ φ２５０×２００ 個 109,000
単位重量　40.8
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113232 Ｔ字管　Ｆ１２ φ２５０×２５０ 個 117,000
単位重量　43.9
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113326 Ｔ字管　Ｆ１２ φ３００×１００ 個 110,000
単位重量　44.9
内面塗装厚0.5mm
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ZDT123113330 Ｔ字管　Ｆ１２ φ３００×１５０ 個 113,000
単位重量　46.3
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113331 Ｔ字管　Ｆ１２ φ３００×２００ 個 119,000
単位重量　48.4
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113332 Ｔ字管　Ｆ１２ φ３００×２５０ 個 125,000
単位重量　50.9
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113333 Ｔ字管　Ｆ１２ φ３００×３００ 個 130,000
単位重量　53.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113430 Ｔ字管　Ｆ１２ φ３５０×１５０ 個 135,000
単位重量　57.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113431 Ｔ字管　Ｆ１２ φ３５０×２００ 個 142,000
単位重量　60.4
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113432 Ｔ字管　Ｆ１２ φ３５０×２５０ 個 150,000
単位重量　64.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113433 Ｔ字管　Ｆ１２ φ３５０×３００ 個 158,000
単位重量　67.3
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113434 Ｔ字管　Ｆ１２ φ３５０×３５０ 個 155,000
単位重量　66.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113530 Ｔ字管　Ｆ１２ φ４００×１５０ 個 144,000
単位重量　64.4
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113531 Ｔ字管　Ｆ１２ φ４００×２００ 個 151,000
単位重量　67.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113532 Ｔ字管　Ｆ１２ φ４００×２５０ 個 158,000
単位重量　70.4
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113533 Ｔ字管　Ｆ１２ φ４００×３００ 個 164,000
単位重量　73.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113534 Ｔ字管　Ｆ１２ φ４００×３５０ 個 161,000
単位重量　71.9
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113535 Ｔ字管　Ｆ１２ φ４００×４００ 個 165,000
単位重量　73.7
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113630 Ｔ字管　Ｆ１２ φ４５０×１５０ 個 160,000
単位重量　71.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113631 Ｔ字管　Ｆ１２ φ４５０×２００ 個 165,000
単位重量　73.8
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113632 Ｔ字管　Ｆ１２ φ４５０×２５０ 個 171,000
単位重量　76.7
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113633 Ｔ字管　Ｆ１２ φ４５０×３００ 個 177,000
単位重量　79.2
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113634 Ｔ字管　Ｆ１２ φ４５０×３５０ 個 174,000
単位重量　78.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113635 Ｔ字管　Ｆ１２ φ４５０×４００ 個 178,000
単位重量　79.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113636 Ｔ字管　Ｆ１２ φ４５０×４５０ 個 181,000
単位重量　81.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113731 Ｔ字管　Ｆ１２ φ５００×２００ 個 179,000
単位重量　80.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113732 Ｔ字管　Ｆ１２ φ５００×２５０ 個 185,000
単位重量　83.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113733 Ｔ字管　Ｆ１２ φ５００×３００ 個 189,000
単位重量　85.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113734 Ｔ字管　Ｆ１２ φ５００×３５０ 個 187,000
単位重量　84.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113735 Ｔ字管　Ｆ１２ φ５００×４００ 個 190,000
単位重量　85.2
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113736 Ｔ字管　Ｆ１２ φ５００×４５０ 個 192,000
単位重量　86.3
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113737 Ｔ字管　Ｆ１２ φ５００×５００ 個 195,000
単位重量　87.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113931 Ｔ字管　Ｆ１２ φ６００×２００ 個 282,000
単位重量　138
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113932 Ｔ字管　Ｆ１２ φ６００×２５０ 個 286,000
単位重量　140
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113933 Ｔ字管　Ｆ１２ φ６００×３００ 個 290,000
単位重量　142
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113934 Ｔ字管　Ｆ１２ φ６００×３５０ 個 288,000
単位重量　141
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113935 Ｔ字管　Ｆ１２ φ６００×４００ 個 288,000
単位重量　141
内面塗装厚0.5mm
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ZDT123113936 Ｔ字管　Ｆ１２ φ６００×４５０ 個 292,000
単位重量　143
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113937 Ｔ字管　Ｆ１２ φ６００×５００ 個 290,000
単位重量　142
内面塗装厚0.5mm

ZDT123113939 Ｔ字管　Ｆ１２ φ６００×６００ 個 294,000
単位重量　144
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114132 Ｔ字管　Ｆ１２ φ７００×２５０ 個 371,000
単位重量　191
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114133 Ｔ字管　Ｆ１２ φ７００×３００ 個 375,000
単位重量　193
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114134 Ｔ字管　Ｆ１２ φ７００×３５０ 個 371,000
単位重量　191
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114135 Ｔ字管　Ｆ１２ φ７００×４００ 個 375,000
単位重量　193
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114136 Ｔ字管　Ｆ１２ φ７００×４５０ 個 373,000
単位重量　192
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114137 Ｔ字管　Ｆ１２ φ７００×５００ 個 375,000
単位重量　193
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114139 Ｔ字管　Ｆ１２ φ７００×６００ 個 377,000
単位重量　194
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114141 Ｔ字管　Ｆ１２ φ７００×７００ 個 390,000
単位重量　201
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114333 Ｔ字管　Ｆ１２ φ８００×３００ 個 485,000
単位重量　330
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114334 Ｔ字管　Ｆ１２ φ８００×３５０ 個 484,000
単位重量　329
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114335 Ｔ字管　Ｆ１２ φ８００×４００ 個 484,000
単位重量　329
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114336 Ｔ字管　Ｆ１２ φ８００×４５０ 個 484,000
単位重量　329
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114337 Ｔ字管　Ｆ１２ φ８００×５００ 個 485,000
単位重量　330
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114339 Ｔ字管　Ｆ１２ φ８００×６００ 個 485,000
単位重量　330
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114341 Ｔ字管　Ｆ１２ φ８００×７００ 個 496,000
単位重量　337
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114343 Ｔ字管　Ｆ１２ φ８００×８００ 個 512,000
単位重量　348
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114533 Ｔ字管　Ｆ１２ φ９００×３００ 個 534,000
単位重量　367
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114534 Ｔ字管　Ｆ１２ φ９００×３５０ 個 533,000
単位重量　366
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114535 Ｔ字管　Ｆ１２ φ９００×４００ 個 533,000
単位重量　366
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114536 Ｔ字管　Ｆ１２ φ９００×４５０ 個 532,000
単位重量　365
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114537 Ｔ字管　Ｆ１２ φ９００×５００ 個 533,000
単位重量　366
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114539 Ｔ字管　Ｆ１２ φ９００×６００ 個 532,000
単位重量　365
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114541 Ｔ字管　Ｆ１２ φ９００×７００ 個 540,000
単位重量　371
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114543 Ｔ字管　Ｆ１２ φ９００×８００ 個 549,000
単位重量　377
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114545 Ｔ字管　Ｆ１２ φ９００×９００ 個 552,000
単位重量　379
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114734 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１０００×３５０ 個 633,000
単位重量　455
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114735 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１０００×４００ 個 634,000
単位重量　456
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114736 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１０００×４５０ 個 634,000
単位重量　456
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114737 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１０００×５００ 個 633,000
単位重量　455
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114739 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１０００×６００ 個 633,000
単位重量　455
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114741 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１０００×７００ 個 640,000
単位重量　460
内面塗装厚0.5mm
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ZDT123114743 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１０００×８００ 個 650,000
単位重量　467
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114745 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１０００×９００ 個 651,000
単位重量　468
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114935 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１１００×４００ 個 714,000
単位重量　552
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114936 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１１００×４５０ 個 713,000
単位重量　551
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114937 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１１００×５００ 個 712,000
単位重量　550
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114939 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１１００×６００ 個 709,000
単位重量　548
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114941 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１１００×７００ 個 712,000
単位重量　550
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114943 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１１００×８００ 個 717,000
単位重量　554
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114945 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１１００×９００ 個 713,000
単位重量　551
内面塗装厚0.5mm

ZDT123114947 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１１００×１０００ 個 723,000
単位重量　559
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115135 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１２００×４００ 個 819,000
単位重量　664
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115136 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１２００×４５０ 個 818,000
単位重量　663
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115137 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１２００×５００ 個 817,000
単位重量　662
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115139 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１２００×６００ 個 814,000
単位重量　660
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115141 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１２００×７００ 個 817,000
単位重量　662
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115143 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１２００×８００ 個 823,000
単位重量　667
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115145 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１２００×９００ 個 819,000
単位重量　664
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115147 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１２００×１０００ 個 828,000
単位重量　671
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115149 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１２００×１１００ 個 842,000
単位重量　682
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115236 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１３５０×４５０ 個 1,140,000
単位重量　1010
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115237 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１３５０×５００ 個 1,140,000
単位重量　1010
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115239 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１３５０×６００ 個 1,140,000
単位重量　1010
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115241 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１３５０×７００ 個 1,140,000
単位重量　1010
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115243 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１３５０×８００ 個 1,150,000
単位重量　1020
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115245 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１３５０×９００ 個 1,140,000
単位重量　1010
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115247 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１３５０×１０００ 個 1,150,000
単位重量　1020
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115249 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１３５０×１１００ 個 1,160,000
単位重量　1030
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115251 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１３５０×１２００ 個 1,170,000
単位重量　1040
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115337 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５００×５００ 個 1,430,000
単位重量　1300
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115339 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５００×６００ 個 1,420,000
単位重量　1290
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115341 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５００×７００ 個 1,420,000
単位重量　1290
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115343 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５００×８００ 個 1,420,000
単位重量　1290
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115345 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５００×９００ 個 1,410,000
単位重量　1280
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115347 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５００×１０００ 個 1,410,000
単位重量　1280
内面塗装厚0.5mm
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ZDT123115349 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５００×１１００ 個 1,410,000
単位重量　1280
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115351 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５００×１２００ 個 1,420,000
単位重量　1290
内面塗装厚0.5mm

ZDT123115352 Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５００×１３５０ 個 1,420,000
単位重量　1290
内面塗装厚0.5mm

ZDT123322621 片落管　Ｆ１５ φ１００×８０ 個 40,500
単位重量　7.4
内面塗装厚0.5mm

ZDT123323026 片落管　Ｆ１５ φ１５０×１００ 個 52,400
単位重量　12.4
内面塗装厚0.5mm

ZDT123323126 片落管　Ｆ１５ φ２００×１００ 個 59,600
単位重量　15.6
内面塗装厚0.5mm

ZDT123323130 片落管　Ｆ１５ φ２００×１５０ 個 69,500
単位重量　18.2
内面塗装厚0.5mm

ZDT123323226 片落管　Ｆ１５ φ２５０×１００ 個 74,900
単位重量　22.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT123323230 片落管　Ｆ１５ φ２５０×１５０ 個 84,700
単位重量　25.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT123323231 片落管　Ｆ１５ φ２５０×２００ 個 96,600
単位重量　28.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT123323326 片落管　Ｆ１５ φ３００×１００ 個 80,700
単位重量　25.9
内面塗装厚0.5mm

ZDT123323330 片落管　Ｆ１５ φ３００×１５０ 個 89,800
単位重量　28.8
内面塗装厚0.5mm

ZDT123323331 片落管　Ｆ１５ φ３００×２００ 個 100,000
単位重量　32.3
内面塗装厚0.5mm

ZDT123323332 片落管　Ｆ１５ φ３００×２５０ 個 112,000
単位重量　36.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353430 片落管　Ｆ２９ φ３５０×１５０ 個 92,600
単位重量　30.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353431 片落管　Ｆ２９ φ３５０×２００ 個 103,000
単位重量　33.7
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353432 片落管　Ｆ２９ φ３５０×２５０ 個 112,000
単位重量　36.7
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353433 片落管　Ｆ２９ φ３５０×３００ 個 122,000
単位重量　39.8
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353530 片落管　Ｆ２９ φ４００×１５０ 個 107,000
単位重量　37.4
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353531 片落管　Ｆ２９ φ４００×２００ 個 118,000
単位重量　41.4
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353532 片落管　Ｆ２９ φ４００×２５０ 個 128,000
単位重量　44.8
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353533 片落管　Ｆ２９ φ４００×３００ 個 137,000
単位重量　48.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353534 片落管　Ｆ２９ φ４００×３５０ 個 143,000
単位重量　49.9
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353631 片落管　Ｆ２９ φ４５０×２００ 個 121,000
単位重量　45.2
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353632 片落管　Ｆ２９ φ４５０×２５０ 個 130,000
単位重量　48.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353633 片落管　Ｆ２９ φ４５０×３００ 個 139,000
単位重量　51.8
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353634 片落管　Ｆ２９ φ４５０×３５０ 個 143,000
単位重量　53.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353635 片落管　Ｆ２９ φ４５０×４００ 個 152,000
単位重量　56.7
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353732 片落管　Ｆ２９ φ５００×２５０ 個 133,000
単位重量　52.2
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353733 片落管　Ｆ２９ φ５００×３００ 個 141,000
単位重量　55.4
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353734 片落管　Ｆ２９ φ５００×３５０ 個 146,000
単位重量　57.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353735 片落管　Ｆ２９ φ５００×４００ 個 154,000
単位重量　60.3
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353736 片落管　Ｆ２９ φ５００×４５０ 個 162,000
単位重量　63.6
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353933 片落管　Ｆ２９ φ６００×３００ 個 182,000
単位重量　63.1
内面塗装厚0.5mm
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ZDT123353934 片落管　Ｆ２９ φ６００×３５０ 個 187,000
単位重量　64.6
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353935 片落管　Ｆ２９ φ６００×４００ 個 196,000
単位重量　67.6
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353936 片落管　Ｆ２９ φ６００×４５０ 個 205,000
単位重量　70.8
内面塗装厚0.5mm

ZDT123353937 片落管　Ｆ２９ φ６００×５００ 個 214,000
単位重量　73.9
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354135 片落管　Ｆ２９ φ７００×４００ 個 274,000
単位重量　114
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354136 片落管　Ｆ２９ φ７００×４５０ 個 283,000
単位重量　118
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354137 片落管　Ｆ２９ φ７００×５００ 個 295,000
単位重量　123
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354139 片落管　Ｆ２９ φ７００×６００ 個 317,000
単位重量　132
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354336 片落管　Ｆ２９ φ８００×４５０ 個 289,000
単位重量　146
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354337 片落管　Ｆ２９ φ８００×５００ 個 299,000
単位重量　151
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354339 片落管　Ｆ２９ φ８００×６００ 個 317,000
単位重量　160
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354341 片落管　Ｆ２９ φ８００×７００ 個 346,000
単位重量　175
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354537 片落管　Ｆ２９ φ９００×５００ 個 305,000
単位重量　165
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354539 片落管　Ｆ２９ φ９００×６００ 個 322,000
単位重量　174
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354541 片落管　Ｆ２９ φ９００×７００ 個 348,000
単位重量　188
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354543 片落管　Ｆ２９ φ９００×８００ 個 375,000
単位重量　203
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354737 片落管　Ｆ２９ φ１０００×５００ 個 343,000
単位重量　199
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354739 片落管　Ｆ２９ φ１０００×６００ 個 359,000
単位重量　208
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354741 片落管　Ｆ２９ φ１０００×７００ 個 383,000
単位重量　222
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354743 片落管　Ｆ２９ φ１０００×８００ 個 410,000
単位重量　238
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354745 片落管　Ｆ２９ φ１０００×９００ 個 431,000
単位重量　250
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354939 片落管　Ｆ２９ φ１１００×６００ 個 408,000
単位重量　267
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354941 片落管　Ｆ２９ φ１１００×７００ 個 433,000
単位重量　283
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354943 片落管　Ｆ２９ φ１１００×８００ 個 459,000
単位重量　300
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354945 片落管　Ｆ２９ φ１１００×９００ 個 479,000
単位重量　313
内面塗装厚0.5mm

ZDT123354947 片落管　Ｆ２９ φ１１００×１０００ 個 509,000
単位重量　333
内面塗装厚0.5mm

ZDT123355141 片落管　Ｆ２９ φ１２００×７００ 個 482,000
単位重量　330
内面塗装厚0.5mm

ZDT123355143 片落管　Ｆ２９ φ１２００×８００ 個 507,000
単位重量　347
内面塗装厚0.5mm

ZDT123355145 片落管　Ｆ２９ φ１２００×９００ 個 526,000
単位重量　360
内面塗装厚0.5mm

ZDT123355147 片落管　Ｆ２９ φ１２００×１０００ 個 555,000
単位重量　380
内面塗装厚0.5mm

ZDT123355149 片落管　Ｆ２９ φ１２００×１１００ 個 587,000
単位重量　402
内面塗装厚0.5mm

ZDT123355243 片落管　Ｆ２９ φ１３５０×８００ 個 600,000
単位重量　412
内面塗装厚0.5mm

ZDT123355245 片落管　Ｆ２９ φ１３５０×９００ 個 617,000
単位重量　424
内面塗装厚0.5mm

ZDT123355247 片落管　Ｆ２９ φ１３５０×１０００ 個 645,000
単位重量　443
内面塗装厚0.5mm
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ZDT123355249 片落管　Ｆ２９ φ１３５０×１１００ 個 677,000
単位重量　465
内面塗装厚0.5mm

ZDT123355251 片落管　Ｆ２９ φ１３５０×１２００ 個 711,000
単位重量　488
内面塗装厚0.5mm

ZDT123355345 片落管　Ｆ２９ φ１５００×９００ 個 761,000
単位重量　532
内面塗装厚0.5mm

ZDT123355347 片落管　Ｆ２９ φ１５００×１０００ 個 787,000
単位重量　550
内面塗装厚0.5mm

ZDT123355349 片落管　Ｆ２９ φ１５００×１１００ 個 817,000
単位重量　571
内面塗装厚0.5mm

ZDT123355351 片落管　Ｆ２９ φ１５００×１２００ 個 850,000
単位重量　594
内面塗装厚0.5mm

ZDT123355352 片落管　Ｆ２９ φ１５００×１３５０ 個 900,000
単位重量　629
内面塗装厚0.5mm

ZDT123522600 らっぱ口　Ｆ１５ φ１００ 個 36,200 内面塗装厚0.5mm

ZDT123523000 らっぱ口　Ｆ１５ φ１５０ 個 49,900 内面塗装厚0.5mm

ZDT123523100 らっぱ口　Ｆ１５ φ２００ 個 63,200 内面塗装厚0.5mm

ZDT123523200 らっぱ口　Ｆ１５ φ２５０ 個 83,900 内面塗装厚0.5mm

ZDT123523300 らっぱ口　Ｆ１５ φ３００ 個 112,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123553400 らっぱ口　Ｆ２９ φ３５０ 個 121,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123553500 らっぱ口　Ｆ２９ φ４００ 個 134,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123553600 らっぱ口　Ｆ２９ φ４５０ 個 143,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123553700 らっぱ口　Ｆ２９ φ５００ 個 153,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123553900 らっぱ口　Ｆ２９ φ６００ 個 198,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123554100 らっぱ口　Ｆ２９ φ７００ 個 263,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123554300 らっぱ口　Ｆ２９ φ８００ 個 305,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123554500 らっぱ口　Ｆ２９ φ９００ 個 318,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123554700 らっぱ口　Ｆ２９ φ１０００ 個 367,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123554900 らっぱ口　Ｆ２９ φ１１００ 個 488,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123555100 らっぱ口　Ｆ２９ φ１２００ 個 570,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123713121 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ２００×８０ 個 61,800 内面塗装厚0.5mm

ZDT123713221 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ２５０×８０ 個 75,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123713321 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ３００×８０ 個 84,900 内面塗装厚0.5mm

ZDT123713421 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ３５０×８０ 個 103,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123713530 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ４００×１５０ 個 117,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123713631 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ４５０×２００ 個 130,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123713731 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ５００×２００ 個 143,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123713931 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ６００×２００ 個 260,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123714132 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ７００×２５０ 個 318,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123714331 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ８００×２００ 個 460,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123714333 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ８００×３００ 個 467,000 内面塗装厚0.5mm
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ZDT123714532 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ９００×２５０ 個 499,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123714534 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ９００×３５０ 個 512,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123714733 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ１０００×３００ 個 587,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123714735 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ１０００×４００ 個 590,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123714933 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ１１００×３００ 個 656,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123714935 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ１１００×４００ 個 676,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123715133 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ１２００×３００ 個 754,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123715135 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ１２００×４００ 個 770,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123715233 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ１３５０×３００ 個 882,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123715235 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ１３５０×４００ 個 899,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123715333 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５００×３００ 個 1,070,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT123715335 排水Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５００×４００ 個 1,090,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124013526 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ４００×１００　ＲＦ－ＲＦ形 個 326,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124013626 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ４５０×１００　ＲＦ－ＲＦ形 個 382,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124013726 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ５００×１００　ＲＦ－ＲＦ形 個 435,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124013926 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ６００×１００　ＲＦ－ＲＦ形 個 507,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124014130 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ７００×１５０　ＲＦ－ＲＦ形 個 647,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124014330 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ８００×１５０　ＲＦ－ＲＦ形 個 761,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124014531 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ９００×２００　ＲＦ－ＲＦ形 個 929,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124014731 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ１０００×２００　ＲＦ－ＲＦ形 個 1,020,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124014931 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ１１００×２００　ＲＦ－ＲＦ形 個 1,160,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124015132 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ１２００×２５０　ＲＦ－ＲＦ形 個 1,290,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124313526 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ４００×１００　ＧＦ－ＧＦ形 個 343,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124313626 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ４５０×１００　ＧＦ－ＧＦ形 個 404,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124313726 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ５００×１００　ＧＦ－ＧＦ形 個 458,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124313926 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ６００×１００　ＧＦ－ＧＦ形 個 536,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124314130 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ７００×１５０　ＧＦ－ＧＦ形 個 683,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124314330 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ８００×１５０　ＧＦ－ＧＦ形 個 806,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124314531 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ９００×２００　ＧＦ－ＧＦ形 個 982,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124314731 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ１０００×２００　ＧＦ－ＧＦ形 個 1,090,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124314931 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ１１００×２００　ＧＦ－ＧＦ形 個 1,240,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124315132 仕切弁副管Ａ　Ｆ１２ φ１２００×２５０　ＧＦ－ＧＦ形 個 1,390,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124413526 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ４００×１００　ＲＦ－ＲＦ形 個 124,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124413626 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ４５０×１００　ＲＦ－ＲＦ形 個 125,000 内面塗装厚0.5mm
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ZDT124413726 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ５００×１００　ＲＦ－ＲＦ形 個 125,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124413926 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ６００×１００　ＲＦ－ＲＦ形 個 126,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124414130 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ７００×１５０　ＲＦ－ＲＦ形 個 167,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124414330 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ８００×１５０　ＲＦ－ＲＦ形 個 170,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124414531 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ９００×２００　ＲＦ－ＲＦ形 個 210,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124414731 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ１０００×２００　ＲＦ－ＲＦ形 個 213,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124414931 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ１１００×２００　ＲＦ－ＲＦ形 個 215,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124415132 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ１２００×２５０　ＲＦ－ＲＦ形 個 269,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124613526 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ４００×１００　ＧＦ－ＲＦ形 個 126,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124613626 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ４５０×１００　ＧＦ－ＲＦ形 個 128,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124613726 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ５００×１００　ＧＦ－ＲＦ形 個 129,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124613926 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ６００×１００　ＧＦ－ＲＦ形 個 130,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124614130 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ７００×１５０　ＧＦ－ＲＦ形 個 171,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124614330 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ８００×１５０　ＧＦ－ＲＦ形 個 174,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124614531 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ９００×２００　ＧＦ－ＲＦ形 個 216,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124614731 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ１０００×２００　ＧＦ－ＲＦ形 個 218,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124614931 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ１１００×２００　ＧＦ－ＲＦ形 個 219,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124615132 仕切弁副管Ｂ　Ｆ１２ φ１２００×２５０　ＧＦ－ＲＦ形 個 275,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT124812121 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ８０×８０　ＲＦ形 個 65,000
単位重量　9.8
内面塗装厚0.5mm

ZDT124812621 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ１００×８０　ＲＦ形 個 67,500
単位重量　11.4
内面塗装厚0.5mm

ZDT124812626 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ１００×１００　ＲＦ形 個 71,800
単位重量　12.8
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813021 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５０×８０　ＲＦ形 個 80,400
単位重量　17.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813026 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ１５０×１００　ＲＦ形 個 80,600
単位重量　18.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813121 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ２００×８０　ＲＦ形 個 93,300
単位重量　26.3
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813126 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ２００×１００　ＲＦ形 個 92,700
単位重量　27.6
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813221 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ２５０×８０　ＲＦ形 個 108,000
単位重量　39.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813226 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ２５０×１００　ＲＦ形 個 108,000
単位重量　40.4
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813321 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ３００×８０　ＲＦ形 個 115,000
単位重量　47.5
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813326 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ３００×１００　ＲＦ形 個 116,000
単位重量　48.7
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813421 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ３５０×８０　ＲＦ形 個 129,000
単位重量　56.9
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813426 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ３５０×１００　ＲＦ形 個 133,000
単位重量　58.3
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813521 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ４００×８０　ＲＦ形 個 134,000
単位重量　64.4
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813526 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ４００×１００　ＲＦ形 個 139,000
単位重量　65.7
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813621 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ４５０×８０　ＲＦ形 個 144,000
単位重量　71.7
内面塗装厚0.5mm
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ZDT124813626 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ４５０×１００　ＲＦ形 個 150,000
単位重量　73.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813721 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ５００×８０　ＲＦ形 個 158,000
単位重量　79.0
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813726 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ５００×１００　ＲＦ形 個 161,000
単位重量　80.1
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813921 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ６００×８０　ＲＦ形 個 232,000
単位重量　139
内面塗装厚0.5mm

ZDT124813926 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ６００×１００　ＲＦ形 個 256,000
単位重量　139
内面塗装厚0.5mm

ZDT124814121 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ７００×８０　ＲＦ形 個 283,000
単位重量　188
内面塗装厚0.5mm

ZDT124814126 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ７００×１００　ＲＦ形 個 312,000
単位重量　188
内面塗装厚0.5mm

ZDT124814139 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ７００×６００　ＲＦ形 個 636,000
単位重量　251
内面塗装厚0.5mm

ZDT124814321 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ８００×８０　ＲＦ形 個 400,000
単位重量　323
内面塗装厚0.5mm

ZDT124814326 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ８００×１００　ＲＦ形 個 408,000
単位重量　323
内面塗装厚0.5mm

ZDT124814339 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ８００×６００　ＲＦ形 個 754,000
単位重量　387
内面塗装厚0.5mm

ZDT124814526 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ９００×１００　ＲＦ形 個 452,000
単位重量　363
内面塗装厚0.5mm

ZDT124814539 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ９００×６００　ＲＦ形 個 794,000
単位重量　422
内面塗装厚0.5mm

ZDT124814730 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ１０００×１５０　ＲＦ形 個 535,000
単位重量　454
内面塗装厚0.5mm

ZDT124814739 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ１０００×６００　ＲＦ形 個 889,000
単位重量　412
内面塗装厚0.5mm

ZDT124814930 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ１１００×１５０　ＲＦ形 個 598,000
単位重量　554
内面塗装厚0.5mm

ZDT124814939 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ１１００×６００　ＲＦ形 個 973,000
単位重量　605
内面塗装厚0.5mm

ZDT124815130 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ１２００×１５０　ＲＦ形 個 674,000
単位重量　664
内面塗装厚0.5mm

ZDT124815139 フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ φ１２００×６００　ＲＦ形 個 1,070,000
単位重量　717
内面塗装厚0.5mm

ZDT125002100
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ８０　ＲＦ形 枚 21,500 内面塗装厚0.5mm

ZDT125002600
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ１００　ＲＦ形 枚 24,300 内面塗装厚0.5mm

ZDT125003000
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ１５０　ＲＦ形 枚 36,600 内面塗装厚0.5mm

ZDT125003100
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ２００　ＲＦ形 枚 46,900 内面塗装厚0.5mm

ZDT125003200
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ２５０　ＲＦ形 枚 63,800 内面塗装厚0.5mm

ZDT125003300
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ３００　ＲＦ形 枚 79,700 内面塗装厚0.5mm

ZDT125003400
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ３５０　ＲＦ形 枚 109,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125003500
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ４００　ＲＦ形 枚 127,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125003600
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ４５０　ＲＦ形 枚 163,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125003700
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ５００　ＲＦ形 枚 197,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125003900
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ６００　ＲＦ形 枚 231,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125004100
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ７００　ＲＦ形 枚 302,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125004300
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ８００　ＲＦ形 枚 358,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125004500
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ９００　ＲＦ形 枚 444,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125004700
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ１０００　ＲＦ形 枚 509,000 内面塗装厚0.5mm
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ZDT125004900
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ１１００　ＲＦ形 枚 584,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125005100
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ１２００　ＲＦ形 枚 654,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125112100
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ８０　ＧＦ形 枚 24,300 内面塗装厚0.5mm

ZDT125112600
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ１００　ＧＦ形 枚 27,100 内面塗装厚0.5mm

ZDT125113000
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ１５０　ＧＦ形 枚 41,200 内面塗装厚0.5mm

ZDT125113100
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ２００　ＧＦ形 枚 52,500 内面塗装厚0.5mm

ZDT125113200
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ２５０　ＧＦ形 枚 71,100 内面塗装厚0.5mm

ZDT125113300
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ３００　ＧＦ形 枚 88,900 内面塗装厚0.5mm

ZDT125113400
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ３５０　ＧＦ形 枚 121,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125113500
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ４００　ＧＦ形 枚 141,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125113600
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ４５０　ＧＦ形 枚 182,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125113700
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ５００　ＧＦ形 枚 218,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125113900
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ６００　ＧＦ形 枚 257,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125114100
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ７００　ＧＦ形 枚 334,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125114300
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ８００　ＧＦ形 枚 397,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125114500
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ９００　ＧＦ形 枚 494,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125114700
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ１０００　ＧＦ形 枚 566,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125114900
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ１１００　ＧＦ形 枚 649,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125115100
管フランジ　Ｆ１２　（７．
５Ｋ）

φ１２００　ＧＦ形 枚 727,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125212100 フランジ蓋　Ｆ１２ φ８０ 枚 9,390 内面塗装厚0.5mm

ZDT125212600 フランジ蓋　Ｆ１２ φ１００ 枚 12,200 内面塗装厚0.5mm

ZDT125213000 フランジ蓋　Ｆ１２ φ１５０ 枚 14,900 内面塗装厚0.5mm

ZDT125213100 フランジ蓋　Ｆ１２ φ２００ 枚 21,500 内面塗装厚0.5mm

ZDT125213200 フランジ蓋　Ｆ１２ φ２５０ 枚 30,100 内面塗装厚0.5mm

ZDT125213300 フランジ蓋　Ｆ１２ φ３００ 枚 40,200 内面塗装厚0.5mm

ZDT125213400 フランジ蓋　Ｆ１２ φ３５０ 枚 49,800 内面塗装厚0.5mm

ZDT125213500 フランジ蓋　Ｆ１２ φ４００ 枚 60,100 内面塗装厚0.5mm

ZDT125213600 フランジ蓋　Ｆ１２ φ４５０ 枚 75,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125213700 フランジ蓋　Ｆ１２ φ５００ 枚 92,800 内面塗装厚0.5mm

ZDT125213900 フランジ蓋　Ｆ１２ φ６００ 枚 127,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125214100 フランジ蓋　Ｆ１２ φ７００ 枚 170,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125214300 フランジ蓋　Ｆ１２ φ８００ 枚 224,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125214500 フランジ蓋　Ｆ１２ φ９００ 枚 293,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125214700 フランジ蓋　Ｆ１２ φ１０００ 枚 363,000 内面塗装厚0.5mm
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ZDT125413921 空気弁用フランジ蓋　Ｆ１２ φ６００×７５　ＲＦ形 枚 165,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125413926 空気弁用フランジ蓋　Ｆ１２ φ６００×１００　ＲＦ形 枚 170,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125413930 空気弁用フランジ蓋　Ｆ１２ φ６００×１５０　ＲＦ形 枚 185,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125413931 空気弁用フランジ蓋　Ｆ１２ φ６００×２００　ＲＦ形 枚 203,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125513921 空気弁用フランジ蓋　Ｆ１２ φ６００×７５　ＧＦ形 枚 169,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125513926 空気弁用フランジ蓋　Ｆ１２ φ６００×１００　ＧＦ形 枚 173,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125513930 空気弁用フランジ蓋　Ｆ１２ φ６００×１５０　ＧＦ形 枚 189,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125513931 空気弁用フランジ蓋　Ｆ１２ φ６００×２００　ＧＦ形 枚 209,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125613500
フランジアダプター　（Ｆ１
２）

φ４００　ＲＦ形 組 513,000
片フランジ片ベベル
内面塗装厚0.5mm

ZDT125613700
フランジアダプター　（Ｆ１
２）

φ５００　ＲＦ形 組 650,000
片フランジ片ベベル
内面塗装厚0.5mm

ZDT125613900
フランジアダプター　（Ｆ１
２）

φ６００　ＲＦ形 組 741,000
片フランジ片ベベル
内面塗装厚0.5mm

ZDT125614100
フランジアダプター　（Ｆ１
２）

φ７００　ＲＦ形 組 1,040,000
片フランジ片ベベル
内面塗装厚0.5mm

ZDT125614300
フランジアダプター　（Ｆ１
２）

φ８００　ＲＦ形 組 1,150,000
片フランジ片ベベル
内面塗装厚0.5mm

ZDT125614500
フランジアダプター　（Ｆ１
２）

φ９００　ＲＦ形 組 1,380,000
片フランジ片ベベル
内面塗装厚0.5mm

ZDT125614700
フランジアダプター　（Ｆ１
２）

φ１０００　ＲＦ形 組 2,000,000
片フランジ片ベベル
内面塗装厚0.5mm

ZDT125822100
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ１５

φ８０ 個 39,800 内面塗装厚0.5mm

ZDT125822600
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ１５

φ１００ 個 45,300 内面塗装厚0.5mm

ZDT125823000
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ１５

φ１５０ 個 66,700 内面塗装厚0.5mm

ZDT125823100
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ１５

φ２００ 個 76,700 内面塗装厚0.5mm

ZDT125823200
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ１５

φ２５０ 個 92,500 内面塗装厚0.5mm

ZDT125823300
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ１５

φ３００ 個 103,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125853400
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ２９

φ３５０ 個 121,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125853500
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ２９

φ４００ 個 138,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125853600
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ２９

φ４５０ 個 149,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125853700
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ２９

φ５００ 個 169,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125853900
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ２９

φ６００ 個 251,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125854100
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ２９

φ７００ 個 310,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125854300
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ２９

φ８００ 個 450,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125854500
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ２９

φ９００ 個 492,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125854700
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ２９

φ１０００ 個 527,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125854900
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ２９

φ１１００ 個 707,000 内面塗装厚0.5mm

ZDT125855100
ダクタイル鋳鉄管接続用短管
Ｆ２９

φ１２００ 個 722,000 内面塗装厚0.5mm
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ZDT211022100 直管 φ８０　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ ｍ 16,200
酸洗い、開先加工あり
日本水道協会適合品

ZDT211022600 直管 φ１００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ ｍ 21,200
酸洗い、開先加工あり
日本水道協会適合品

ZDT211023000 直管 φ１５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ ｍ 34,400
酸洗い、開先加工あり
日本水道協会適合品

ZDT211023100 直管 φ２００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ ｍ 53,600
酸洗い、開先加工あり
日本水道協会適合品

ZDT211023300 直管 φ３００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ ｍ 89,800
酸洗い、開先加工あり
日本水道協会適合品

ZDT211023500 直管 φ４００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ ｍ 127,000
酸洗い、開先加工あり
日本水道協会適合品

ZDT211023700 直管 φ５００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ ｍ 176,000
酸洗い、開先加工あり
日本水道協会適合品

ZDT211023900 直管 φ６００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ ｍ 250,000
酸洗い、開先加工あり
日本水道協会適合品

ZDT211024100 直管 φ７００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ ｍ 372,000
酸洗い、開先加工あり
日本水道協会適合品

ZDT211024300 直管 φ８００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ ｍ 427,000
酸洗い、開先加工あり
日本水道協会適合品

ZDT211024500 直管 φ９００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ ｍ 481,000
酸洗い、開先加工あり
日本水道協会適合品

ZDT211024700 直管 φ１０００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ ｍ 636,000
酸洗い、開先加工あり
日本水道協会適合品

ZDT211322100 ロングエルボ
φ８０×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ１
０

個 15,200

ZDT211322600 ロングエルボ
φ１００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 25,200

ZDT211323000 ロングエルボ
φ１５０×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 67,600

ZDT211323100 ロングエルボ
φ２００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 118,000

ZDT211323300 ロングエルボ
φ３００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 328,000

ZDT211323500 ロングエルボ
φ４００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 364,000

ZDT211323700 ロングエルボ
φ５００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 407,000

ZDT211323900 ロングエルボ
φ６００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 892,000

ZDT211324100 ロングエルボ
φ７００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 1,450,000

ZDT211324300 ロングエルボ
φ８００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 1,590,000

ZDT211324500 ロングエルボ
φ９００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 2,030,000

ZDT211324700 ロングエルボ
φ１０００×９０゜　ＳＵＳ３０４
Ｓ１０

個 2,770,000

ZDT211522100 ロングエルボ
φ８０×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ１
０

個 13,100

ZDT211522600 ロングエルボ
φ１００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 22,200

ZDT211523000 ロングエルボ
φ１５０×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 59,500

ZDT211523100 ロングエルボ
φ２００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 105,000

ZDT211523300 ロングエルボ
φ３００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 287,000

ZDT211523500 ロングエルボ
φ４００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 321,000

ZDT211523700 ロングエルボ
φ５００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 359,000

ZDT211523900 ロングエルボ
φ６００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 656,000

ZDT211524100 ロングエルボ
φ７００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 1,100,000

ZDT211524300 ロングエルボ
φ８００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 1,190,000
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ZDT211524500 ロングエルボ
φ９００×４５°　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 1,520,000

ZDT211524700 ロングエルボ
φ１０００×４５゜　ＳＵＳ３０４
Ｓ１０

個 2,050,000

ZDT212322100 ショートエルボ
φ８０×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ１
０

個 13,100

ZDT212322600 ショートエルボ
φ１００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 21,300

ZDT212323000 ショートエルボ
φ１５０×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 58,500

ZDT212323100 ショートエルボ
φ２００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 102,000

ZDT212323300 ショートエルボ
φ３００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 274,000

ZDT212323500 ショートエルボ
φ４００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 317,000

ZDT212323700 ショートエルボ
φ５００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 351,000

ZDT212323900 ショートエルボ
φ６００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 773,000

ZDT212324100 ショートエルボ
φ７００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 1,240,000

ZDT212324300 ショートエルボ
φ８００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 1,370,000

ZDT212324500 ショートエルボ
φ９００×９０゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 1,750,000

ZDT212324700 ショートエルボ
φ１０００×９０゜　ＳＵＳ３０４
Ｓ１０

個 2,400,000

ZDT212522100 ショートエルボ
φ８０×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ１
０

個 11,100

ZDT212522600 ショートエルボ
φ１００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 19,200

ZDT212523000 ショートエルボ
φ１５０×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 51,500

ZDT212523100 ショートエルボ
φ２００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 91,800

ZDT212523300 ショートエルボ
φ３００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 249,000

ZDT212523500 ショートエルボ
φ４００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 277,000

ZDT212523700 ショートエルボ
φ５００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 309,000

ZDT212523900 ショートエルボ
φ６００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 567,000

ZDT212524100 ショートエルボ
φ７００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 963,000

ZDT212524300 ショートエルボ
φ８００×４５゜　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 1,030,000

ZDT212524500 ショートエルボ
φ９００×４５°　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 1,310,000

ZDT212524700 ショートエルボ
φ１０００×４５゜　ＳＵＳ３０４
Ｓ１０

個 1,790,000

ZDT213122116 Ｔ字管 φ８０×５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 個 13,100

ZDT213122121 Ｔ字管 φ８０×８０　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 個 13,100

ZDT213122616 Ｔ字管
φ１００×５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ１
０

個 26,200

ZDT213122621 Ｔ字管
φ１００×８０　ＳＵＳ３０４　Ｓ１
０

個 26,200

ZDT213122626 Ｔ字管
φ１００×１００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 26,200

ZDT213123021 Ｔ字管
φ１５０×８０　ＳＵＳ３０４　Ｓ１
０

個 50,500

ZDT213123026 Ｔ字管
φ１５０×１００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 50,500

ZDT213123030 Ｔ字管
φ１５０×１５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 50,500
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ZDT213123126 Ｔ字管
φ２００×１００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 128,000

ZDT213123130 Ｔ字管
φ２００×１５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 128,000

ZDT213123131 Ｔ字管
φ２００×２００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 128,000

ZDT213123330 Ｔ字管
φ３００×１５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 186,000

ZDT213123331 Ｔ字管
φ３００×２００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 186,000

ZDT213123332 Ｔ字管
φ３００×２５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 186,000

ZDT213123333 Ｔ字管
φ３００×３００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 186,000

ZDT213123530 Ｔ字管
φ４００×１５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 538,000

ZDT213123531 Ｔ字管
φ４００×２００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 538,000

ZDT213123532 Ｔ字管
φ４００×２５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 538,000

ZDT213123533 Ｔ字管
φ４００×３００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 538,000

ZDT213123534 Ｔ字管
φ４００×３５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 538,000

ZDT213123535 Ｔ字管
φ４００×４００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 538,000

ZDT213123732 Ｔ字管
φ５００×２５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 667,000

ZDT213123733 Ｔ字管
φ５００×３００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 667,000

ZDT213123734 Ｔ字管
φ５００×３５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 667,000

ZDT213123735 Ｔ字管
φ５００×４００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 667,000

ZDT213123736 Ｔ字管
φ５００×４５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 667,000

ZDT213123737 Ｔ字管
φ５００×５００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 667,000

ZDT213123936 Ｔ字管
φ６００×４５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 892,000

ZDT213123937 Ｔ字管
φ６００×５００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 892,000

ZDT213123939 Ｔ字管
φ６００×６００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 892,000

ZDT213124139 Ｔ字管
φ７００×６００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 1,270,000

ZDT213124141 Ｔ字管
φ７００×７００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 1,270,000

ZDT213124341 Ｔ字管
φ８００×７００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 1,640,000

ZDT213124343 Ｔ字管
φ８００×８００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 1,640,000

ZDT213124543 Ｔ字管
φ９００×８００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 2,200,000

ZDT213124545 Ｔ字管
φ９００×９００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 2,200,000

ZDT213124745 Ｔ字管
φ１０００×９００　ＳＵＳ３０４
Ｓ１０

個 2,680,000

ZDT213124747 Ｔ字管
φ１０００×１０００ＳＵＳ３０４
Ｓ１０

個 2,680,000

ZDT213322116 レジューサ　同心１形 φ８０×５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 個 7,200

ZDT213322616 レジューサ　同心１形
φ１００×５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ１
０

個 7,610

ZDT213322621 レジューサ　同心１形
φ１００×８０　ＳＵＳ３０４　Ｓ１
０

個 7,610

ZDT213323021 レジューサ　同心１形
φ１５０×８０　ＳＵＳ３０４　Ｓ１
０

個 15,200
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ZDT213323026 レジューサ　同心１形
φ１５０×１００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 15,200

ZDT213323126 レジューサ　同心１形
φ２００×１００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 27,400

ZDT213323130 レジューサ　同心１形
φ２００×１５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 27,400

ZDT213323330 レジューサ　同心１形
φ３００×１５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 76,700

ZDT213323331 レジューサ　同心１形
φ３００×２００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 76,700

ZDT213323332 レジューサ　同心１形
φ３００×２５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 76,700

ZDT213323531 レジューサ　同心２形
φ４００×２００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 210,000

ZDT213323532 レジューサ　同心２形
φ４００×２５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 210,000

ZDT213323533 レジューサ　同心２形
φ４００×３００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 210,000

ZDT213323534 レジューサ　同心２形
φ４００×３５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 210,000

ZDT213323733 レジューサ　同心２形
φ５００×３００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 381,000

ZDT213323734 レジューサ　同心２形
φ５００×３５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 381,000

ZDT213323735 レジューサ　同心２形
φ５００×４００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 381,000

ZDT213323736 レジューサ　同心２形
φ５００×４５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 381,000

ZDT213323935 レジューサ　同心２形
φ６００×４００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 489,000

ZDT213323936 レジューサ　同心２形
φ６００×４５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 489,000

ZDT213323937 レジューサ　同心２形
φ６００×５００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 489,000

ZDT213324137 レジューサ　同心２形
φ７００×５００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 687,000

ZDT213324139 レジューサ　同心２形
φ７００×６００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 687,000

ZDT213324339 レジューサ　同心２形
φ８００×６００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 790,000

ZDT213324341 レジューサ　同心２形
φ８００×７００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 790,000

ZDT213324541 レジューサ　同心２形
φ９００×７００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 897,000

ZDT213324543 レジューサ　同心２形
φ９００×８００　ＳＵＳ３０４　Ｓ
１０

個 897,000

ZDT213324743 レジューサ　同心２形
φ１０００×８００　ＳＵＳ３０４
Ｓ１０

個 1,030,000

ZDT213324745 レジューサ　同心２形
φ１０００×９００　ＳＵＳ３０４
Ｓ１０

個 1,030,000

ZDT215022100 管フランジ　Ｆ１２　ＲＦ形 φ８０　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 34,400

ZDT215022600 管フランジ　Ｆ１２　ＲＦ形 φ１００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 43,500

ZDT215023000 管フランジ　Ｆ１２　ＲＦ形 φ１５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 60,500

ZDT215023100 管フランジ　Ｆ１２　ＲＦ形 φ２００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 83,800

ZDT215023300 管フランジ　Ｆ１２　ＲＦ形 φ３００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 150,000

ZDT215023500 管フランジ　Ｆ１２　ＲＦ形 φ４００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 190,000

ZDT215023700 管フランジ　Ｆ１２　ＲＦ形 φ５００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 262,000

ZDT215023900 管フランジ　Ｆ１２　ＲＦ形 φ６００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 381,000

ZDT215024100 管フランジ　Ｆ１２　ＲＦ形 φ７００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 581,000
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ZDT215024300 管フランジ　Ｆ１２　ＲＦ形 φ８００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 744,000

ZDT215024500 管フランジ　Ｆ１２　ＲＦ形 φ９００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 982,000

ZDT215024700 管フランジ　Ｆ１２　ＲＦ形 φ１０００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 1,320,000

ZDT215122100 管フランジ　Ｆ１２　ＧＦ形 φ８０　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 36,400

ZDT215122600 管フランジ　Ｆ１２　ＧＦ形 φ１００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 46,400

ZDT215123000 管フランジ　Ｆ１２　ＧＦ形 φ１５０　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 65,600

ZDT215123100 管フランジ　Ｆ１２　ＧＦ形 φ２００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 89,800

ZDT215123300 管フランジ　Ｆ１２　ＧＦ形 φ３００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 155,000

ZDT215123500 管フランジ　Ｆ１２　ＧＦ形 φ４００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 203,000

ZDT215123700 管フランジ　Ｆ１２　ＧＦ形 φ５００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 313,000

ZDT215123900 管フランジ　Ｆ１２　ＧＦ形 φ６００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 407,000

ZDT215124100 管フランジ　Ｆ１２　ＧＦ形 φ７００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 615,000

ZDT215124300 管フランジ　Ｆ１２　ＧＦ形 φ８００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 779,000

ZDT215124500 管フランジ　Ｆ１２　ＧＦ形 φ９００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 1,020,000

ZDT215124700 管フランジ　Ｆ１２　ＧＦ形 φ１０００　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０ 枚 1,360,000

ZDT217220821 不凍急速型空気弁 φ２５×８０ 個 74,100

ZDT217221626 不凍急速型空気弁 φ５０×１００ 個 113,000

ZDT217222130 不凍急速型空気弁 φ７５×１５０ 個 149,000
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ZDT315012121 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ７５×φ７５ 組 47,800 防食ゴム含む

ZDT315012621 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ１００×φ７５ 組 53,000 防食ゴム含む

ZDT315012626 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ１００×φ１００ 組 64,400 防食ゴム含む

ZDT315013021 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ１５０×φ７５ 組 65,700 防食ゴム含む

ZDT315013026 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ１５０×φ１００ 組 67,500 防食ゴム含む

ZDT315013030 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ１５０×φ１５０ 組 89,000 防食ゴム含む

ZDT315013121 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２００×φ７５ 組 91,300 防食ゴム含む

ZDT315013126 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２００×φ１００ 組 93,000 防食ゴム含む

ZDT315013130 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２００×φ１５０ 組 95,200 防食ゴム含む

ZDT315013131 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２００×φ２００ 組 122,000 防食ゴム含む

ZDT315013221 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２５０×φ７５ 組 112,000 防食ゴム含む

ZDT315013226 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２５０×φ１００ 組 114,000 防食ゴム含む

ZDT315013230 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２５０×φ１５０ 組 117,000 防食ゴム含む

ZDT315013231 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２５０×φ２００ 組 132,000 防食ゴム含む

ZDT315013321 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３００×φ７５ 組 121,000 防食ゴム含む

ZDT315013326 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３００×φ１００ 組 123,000 防食ゴム含む

ZDT315013330 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３００×φ１５０ 組 127,000 防食ゴム含む

ZDT315013331 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３００×φ２００ 組 134,000 防食ゴム含む

ZDT315013333 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３００×φ３００ 組 333,000 防食ゴム含む

ZDT315013421 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３５０×φ７５ 組 149,000 防食ゴム含む

ZDT315013426 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３５０×φ１００ 組 153,000 防食ゴム含む

ZDT315013430 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３５０×φ１５０ 組 155,000 防食ゴム含む

ZDT315013431 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３５０×φ２００ 組 165,000 防食ゴム含む

ZDT315013433 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３５０×φ３００ 組 606,000 防食ゴム含む

ZDT315013521 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４００×φ７５ 組 176,000 防食ゴム含む

ZDT315013526 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４００×φ１００ 組 183,000 防食ゴム含む

ZDT315013530 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４００×φ１５０ 組 185,000 防食ゴム含む

ZDT315013531 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４００×φ２００ 組 198,000 防食ゴム含む

ZDT315013533 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４００×φ３００ 組 318,000 防食ゴム含む

ZDT315013535 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４００×φ４００ 組 710,000 防食ゴム含む

ZDT315013621 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４５０×φ７５ 組 178,000 防食ゴム含む

ZDT315013626 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４５０×φ１００ 組 186,000 防食ゴム含む

ZDT315013630 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４５０×φ１５０ 組 191,000 防食ゴム含む

ZDT315013631 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４５０×φ２００ 組 202,000 防食ゴム含む
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ZDT315013633 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４５０×φ３００ 組 338,000 防食ゴム含む

ZDT315013635 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４５０×φ４００ 組 849,000 防食ゴム含む

ZDT315013721 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ５００×φ７５ 組 244,000 防食ゴム含む

ZDT315013726 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ５００×φ１００ 組 248,000 防食ゴム含む

ZDT315013730 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ５００×φ１５０ 組 252,000 防食ゴム含む

ZDT315013731 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ５００×φ２００ 組 259,000 防食ゴム含む

ZDT315013733 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ５００×φ３００ 組 398,000 防食ゴム含む

ZDT315013735 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ５００×φ４００ 組 862,000 防食ゴム含む

ZDT315013737 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ５００×φ５００ 組 973,000 防食ゴム含む

ZDT315013921 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ６００×φ７５ 組 284,000 防食ゴム含む

ZDT315013926 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ６００×φ１００ 組 288,000 防食ゴム含む

ZDT315013930 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ６００×φ１５０ 組 290,000 防食ゴム含む

ZDT315013931 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ６００×φ２００ 組 300,000 防食ゴム含む

ZDT315013933 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ６００×φ３００ 組 470,000 防食ゴム含む

ZDT315013935 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ６００×φ４００ 組 621,000 防食ゴム含む

ZDT315013937 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ６００×φ５００ 組 1,440,000 防食ゴム含む

ZDT315013939 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ６００×φ６００ 組 1,470,000 防食ゴム含む

ZDT315014121 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ７００×φ７５ 組 355,000 防食ゴム含む

ZDT315014126 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ７００×φ１００ 組 360,000 防食ゴム含む

ZDT315014130 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ７００×φ１５０ 組 364,000 防食ゴム含む

ZDT315014131 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ７００×φ２００ 組 373,000 防食ゴム含む

ZDT315014133 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ７００×φ３００ 組 624,000 防食ゴム含む

ZDT315014135 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ７００×φ４００ 組 747,000 防食ゴム含む

ZDT315014137 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ７００×φ５００ 組 951,000 防食ゴム含む

ZDT315033621 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ４５０×φ７５ 組 179,000 防食ゴム含む

ZDT315033626 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ４５０×φ１００ 組 189,000 防食ゴム含む

ZDT315033630 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ４５０×φ１５０ 組 195,000 防食ゴム含む

ZDT315033631 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ４５０×φ２００ 組 206,000 防食ゴム含む

ZDT315033633 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ４５０×φ３００ 組 415,000 防食ゴム含む

ZDT315033635 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ４５０×φ４００ 組 497,000 防食ゴム含む

ZDT315033721 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ５００×φ７５ 組 242,000 防食ゴム含む

ZDT315033726 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ５００×φ１００ 組 249,000 防食ゴム含む

ZDT315033730 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ５００×φ１５０ 組 261,000 防食ゴム含む

ZDT315033731 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ５００×φ２００ 組 270,000 防食ゴム含む

72



（14）不断水材料

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT315033733 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ５００×φ３００ 組 429,000 防食ゴム含む

ZDT315033735 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ５００×φ４００ 組 531,000 防食ゴム含む

ZDT315033737 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ５００×φ５００ 組 883,000 防食ゴム含む

ZDT315033921 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ６００×φ７５ 組 285,000 防食ゴム含む

ZDT315033926 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ６００×φ１００ 組 295,000 防食ゴム含む

ZDT315033930 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ６００×φ１５０ 組 301,000 防食ゴム含む

ZDT315033931 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ６００×φ２００ 組 316,000 防食ゴム含む

ZDT315033933 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ６００×φ３００ 組 441,000 防食ゴム含む

ZDT315033935 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ６００×φ４００ 組 582,000 防食ゴム含む

ZDT315033937 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ６００×φ５００ 組 906,000 防食ゴム含む

ZDT315034121 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ７００×φ７５ 組 305,000 防食ゴム含む

ZDT315034126 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ７００×φ１００ 組 314,000 防食ゴム含む

ZDT315034130 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ７００×φ１５０ 組 322,000 防食ゴム含む

ZDT315034131 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ７００×φ２００ 組 335,000 防食ゴム含む

ZDT315034133 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ７００×φ３００ 組 500,000 防食ゴム含む

ZDT315034135 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ７００×φ４００ 組 610,000 防食ゴム含む

ZDT315034137 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ７００×φ５００ 組 914,000 防食ゴム含む

ZDT315052114 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ７５×φ４０ 組 35,900 防食ゴム含む

ZDT315052116 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ７５×φ５０ 組 38,200 防食ゴム含む

ZDT315052121 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ７５×φ７５ 組 117,000 防食ゴム含む

ZDT315052614 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１００×φ４０ 組 39,600 防食ゴム含む

ZDT315052616 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１００×φ５０ 組 41,600 防食ゴム含む

ZDT315052621 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１００×φ７５ 組 124,000 防食ゴム含む

ZDT315052626 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１００×φ１００ 組 145,000 防食ゴム含む

ZDT315053014 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１５０×φ４０ 組 45,600 防食ゴム含む

ZDT315053016 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１５０×φ５０ 組 47,600 防食ゴム含む

ZDT315053021 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１５０×φ７５ 組 136,000 防食ゴム含む

ZDT315053026 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１５０×φ１００ 組 146,000 防食ゴム含む

ZDT315053030 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１５０×φ１５０ 組 223,000 防食ゴム含む

ZDT315053114 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２００×φ４０ 組 58,500 防食ゴム含む

ZDT315053116 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２００×φ５０ 組 60,500 防食ゴム含む

ZDT315053121 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２００×φ７５ 組 144,000 防食ゴム含む

ZDT315053126 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２００×φ１００ 組 165,000 防食ゴム含む

ZDT315053130 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２００×φ１５０ 組 223,000 防食ゴム含む

73



（14）不断水材料

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT315053135 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２００×φ２００ 組 311,000 防食ゴム含む

ZDT315053214 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２５０×φ４０ 組 71,400 防食ゴム含む

ZDT315053216 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２５０×φ５０ 組 73,000 防食ゴム含む

ZDT315053221 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２５０×φ７５ 組 175,000 防食ゴム含む

ZDT315053226 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２５０×φ１００ 組 188,000 防食ゴム含む

ZDT315053230 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２５０×φ１５０ 組 241,000 防食ゴム含む

ZDT315053314 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ３００×φ４０ 組 80,400 防食ゴム含む

ZDT315053316 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ３００×φ５０ 組 80,800 防食ゴム含む

ZDT315053321 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ３００×φ７５ 組 185,000 防食ゴム含む

ZDT315053326 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ３００×φ１００ 組 201,000 防食ゴム含む

ZDT315053330 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ３００×φ１５０ 組 258,000 防食ゴム含む

ZDT315053335 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ３００×φ２００ 組 345,000 防食ゴム含む

ZDT315053414 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ３５０×φ４０ 組 88,600 防食ゴム含む

ZDT315053416 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ３５０×φ５０ 組 88,900 防食ゴム含む

ZDT315053421 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ３５０×φ７５ 組 211,000 防食ゴム含む

ZDT315053426 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ３５０×φ１００ 組 235,000 防食ゴム含む

ZDT315053430 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ３５０×φ１５０ 組 278,000 防食ゴム含む

ZDT315053514 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ４００×φ４０ 組 109,000 防食ゴム含む

ZDT315053516 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ４００×φ５０ 組 111,000 防食ゴム含む

ZDT315053521 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ４００×φ７５ 組 236,000 防食ゴム含む

ZDT315053526 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ４００×φ１００ 組 259,000 防食ゴム含む

ZDT315053530 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ４００×φ１５０ 組 296,000 防食ゴム含む

ZDT315053535 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ４００×φ２００ 組 415,000 防食ゴム含む

ZDT315053540 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ４００×φ３００ 組 784,000 防食ゴム含む

ZDT315053614 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ４５０×φ４０ 組 249,000 防食ゴム含む

ZDT315053616 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ４５０×φ５０ 組 252,000 防食ゴム含む

ZDT315053621 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ４５０×φ７５ 組 241,000 防食ゴム含む

ZDT315053626 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ４５０×φ１００ 組 319,000 防食ゴム含む

ZDT315053630 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ４５０×φ１５０ 組 386,000 防食ゴム含む

ZDT315053714 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ５００×φ４０ 組 319,000 防食ゴム含む

ZDT315053716 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ５００×φ５０ 組 321,000 防食ゴム含む

ZDT315053721 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ５００×φ７５ 組 366,000 防食ゴム含む

ZDT315053726 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ５００×φ１００ 組 390,000 防食ゴム含む

ZDT315053730 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ５００×φ１５０ 組 405,000 防食ゴム含む
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ZDT315053735 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ５００×φ２００ 組 531,000 防食ゴム含む

ZDT315053740 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ５００×φ３００ 組 906,000 防食ゴム含む

ZDT315053921 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ６００×φ７５ 組 379,000 防食ゴム含む

ZDT315053926 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ６００×φ１００ 組 399,000 防食ゴム含む

ZDT315053930 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ６００×φ１５０ 組 408,000 防食ゴム含む

ZDT315054121 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ７００×φ７５ 組 380,000 防食ゴム含む

ZDT315054126 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ７００×φ１００ 組 401,000 防食ゴム含む

ZDT315054130 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ７００×φ１５０ 組 409,000 防食ゴム含む

ZDT315062621
鋳鉄管用フランジレス不断水
式割Ｔ字管　鋳鉄製

φ１００×φ７５ 組 208,000 防食ゴム含む

ZDT315062626
鋳鉄管用フランジレス不断水
式割Ｔ字管　鋳鉄製

φ１００×φ１００ 組 222,000 防食ゴム含む

ZDT315063021
鋳鉄管用フランジレス不断水
式割Ｔ字管　鋳鉄製

φ１５０×φ７５ 組 243,000 防食ゴム含む

ZDT315063026
鋳鉄管用フランジレス不断水
式割Ｔ字管　鋳鉄製

φ１５０×φ１００ 組 252,000 防食ゴム含む

ZDT315063030
鋳鉄管用フランジレス不断水
式割Ｔ字管　鋳鉄製

φ１５０×φ１５０ 組 308,000 防食ゴム含む

ZDT315063121
鋳鉄管用フランジレス不断水
式割Ｔ字管　鋳鉄製

φ２００×φ７５ 組 262,000 防食ゴム含む

ZDT315063126
鋳鉄管用フランジレス不断水
式割Ｔ字管　鋳鉄製

φ２００×φ１００ 組 266,000 防食ゴム含む

ZDT315063130
鋳鉄管用フランジレス不断水
式割Ｔ字管　鋳鉄製

φ２００×φ１５０ 組 437,000 防食ゴム含む

ZDT315063321
鋳鉄管用フランジレス不断水
式割Ｔ字管　鋳鉄製

φ３００×φ７５ 組 322,000 防食ゴム含む

ZDT315063326
鋳鉄管用フランジレス不断水
式割Ｔ字管　鋳鉄製

φ３００×φ１００ 組 343,000 防食ゴム含む

ZDT315063330
鋳鉄管用フランジレス不断水
式割Ｔ字管　鋳鉄製

φ３００×φ１５０ 組 500,000 防食ゴム含む

ZDT315073621 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ４５０×φ７５ 組 285,000 防食ゴム含む

ZDT315073626 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ４５０×φ１００ 組 309,000 防食ゴム含む

ZDT315073630 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ４５０×φ１５０ 組 365,000 防食ゴム含む

ZDT315073721 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ５００×φ７５ 組 344,000 防食ゴム含む

ZDT315073726 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ５００×φ１００ 組 380,000 防食ゴム含む

ZDT315073730 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ５００×φ１５０ 組 414,000 防食ゴム含む

ZDT315073921 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ６００×φ７５ 組 404,000 防食ゴム含む

ZDT315073926 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ６００×φ１００ 組 427,000 防食ゴム含む

ZDT315073930 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ６００×φ１５０ 組 455,000 防食ゴム含む

ZDT315074121 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ７００×φ７５ 組 461,000 防食ゴム含む

ZDT315074126 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ７００×φ１００ 組 488,000 防食ゴム含む

ZDT315074130 鋳鉄管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ７００×φ１５０ 組 501,000 防食ゴム含む

ZDT315112121 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ７５×φ７５ 組 51,900 防食ゴム含む

ZDT315112621 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ１００×φ７５ 組 56,700 防食ゴム含む

ZDT315112626 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ１００×φ１００ 組 67,200 防食ゴム含む
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ZDT315113021 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ１５０×φ７５ 組 67,700 防食ゴム含む

ZDT315113026 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ１５０×φ１００ 組 76,100 防食ゴム含む

ZDT315113030 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ１５０×φ１５０ 組 101,000 防食ゴム含む

ZDT315113121 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２００×φ７５ 組 95,600 防食ゴム含む

ZDT315113126 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２００×φ１００ 組 101,000 防食ゴム含む

ZDT315113130 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２００×φ１５０ 組 108,000 防食ゴム含む

ZDT315113131 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２００×φ２００ 組 120,000 防食ゴム含む

ZDT315113221 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２５０×φ７５ 組 127,000 防食ゴム含む

ZDT315113226 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２５０×φ１００ 組 129,000 防食ゴム含む

ZDT315113230 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２５０×φ１５０ 組 133,000 防食ゴム含む

ZDT315113231 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ２５０×φ２００ 組 294,000 防食ゴム含む

ZDT315113321 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３００×φ７５ 組 155,000 防食ゴム含む

ZDT315113326 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３００×φ１００ 組 160,000 防食ゴム含む

ZDT315113330 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３００×φ１５０ 組 167,000 防食ゴム含む

ZDT315113331 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３００×φ２００ 組 175,000 防食ゴム含む

ZDT315113333 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３００×φ３００ 組 351,000 防食ゴム含む

ZDT315113421 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３５０×φ７５ 組 172,000 防食ゴム含む

ZDT315113426 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３５０×φ１００ 組 174,000 防食ゴム含む

ZDT315113430 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３５０×φ１５０ 組 176,000 防食ゴム含む

ZDT315113431 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ３５０×φ２００ 組 182,000 防食ゴム含む

ZDT315113521 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４００×φ７５ 組 201,000 防食ゴム含む

ZDT315113526 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４００×φ１００ 組 207,000 防食ゴム含む

ZDT315113530 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４００×φ１５０ 組 211,000 防食ゴム含む

ZDT315113531 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁無　φ４００×φ２００ 組 220,000 防食ゴム含む

ZDT315133621 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ４５０×φ７５ 組 179,000 防食ゴム含む

ZDT315133626 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ４５０×φ１００ 組 189,000 防食ゴム含む

ZDT315133630 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ４５０×φ１５０ 組 195,000 防食ゴム含む

ZDT315133631 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ４５０×φ２００ 組 206,000 防食ゴム含む

ZDT315133633 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ４５０×φ３００ 組 415,000 防食ゴム含む

ZDT315133635 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ４５０×φ４００ 組 497,000 防食ゴム含む

ZDT315133721 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ５００×φ７５ 組 242,000 防食ゴム含む

ZDT315133726 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ５００×φ１００ 組 249,000 防食ゴム含む

ZDT315133730 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ５００×φ１５０ 組 261,000 防食ゴム含む

ZDT315133731 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ５００×φ２００ 組 270,000 防食ゴム含む
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ZDT315133733 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ５００×φ３００ 組 429,000 防食ゴム含む

ZDT315133735 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ５００×φ４００ 組 531,000 防食ゴム含む

ZDT315133921 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ６００×φ７５ 組 285,000 防食ゴム含む

ZDT315133926 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ６００×φ１００ 組 295,000 防食ゴム含む

ZDT315133930 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ６００×φ１５０ 組 301,000 防食ゴム含む

ZDT315133931 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ６００×φ２００ 組 316,000 防食ゴム含む

ZDT315133933 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ６００×φ３００ 組 441,000 防食ゴム含む

ZDT315133935 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ６００×φ４００ 組 582,000 防食ゴム含む

ZDT315133937 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ６００×φ５００ 組 1,060,000 防食ゴム含む

ZDT315134121 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ７００×φ７５ 組 305,000 防食ゴム含む

ZDT315134126 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ７００×φ１００ 組 314,000 防食ゴム含む

ZDT315134130 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ７００×φ１５０ 組 322,000 防食ゴム含む

ZDT315134131 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ７００×φ２００ 組 335,000 防食ゴム含む

ZDT315134133 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ７００×φ３００ 組 500,000 防食ゴム含む

ZDT315134135 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ７００×φ４００ 組 610,000 防食ゴム含む

ZDT315134137 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁無　φ７００×φ５００ 組 1,160,000 防食ゴム含む

ZDT315152114 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ７５×φ４０ 組 35,900 防食ゴム含む

ZDT315152116 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ７５×φ５０ 組 38,200 防食ゴム含む

ZDT315152121 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ７５×φ７５ 組 121,000 防食ゴム含む

ZDT315152614 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１００×φ４０ 組 39,600 防食ゴム含む

ZDT315152616 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１００×φ５０ 組 41,600 防食ゴム含む

ZDT315152621 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１００×φ７５ 組 126,000 防食ゴム含む

ZDT315152626 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１００×φ１００ 組 154,000 防食ゴム含む

ZDT315153014 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１５０×φ４０ 組 45,600 防食ゴム含む

ZDT315153016 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１５０×φ５０ 組 47,600 防食ゴム含む

ZDT315153021 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１５０×φ７５ 組 137,000 防食ゴム含む

ZDT315153026 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１５０×φ１００ 組 163,000 防食ゴム含む

ZDT315153030 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ１５０×φ１５０ 組 249,000 防食ゴム含む

ZDT315153114 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２００×φ４０ 組 59,100 防食ゴム含む

ZDT315153116 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２００×φ５０ 組 61,100 防食ゴム含む

ZDT315153121 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２００×φ７５ 組 165,000 防食ゴム含む

ZDT315153126 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２００×φ１００ 組 188,000 防食ゴム含む

ZDT315153130 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２００×φ１５０ 組 256,000 防食ゴム含む

ZDT315153221 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２５０×φ７５ 組 185,000 防食ゴム含む
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ZDT315153226 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２５０×φ１００ 組 206,000 防食ゴム含む

ZDT315153230 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ２５０×φ１５０ 組 264,000 防食ゴム含む

ZDT315153321 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ３００×φ７５ 組 212,000 防食ゴム含む

ZDT315153326 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ３００×φ１００ 組 232,000 防食ゴム含む

ZDT315153330 鋼管用割Ｔ字管　鋳鉄製 弁付　φ３００×φ１５０ 組 286,000 防食ゴム含む

ZDT315173221 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ２５０×φ７５ 組 189,000 防食ゴム含む

ZDT315173226 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ２５０×φ１００ 組 208,000 防食ゴム含む

ZDT315173230 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ２５０×φ１５０ 組 279,000 防食ゴム含む

ZDT315173321 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ３００×φ７５ 組 202,000 防食ゴム含む

ZDT315173326 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ３００×φ１００ 組 227,000 防食ゴム含む

ZDT315173330 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ３００×φ１５０ 組 302,000 防食ゴム含む

ZDT315173421 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ３５０×φ７５ 組 246,000 防食ゴム含む

ZDT315173426 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ３５０×φ１００ 組 257,000 防食ゴム含む

ZDT315173430 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ３５０×φ１５０ 組 312,000 防食ゴム含む

ZDT315173521 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ４００×φ７５ 組 261,000 防食ゴム含む

ZDT315173526 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ４００×φ１００ 組 296,000 防食ゴム含む

ZDT315173530 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ４００×φ１５０ 組 345,000 防食ゴム含む

ZDT315173621 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ４５０×φ７５ 組 285,000 防食ゴム含む

ZDT315173626 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ４５０×φ１００ 組 309,000 防食ゴム含む

ZDT315173630 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ４５０×φ１５０ 組 365,000 防食ゴム含む

ZDT315173721 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ５００×φ７５ 組 344,000 防食ゴム含む

ZDT315173726 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ５００×φ１００ 組 380,000 防食ゴム含む

ZDT315173730 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ５００×φ１５０ 組 414,000 防食ゴム含む

ZDT315173921 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ６００×φ７５ 組 404,000 防食ゴム含む

ZDT315173926 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ６００×φ１００ 組 427,000 防食ゴム含む

ZDT315173930 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ６００×φ１５０ 組 455,000 防食ゴム含む

ZDT315174121 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ７００×φ７５ 組 461,000 防食ゴム含む

ZDT315174126 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ７００×φ１００ 組 488,000 防食ゴム含む

ZDT315174130 鋼管用割Ｔ字管　鋼板製 弁付　φ７００×φ１５０ 組 501,000 防食ゴム含む

ZDT315213535
鋳鉄用割Ｔ字管（管端メカ
式）鋼板製

弁無　φ４００×φ４００ 組 1,120,000 防食ゴム含む

ZDT315213635
鋳鉄用割Ｔ字管（管端メカ
式）鋼板製

弁無　φ４５０×φ４００ 組 1,170,000 防食ゴム含む

ZDT315213636
鋳鉄用割Ｔ字管（管端メカ
式）鋼板製

弁無　φ４５０×φ４５０ 組 1,210,000 防食ゴム含む

ZDT315213736
鋳鉄用割Ｔ字管（管端メカ
式）鋼板製

弁無　φ５００×φ４５０ 組 1,310,000 防食ゴム含む

ZDT315213737
鋳鉄用割Ｔ字管（管端メカ
式）鋼板製

弁無　φ５００×φ５００ 組 1,360,000 防食ゴム含む
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ZDT315213937
鋳鉄用割Ｔ字管（管端メカ
式）鋼板製

弁無　φ６００×φ５００ 組 1,590,000 防食ゴム含む

ZDT315213939
鋳鉄用割Ｔ字管（管端メカ
式）鋼板製

弁無　φ６００×φ６００ 組 1,680,000 防食ゴム含む

ZDT315214139
鋳鉄用割Ｔ字管（管端メカ
式）鋼板製

弁無　φ７００×φ６００ 組 1,660,000 防食ゴム含む

ZDT315214141
鋳鉄用割Ｔ字管（管端メカ
式）鋼板製

弁無　φ７００×φ７００ 組 1,770,000 防食ゴム含む

ZDT315233535
鋼管用割Ｔ字管（管端溶接
式）鋼板製

弁無　φ４００×φ４００ 組 770,000 防食ゴム含む

ZDT315233635
鋼管用割Ｔ字管（管端溶接
式）鋼板製

弁無　φ４５０×φ４００ 組 802,000 防食ゴム含む

ZDT315233636
鋼管用割Ｔ字管（管端溶接
式）鋼板製

弁無　φ４５０×φ４５０ 組 832,000 防食ゴム含む

ZDT315233736
鋼管用割Ｔ字管（管端溶接
式）鋼板製

弁無　φ５００×φ４５０ 組 896,000 防食ゴム含む

ZDT315233737
鋼管用割Ｔ字管（管端溶接
式）鋼板製

弁無　φ５００×φ５００ 組 932,000 防食ゴム含む

ZDT315233937
鋼管用割Ｔ字管（管端溶接
式）鋼板製

弁無　φ６００×φ５００ 組 1,060,000 防食ゴム含む

ZDT315233939
鋼管用割Ｔ字管（管端溶接
式）鋼板製

弁無　φ６００×φ６００ 組 1,140,000 防食ゴム含む

ZDT315234139
鋼管用割Ｔ字管（管端溶接
式）鋼板製

弁無　φ７００×φ６００ 組 1,210,000 防食ゴム含む

ZDT315234141
鋼管用割Ｔ字管（管端溶接
式）鋼板製

弁無　φ７００×φ７００ 組 1,300,000 防食ゴム含む

ZDT315313500 鋳鉄管用特殊割押輪（大成） φ４００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315313600 鋳鉄管用特殊割押輪（大成） φ４５０　インサートバルブ用 式 *

ZDT315313700 鋳鉄管用特殊割押輪（大成） φ５００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315313900 鋳鉄管用特殊割押輪（大成） φ６００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315314100 鋳鉄管用特殊割押輪（大成） φ７００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315314300 鋳鉄管用特殊割押輪（大成） φ８００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315314500 鋳鉄管用特殊割押輪（大成） φ９００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315314700 鋳鉄管用特殊割押輪（大成） φ１０００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315323500 鋼管用特殊割押輪（大成） φ４００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315323600 鋼管用特殊割押輪（大成） φ４５０　インサートバルブ用 式 *

ZDT315323700 鋼管用特殊割押輪（大成） φ５００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315323900 鋼管用特殊割押輪（大成） φ６００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315324100 鋼管用特殊割押輪（大成） φ７００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315324300 鋼管用特殊割押輪（大成） φ８００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315324500 鋼管用特殊割押輪（大成） φ９００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315324700 鋼管用特殊割押輪（大成） φ１０００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315333500 鋳鉄管用特殊割継輪（大成） φ４００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315333600 鋳鉄管用特殊割継輪（大成） φ４５０　インサートバルブ用 式 *

ZDT315333700 鋳鉄管用特殊割継輪（大成） φ５００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315333900 鋳鉄管用特殊割継輪（大成） φ６００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315334100 鋳鉄管用特殊割継輪（大成） φ７００　インサートバルブ用 式 *
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ZDT315334300 鋳鉄管用特殊割継輪（大成） φ８００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315334500 鋳鉄管用特殊割継輪（大成） φ９００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315334700 鋳鉄管用特殊割継輪（大成） φ１０００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315343500 鋼管用特殊割継輪（大成） φ４００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315343600 鋼管用特殊割継輪（大成） φ４５０　インサートバルブ用 式 *

ZDT315343700 鋼管用特殊割継輪（大成） φ５００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315343900 鋼管用特殊割継輪（大成） φ６００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315344100 鋼管用特殊割継輪（大成） φ７００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315344300 鋼管用特殊割継輪（大成） φ８００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315344500 鋼管用特殊割継輪（大成） φ９００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315344700 鋼管用特殊割継輪（大成） φ１０００　インサートバルブ用 式 *

ZDT315372100
ストッパー材料費（鋳鉄管
用）

φ７５　（防食ゴム含む） 組 126,000

ZDT315372600
ストッパー材料費（鋳鉄管
用）

φ１００　（防食ゴム含む） 組 160,000

ZDT315373000
ストッパー材料費（鋳鉄管
用）

φ１５０　（防食ゴム含む） 組 230,000

ZDT315373100
ストッパー材料費（鋳鉄管
用）

φ２００　（防食ゴム含む） 組 443,000

ZDT315373200
ストッパー材料費（鋳鉄管
用）

φ２５０　（防食ゴム含む） 組 745,000

ZDT315373300
ストッパー材料費（鋳鉄管
用）

φ３００　（防食ゴム含む） 組 895,000

ZDT315373400
ストッパー材料費（鋳鉄管
用）

φ３５０　（防食ゴム含む） 組 1,530,000

ZDT315373500
ストッパー材料費（鋳鉄管
用）

φ４００　（防食ゴム含む） 組 1,780,000

ZDT315382100 ストッパー材料費（鋼管用） φ７５　（防食ゴム含む） 組 126,000

ZDT315382600 ストッパー材料費（鋼管用） φ１００　（防食ゴム含む） 組 160,000

ZDT315383000 ストッパー材料費（鋼管用） φ１５０　（防食ゴム含む） 組 230,000

ZDT315383100 ストッパー材料費（鋼管用） φ２００　（防食ゴム含む） 組 443,000

ZDT315383200 ストッパー材料費（鋼管用） φ２５０　（防食ゴム含む） 組 745,000

ZDT315383300 ストッパー材料費（鋼管用） φ３００　（防食ゴム含む） 組 895,000

ZDT315383400 ストッパー材料費（鋼管用） φ３５０　（防食ゴム含む） 組 1,530,000

ZDT315383500 ストッパー材料費（鋼管用） φ４００　（防食ゴム含む） 組 1,780,000

ZDT315403535
インサーティングバルブ用割
Ｔ字管（コスモ

φ４００（鋼板製） 組 *

ZDT315403636
インサーティングバルブ用割
Ｔ字管（コスモ

φ４５０（鋼板製） 組 *

ZDT315403737
インサーティングバルブ用割
Ｔ字管（コスモ

φ５００（鋼板製） 組 *

ZDT315403939
インサーティングバルブ用割
Ｔ字管（コスモ

φ６００（鋼板製） 組 *

ZDT315404141
インサーティングバルブ用割
Ｔ字管（コスモ

φ７００（鋼板製） 組 *

ZDT315404343
インサーティングバルブ用割
Ｔ字管（コスモ

φ８００（鋼板製） 組 *

ZDT315404545
インサーティングバルブ用割
Ｔ字管（コスモ

φ９００（鋼板製） 組 *
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ZDT315404747
インサーティングバルブ用割
Ｔ字管（コスモ

φ１０００（鋼板製） 組 *

ZDT315413500
インサーティングバルブ
（ＩＶ）

φ４００　コスモ　制水弁型 個 *

ZDT315413600
インサーティングバルブ
（ＩＶ）

φ４５０　コスモ　制水弁型 個 *

ZDT315413700
インサーティングバルブ
（ＩＶ）

φ５００　コスモ　制水弁型 個 *

ZDT315413900
インサーティングバルブ
（ＩＶ）

φ６００　コスモ　制水弁型 個 *

ZDT315414100
インサーティングバルブ
（ＩＶ）

φ７００　コスモ　制水弁型 個 *

ZDT315414300
インサーティングバルブ
（ＩＶ）

φ８００　コスモ　制水弁型 個 *

ZDT315414500
インサーティングバルブ
（ＩＶ）

φ９００　コスモ　制水弁型 個 *

ZDT315433500
インサーティングバルブ
（ＩＢ）

φ４００　コスモバタフライ弁型 個 *

ZDT315433700
インサーティングバルブ
（ＩＢ）

φ５００　コスモバタフライ弁型 個 *

ZDT315433900
インサーティングバルブ
（ＩＢ）

φ６００　コスモバタフライ弁型 個 *

ZDT315434100
インサーティングバルブ
（ＩＢ）

φ７００　コスモバタフライ弁型 個 *

ZDT315434300
インサーティングバルブ
（ＩＢ）

φ８００　コスモバタフライ弁型 個 *

ZDT315434500
インサーティングバルブ
（ＩＢ）

φ９００　コスモバタフライ弁型 個 *

ZDT315434700
インサーティングバルブ
（ＩＢ）

φ１０００　コスモバタフライ弁型 個 *

ZDT315633500
ヤノインサートバルブ（鋳鉄
管用）

４００バタフライ弁　副弁内蔵型　大
成

個 *

ZDT315633600
ヤノインサートバルブ（鋳鉄
管用）

４５０バタフライ弁　副弁内蔵型　大
成

個 *

ZDT315633700
ヤノインサートバルブ（鋳鉄
管用）

５００バタフライ弁　副弁内蔵型　大
成

個 *

ZDT315633900
ヤノインサートバルブ（鋳鉄
管用）

６００バタフライ弁　副弁内蔵型　大
成

個 *

ZDT315634100
ヤノインサートバルブ（鋳鉄
管用）

７００バタフライ弁　副弁内蔵型　大
成

個 *

ZDT315634300
ヤノインサートバルブ（鋳鉄
管用）

８００バタフライ弁　副弁内蔵型　大
成

個 *

ZDT315634500
ヤノインサートバルブ（鋳鉄
管用）

９００バタフライ弁　副弁内蔵型　大
成

個 *

ZDT315634700
ヤノインサートバルブ（鋳鉄
管用）

１０００バタフライ弁　副弁内蔵型
大成

個 *

ZDT315643500
ヤノインサ－トバルブ（鋼管
用）

４００バタフライ弁　副弁内蔵型　大
成

個 *

ZDT315643600
ヤノインサ－トバルブ（鋼管
用）

４５０バタフライ弁　副弁内蔵型　大
成

個 *

ZDT315643700
ヤノインサ－トバルブ（鋼管
用）

５００バタフライ弁　副弁内蔵型　大
成

個 *

ZDT315643900
ヤノインサ－トバルブ（鋼管
用）

６００バタフライ弁　副弁内蔵型　大
成

個 *

ZDT315644100
ヤノインサ－トバルブ（鋼管
用）

７００バタフライ弁　副弁内蔵型　大
成

個 *

ZDT315644300
ヤノインサ－トバルブ（鋼管
用）

８００バタフライ弁　副弁内蔵型　大
成

個 *

ZDT315644500
ヤノインサ－トバルブ（鋼管
用）

９００バタフライ弁　副弁内蔵型　大
成

個 *

ZDT315644700
ヤノインサ－トバルブ（鋼管
用）

１０００バタフライ弁　副弁内蔵型
大成

個 *

ZDT315712100 ＥＭ不断水式仕切弁 鋳鉄管用　φ７５ 組 135,000

ZDT315712600 ＥＭ不断水式仕切弁 鋳鉄管用　φ１００ 組 153,000

ZDT315713000 ＥＭ不断水式仕切弁 鋳鉄管用　φ１５０ 組 229,000
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ZDT315713100 ＥＭ不断水式仕切弁 鋳鉄管用　φ２００ 組 437,000

ZDT315713200 ＥＭ不断水式仕切弁 鋳鉄管用　φ２５０ 組 673,000

ZDT315713300 ＥＭ不断水式仕切弁 鋳鉄管用　φ３００ 組 802,000

ZDT315713400 ＥＭ不断水式仕切弁 鋳鉄管用　φ３５０ 組 1,370,000

ZDT315713500 ＥＭ不断水式仕切弁 鋳鉄管用　φ４００ 組 1,540,000

ZDT315713600 ＥＭ不断水式仕切弁 鋳鉄管用　φ５００ 組 2,820,000

ZDT315722100 エアーバッグ止水工 ストッパーサドル　鋳鉄管用　φ７５ 組 32,800

ZDT315722600 エアーバッグ止水工
ストッパーサドル　鋳鉄管用　φ１０
０

組 34,100

ZDT315723000 エアーバッグ止水工
ストッパーサドル　鋳鉄管用　φ１５
０

組 47,200
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ZDT652112100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ７５　ｈ＝１００　フランジ－ＮＳ
受口

個

ZDT652122100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ７５　ｈ＝１００　フランジ－ＮＳ
挿口

個

ZDT652132100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ７５　ｈ＝１００　ＮＳ受口－ＮＳ
受口

個

ZDT652142100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ７５　ｈ＝１００　ＮＳ受口－ＮＳ
挿口

個

ZDT652152100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ７５　ｈ＝１００　ＮＳ挿口－ＮＳ
挿口

個

ZDT652212100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ７５　ｈ＝２００　フランジ－ＮＳ
受口

個

ZDT652222100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ７５　ｈ＝２００　フランジ－ＮＳ
挿口

個

ZDT652232100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ７５　ｈ＝２００　ＮＳ受口－ＮＳ
受口

個

ZDT652242100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ７５　ｈ＝２００　ＮＳ受口－ＮＳ
挿口

個

ZDT652252100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ７５　ｈ＝２００　ＮＳ挿口－ＮＳ
挿口

個

ZDT652112600
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１００　ｈ＝１００　フランジ－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652122600
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１００　ｈ＝１００　フランジ－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652132600
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１００　ｈ＝１００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652142600
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１００　ｈ＝１００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652152600
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１００　ｈ＝１００　ＮＳ挿口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652212600
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１００　ｈ＝２００　フランジ－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652222600
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１００　ｈ＝２００　フランジ－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652232600
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１００　ｈ＝２００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652242600
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１００　ｈ＝２００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652252600
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１００　ｈ＝２００　ＮＳ挿口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652113000
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１５０　ｈ＝１００　フランジ－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652123000
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１５０　ｈ＝１００　フランジ－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652133000
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１５０　ｈ＝１００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652143000
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１５０　ｈ＝１００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652153000
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１５０　ｈ＝１００　ＮＳ挿口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652213000
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１５０　ｈ＝２００　フランジ－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652223000
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１５０　ｈ＝２００　フランジ－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652233000
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１５０　ｈ＝２００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652243000
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１５０　ｈ＝２００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652253000
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ１５０　ｈ＝２００　ＮＳ挿口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652113100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ２００　ｈ＝１００　フランジ－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652123100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ２００　ｈ＝１００　フランジ－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652133100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ２００　ｈ＝１００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652143100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ２００　ｈ＝１００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ挿口

個
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ZDT652153100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ２００　ｈ＝１００　ＮＳ挿口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652213100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ２００　ｈ＝２００　フランジ－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652223100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ２００　ｈ＝２００　フランジ－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652233100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ２００　ｈ＝２００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652243100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ２００　ｈ＝２００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652253100
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ２００　ｈ＝２００　ＮＳ挿口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652113300
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ３００　ｈ＝１００　フランジ－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652123300
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ３００　ｈ＝１００　フランジ－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652133300
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ３００　ｈ＝１００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652143300
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ３００　ｈ＝１００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652153300
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ３００　ｈ＝１００　ＮＳ挿口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652213300
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ３００　ｈ＝２００　フランジ－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652223300
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ３００　ｈ＝２００　フランジ－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652233300
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ３００　ｈ＝２００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652243300
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ３００　ｈ＝２００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652253300
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ３００　ｈ＝２００　ＮＳ挿口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652113500
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ４００　ｈ＝１００　フランジ－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652123500
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ４００　ｈ＝１００　フランジ－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652133500
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ４００　ｈ＝１００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652143500
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ４００　ｈ＝１００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652153500
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ４００　ｈ＝１００　ＮＳ挿口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652213500
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ４００　ｈ＝２００　フランジ－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652223500
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ４００　ｈ＝２００　フランジ－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652233500
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ４００　ｈ＝２００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ受口

個

ZDT652243500
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ４００　ｈ＝２００　ＮＳ受口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT652253500
伸縮可とう管（鋳鉄製、タイ
ロッド付）

φ４００　ｈ＝２００　ＮＳ挿口－Ｎ
Ｓ挿口

個

ZDT653112100
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ７５　ｈ＝１００　両ベベル　ＳＵ
Ｓ３０４　Ｓ１０

個 788,000

ZDT653122100
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ７５　ｈ＝１００　両フランジ　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 818,000

ZDT653132100
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ７５　ｈ＝１００　片フランジー片
ベベル　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 802,000

ZDT653212100
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ７５　ｈ＝２００　両ベベル　ＳＵ
Ｓ３０４　Ｓ１０

個 800,000

ZDT653222100
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ７５　ｈ＝２００　両フランジ　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 832,000

ZDT653232100
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ７５　ｈ＝２００　片フランジー片
ベベル　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 816,000

ZDT653112600
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ１００　ｈ＝１００　両ベベル　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 860,000

ZDT653122600
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ１００　ｈ＝１００　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 892,000
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ZDT653132600
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ１００　ｈ＝１００　片フランジー
片ベベル　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 876,000

ZDT653212600
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ１００　ｈ＝２００　両ベベル　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 872,000

ZDT653222600
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ１００　ｈ＝２００　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 905,000

ZDT653232600
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ１００　ｈ＝２００　片フランジー
片ベベル　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 888,000

ZDT653113000
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ１５０　ｈ＝１００　両ベベル　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,110,000

ZDT653123000
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ１５０　ｈ＝１００　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,160,000

ZDT653133000
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ１５０　ｈ＝１００　片フランジー
片ベベル　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,140,000

ZDT653213000
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ１５０　ｈ＝２００　両ベベル　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,130,000

ZDT653223000
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ１５０　ｈ＝２００　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,180,000

ZDT653233000
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ１５０　ｈ＝２００　片フランジー
片ベベル　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,160,000

ZDT653113100
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ２００　ｈ＝１００　両ベベル　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,360,000

ZDT653123100
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ２００　ｈ＝１００　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,440,000

ZDT653133100
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ２００　ｈ＝１００　片フランジー
片ベベル　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,400,000

ZDT653213100
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ２００　ｈ＝２００　両ベベル　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,380,000

ZDT653223100
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ２００　ｈ＝２００　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,450,000

ZDT653233100
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ２００　ｈ＝２００　片フランジー
片ベベル　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,420,000

ZDT653113300
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ３００　ｈ＝１００　両ベベル　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,840,000

ZDT653123300
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ３００　ｈ＝１００　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 2,000,000

ZDT653133300
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ３００　ｈ＝１００　片フランジー
片ベベル　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,920,000

ZDT653213300
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ３００　ｈ＝２００　両ベベル　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,870,000

ZDT653223300
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ３００　ｈ＝２００　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 2,020,000

ZDT653233300
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ３００　ｈ＝２００　片フランジー
片ベベル　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,940,000

ZDT653113500
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ４００　ｈ＝１００　両ベベル　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 2,480,000

ZDT653123500
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ４００　ｈ＝１００　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 2,740,000

ZDT653133500
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ４００　ｈ＝１００　片フランジー
片ベベル　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 2,610,000

ZDT653213500
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ４００　ｈ＝２００　両ベベル　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 2,500,000

ZDT653223500
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ４００　ｈ＝２００　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 2,740,000

ZDT653233500
伸縮可とう管（ベローズ型、
タイロッド付、埋設用）

φ４００　ｈ＝２００　片フランジー
片ベベル　ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 2,620,000

ZDT654112100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ７５　伸縮量±１０　両ベベル　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 322,000

ZDT654122100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ７５　伸縮量±１０　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 354,000

ZDT654212100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ７５　伸縮量±１５　両ベベル　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 322,000

ZDT654222100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ７５　伸縮量±１５　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 354,000

ZDT654312100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ７５　伸縮量±２０　両ベベル　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 322,000

ZDT654322100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ７５　伸縮量±２０　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 354,000
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ZDT654412100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ７５　伸縮量±２５　両ベベル　Ｓ
ＵＳ３０４　Ｓ１０

個 322,000

ZDT654422100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ７５　伸縮量±２５　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 354,000

ZDT654112600
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１００　伸縮量±１０　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 348,000

ZDT654122600
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１００　伸縮量±１０　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 383,000

ZDT654212600
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１００　伸縮量±１５　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 348,000

ZDT654222600
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１００　伸縮量±１５　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 383,000

ZDT654312600
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１００　伸縮量±２０　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 348,000

ZDT654322600
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１００　伸縮量±２０　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 383,000

ZDT654412600
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１００　伸縮量±２５　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 348,000

ZDT654422600
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１００　伸縮量±２５　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 383,000

ZDT654113000
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１５０　伸縮量±１０　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 479,000

ZDT654123000
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１５０　伸縮量±１０　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 526,000

ZDT654213000
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１５０　伸縮量±１５　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 479,000

ZDT654223000
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１５０　伸縮量±１５　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 526,000

ZDT654313000
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１５０　伸縮量±２０　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 479,000

ZDT654323000
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１５０　伸縮量±２０　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 526,000

ZDT654413000
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１５０　伸縮量±２５　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 479,000

ZDT654423000
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ１５０　伸縮量±２５　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 526,000

ZDT654113100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ２００　伸縮量±１０　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 531,000

ZDT654123100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ２００　伸縮量±１０　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 608,000

ZDT654213100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ２００　伸縮量±１５　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 531,000

ZDT654223100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ２００　伸縮量±１５　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 608,000

ZDT654313100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ２００　伸縮量±２０　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 531,000

ZDT654323100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ２００　伸縮量±２０　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 608,000

ZDT654413100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ２００　伸縮量±２５　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 531,000

ZDT654423100
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ２００　伸縮量±２５　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 608,000

ZDT654113300
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ３００　伸縮量±１０　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 659,000

ZDT654123300
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ３００　伸縮量±１０　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 815,000

ZDT654213300
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ３００　伸縮量±１５　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 659,000

ZDT654223300
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ３００　伸縮量±１５　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 815,000

ZDT654313300
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ３００　伸縮量±２０　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 659,000

ZDT654323300
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ３００　伸縮量±２０　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 815,000

ZDT654413300
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ３００　伸縮量±２５　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 659,000

ZDT654423300
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ３００　伸縮量±２５　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 815,000
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ZDT654113500
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ４００　伸縮量±１０　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 855,000

ZDT654123500
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ４００　伸縮量±１０　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,110,000

ZDT654213500
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ４００　伸縮量±１５　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 855,000

ZDT654223500
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ４００　伸縮量±１５　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,110,000

ZDT654313500
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ４００　伸縮量±２０　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 855,000

ZDT654323500
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ４００　伸縮量±２０　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,110,000

ZDT654413500
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ４００　伸縮量±２５　両ベベル
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 855,000

ZDT654423500
伸縮管（ベローズ型、タイ
ロッド付、単式）

φ４００　伸縮量±２５　両フランジ
ＳＵＳ３０４　Ｓ１０

個 1,110,000

87



（16）減圧弁／ＦＭバルブ

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT414011600 ＦＭバルブ１型用Ｏリング φ５０ 個 884

ZDT414012100 ＦＭバルブ１型用Ｏリング φ７５ 個 3,390

ZDT414012600 ＦＭバルブ１型用Ｏリング φ１００ 個 4,540

ZDT414013000 ＦＭバルブ１型用Ｏリング φ１５０ 個 2,900

ZDT414013100 ＦＭバルブ１型用Ｏリング φ２００ 個 3,760

ZDT414013200 ＦＭバルブ１型用Ｏリング φ２５０ 個 4,970

ZDT414021600 ＦＭバルブ１型用パッキン φ５０ 個 459

ZDT414022100 ＦＭバルブ１型用パッキン φ７５ 個 1,090

ZDT414022600 ＦＭバルブ１型用パッキン φ１００ 個 1,210

ZDT414023000 ＦＭバルブ１型用パッキン φ１５０ 個 3,030

ZDT414023100 ＦＭバルブ１型用パッキン φ２００ 個 4,120

ZDT414023200 ＦＭバルブ１型用パッキン φ２５０ 個 10,300

ZDT414031600 ＦＭバルブ１型用チャッキ弁 φ５０ 個 1,280

ZDT414032100 ＦＭバルブ１型用チャッキ弁 φ７５ 個 1,750

ZDT414032600 ＦＭバルブ１型用チャッキ弁 φ１００ 個 1,750

ZDT414033000 ＦＭバルブ１型用チャッキ弁 φ１５０ 個 2,860

ZDT414033100 ＦＭバルブ１型用チャッキ弁 φ２００ 個 2,860

ZDT414033200 ＦＭバルブ１型用チャッキ弁 φ２５０ 個 2,860

ZDT414041600 ＦＭバルブ１型用スピンドル φ５０ 個 3,610

ZDT414042100 ＦＭバルブ１型用スピンドル φ７５ 個 6,780

ZDT414042600 ＦＭバルブ１型用スピンドル φ１００ 個 18,800

ZDT414043000 ＦＭバルブ１型用スピンドル φ１５０ 個 35,200

ZDT414043100 ＦＭバルブ１型用スピンドル φ２００ 個 55,200

ZDT414043200 ＦＭバルブ１型用スピンドル φ２５０ 個 110,000

ZDT414051600
ＦＭバルブ１型用ピストン締
付ナット

φ５０ 個 739

ZDT414052100
ＦＭバルブ１型用ピストン締
付ナット

φ７５ 個 1,140

ZDT414052600
ＦＭバルブ１型用ピストン締
付ナット

φ１００ 個 1,930

ZDT414053000
ＦＭバルブ１型用ピストン締
付ナット

φ１５０ 個 2,420

ZDT414053100
ＦＭバルブ１型用ピストン締
付ナット

φ２００ 個 2,790

ZDT414053200
ＦＭバルブ１型用ピストン締
付ナット

φ２５０ 個 9,570

ZDT414061600
ＦＭバルブ１型用弁体締付
ナット

φ５０ 個 739

ZDT414062100
ＦＭバルブ１型用弁体締付
ナット

φ７５ 個 1,140

ZDT414062600
ＦＭバルブ１型用弁体締付
ナット

φ１００ 個 1,930

ZDT414063000
ＦＭバルブ１型用弁体締付
ナット

φ１５０ 個 2,420
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ZDT414063100
ＦＭバルブ１型用弁体締付
ナット

φ２００ 個 2,790

ZDT414063200
ＦＭバルブ１型用弁体締付
ナット

φ２５０ 個 15,300

ZDT414071600
ＦＭバルブ１型用シリンダー
蓋

φ５０　チャッキ弁含む 個 13,300

ZDT414072100
ＦＭバルブ１型用シリンダー
蓋

φ７５　チャッキ弁含む 個 26,500

ZDT414072600
ＦＭバルブ１型用シリンダー
蓋

φ１００　チャッキ弁含む 個 51,600

ZDT414073000
ＦＭバルブ１型用シリンダー
蓋

φ１５０　チャッキ弁含む 個 103,000

ZDT414073100
ＦＭバルブ１型用シリンダー
蓋

φ２００　チャッキ弁含む 個 157,000

ZDT414073200
ＦＭバルブ１型用シリンダー
蓋

φ２５０　チャッキ弁含む 個 271,000

ZDT414081600 ＦＭバルブ１型用ガスケット φ５０ 個 459

ZDT414082100 ＦＭバルブ１型用ガスケット φ７５ 個 1,090

ZDT414082600 ＦＭバルブ１型用ガスケット φ１００ 個 1,160

ZDT414083000 ＦＭバルブ１型用ガスケット φ１５０ 個 2,290

ZDT414083100 ＦＭバルブ１型用ガスケット φ２００ 個 5,810

ZDT414083200 ＦＭバルブ１型用ガスケット φ２５０ 個 23,000

ZDT414091600 ＦＭバルブ３型用Ｏリング φ５０ 個 884

ZDT414092100 ＦＭバルブ３型用Ｏリング φ７５ 個 3,390

ZDT414092600 ＦＭバルブ３型用Ｏリング φ１００ 個 4,540

ZDT414093000 ＦＭバルブ３型用Ｏリング φ１５０ 個 2,900

ZDT414093100 ＦＭバルブ３型用Ｏリング φ２００ 個 3,760

ZDT414093200 ＦＭバルブ３型用Ｏリング φ２５０ 個 4,970

ZDT414101600 ＦＭバルブ３型用パッキン φ５０ 個 459

ZDT414102100 ＦＭバルブ３型用パッキン φ７５ 個 1,090

ZDT414102600 ＦＭバルブ３型用パッキン φ１００ 個 1,210

ZDT414103000 ＦＭバルブ３型用パッキン φ１５０ 個 3,030

ZDT414103100 ＦＭバルブ３型用パッキン φ２００ 個 4,120

ZDT414103200 ＦＭバルブ３型用パッキン φ２５０ 個 10,300

ZDT414111600 ＦＭバルブ３型用チャッキ弁 φ５０ 個 1,280

ZDT414112100 ＦＭバルブ３型用チャッキ弁 φ７５ 個 1,750

ZDT414112600 ＦＭバルブ３型用チャッキ弁 φ１００ 個 1,750

ZDT414113000 ＦＭバルブ３型用チャッキ弁 φ１５０ 個 2,860

ZDT414113100 ＦＭバルブ３型用チャッキ弁 φ２００ 個 2,860

ZDT414113200 ＦＭバルブ３型用チャッキ弁 φ２５０ 個 2,860

ZDT414121600 ＦＭバルブ３型用スピンドル φ５０ 個 3,610

ZDT414122100 ＦＭバルブ３型用スピンドル φ７５ 個 6,780
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ZDT414122600 ＦＭバルブ３型用スピンドル φ１００ 個 18,800

ZDT414123000 ＦＭバルブ３型用スピンドル φ１５０ 個 35,200

ZDT414123100 ＦＭバルブ３型用スピンドル φ２００ 個 55,200

ZDT414123200 ＦＭバルブ３型用スピンドル φ２５０ 個 110,000

ZDT414131600
ＦＭバルブ３型用ピストン締
付ナット

φ５０ 個 739

ZDT414132100
ＦＭバルブ３型用ピストン締
付ナット

φ７５ 個 1,140

ZDT414132600
ＦＭバルブ３型用ピストン締
付ナット

φ１００ 個 1,930

ZDT414133000
ＦＭバルブ３型用ピストン締
付ナット

φ１５０ 個 2,420

ZDT414133100
ＦＭバルブ３型用ピストン締
付ナット

φ２００ 個 2,790

ZDT414133200
ＦＭバルブ３型用ピストン締
付ナット

φ２５０ 個 9,570

ZDT414141600
ＦＭバルブ３型用弁体締付
ナット

φ５０ 個 739

ZDT414142100
ＦＭバルブ３型用弁体締付
ナット

φ７５ 個 1,140

ZDT414142600
ＦＭバルブ３型用弁体締付
ナット

φ１００ 個 1,930

ZDT414143000
ＦＭバルブ３型用弁体締付
ナット

φ１５０ 個 2,420

ZDT414143100
ＦＭバルブ３型用弁体締付
ナット

φ２００ 個 2,790

ZDT414143200
ＦＭバルブ３型用弁体締付
ナット

φ２５０ 個 15,300

ZDT414151600
ＦＭバルブ３型用シリンダー
蓋

φ５０　チャッキ弁含む 個 13,300

ZDT414152100
ＦＭバルブ３型用シリンダー
蓋

φ７５　チャッキ弁含む 個 26,500

ZDT414152600
ＦＭバルブ３型用シリンダー
蓋

φ１００　チャッキ弁含む 個 51,600

ZDT414153000
ＦＭバルブ３型用シリンダー
蓋

φ１５０　チャッキ弁含む 個 103,000

ZDT414153100
ＦＭバルブ３型用シリンダー
蓋

φ２００　チャッキ弁含む 個 157,000

ZDT414153200
ＦＭバルブ３型用シリンダー
蓋

φ２５０　チャッキ弁含む 個 271,000

ZDT414161600 ＦＭバルブ３型用ガスケット φ５０ 個 1,860

ZDT414162100 ＦＭバルブ３型用ガスケット φ７５ 個 2,900

ZDT414162600 ＦＭバルブ３型用ガスケット φ１００ 個 4,600

ZDT414163000 ＦＭバルブ３型用ガスケット φ１５０ 個 7,640

ZDT414163100 ＦＭバルブ３型用ガスケット φ２００ 個 13,000

ZDT414163200 ＦＭバルブ３型用ガスケット φ２５０ 個 16,900

ZDT414171600
ＦＭバルブＳ－３型用Ｏリン
グ

φ５０ 個 756

ZDT414172100
ＦＭバルブＳ－３型用Ｏリン
グ

φ７５ 個 1,340

ZDT414172600
ＦＭバルブＳ－３型用Ｏリン
グ

φ１００ 個 1,580

ZDT414173000
ＦＭバルブＳ－３型用Ｏリン
グ

φ１５０ 個 2,900

ZDT414173100
ＦＭバルブＳ－３型用Ｏリン
グ

φ２００ 個 3,870

ZDT414173200
ＦＭバルブＳ－３型用Ｏリン
グ

φ２５０ 個 5,320
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ZDT414181600
ＦＭバルブＳ－３型用パッキ
ン

φ５０ 個 459

ZDT414182100
ＦＭバルブＳ－３型用パッキ
ン

φ７５ 個 1,090

ZDT414182600
ＦＭバルブＳ－３型用パッキ
ン

φ１００ 個 1,210

ZDT414183000
ＦＭバルブＳ－３型用パッキ
ン

φ１５０ 個 3,030

ZDT414183100
ＦＭバルブＳ－３型用パッキ
ン

φ２００ 個 4,120

ZDT414183200
ＦＭバルブＳ－３型用パッキ
ン

φ２５０ 個 10,300

ZDT414191600
ＦＭバルブＳ－３型用チャッ
キ弁

φ５０ 個 1,060

ZDT414192100
ＦＭバルブＳ－３型用チャッ
キ弁

φ７５ 個 1,340

ZDT414192600
ＦＭバルブＳ－３型用チャッ
キ弁

φ１００ 個 1,750

ZDT414193000
ＦＭバルブＳ－３型用チャッ
キ弁

φ１５０ 個 2,860

ZDT414193100
ＦＭバルブＳ－３型用チャッ
キ弁

φ２００ 個 2,860

ZDT414193200
ＦＭバルブＳ－３型用チャッ
キ弁

φ２５０ 個 2,860

ZDT414201600
ＦＭバルブＳ－３型用スピン
ドル

φ５０ 個 3,260

ZDT414202100
ＦＭバルブＳ－３型用スピン
ドル

φ７５ 個 6,780

ZDT414202600
ＦＭバルブＳ－３型用スピン
ドル

φ１００ 個 18,800

ZDT414203000
ＦＭバルブＳ－３型用スピン
ドル

φ１５０ 個 35,600

ZDT414203100
ＦＭバルブＳ－３型用スピン
ドル

φ２００ 個 55,700

ZDT414203200
ＦＭバルブＳ－３型用スピン
ドル

φ２５０ 個 111,000

ZDT414211600
ＦＭバルブＳ－３型用ピスト
ン締付ナット

φ５０ 個 739

ZDT414212100
ＦＭバルブＳ－３型用ピスト
ン締付ナット

φ７５ 個 1,140

ZDT414212600
ＦＭバルブＳ－３型用ピスト
ン締付ナット

φ１００ 個 1,930

ZDT414213000
ＦＭバルブＳ－３型用ピスト
ン締付ナット

φ１５０ 個 2,420

ZDT414213100
ＦＭバルブＳ－３型用ピスト
ン締付ナット

φ２００ 個 2,900

ZDT414213200
ＦＭバルブＳ－３型用ピスト
ン締付ナット

φ２５０ 個 9,570

ZDT414221600
ＦＭバルブＳ－３型用弁体締
付ナット

φ５０ 個 739

ZDT414222100
ＦＭバルブＳ－３型用弁体締
付ナット

φ７５ 個 1,140

ZDT414222600
ＦＭバルブＳ－３型用弁体締
付ナット

φ１００ 個 1,930

ZDT414223000
ＦＭバルブＳ－３型用弁体締
付ナット

φ１５０ 個 2,420

ZDT414223100
ＦＭバルブＳ－３型用弁体締
付ナット

φ２００ 個 2,790

ZDT414223200
ＦＭバルブＳ－３型用弁体締
付ナット

φ２５０ 個 15,300

ZDT414231600
ＦＭバルブＳ－３型用シリン
ダー蓋

φ５０　チャッキ弁含む 個 9,570

ZDT414232100
ＦＭバルブＳ－３型用シリン
ダー蓋

φ７５　チャッキ弁含む 個 23,200

ZDT414232600
ＦＭバルブＳ－３型用シリン
ダー蓋

φ１００　チャッキ弁含む 個 31,300

ZDT414233000
ＦＭバルブＳ－３型用シリン
ダー蓋

φ１５０　チャッキ弁含む 個 56,600
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ZDT414233100
ＦＭバルブＳ－３型用シリン
ダー蓋

φ２００　チャッキ弁含む 個 84,400

ZDT414233200
ＦＭバルブＳ－３型用シリン
ダー蓋

φ２５０　チャッキ弁含む 個 154,000

ZDT414241600
ＦＭバルブＳ－３型用ガス
ケット上

φ５０　上部・下部 個 2,130

ZDT414242100
ＦＭバルブＳ－３型用ガス
ケット上

φ７５　上部 個 2,620

ZDT414242600
ＦＭバルブＳ－３型用ガス
ケット上

φ１００　上部 個 4,830

ZDT414243000
ＦＭバルブＳ－３型用ガス
ケット上

φ１５０　上部 個 8,230

ZDT414243100
ＦＭバルブＳ－３型用ガス
ケット上

φ２００　上部 個 11,800

ZDT414243200
ＦＭバルブＳ－３型用ガス
ケット上

φ２５０　上部 個 17,300

ZDT414252100
ＦＭバルブＳ－３型用ガス
ケット下

φ７５　下部 個 1,360

ZDT414252600
ＦＭバルブＳ－３型用ガス
ケット下

φ１００　下部 個 1,900

ZDT414253000
ＦＭバルブＳ－３型用ガス
ケット下

φ１５０　下部 個 1,020

ZDT414253100
ＦＭバルブＳ－３型用ガス
ケット下

φ２００　下部 個 1,220

ZDT414253200
ＦＭバルブＳ－３型用ガス
ケット下

φ２５０　下部 個 1,300

ZDT414261600
ＦＭバルブＳ－３型用ニード
ル弁

φ５０ 個 2,150

ZDT414262100
ＦＭバルブＳ－３型用ニード
ル弁

φ７５ 個 3,870

ZDT414262600
ＦＭバルブＳ－３型用ニード
ル弁

φ１００ 個 3,870

ZDT414263000
ＦＭバルブＳ－３型用ニード
ル弁

φ１５０ 個 4,250

ZDT414263100
ＦＭバルブＳ－３型用ニード
ル弁

φ２００ 個 4,250

ZDT414263200
ＦＭバルブＳ－３型用ニード
ル弁

φ２５０ 個 4,250

ZDT414511600
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ５０ ＭＲ－Ｃ,ＭＲ－ＣＦ,ＭＲ－
Ｅ型 森田鉄工

組 42,300 J・Lパッキン、バルブシート、カバー・ストレーナ
ガスケット

ZDT414512100
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ７５ ＭＲ－Ｃ,ＭＲ－ＣＦ,ＭＲ－
Ｅ型 森田鉄工

組 49,500 J・Lパッキン、バルブシート、カバー・ストレーナ
ガスケット

ZDT414512600
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ１００ ＭＲ－Ｃ,ＭＲ－ＣＦ,ＭＲ
－Ｅ型 森田鉄工

組 64,000 J・Lパッキン、バルブシート、カバー・ストレーナ
ガスケット

ZDT414513000
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ１５０ ＭＲ－Ｃ,ＭＲ－ＣＦ,ＭＲ
－Ｅ型 森田鉄工

組 109,000 J・Lパッキン、バルブシート、カバー・ストレーナ
ガスケット

ZDT414513100
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ２００ ＭＲ－Ｃ,ＭＲ－ＣＦ,ＭＲ
－Ｅ型 森田鉄工

組 150,000 J・Lパッキン、バルブシート、カバー・ストレーナ
ガスケット

ZDT414513300
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ３００ ＭＲ－Ｃ,ＭＲ－ＣＦ,ＭＲ
－Ｅ型 森田鉄工

組 255,000 J・Lパッキン、バルブシート、カバー・ストレーナ
ガスケット

ZDT414513500
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ４００ ＭＲ－Ｃ,ＭＲ－ＣＦ,ＭＲ
－Ｅ型 森田鉄工

組 370,000 J・Lパッキン、バルブシート、カバー・ストレーナ
ガスケット

ZDT414513700
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ５００ ＭＲ－Ｃ,ＭＲ－ＣＦ,ＭＲ
－Ｅ型 森田鉄工

組 551,000 J・Lパッキン、バルブシート、カバー・ストレーナ
ガスケット

ZDT414513900
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ６００ ＭＲ－Ｃ,ＭＲ－ＣＦ,ＭＲ
－Ｅ型 森田鉄工

組 642,000 J・Lパッキン、バルブシート、カバー・ストレーナ
ガスケット

ZDT414521600
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ５０　森田鉄工　ＭＲＣ－ＣＦＣ型 組 42,300
ピストン・ユニオンパッキン、バルブシート、カ
バー・インジケータＯリング、ストレーナガスケッ
ト

ZDT414522100
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ７５　森田鉄工　ＭＲＣ－ＣＦＣ型 組 49,500
ピストン・ユニオンパッキン、バルブシート、カ
バー・インジケータＯリング、ストレーナガスケッ
ト

ZDT414522600
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ１００　森田鉄工　ＭＲＣ－ＣＦＣ
型

組 64,000
ピストン・ユニオンパッキン、バルブシート、カ
バー・インジケータＯリング、ストレーナガスケッ
ト

ZDT414523000
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ１５０　森田鉄工　ＭＲＣ－ＣＦＣ
型

組 109,000
ピストン・ユニオンパッキン、バルブシート、カ
バー・インジケータＯリング、ストレーナガスケッ
ト

ZDT414523100
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ２００　森田鉄工　ＭＲＣ－ＣＦＣ
型

組 150,000
ピストン・ユニオンパッキン、バルブシート、カ
バー・インジケータＯリング、ストレーナガスケッ
ト

ZDT414523300
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ３００　森田鉄工　ＭＲＣ－ＣＦＣ
型

組 255,000
ピストン・ユニオンパッキン、バルブシート、カ
バー・インジケータＯリング、ストレーナガスケッ
ト
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ZDT414523500
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ４００　森田鉄工　ＭＲＣ－ＣＦＣ
型

組 370,000
ピストン・ユニオンパッキン、バルブシート、カ
バー・インジケータＯリング、ストレーナガスケッ
ト

ZDT414523700
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ５００　森田鉄工　ＭＲＣ－ＣＦＣ
型

組 551,000
ピストン・ユニオンパッキン、バルブシート、カ
バー・インジケータＯリング、ストレーナガスケッ
ト

ZDT414531600
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ５０　水道機工 組 13,500 Ｊ･Ｌ･平型パッキン、ガスケット（ゴム）

ZDT414532100
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ７５　水道機工 組 14,300 Ｊ･Ｌ･平型パッキン、ガスケット（ゴム）

ZDT414532600
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ１００　水道機工 組 15,500 Ｊ･Ｌ･平型パッキン、ガスケット（ゴム）

ZDT414533000
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ１５０　水道機工 組 22,700 Ｊ･Ｌ･平型パッキン、ガスケット（ゴム）

ZDT414533100
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ２００　水道機工 組 37,300 Ｊ･Ｌ･平型パッキン、ガスケット（ゴム）

ZDT414533300
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ３００　水道機工 組 67,700 Ｊ･Ｌ･平型パッキン、ガスケット（ゴム）

ZDT414533500
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ４００　水道機工 組 176,000 Ｊ･Ｌ･平型パッキン、ガスケット（ゴム）

ZDT414533700
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ５００　水道機工 組 598,000 Ｊ･Ｌ･平型パッキン、ガスケット（ゴム）

ZDT414533900
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ６００　水道機工 組 711,000 Ｊ･Ｌ･平型パッキン、ガスケット（ゴム）

ZDT414534300
主弁部一式（各種パッキン類
全部）

φ８００　水道機工 組 1,040,000 Ｊ･Ｌ･平型パッキン、ガスケット（ゴム）

ZDT414549201 減圧弁用　圧力計 φ５０～φ６００共通森田鉄工 個 2,730

ZDT414559201 減圧弁用　圧力計 φ５０～φ８００共通水道機工 個 6,290

ZDT414561600 減圧弁用グランドパッキン φ５０　森田鉄工 枚 1,020

ZDT414562100 減圧弁用グランドパッキン φ７５　森田鉄工 枚 1,020

ZDT414562600 減圧弁用グランドパッキン φ１００　森田鉄工 枚 1,020

ZDT414563000 減圧弁用グランドパッキン φ１５０　森田鉄工 枚 1,020

ZDT414563100 減圧弁用グランドパッキン φ２００　森田鉄工 枚 1,020

ZDT414563300 減圧弁用グランドパッキン φ３００　森田鉄工 枚 1,020

ZDT414563500 減圧弁用グランドパッキン φ４００　森田鉄工 枚 1,530

ZDT414563700 減圧弁用グランドパッキン φ５００　森田鉄工 枚 1,950

ZDT414563900 減圧弁用グランドパッキン φ６００　森田鉄工 枚 1,950

ZDT414571600 減圧弁用グランドパッキン φ５０　水道機工 枚 1,360

ZDT414572100 減圧弁用グランドパッキン φ７５　水道機工 枚 1,360

ZDT414572600 減圧弁用グランドパッキン φ１００　水道機工 枚 1,360

ZDT414573000 減圧弁用グランドパッキン φ１５０　水道機工 枚 1,360

ZDT414573100 減圧弁用グランドパッキン φ２００　水道機工 枚 1,360

ZDT414573300 減圧弁用グランドパッキン φ３００　水道機工 枚 1,360

ZDT414573500 減圧弁用グランドパッキン φ４００　水道機工 枚 1,360

ZDT414573700 減圧弁用グランドパッキン φ５００　水道機工 枚 1,360

ZDT414573900 減圧弁用グランドパッキン φ６００　水道機工 枚 1,360

ZDT414574300 減圧弁用グランドパッキン φ８００　水道機工 枚 1,530

ZDT414589201 減圧弁用メートルコック φ５０～φ８００共通森田鉄工 個 7,030
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ZDT414599201 減圧弁用メートルコック φ５０～φ８００共通水道機工 個 2,040

ZDT414601600 減圧弁用カバーボルト φ５０　森田鉄工 組 1,700

ZDT414602100 減圧弁用カバーボルト φ７５　森田鉄工 組 3,230

ZDT414602600 減圧弁用カバーボルト φ１００　森田鉄工 組 3,820

ZDT414603000 減圧弁用カバーボルト φ１５０　森田鉄工 組 6,370

ZDT414603100 減圧弁用カバーボルト φ２００　森田鉄工 組 10,500

ZDT414603300 減圧弁用カバーボルト φ３００　森田鉄工 組 19,100

ZDT414603500 減圧弁用カバーボルト φ４００　森田鉄工 組 34,800

ZDT414603700 減圧弁用カバーボルト φ５００　森田鉄工 組 41,700

ZDT414603900 減圧弁用カバーボルト φ６００　森田鉄工 組 86,200

ZDT414611600 減圧弁用カバーボルト φ５０　水道機工 組 1,950

ZDT414612100 減圧弁用カバーボルト φ７５　水道機工 組 3,910

ZDT414612600 減圧弁用カバーボルト φ１００　水道機工 組 4,590

ZDT414613000 減圧弁用カバーボルト φ１５０　水道機工 組 7,650

ZDT414613100 減圧弁用カバーボルト φ２００　水道機工 組 12,700

ZDT414613300 減圧弁用カバーボルト φ３００　水道機工 組 22,900

ZDT414613500 減圧弁用カバーボルト φ４００　水道機工 組 40,800

ZDT414613700 減圧弁用カバーボルト φ５００　水道機工 組 49,300

ZDT414613900 減圧弁用カバーボルト φ６００　水道機工 組 102,000

ZDT414614300 減圧弁用カバーボルト φ８００　水道機工 組 187,000

ZDT414621600
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒

φ５０　森田鉄工 本 1,440

ZDT414622100
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒

φ７５　森田鉄工 本 1,440

ZDT414622600
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒

φ１００　森田鉄工 本 1,440

ZDT414623000
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒

φ１５０　森田鉄工 本 3,740

ZDT414623100
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒

φ２００　森田鉄工 本 3,740

ZDT414623300
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒

φ３００　森田鉄工 本 4,250

ZDT414623500
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒

φ４００　森田鉄工 本 5,610

ZDT414623700
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒

φ５００　森田鉄工 本 6,370

ZDT414623900
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒

φ６００　森田鉄工 本 8,410

ZDT414631600
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒（ＳＵＳ）

φ５０　水道機工 本 3,570

ZDT414632100
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒（ＳＵＳ）

φ７５　水道機工 本 4,420

ZDT414632600
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒（ＳＵＳ）

φ１００　水道機工 本 4,840

ZDT414633000
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒（ＳＵＳ）

φ１５０　水道機工 本 7,900

ZDT414633100
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒（ＳＵＳ）

φ２００　水道機工 本 9,350
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ZDT414633300
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒（ＳＵＳ）

φ３００　水道機工 本 14,400

ZDT414633500
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒（ＳＵＳ）

φ４００　水道機工 本 21,200

ZDT414633700
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒（ＳＵＳ）

φ５００　水道機工 本 22,900

ZDT414633900
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒（ＳＵＳ）

φ６００　水道機工 本 24,200

ZDT414634300
減圧弁用インジケーターロッ
ド棒（ＳＵＳ）

φ８００　水道機工 本 72,200

ZDT414651600
減圧弁パイロット用ダイヤフ
ラムゴム

φ５０　水道機工 個 4,420

ZDT414652100
減圧弁パイロット用ダイヤフ
ラムゴム

φ７５　水道機工 個 4,420

ZDT414652600
減圧弁パイロット用ダイヤフ
ラムゴム

φ１００　水道機工 個 4,420

ZDT414653000
減圧弁パイロット用ダイヤフ
ラムゴム

φ１５０　水道機工 個 7,480

ZDT414653100
減圧弁パイロット用ダイヤフ
ラムゴム

φ２００　水道機工 個 7,480

ZDT414653300
減圧弁パイロット用ダイヤフ
ラムゴム

φ３００　水道機工 個 7,480

ZDT414653500
減圧弁パイロット用ダイヤフ
ラムゴム

φ４００　水道機工 個 7,480

ZDT414653700
減圧弁パイロット用ダイヤフ
ラムゴム

φ５００　水道機工 個 7,480

ZDT414653900
減圧弁パイロット用ダイヤフ
ラムゴム

φ６００　水道機工 個 7,480

ZDT414654300
減圧弁パイロット用ダイヤフ
ラムゴム

φ８００　水道機工 個 29,700

ZDT414671600
減圧弁パイロット用スプリン
グ

φ５０　水道機工 個 31,400

ZDT414672100
減圧弁パイロット用スプリン
グ

φ７５　水道機工 個 31,400

ZDT414672600
減圧弁パイロット用スプリン
グ

φ１００　水道機工 個 31,400

ZDT414673000
減圧弁パイロット用スプリン
グ

φ１５０　水道機工 個 31,400

ZDT414673100
減圧弁パイロット用スプリン
グ

φ２００　水道機工 個 31,400

ZDT414673300
減圧弁パイロット用スプリン
グ

φ３００　水道機工 個 31,400

ZDT414673500
減圧弁パイロット用スプリン
グ

φ４００　水道機工 個 31,400

ZDT414673700
減圧弁パイロット用スプリン
グ

φ５００　水道機工 個 31,400

ZDT414673900
減圧弁パイロット用スプリン
グ

φ６００　水道機工 個 31,400

ZDT414674300
減圧弁パイロット用スプリン
グ

φ８００　水道機工 個 55,200

ZDT414681600 減圧弁パイロット用Ｏリング φ５０　森田鉄工 個 1,900

ZDT414682100 減圧弁パイロット用Ｏリング φ７５　森田鉄工 個 1,900

ZDT414682600 減圧弁パイロット用Ｏリング φ１００　森田鉄工 個 1,900

ZDT414683000 減圧弁パイロット用Ｏリング φ１５０　森田鉄工 個 1,900

ZDT414683100 減圧弁パイロット用Ｏリング φ２００　森田鉄工 個 1,900

ZDT414683300 減圧弁パイロット用Ｏリング φ３００　森田鉄工 個 1,900

ZDT414683500 減圧弁パイロット用Ｏリング φ４００　森田鉄工 個 1,900

ZDT414683700 減圧弁パイロット用Ｏリング φ５００　森田鉄工 個 1,900

ZDT414683900 減圧弁パイロット用Ｏリング φ６００　森田鉄工 個 1,900
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ZDT414691600 減圧弁パイロット用Ｏリング φ５０　水道機工 個 935

ZDT414692100 減圧弁パイロット用Ｏリング φ７５　水道機工 個 935

ZDT414692600 減圧弁パイロット用Ｏリング φ１００　水道機工 個 935

ZDT414693000 減圧弁パイロット用Ｏリング φ１５０　水道機工 個 1,440

ZDT414693100 減圧弁パイロット用Ｏリング φ２００　水道機工 個 1,440

ZDT414693300 減圧弁パイロット用Ｏリング φ３００　水道機工 個 1,440

ZDT414693500 減圧弁パイロット用Ｏリング φ４００　水道機工 個 1,440

ZDT414693700 減圧弁パイロット用Ｏリング φ５００　水道機工 個 1,440

ZDT414693900 減圧弁パイロット用Ｏリング φ６００　水道機工 個 1,440

ZDT414694300 減圧弁パイロット用Ｏリング φ８００　水道機工 個 3,650

ZDT414701600
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ５０　森田鉄工 枚 8,140

ZDT414702100
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ７５　森田鉄工 枚 8,140

ZDT414702600
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ１００　森田鉄工 枚 8,140

ZDT414703000
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ１５０　森田鉄工 枚 8,140

ZDT414703100
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ２００　森田鉄工 枚 8,140

ZDT414703300
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ３００　森田鉄工 枚 8,140

ZDT414703500
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ４００　森田鉄工 枚 8,140

ZDT414703700
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ５００　森田鉄工 枚 8,140

ZDT414703900
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ６００　森田鉄工 枚 8,140

ZDT414711600
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ５０　水道機工 枚 1,700

ZDT414712100
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ７５　水道機工 枚 1,700

ZDT414712600
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ１００　水道機工 枚 1,700

ZDT414713000
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ１５０　水道機工 枚 1,700

ZDT414713100
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ２００　水道機工 枚 1,700

ZDT414713300
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ３００　水道機工 枚 1,700

ZDT414713500
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ４００　水道機工 枚 1,700

ZDT414713700
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ５００　水道機工 枚 1,700

ZDT414713900
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ６００　水道機工 枚 1,700

ZDT414714300
減圧弁パイロット用シート
パッキン

φ８００　水道機工 枚 11,000

ZDT414731600
減圧弁パイロット用Ｌ型パッ
キン（テフロン

φ５０　水道機工 枚 3,140

ZDT414732100
減圧弁パイロット用Ｌ型パッ
キン（テフロン

φ７５　水道機工 枚 3,140

ZDT414732600
減圧弁パイロット用Ｌ型パッ
キン（テフロン

φ１００　水道機工 枚 3,140

ZDT414733000
減圧弁パイロット用Ｌ型パッ
キン（テフロン

φ１５０　水道機工 枚 3,140

ZDT414733100
減圧弁パイロット用Ｌ型パッ
キン（テフロン

φ２００　水道機工 枚 3,140
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ZDT414733300
減圧弁パイロット用Ｌ型パッ
キン（テフロン

φ３００　水道機工 枚 3,140

ZDT414733500
減圧弁パイロット用Ｌ型パッ
キン（テフロン

φ４００　水道機工 枚 3,140

ZDT414733700
減圧弁パイロット用Ｌ型パッ
キン（テフロン

φ５００　水道機工 枚 3,140

ZDT414733900
減圧弁パイロット用Ｌ型パッ
キン（テフロン

φ６００　水道機工 枚 3,140

ZDT414734300
減圧弁パイロット用Ｌ型パッ
キン（テフロン

φ８００　水道機工 枚 16,100

ZDT414751600 減圧弁用パイロット弁 φ５０　水道機工 個 187,000

ZDT414752100 減圧弁用パイロット弁 φ７５　水道機工 個 187,000

ZDT414752600 減圧弁用パイロット弁 φ１００　水道機工 個 187,000

ZDT414753000 減圧弁用パイロット弁 φ１５０　水道機工 個 238,000

ZDT414753100 減圧弁用パイロット弁 φ２００　水道機工 個 238,000

ZDT414753300 減圧弁用パイロット弁 φ３００　水道機工 個 238,000

ZDT414753500 減圧弁用パイロット弁 φ４００　水道機工 個 238,000

ZDT414753700 減圧弁用パイロット弁 φ５００　水道機工 個 238,000

ZDT414753900 減圧弁用パイロット弁 φ６００　水道機工 個 238,000

ZDT414754300 減圧弁用パイロット弁 φ８００　水道機工 個 391,000

ZDT414761600 減圧弁用ストップ弁 φ５０ 個 9,350

ZDT414762100 減圧弁用ストップ弁 φ７５ 個 9,350

ZDT414762600 減圧弁用ストップ弁 φ１００ 個 9,350

ZDT414763000 減圧弁用ストップ弁 φ１５０ 個 9,350

ZDT414763100 減圧弁用ストップ弁 φ２００ 個 10,300

ZDT414763300 減圧弁用ストップ弁 φ３００ 個 10,300

ZDT414763500 減圧弁用ストップ弁 φ４００ 個 10,300

ZDT414763700 減圧弁用ストップ弁 φ５００ 個 16,000

ZDT414763900 減圧弁用ストップ弁 φ６００ 個 16,000

ZDT414771600 減圧弁用アングル弁 φ５０ 個 16,000

ZDT414772100 減圧弁用アングル弁 φ７５ 個 16,000

ZDT414772600 減圧弁用アングル弁 φ１００ 個 16,000

ZDT414773000 減圧弁用アングル弁 φ１５０ 個 16,000

ZDT414773100 減圧弁用アングル弁 φ２００ 個 16,000

ZDT414773300 減圧弁用アングル弁 φ３００ 個 16,000

ZDT414773500 減圧弁用アングル弁 φ４００ 個 16,000

ZDT414773700 減圧弁用アングル弁 φ５００ 個 16,000

ZDT414773900 減圧弁用アングル弁 φ６００ 個 16,000

ZDT414782100 減圧弁　主弁部交換部品 φ７５　ダイヤフラム型 個 30,000
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ZDT414782600 減圧弁　主弁部交換部品 φ１００　ダイヤフラム型 個 49,000

ZDT414783000 減圧弁　主弁部交換部品 φ１５０　ダイヤフラム型 個 107,000

ZDT414783100 減圧弁　主弁部交換部品 φ２００　ダイヤフラム型 個 166,000

ZDT414792100 減圧弁用パイロット弁 φ７５　ダイヤフラム型 個 217,000

ZDT414792600 減圧弁用パイロット弁 φ１００　ダイヤフラム型 個 217,000

ZDT414793000 減圧弁用パイロット弁 φ１５０　ダイヤフラム型 個 294,000

ZDT414793100 減圧弁用パイロット弁 φ２００　ダイヤフラム型 個 294,000

ZDT414802100
減圧弁パイロット用スプリン
グ

φ７５　ダイヤフラム型 個 17,800

ZDT414802600
減圧弁パイロット用スプリン
グ

φ１００　ダイヤフラム型 個 17,800

ZDT414803000
減圧弁パイロット用スプリン
グ

φ１５０　ダイヤフラム型 個 19,900

ZDT414803100
減圧弁パイロット用スプリン
グ

φ２００　ダイヤフラム型 個 19,900

ZDT414812100 減圧弁フィルターろ過材 φ７５　ダイヤフラム型 個 3,140

ZDT414812600 減圧弁フィルターろ過材 φ１００　ダイヤフラム型 個 3,140

ZDT414813000 減圧弁フィルターろ過材 φ１５０　ダイヤフラム型 個 3,650

ZDT414813100 減圧弁フィルターろ過材 φ２００　ダイヤフラム型 個 3,650

ZDT414822100
減圧弁用Ｖポート（ライ
ナー）

φ７５　ダイヤフラム型 個 40,600

ZDT414822600
減圧弁用Ｖポート（ライ
ナー）

φ１００　ダイヤフラム型 個 53,500

ZDT414823000
減圧弁用Ｖポート（ライ
ナー）

φ１５０　ダイヤフラム型 個 90,100

ZDT414823100
減圧弁用Ｖポート（ライ
ナー）

φ２００　ダイヤフラム型 個 141,000

ZDT414839201 減圧弁用ダイヤフラム φ１００　森田鉄工 個 1,530

ZDT414839202 減圧弁用ダイヤフラム φ１５０　森田鉄工 個 1,530

ZDT414839203 減圧弁用ダイヤフラム φ２００　森田鉄工 個 1,530

98



（17）ボルト、ナット、パッキン

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT506112100 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ８０ 組 9,700

ZDT506112600 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ１００ 組 10,200

ZDT506113000 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ１５０ 組 14,500

ZDT506113100 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ２００ 組 18,700

ZDT506113200 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ２５０ 組 24,400

ZDT506113300 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ３００ 組 30,100

ZDT506113400 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ３５０ 組 36,200

ZDT506113500 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ４００ 組 43,000

ZDT506113600 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ４５０ 組 63,100

ZDT506113700 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ５００ 組 64,900

ZDT506113900 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ６００ 組 84,100

ZDT506114100 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ７００ 組 124,000

ZDT506114300 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ８００ 組 153,000

ZDT506114500 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ９００ 組 153,000

ZDT506114700 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ１０００ 組 *

ZDT506114900 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ１１００ 組 *

ZDT506115100 絶縁ＢＮＰ　Ｆ１２ φ１２００ 組 *

ZDT506212100
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ８０ 組 1,560

ZDT506212600
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ１００ 組 1,560

ZDT506213000
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ１５０ 組 2,530

ZDT506213100
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ２００ 組 3,380

ZDT506213200
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ２５０ 組 3,780

ZDT506213300
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ３００ 組 5,720

ZDT506213400
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ３５０ 組 7,360

ZDT506213500
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ４００ 組 9,870

ZDT506213600
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ４５０ 組 12,300

ZDT506213700
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ５００ 組 12,300

ZDT506213900
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ６００ 組 21,900

ZDT506214100
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ７００ 組 40,700

ZDT506214300
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ８００ 組 51,000

ZDT506214500
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ９００ 組 51,000

ZDT506214700
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ１０００ 組 63,900

ZDT506214900
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ１１００ 組 63,900

ZDT506215100
酸化被膜フランジボルトナッ
ト　Ｆ１２

φ１２００ 組 77,300
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（17）ボルト、ナット、パッキン

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT506252100
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ８０ 組 2,080

ZDT506252600
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ１００ 組 2,080

ZDT506253000
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ１５０ 組 3,130

ZDT506253100
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ２００ 組 4,260

ZDT506253200
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ２５０ 組 8,640

ZDT506253300
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ３００ 組 10,800

ZDT506253400
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ３５０ 組 15,100

ZDT506253500
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ４００ 組 18,100

ZDT506253600
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ４５０ 組 25,400

ZDT506253700
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ５００ 組 25,400

ZDT506253900
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ６００ 組 33,900

ZDT506254100
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ７００ 組 54,400

ZDT506254300
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ８００ 組 70,000

ZDT506254500
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ９００ 組 70,000

ZDT506254700
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ１０００ 組 85,600

ZDT506254900
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ１１００ 組 85,600

ZDT506255100
ステンレスボルトナット　Ｆ
１２

φ１２００ 組 103,000

ZDT506262100 緩み防止ボルトナット φ８０ 組 3,660

ZDT506262600 緩み防止ボルトナット φ１００ 組 3,660

ZDT506263000 緩み防止ボルトナット φ１５０ 組 5,500

ZDT506263100 緩み防止ボルトナット φ２００ 組 7,420

ZDT506263200 緩み防止ボルトナット φ２５０ 組 13,800

ZDT506263300 緩み防止ボルトナット φ３００ 組 17,700

ZDT506263400 緩み防止ボルトナット φ３５０ 組 22,200

ZDT506263500 緩み防止ボルトナット φ４００ 組 26,700

ZDT506263600 緩み防止ボルトナット φ４５０ 組 38,100

ZDT506263700 緩み防止ボルトナット φ５００ 組 38,800

ZDT506263800 緩み防止ボルトナット φ６００ 組 53,100

ZDT506263900 緩み防止ボルトナット φ７００ 組 100,000

ZDT506264000 緩み防止ボルトナット φ８００ 組 125,000

ZDT506264100 緩み防止ボルトナット φ９００ 組 127,000

ZDT506264200 緩み防止ボルトナット φ１０００ 組 155,000

ZDT506264300 緩み防止ボルトナット φ１１００ 組 155,000

ZDT506264400 緩み防止ボルトナット φ１２００ 組 183,000
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（17）ボルト、ナット、パッキン

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT506272100 緩み防止ボルトナット φ８０　10Ｋ仕様フランジ 組 7,330

ZDT506272600 緩み防止ボルトナット φ１００　10Ｋ仕様フランジ 組 7,330

ZDT506273000 緩み防止ボルトナット φ１５０　10Ｋ仕様フランジ 組 13,200

ZDT506273100 緩み防止ボルトナット φ２００　10Ｋ仕様フランジ 組 19,900

ZDT506274120 ボルト・ナット S50形　16×65（４本） 組 1,800

ZDT506312100 フランジパッキン（ＲＦ） φ８０ 枚 160

ZDT506312600 フランジパッキン（ＲＦ） φ１００ 枚 168

ZDT506313000 フランジパッキン（ＲＦ） φ１５０ 枚 264

ZDT506313100 フランジパッキン（ＲＦ） φ２００ 枚 416

ZDT506313200 フランジパッキン（ＲＦ） φ２５０ 枚 688

ZDT506313300 フランジパッキン（ＲＦ） φ３００ 枚 776

ZDT506313400 フランジパッキン（ＲＦ） φ３５０ 枚 1,020

ZDT506313500 フランジパッキン（ＲＦ） φ４００ 枚 1,120

ZDT506313600 フランジパッキン（ＲＦ） φ４５０ 枚 1,630

ZDT506313700 フランジパッキン（ＲＦ） φ５００ 枚 2,180

ZDT506313900 フランジパッキン（ＲＦ） φ６００ 枚 2,780

ZDT506314100 フランジパッキン（ＲＦ） φ７００ 枚 4,850

ZDT506314300 フランジパッキン（ＲＦ） φ８００ 枚 6,480

ZDT506314500 フランジパッキン（ＲＦ） φ９００ 枚 7,330

ZDT506314700 フランジパッキン（ＲＦ） φ１０００ 枚 9,520

ZDT506314900 フランジパッキン（ＲＦ） φ１１００ 枚 11,300

ZDT506315100 フランジパッキン（ＲＦ） φ１２００ 枚 12,000

ZDT506322050 フランジパッキン（ＧＦ） S50形  φ50（ガスケット）10K仕様 枚 385

ZDT506322100 フランジパッキン（ＧＦ） φ８０　ＧＦ２号 枚 2,140

ZDT506322600 フランジパッキン（ＧＦ） φ１００　ＧＦ２号 枚 2,720

ZDT506323000 フランジパッキン（ＧＦ） φ１５０　ＧＦ２号 枚 3,210

ZDT506323100 フランジパッキン（ＧＦ） φ２００　ＧＦ２号 枚 3,600

ZDT506323200 フランジパッキン（ＧＦ） φ２５０　ＧＦ２号 枚 4,090

ZDT506323303 フランジパッキン（ＧＦ） φ３００　ＧＦ２号 枚 4,680

ZDT506323400 フランジパッキン（ＧＦ） φ３５０　ＧＦ２号 枚 5,190

ZDT506323500 フランジパッキン（ＧＦ） φ４００　ＧＦ２号 枚 5,700

ZDT506323600 フランジパッキン（ＧＦ） φ４５０　ＧＦ２号 枚 7,330

ZDT506323700 フランジパッキン（ＧＦ） φ５００　ＧＦ２号 枚 9,150

ZDT506323900 フランジパッキン（ＧＦ） φ６００　ＧＦ２号 枚 9,770
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（17）ボルト、ナット、パッキン

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT506324100 フランジパッキン（ＧＦ） φ７００　ＧＦ２号 枚 10,900

ZDT506324300 フランジパッキン（ＧＦ） φ８００　ＧＦ２号 枚 11,600

ZDT506324500 フランジパッキン（ＧＦ） φ９００　ＧＦ２号 枚 11,800

ZDT506324700 フランジパッキン（ＧＦ） φ１０００　ＧＦ２号 枚 16,900

ZDT506324900 フランジパッキン（ＧＦ） φ１１００　ＧＦ２号 枚 17,900

ZDT506325100 フランジパッキン（ＧＦ） φ１２００　ＧＦ２号 枚 19,100

ZDT506332100 フランジパッキン（ＧＦ） φ８０　ＧＦ１号 枚 397

ZDT506332600 フランジパッキン（ＧＦ） φ１００　ＧＦ１号 枚 517

ZDT506333000 フランジパッキン（ＧＦ） φ１５０　ＧＦ１号 枚 697

ZDT506333100 フランジパッキン（ＧＦ） φ２００　ＧＦ１号 枚 877

ZDT506333200 フランジパッキン（ＧＦ） φ２５０　ＧＦ１号 枚 982

ZDT506333303 フランジパッキン（ＧＦ） φ３００　ＧＦ１号 枚 1,110

ZDT506333400 フランジパッキン（ＧＦ） φ３５０　ＧＦ１号 枚 1,680

ZDT506333500 フランジパッキン（ＧＦ） φ４００　ＧＦ１号 枚 2,640

ZDT506333600 フランジパッキン（ＧＦ） φ４５０　ＧＦ１号 枚 3,220

ZDT506333700 フランジパッキン（ＧＦ） φ５００　ＧＦ１号 枚 8,110

ZDT506333900 フランジパッキン（ＧＦ） φ６００　ＧＦ１号 枚 8,970

ZDT506334100 フランジパッキン（ＧＦ） φ７００　ＧＦ１号 枚 11,100

ZDT506334300 フランジパッキン（ＧＦ） φ８００　ＧＦ１号 枚 12,700

ZDT506334500 フランジパッキン（ＧＦ） φ９００　ＧＦ１号 枚 14,300

ZDT506334700 フランジパッキン（ＧＦ） φ１０００　ＧＦ１号 枚 17,500

ZDT506334900 フランジパッキン（ＧＦ） φ１１００　ＧＦ１号 枚 19,100

ZDT506335100 フランジパッキン（ＧＦ） φ１２００　ＧＦ１号 枚 20,700
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（18）一般給水材料　直管

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT511020300 直管ＳＧＰ－ＶＢ ＶＬＧＰ　φ１３ ｍ

ZDT511020600 直管ＳＧＰ－ＶＢ ＶＬＧＰ　φ２０ ｍ

ZDT511020800 直管ＳＧＰ－ＶＢ ＶＬＧＰ　φ２５ ｍ

ZDT511021400 直管ＳＧＰ－ＶＢ ＶＬＧＰ　φ４０ ｍ

ZDT511021600 直管ＳＧＰ－ＶＢ ＶＬＧＰ　φ５０ ｍ

ZDT511022100 直管ＳＧＰ－ＶＢ ＶＬＧＰ　φ７５ ｍ

ZDT511022600 直管ＳＧＰ－ＶＢ ＶＬＧＰ　φ１００ ｍ

ZDT511023000 直管ＳＧＰ－ＶＢ ＶＬＧＰ　φ１５０ ｍ

ZDT511030300 直管 ＨＶＰ　φ１３ ｍ

ZDT511030600 直管 ＨＶＰ　φ２０ ｍ

ZDT511030800 直管 ＨＶＰ　φ２５ ｍ

ZDT511031400 直管 ＨＶＰ　φ４０ ｍ

ZDT511031600 直管 ＨＶＰ　φ５０ ｍ

ZDT511032100 直管 ＨＶＰ　φ７５ ｍ

ZDT511032600 直管 ＨＶＰ　φ１００ ｍ

ZDT511033000 直管 ＨＶＰ　φ１５０ ｍ
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（19）一般給水材料　継手類

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT521350300 めすおすソケット φ１３　コア内蔵型 個 720

ZDT521350600 めすおすソケット φ２０　コア内蔵型 個 940

ZDT521350800 めすおすソケット φ２５　コア内蔵型 個 1,680

ZDT521351400 めすおすソケット φ４０　コア内蔵型 個 3,650

ZDT521351600 めすおすソケット φ５０　コア内蔵型 個 5,060

ZDT521411400 離脱防止Ｇアダプタ φ４０　コア含む 個 1,820

ZDT521411600 離脱防止Ｇアダプタ φ５０　コア含む 個 2,500

ZDT521510303 Ｇチーズ φ１３×φ１３　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521510606 Ｇチーズ φ２０×φ２０　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521510808 Ｇチーズ φ２５×φ２５　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521511414 Ｇチーズ φ４０×φ４０　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521511616 Ｇチーズ φ５０×φ５０　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521512121 Ｇチーズ φ７５×φ７５　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521512626 Ｇチーズ φ１００×φ１００　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521513030 Ｇチーズ
φ１５０×φ１５０　樹脂コーティン
グ

個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521610603 Ｇ違径チーズ φ２０×φ１３　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521610869 Ｇ違径チーズ φ２５×各径　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521611469 Ｇ違径チーズ φ４０×各径　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521611669 Ｇ違径チーズ φ５０×各径　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521612169 Ｇ違径チーズ φ７５×各径　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521612669 Ｇ違径チーズ φ１００×各径　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521613069 Ｇ違径チーズ φ１５０×各径　樹脂コーティング 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521710300 Ｇエルボ φ１３　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521710600 Ｇエルボ φ２０　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521710800 Ｇエルボ φ２５　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521711400 Ｇエルボ φ４０　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521711600 Ｇエルボ φ５０　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521712100 Ｇエルボ φ７５　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521712600 Ｇエルボ φ１００　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521713000 Ｇエルボ φ１５０　樹脂コーティング 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521720300 Ｖエルボ φ１３ 個 TS継手

ZDT521720600 Ｖエルボ φ２０ 個 TS継手

ZDT521720800 Ｖエルボ φ２５ 個 TS継手

ZDT521721400 Ｖエルボ φ４０ 個 TS継手
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（19）一般給水材料　継手類

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT521721600 Ｖエルボ φ５０ 個 HI継手

ZDT521730300 ＨＶエルボ φ１３ 個 HI継手

ZDT521730600 ＨＶエルボ φ２０ 個 HI継手

ZDT521730800 ＨＶエルボ φ２５ 個 HI継手

ZDT521731400 ＨＶエルボ φ４０ 個 HI継手

ZDT521731600 ＨＶエルボ φ５０ 個 HI継手

ZDT521732100 ＨＶエルボ φ７５ 個 HI継手

ZDT521732600 ＨＶエルボ φ１００ 個 HI継手

ZDT521820300 Ｇソケット φ１３　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521820600 Ｇソケット φ２０　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521820800 Ｇソケット φ２５　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521821400 Ｇソケット φ４０　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521821600 Ｇソケット φ５０　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521822100 Ｇソケット φ７５　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521822600 Ｇソケット φ１００　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521823000 Ｇソケット φ１５０　樹脂コーティング 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT521830300 Ｖソケット φ１３ 個 TS継手

ZDT521830600 Ｖソケット φ２０ 個 TS継手

ZDT521830800 Ｖソケット φ２５ 個 TS継手

ZDT521831400 Ｖソケット φ４０ 個 TS継手

ZDT521831600 Ｖソケット φ５０ 個 TS継手

ZDT521840300 ＨＶソケット φ１３ 個 HI継手

ZDT521840600 ＨＶソケット φ２０ 個 HI継手

ZDT521840800 ＨＶソケット φ２５ 個 HI継手

ZDT521841400 ＨＶソケット φ４０ 個 HI継手

ZDT521841600 ＨＶソケット φ５０ 個 HI継手

ZDT521842100 ＨＶソケット φ７５ 個 HI継手

ZDT521842600 ＨＶソケット φ１００ 個 HI継手

ZDT522010300 Ｇ六角ニップル φ１３ 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT522010600 Ｇ六角ニップル φ２０ 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT522010800 Ｇ六角ニップル φ２５ 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT522011400 Ｇ六角ニップル φ４０ 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT522011600 Ｇ六角ニップル φ５０ 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT522012100 Ｇ六角ニップル φ７５ 個
水道用管端防食継手屋内配
管用
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（19）一般給水材料　継手類

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT522012600 Ｇ六角ニップル φ１００ 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT522013000 Ｇ六角ニップル φ１５０　樹脂コーティング 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT522210300 Ｇプラグ φ１３　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT522210600 Ｇプラグ φ２０　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT522210800 Ｇプラグ φ２５　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT522211400 Ｇプラグ φ４０　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT522211600 Ｇプラグ φ５０　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT522212100 Ｇプラグ φ７５　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT522212600 Ｇプラグ φ１００　コア付 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT522213000 Ｇプラグ φ１５０　樹脂コーティング 個
水道用管端防食継手屋内配
管用

ZDT522310300 Ｇキャップ φ１３　樹脂コーティング 個 内面樹脂コーティング

ZDT522310600 Ｇキャップ φ２０　樹脂コーティング 個 内面樹脂コーティング

ZDT522310800 Ｇキャップ φ２５　樹脂コーティング 個 内面樹脂コーティング

ZDT522311400 Ｇキャップ φ４０　樹脂コーティング 個 内面樹脂コーティング

ZDT522311600 Ｇキャップ φ５０　樹脂コーティング 個 内面樹脂コーティング

ZDT522312100 Ｇキャップ φ７５　樹脂コーティング 個 内面樹脂コーティング

ZDT522312600 Ｇキャップ φ１００　樹脂コーティング 個 内面樹脂コーティング

ZDT522313000 Ｇキャップ φ１５０　樹脂コーティング 個 内面樹脂コーティング

ZDT522320300 Ｖキャップ φ１３ 個 TS継手

ZDT522320600 Ｖキャップ φ２０ 個 TS継手

ZDT522320800 Ｖキャップ φ２５ 個 TS継手

ZDT522321400 Ｖキャップ φ４０ 個 TS継手

ZDT522321600 Ｖキャップ φ５０ 個 TS継手

ZDT522330300 ＨＶキャップ φ１３ 個 HI継手

ZDT522330600 ＨＶキャップ φ２０ 個 HI継手

ZDT522330800 ＨＶキャップ φ２５ 個 HI継手

ZDT522331400 ＨＶキャップ φ４０ 個 HI継手

ZDT522331600 ＨＶキャップ φ５０ 個 HI継手

ZDT522332100 ＨＶキャップ φ７５ 個 HI継手

ZDT522332600 ＨＶキャップ φ１００ 個 HI継手

ZDT522460300 メータユニオン φ１３ 個 YTジョイント（砲金製）

ZDT522460600 メータユニオン φ２０ 個 YTジョイント（砲金製）

ZDT522460800 メータユニオン φ２５ 個 YTジョイント（砲金製）

ZDT522461400 メータユニオン φ４０ 個 YTジョイント（砲金製）
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コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT522510300 メータ用伸縮管 φ１３　ＧＰメ－タ用 個 1,800

ZDT522510600 メータ用伸縮管 φ２０　ＧＰメ－タ用 個 2,820

ZDT522510800 メータ用伸縮管 φ２５　ＧＰメ－タ用 個 3,710

ZDT522511400 メータ用伸縮管 φ４０　ＧＰメ－タ用 個 7,490

ZDT522511600 メータ用伸縮管 φ５０　ＧＰメ－タ用 個 24,000

ZDT522610300 離脱防止付Ｇソケット φ１３　コア内蔵型 個 YTジョイント（砲金製）

ZDT522610600 離脱防止付Ｇソケット φ２０　コア内蔵型 個 2,080

ZDT522610800 離脱防止付Ｇソケット φ２５　コア内蔵型 個 2,730

ZDT522611400 離脱防止付Ｇソケット φ４０　コア含む 個 2,770

ZDT522611600 離脱防止付Ｇソケット φ５０　コア含む 個 3,720

ZDT522620300 離脱防止付Ｇアダプタ φ１３　コア内蔵型 個 YTジョイント（砲金製）

ZDT522620600 離脱防止付Ｇアダプタ φ２０　コア内蔵型 個 1,390

ZDT522620800 離脱防止付Ｇアダプタ φ２５　コア内蔵型 個 1,760

ZDT522721600 合フランジ φ５０　５Ｋ 個 1,090

ZDT522722100 合フランジ φ７５　上水規格 個 2,270

ZDT522722600 合フランジ φ１００　上水規格 個 3,110
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コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT534010300 埋設用青銅仕切弁 φ１３　コア内蔵型 個 2,970

ZDT534010600 埋設用青銅仕切弁 φ２０　コア内蔵型 個 3,890

ZDT534010800 埋設用青銅仕切弁 φ２５　コア内蔵型 個 5,240

ZDT534011400 埋設用青銅仕切弁 φ４０　コア内蔵型 個 11,500

ZDT534011600 埋設用青銅仕切弁 φ５０　コア内蔵型 個 16,900

ZDT534020300 埋設用青銅仕切弁 φ１３　コアなし 個 2,450

ZDT534020600 埋設用青銅仕切弁 φ２０　コアなし 個 3,340

ZDT534020800 埋設用青銅仕切弁 φ２５　コアなし 個 4,540

ZDT534021400 埋設用青銅仕切弁 φ４０　コアなし 個 9,920

ZDT534021600 埋設用青銅仕切弁 φ５０　コアなし 個 14,600

ZDT534112106 サドル付分水栓 φ７５×φ２０　鋳鉄管用 個 9,920

ZDT534112108 サドル付分水栓 φ７５×φ２５　鋳鉄管用 個 11,200

ZDT534112114 サドル付分水栓 φ７５×φ４０　鋳鉄管用 個 25,700

ZDT534112116 サドル付分水栓 φ７５×φ５０　鋳鉄管用 個 32,600

ZDT534112606 サドル付分水栓 φ１００×φ２０　鋳鉄管用 個 10,300

ZDT534112608 サドル付分水栓 φ１００×φ２５　鋳鉄管用 個 11,700

ZDT534112614 サドル付分水栓 φ１００×φ４０　鋳鉄管用 個 26,800

ZDT534112616 サドル付分水栓 φ１００×φ５０　鋳鉄管用 個 33,300

ZDT534113006 サドル付分水栓 φ１５０×φ２０　鋳鉄管用 個 11,500

ZDT534113008 サドル付分水栓 φ１５０×φ２５　鋳鉄管用 個 12,900

ZDT534113014 サドル付分水栓 φ１５０×φ４０　鋳鉄管用 個 30,200

ZDT534113016 サドル付分水栓 φ１５０×φ５０　鋳鉄管用 個 36,500

ZDT534113106 サドル付分水栓 φ２００×φ２０　鋳鉄管用 個 17,100

ZDT534113108 サドル付分水栓 φ２００×φ２５　鋳鉄管用 個 18,700

ZDT534113114 サドル付分水栓 φ２００×φ４０　鋳鉄管用 個 34,300

ZDT534113116 サドル付分水栓 φ２００×φ５０　鋳鉄管用 個 40,000

ZDT534113206 サドル付分水栓 φ２５０×φ２０　鋳鉄管用 個 19,100

ZDT534113208 サドル付分水栓 φ２５０×φ２５　鋳鉄管用 個 20,600

ZDT534113214 サドル付分水栓 φ２５０×φ４０　鋳鉄管用 個 40,000

ZDT534113216 サドル付分水栓 φ２５０×φ５０　鋳鉄管用 個 45,600

ZDT534113306 サドル付分水栓 φ３００×φ２０　鋳鉄管用 個 21,000

ZDT534113308 サドル付分水栓 φ３００×φ２５　鋳鉄管用 個 22,600

ZDT534113314 サドル付分水栓 φ３００×φ４０　鋳鉄管用 個 45,900

ZDT534113316 サドル付分水栓 φ３００×φ５０　鋳鉄管用 個 51,500
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コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT534113406 サドル付分水栓 φ３５０×φ２０　鋳鉄管用 個 22,400

ZDT534113408 サドル付分水栓 φ３５０×φ２５　鋳鉄管用 個 23,800

ZDT534113414 サドル付分水栓 φ３５０×φ４０　鋳鉄管用 個 49,900

ZDT534113416 サドル付分水栓 φ３５０×φ５０　鋳鉄管用 個 55,400

ZDT534113506 サドル付分水栓 φ４００×φ２０　鋳鉄管用 個 20,600

ZDT534113508 サドル付分水栓 φ４００×φ２５　鋳鉄管用 個 19,500

ZDT534121606 サドル付分水栓 φ５０×φ２０　鋼管用 個 9,100

ZDT534121608 サドル付分水栓 φ５０×φ２５　鋼管用 個 10,500

ZDT534122106 サドル付分水栓 φ７５×φ２０　鋼管用 個 9,510

ZDT534122108 サドル付分水栓 φ７５×φ２５　鋼管用 個 10,900

ZDT534122114 サドル付分水栓 φ７５×φ４０　鋼管用 個 25,400

ZDT534122116 サドル付分水栓 φ７５×φ５０　鋼管用 個 32,100

ZDT534122606 サドル付分水栓 φ１００×φ２０　鋼管用 個 10,200

ZDT534122608 サドル付分水栓 φ１００×φ２５　鋼管用 個 11,700

ZDT534122614 サドル付分水栓 φ１００×φ４０　鋼管用 個 26,800

ZDT534122616 サドル付分水栓 φ１００×φ５０　鋼管用 個 33,100

ZDT534123006 サドル付分水栓 φ１５０×φ２０　鋼管用 個 11,000

ZDT534123008 サドル付分水栓 φ１５０×φ２５　鋼管用 個 12,400

ZDT534123014 サドル付分水栓 φ１５０×φ４０　鋼管用 個 31,700

ZDT534123016 サドル付分水栓 φ１５０×φ５０　鋼管用 個 38,800

ZDT534123106 サドル付分水栓 φ２００×φ２０　鋼管用 個 14,300

ZDT534123108 サドル付分水栓 φ２００×φ２５　鋼管用 個 16,100

ZDT534123114 サドル付分水栓 φ２００×φ４０　鋼管用 個 38,600

ZDT534123116 サドル付分水栓 φ２００×φ５０　鋼管用 個 45,700

ZDT534131510 絶縁型サドル付分水栓 φ50×20　S50用 個 31,400

ZDT534131520 絶縁型サドル付分水栓 φ50×25　S50用 個 33,400

ZDT534131606 絶縁型サドル付分水栓 φ５０×φ２０ 個 20,400

ZDT534131608 絶縁型サドル付分水栓 φ５０×φ２５ 個 21,100

ZDT534132106 絶縁型サドル付分水栓 φ７５×φ２０ 個 20,700

ZDT534132108 絶縁型サドル付分水栓 φ７５×２５ 個 21,300

ZDT534132114 絶縁型サドル付分水栓 φ７５×φ４０ 個 41,500

ZDT534132116 絶縁型サドル付分水栓 φ７５×φ５０ 個 56,600

ZDT534132606 絶縁型サドル付分水栓 φ１００×φ２０ 個 20,800

ZDT534132608 絶縁型サドル付分水栓 φ１００×φ２５ 個 21,500
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ZDT534132614 絶縁型サドル付分水栓 φ１００×φ４０ 個 43,600

ZDT534132616 絶縁型サドル付分水栓 φ１００×φ５０ 個 57,600

ZDT534133006 絶縁型サドル付分水栓 φ１５０×φ２０ 個 21,800

ZDT534133008 絶縁型サドル付分水栓 φ１５０×φ２５ 個 22,500

ZDT534133014 絶縁型サドル付分水栓 φ１５０×φ４０ 個 44,500

ZDT534133016 絶縁型サドル付分水栓 φ１５０×φ５０ 個 58,800

ZDT534133106 絶縁型サドル付分水栓 φ２００×φ２０ 個 24,900

ZDT534133108 絶縁型サドル付分水栓 φ２００×φ２５ 個 25,300

ZDT534133114 絶縁型サドル付分水栓 φ２００×φ４０ 個 46,800

ZDT534133116 絶縁型サドル付分水栓 φ２００×φ５０ 個 61,300

ZDT534133206 絶縁型サドル付分水栓 φ２５０×φ２０ 個 24,900

ZDT534133208 絶縁型サドル付分水栓 φ２５０×φ２５ 個 26,400

ZDT534133214 絶縁型サドル付分水栓 φ２５０×φ４０ 個 51,700

ZDT534133216 絶縁型サドル付分水栓 φ２５０×φ５０ 個 66,600

ZDT534133306 絶縁型サドル付分水栓 φ３００×φ２０ 個 26,000

ZDT534133308 絶縁型サドル付分水栓 φ３００×φ２５ 個 27,500

ZDT534133314 絶縁型サドル付分水栓 φ３００×φ４０ 個 53,500

ZDT534133316 絶縁型サドル付分水栓 φ３００×φ５０ 個 68,900

ZDT534133406 絶縁型サドル付分水栓 φ３５０×φ２０ 個 27,500

ZDT534133408 絶縁型サドル付分水栓 φ３５０×φ２５ 個 29,000

ZDT534133414 絶縁型サドル付分水栓 φ３５０×φ４０ 個 66,600

ZDT534133416 絶縁型サドル付分水栓 φ３５０×φ５０ 個 83,200

ZDT534210300 メータバルブ 伸縮型　φ１３ 個 3,920

ZDT534210600 メータバルブ 伸縮型　φ２０ 個 6,450

ZDT534210800 メータバルブ 伸縮型　φ２５ 個 8,640

ZDT534220300 メーターバルブ 固定型　φ１３ 個 3,490

ZDT534220600 メーターバルブ 固定型　φ２０ 個 5,620

ZDT534220800 メーターバルブ 固定型　φ２５ 個 7,340

ZDT534310600 停水栓 φ２０ 個 504

ZDT534310800 停水栓 φ２５ 個 756

ZDT534410300 ＧＰ用乙止水栓 φ１３　内ネジ 個 3,140

ZDT534410600 ＧＰ用乙止水栓 φ２０　内ネジ 個 4,500

ZDT534410800 ＧＰ用乙止水栓 φ２５　内ネジ 個 5,850

ZDT534510300 コア入乙止水栓 φ１３ 個 3,570

110



（20）一般給水材料　弁栓類

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT534510600 コア入乙止水栓 φ２０ 個 5,020

ZDT534510800 コア入乙止水栓 φ２５ 個 7,580

ZDT534610800 小型急速空気弁
フランジ型　φ２５　ＢＮＰ・防寒カ
バー付

個 55,800

ZDT534610900 町野式口金
町野式差込（雄）65Ａ×ガス螺子
（雄）50Ａ

個 11,900
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コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT555010600 ステンレス直管 φ２０　ＳＵＳ３１６ ｍ

ZDT555010800 ステンレス直管 φ２５　ＳＵＳ３１６ ｍ

ZDT555011400 ステンレス直管 φ４０　ＳＵＳ３１６ ｍ

ZDT555011600 ステンレス直管 φ５０　ＳＵＳ３１６ ｍ

ZDT555110600
絶縁型分岐用波状継手（砲金
製袋ナット）

φ２０　ＳＵＳ３１６ 本 11,300 絶縁仕様

ZDT555110800
絶縁型分岐用波状継手（砲金
製袋ナット）

φ２５　ＳＵＳ３１６ 本 13,000 絶縁仕様

ZDT555111400
絶縁型分岐用波状継手（砲金
製袋ナット）

φ４０　ＳＵＳ３１６ 本 26,700 絶縁仕様

ZDT555111600
絶縁型分岐用波状継手（砲金
製袋ナット）

φ５０　ＳＵＳ３１６ 本 36,000 絶縁仕様

ZDT555120600 波状管 φ２０　ＳＵＳ３１６ ｍ

ZDT555120800 波状管 φ２５　ＳＵＳ３１６ ｍ

ZDT555121400 波状管 φ４０　ＳＵＳ３１６ ｍ

ZDT555121600 波状管 φ５０　ＳＵＳ３１６ ｍ

ZDT555130300
絶縁型メータ用波状継手（砲
金製袋ナット）

φ１３　ＳＵＳ３１６ 本 7,510 絶縁仕様

ZDT555130600
絶縁型メータ用波状継手（砲
金製袋ナット）

φ２０　ＳＵＳ３１６ 本 10,200 絶縁仕様

ZDT555130800
絶縁型メータ用波状継手（砲
金製袋ナット）

φ２５　ＳＵＳ３１６ 本 12,300 絶縁仕様

ZDT555131400
絶縁型メータ用波状継手（砲
金製袋ナット）

φ４０　ＳＵＳ３１６ 本 22,800 絶縁仕様

ZDT555131600
絶縁型メータ用波状継手（砲
金製袋ナット）

φ５０　ＳＵＳ３１６ 本 40,800 絶縁仕様

ZDT555200300
絶縁型メータ用フレキシブル
継手

φ１３　ＳＵＳ３１６ 本 9,810 砲金製袋ナット

ZDT555200600
絶縁型メータ用フレキシブル
継手

φ２０　ＳＵＳ３１６ 本 10,200 砲金製袋ナット

ZDT555200800
絶縁型メータ用フレキシブル
継手

φ２５　ＳＵＳ３１６ 本 13,600 砲金製袋ナット

ZDT555240300
絶縁型メータ用フレキシブル
継手

φ１３　ＳＵＳ３１６（両側袋ナット
短管）

本 10,300

ZDT555240600
絶縁型メータ用フレキシブル
継手

φ２０　ＳＵＳ３１６（両側袋ナット
短管）

本 10,900

ZDT555240800
絶縁型メータ用フレキシブル
継手

φ２５　ＳＵＳ３１６（両側袋ナット
短管）

本 16,900

ZDT555210600 ステンレスソケット φ２０　ＳＵＳ３１６ 個 プレス式

ZDT555210800 ステンレスソケット φ２５　ＳＵＳ３１６ 個 プレス式

ZDT555211400 ステンレスソケット φ４０　ＳＵＳ３１６ 個 プレス式

ZDT555211600 ステンレスソケット φ５０　ＳＵＳ３１６ 個 プレス式

ZDT555220600 ステンレス胴長ソケット φ２０　ＳＵＳ３１６ 個 プレス式

ZDT555220800 ステンレス胴長ソケット φ２５　ＳＵＳ３１６ 個 プレス式

ZDT555221400 ステンレス胴長ソケット φ４０　ＳＵＳ３１６ 個 2,850 プレス式

ZDT555221600 ステンレス胴長ソケット φ５０　ＳＵＳ３１６ 個 3,440 プレス式

ZDT555230600
ステンレス伸縮可とう継手
（ソケット）

φ２０　ＳＵＳ３１６ 個

ZDT555230800
ステンレス伸縮可とう継手
（ソケット）

φ２５　ＳＵＳ３１６ 個

ZDT555231400
ステンレス伸縮可とう継手
（ソケット）

φ４０　ＳＵＳ３１６ 個
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ZDT555231600
ステンレス伸縮可とう継手
（ソケット）

φ５０　ＳＵＳ３１６ 個

ZDT555310600 ステンレスエルボ φ２０－９０°　ＳＵＳ３１６ 個 プレス式

ZDT555310800 ステンレスエルボ φ２５－９０°　ＳＵＳ３１６ 個 プレス式

ZDT555311400 ステンレスエルボ φ４０－９０°　ＳＵＳ３１６ 個 プレス式

ZDT555311600 ステンレスエルボ φ５０－９０°　ＳＵＳ３１６ 個 プレス式

ZDT555320606 ステンレスチーズ（同径） φ２０×φ２０　ＳＵＳ３１６ 個 プレス式

ZDT555320808 ステンレスチーズ（同径） φ２５×φ２５　ＳＵＳ３１６ 個 プレス式

ZDT555321414 ステンレスチーズ（同径） φ４０×φ４０　ＳＵＳ３１６ 個 プレス式

ZDT555321616 ステンレスチーズ（同径） φ５０×φ５０　ＳＵＳ３１６ 個 プレス式

ZDT555330603 ステンレスチーズ（異径） φ２０×φ１３　ＳＵＳ３１６ 個 プレス式

ZDT555330869 ステンレスチーズ（異径） φ２５×各径　ＳＵＳ３１６ 個 2,050 プレス式

ZDT555331469 ステンレスチーズ（異径） φ４０×各径　ＳＵＳ３１６ 個 9,150 プレス式

ZDT555331669 ステンレスチーズ（異径） φ５０×各径　ＳＵＳ３１６ 個 10,200 プレス式

ZDT555340600
ステンレス伸縮可とう継手
（エルボ）

φ２０　ＳＵＳ３１６ 個

ZDT555340800
ステンレス伸縮可とう継手
（エルボ）

φ２５　ＳＵＳ３１６ 個

ZDT555341400
ステンレス伸縮可とう継手
（エルボ）

φ４０　ＳＵＳ３１６ 個

ZDT555341600
ステンレス伸縮可とう継手
（エルボ）

φ５０　ＳＵＳ３１６ 個

ZDT555350606
ステンレス伸縮可とう継手
（同径チーズ）

φ２０×φ２０　ＳＵＳ３１６ 個

ZDT555350808
ステンレス伸縮可とう継手
（同径チーズ）

φ２５×φ２５　ＳＵＳ３１６ 個

ZDT555351414
ステンレス伸縮可とう継手
（同径チーズ）

φ４０×φ４０　ＳＵＳ３１６ 個

ZDT555351616
ステンレス伸縮可とう継手
（同径チーズ）

φ５０×φ５０　ＳＵＳ３１６ 個

ZDT555360869
ステンレス伸縮可とう継手
（異径チーズ）

φ２５×各径　ＳＵＳ３１６ 個 10,400

ZDT555361469
ステンレス伸縮可とう継手
（異径チーズ）

φ４０×各径　ＳＵＳ３１６ 個 18,900

ZDT555361669
ステンレス伸縮可とう継手
（異径チーズ）

φ５０×各径　ＳＵＳ３１６ 個 21,000

ZDT555410600 ステンレス止水栓シモク φ２０　ＳＵＳ３１６ 個 2,930 プレス式

ZDT555410800 ステンレス止水栓シモク φ２５　ＳＵＳ３１６ 個 3,650 プレス式

ZDT555420300 ＧＰシモク φ１３ 個 401 砲金製袋

ZDT555420600 ＧＰシモク φ２０ 個 672 砲金製袋

ZDT555420800 ＧＰシモク φ２５ 個 1,090 砲金製袋

ZDT555421400 ＧＰシモク φ４０ 個 2,340 砲金製袋

ZDT555421600 ＧＰシモク φ５０ 個 3,380 砲金製袋

ZDT555440600 伸縮可とう継手（止水栓用） φ２０　ＳＵＳ３１６ 個 5,150

ZDT555440800 伸縮可とう継手（止水栓用） φ２５　ＳＵＳ３１６ 個 6,580

ZDT555510600 ステンレス止水栓（固定型） φ２０　ＳＵＳ３１６ 個 11,700
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ZDT555510800 ステンレス止水栓（固定型） φ２５　ＳＵＳ３１６ 個 12,800

ZDT555530600 ステンレス止水栓（伸縮型） φ２０　ＳＵＳ３１６ 個 20,800

ZDT555530800 ステンレス止水栓（伸縮型） φ２５　ＳＵＳ３１６ 個 23,900

ZDT555531400 ステンレス止水栓（伸縮型） φ４０　ＳＵＳ３１６ 個 40,100

ZDT555531600 ステンレス止水栓（伸縮型） φ５０　ＳＵＳ３１６ 個 47,100

ZDT555620300
絶縁袋ナット付短管（砲金製
袋ナット）

φ１３　ＳＵＳ３１６ 個 2,900 砲金製袋ナット

ZDT555620600
絶縁袋ナット付短管（砲金製
袋ナット）

φ２０　ＳＵＳ３１６ 個 4,620 砲金製袋ナット

ZDT555620800
絶縁袋ナット付短管（砲金製
袋ナット）

φ２５　ＳＵＳ３１６ 個 5,860 砲金製袋ナット

ZDT555621400
絶縁袋ナット付短管（砲金製
袋ナット）

φ４０　ＳＵＳ３１６ 個 9,970 砲金製袋ナット

ZDT555621600
絶縁袋ナット付短管（砲金製
袋ナット）

φ５０　ＳＵＳ３１６ 個 13,500 砲金製袋ナット

ZDT555710600
絶縁型分岐用波状継手（ＳＵ
Ｓ製袋ナット）

φ２０　ＳＵＳ３１６ 本 11,500

ZDT555710800
絶縁型分岐用波状継手（ＳＵ
Ｓ製袋ナット）

φ２５　ＳＵＳ３１６ 本 13,600

114



（22）土木資材

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT610519201 切梁材 松２．０ｍ×　末口径１５ｃｍ ｍ３ 皮むき済

ZDT610529201 腹起材（太鼓落し） 松厚さ１２㎝ ｍ

ZDT610539201 松丸太 ４．０ｍ×　φ１８ｃｍ ｍ３ 皮むき済

ZDT611119201 普通れんが ４種　２１０×１００×６０ 個

ZDT611129201 インターロッキングブロック 標準品６０㎜ ｍ２

ZDT611129202 インターロッキングブロック 標準品８０㎜ ｍ２

ZDT611129203 インターロッキングブロック 透水性８０㎜ ｍ２

ZDT611139201 薬剤 ５００ｃｃスミチオン希釈１０００倍 本

ZDT611149201 しゅろ縄 径３ｍｍ　長さ２０ｍ赤 巻

ZDT611159201 有刺鉄線 ２．０ｍｍ（＃１４） ｍ

ZDT611169201 樹木用打込肥料 打ち込み型 本

ZDT611179201 金網
ひし型　ビニール被履４．０×３．２
×５６

ｍ２

ZDT611189201 横矢板 ２．０×３～４．５×１２上 ｍ３

ZDT611219202 路面標示用塗料 接着用プライマー ｋｇ

ZDT611219203 路面標示用塗料 ＪＩＳＫ５６６５　３種１号　白 ｋｇ

ZDT611229200 エポキシ樹脂塗料 ＪＷＷＡ－Ｋ１３９　１液性 ｋｇ 1,750

ZDT611229201 エポキシ樹脂塗料 ＪＷＷＡ－Ｋ１３５ ｋｇ 1,370 AQ-62

ZDT611229202 エポキシ樹脂塗料 ＪＷＷＡ－Ｋ１５７ ｋｇ 2,220 FD-6000

ZDT611229203 エポキシ樹脂塗料 水中部用 ｋｇ 1,330

ZDT611229204 変性エポキシ樹脂塗料 水中部用 ｋｇ 1,330

ZDT611439201
ブチルゴム系防食テープ材料
費

ペースト ｋｇ

ZDT611439202
ブチルゴム系防食テープ材料
費

下層テープ ｍ

ZDT611439203
ブチルゴム系防食テープ材料
費

上層テープ ｍ

ZDT611449201 外面被覆（ＦＲＳ）材料費 プラスチックフイルム ｍ２ 150

ZDT611449202 外面被覆（ＦＲＳ）材料費 外面保護材（下塗） ｋｇ 4,200

ZDT611449203 外面被覆（ＦＲＳ）材料費 外面保護材（中上塗） ｋｇ 4,200

ZDT611449204 外面被覆（ＦＲＳ）材料費 ポリエステル不織布 ｍ２ 1,000

ZDT611449205 外面被覆（ＦＲＳ）材料費 表面処理材 ｋｇ 11,000

ZDT611459201 外面被覆工（ＦＲＰ）材料費 低密度ポリエチレン　フィルム ｍ２ 80

ZDT611459202 外面被覆工（ＦＲＰ）材料費 低密度ポリエチレン　バリヤテープ ｍ２ 224

ZDT611459203 外面被覆工（ＦＲＰ）材料費 ガラスマット ｍ２ 592

ZDT611459204 外面被覆工（ＦＲＰ）材料費 ガラスクロス ｍ２ 1,120

ZDT611459205 外面被覆工（ＦＲＰ）材料費 サーフェースマット ｍ２ 460

ZDT611459206 外面被覆工（ＦＲＰ）材料費 ポリエステル樹脂 ｋｇ 872
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ZDT611459207 外面被覆工（ＦＲＰ）材料費 表面処理材 ｋｇ 1,610

ZDT611469201
ペトロラタム系防食テープ材
料

ペースト ｋｇ

ZDT611469202
ペトロラタム系防食テープ材
料

防食テープ ｍ２

ZDT611589201 フェンス用基礎ブロック １８０×１８０　×４５０ 個 控柱なし

ZDT611589202 フェンス用基礎ブロック ２００×２００　×４５０ 個 控柱なし

ZDT611589203 フェンス用基礎ブロック ２００×６００　×４５０ 個 控柱なし

ZDT612069201 杉板材 ４．０×２．４×３０ ｍ３

ZDT612519201 常温合材 袋物40ｋｇ ｔ

ZDT612579201 クラック防止材
セロシールＳＳテープ幅５０㎜　厚さ
５㎜

ｍ 520

ZD09011000 アンカープラグ材料費 Ｍ１６　ホーク・ヘッドインアンカー 本

ZD01050500 保護管 VUφ２００ ｍ
薄肉管（ＶＵ）
建　関東②　積　東京②

ZD01050600 保護管 VUφ４００ ｍ
薄肉管（ＶＵ）
建　関東②　積　東京②
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ZDT633019203 乙止水栓筺 樹脂製　小　φ７５　Ｈ＝３５０㎜ 個 1,000

ZDT633019204 乙止水栓筺 樹脂製　大　φ７５　Ｈ＝４５０㎜ 個 1,130

ZDT633029201 スル－スバルブ筐 県水統一型　道路用　～φ２５０ 個 33,800

ZDT633029202 スル－スバルブ筐 Ａ型２号　道路用　φ３００～４００ 個 *

ZDT633029203 スル－スバルブ筐
小　宅地内用φ４０用Ｌ＝３４０㎜
ＣＯ製

個 *

ZDT633029204 スル－スバルブ筐
大　宅地内用φ５０用Ｌ＝５４０㎜
ＣＯ製

個 *

ZDT633029205 スル－スバルブ筐
宅地内用φ４０用　樹脂製　Ｈ＝４５
０㎜

個 5,040

ZDT633029206 スル－スバルブ筐
宅地内用φ５０用　樹脂製　Ｈ＝５４
０㎜

個 5,840

ZDT633029207 スル－スバルブ筐 県水統一型　道路用　（浅埋） 個 29,700

ZDT633039202 量水器筺 コンクリ－ト製　φ２０用 個 3,960

ZDT633039203 量水器筺 コンクリ－ト製　φ２５用 個 5,670

ZDT633039204 量水器筺 樹脂製　φ１３用 個 3,550

ZDT633039205 量水器筺 樹脂製　φ２０用 個 4,930

ZDT633039206 量水器筺 樹脂製　φ２５用 個 6,320

ZDT633039207 量水器筺 樹脂製　φ４０用 個 23,100

ZDT633049202 コンクリート筺 角型５００×７００ 個 59,100

ZDT633049204 コンクリート筺 角型（上部）　５００×７００ 個 62,900

ZDT633049205 コンクリート筺 角型（下部）　６５０×８５０ 個 55,400

ZDT633049206 コンクリート筺（新型） 丸型３号φ５００ 個 21,500

ZDT633059202 コンクリート筺（新型）
丸型３号φ５００（浅埋用）　Ｈ＝４
００

個 18,500

ZDT633079201
レジンコンクリート筐（新
型）

１号（Ａ）φ２５０　Ｈ＝１５０ 個 7,920

ZDT633079202
レジンコンクリート筐（新
型）

１号（Ｂ）φ２５０　Ｈ＝３００ 個 7,360

ZDT633079203
レジンコンクリート筐（新
型）

１号（Ｃ）φ２５０　Ｈ＝３００ 個 8,720

ZDT633079204
レジンコンクリート筐（新
型）

１号（ＣＡ）φ２５０　Ｈ＝１５０ 個 8,640

ZDT633079205
レジンコンクリート筐（新
型）

１号（Ｐ）φ２５０　Ｈ＝４０ 個 10,400

ZDT633079206
レジンコンクリート筐（新
型）

３号（Ａ）φ５００　Ｈ＝２００ 個 20,900

ZDT633079207
レジンコンクリート筐（新
型）

３号（Ｃ）φ５００　Ｈ＝２００ 個 10,200

ZDT633079208
レジンコンクリート筐（新
型）

３号（Ｃ）φ５００　Ｈ＝５００ 個 20,100

ZDT633079209
レジンコンクリート筐（新
型）

３号（Ｐ）φ５００　Ｈ＝４０ 個 11,800

ZDT633110600 スリーブコア φ２０ 個 542

ZDT633110800 スリーブコア φ２５ 個 689

ZDT633111000 スリーブコア φ５０ 個 1,560

ZDT633132100 防食用ゴムスリーブ φ７５　ジョイントスリーブ 組 1,670

ZDT633132600 防食用ゴムスリーブ φ１００　ジョイントスリーブ 組 1,880
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ZDT633133000 防食用ゴムスリーブ φ１５０　ジョイントスリーブ 組 2,220

ZDT633133100 防食用ゴムスリーブ φ２００　ジョイントスリーブ 組 2,780

ZDT633133200 防食用ゴムスリーブ φ２５０　ジョイントスリーブ 組 3,190

ZDT633133300 防食用ゴムスリーブ φ３００　ジョイントスリーブ 組 4,110

ZDT633133400 防食用ゴムスリーブ φ３５０　ジョイントスリーブ 組 4,760

ZDT633133500 防食用ゴムスリーブ φ４００　ジョイントスリーブ 組 5,270

ZDT633133600 防食用ゴムスリーブ φ４５０　ジョイントスリーブ 組 5,950

ZDT633133700 防食用ゴムスリーブ φ５００　ジョイントスリーブ 組 7,140

ZDT633133900 防食用ゴムスリーブ φ６００　ジョイントスリーブ 組 9,010

ZDT633134100 防食用ゴムスリーブ φ７００　ジョイントスリーブ 組 10,400

ZDT633134300 防食用ゴムスリーブ φ８００　ジョイントスリーブ 組 11,500

ZDT633134500 防食用ゴムスリーブ φ９００　ジョイントスリーブ 組 12,500

ZDT633134700 防食用ゴムスリーブ φ１０００　ジョイントスリーブ 組 13,600

ZDT633134900 防食用ゴムスリーブ φ１１００　ジョイントスリーブ 組 15,000

ZDT633135100 防食用ゴムスリーブ φ１２００　ジョイントスリーブ 組 16,900

ZDT633135200 防食用ゴムスリーブ φ１３５０　ジョイントスリーブ 組 19,600

ZDT633135300 防食用ゴムスリーブ φ１５００　ジョイントスリーブ 組 22,400

ZDT633142100 防食ポリエチレンスリーブ φ７５ ｍ

ZDT633142600 防食ポリエチレンスリーブ φ１００ ｍ

ZDT633143000 防食ポリエチレンスリーブ φ１５０ ｍ

ZDT633143100 防食ポリエチレンスリーブ φ２００ ｍ

ZDT633143200 防食ポリエチレンスリーブ φ２５０ ｍ

ZDT633143300 防食ポリエチレンスリーブ φ３００ ｍ

ZDT633143400 防食ポリエチレンスリーブ φ３５０ ｍ

ZDT633143500 防食ポリエチレンスリーブ φ４００ ｍ

ZDT633143600 防食ポリエチレンスリーブ φ４５０ ｍ

ZDT633143700 防食ポリエチレンスリーブ φ５００ ｍ

ZDT633143900 防食ポリエチレンスリーブ φ６００ ｍ

ZDT633144100 防食ポリエチレンスリーブ φ７００ ｍ

ZDT633144300 防食ポリエチレンスリーブ φ８００ ｍ

ZDT633144500 防食ポリエチレンスリーブ φ９００ ｍ

ZDT633144700 防食ポリエチレンスリーブ φ１０００ ｍ

ZDT633144900 防食ポリエチレンスリーブ φ１１００ ｍ

ZDT633145100 防食ポリエチレンスリーブ φ１２００ ｍ
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ZDT633145200 防食ポリエチレンスリーブ φ１３５０ ｍ

ZDT633145300 防食ポリエチレンスリーブ φ１５００ ｍ

ZDT633159201 防食テープ テープ幅５０㎜ ｍ 33

ZDT633160800 給水用ポリエチレンスリーブ φ５０まで ｍ 131

ZDT633179201 明示テープ ３０㎜幅 ｍ 26

ZDT633189101 明示シート １５㎝幅 ｍ 135

ZDT633189201 明示シート ４０㎝幅 ｍ 333

ZDT633191600
サドル付分水栓用防食フィル
ム

親管φ５０　取り出しφ２５まで 枚 229

ZDT633192100
サドル付分水栓用防食フィル
ム

親管φ７５　取り出しφ２５まで 枚 279

ZDT633192600
サドル付分水栓用防食フィル
ム

親管φ１００　取り出しφ２５まで 枚 279

ZDT633193000
サドル付分水栓用防食フィル
ム

親管φ１５０　取り出しφ２５まで 枚 322

ZDT633193100
サドル付分水栓用防食フィル
ム

親管φ２００　取り出しφ２５まで 枚 378

ZDT633193200
サドル付分水栓用防食フィル
ム

親管φ２５０　取り出しφ２５まで 枚 378

ZDT633193300
サドル付分水栓用防食フィル
ム

親管φ３００　取り出しφ２５まで 枚 465

ZDT633193400
サドル付分水栓用防食フィル
ム

親管φ３５０　取り出しφ２５まで 枚 465

ZDT633193500
サドル付分水栓用防食フィル
ム

親管φ４００　取り出しφ２５まで 枚 465

ZDT633202100 ジョイントコート φ８０　熱収縮タイプ 口

ZDT633202600 ジョイントコート φ１００　熱収縮タイプ 口

ZDT633203000 ジョイントコート φ１５０　熱収縮タイプ 口

ZDT633203100 ジョイントコート φ２００　熱収縮タイプ 口

ZDT633203300 ジョイントコート φ３００　熱収縮タイプ 口

ZDT633203500 ジョイントコート φ４００　熱収縮タイプ 口

ZDT633203700 ジョイントコート φ５００　熱収縮タイプ 口

ZDT633203900 ジョイントコート φ６００　熱収縮タイプ 口

ZDT633204100 ジョイントコート φ７００　熱収縮タイプ 口

ZDT633204300 ジョイントコート φ８００　熱収縮タイプ 口

ZDT633204500 ジョイントコート φ９００　熱収縮タイプ 口

ZDT633204700 ジョイントコート φ１０００　熱収縮タイプ 口

ZDT633204900 ジョイントコート φ１１００　熱収縮タイプ 口

ZDT633205100 ジョイントコート φ１２００　熱収縮タイプ 口

ZDT633205200 ジョイントコート φ１３５０　熱収縮タイプ 口

ZDT633205300 ジョイントコート φ１５００　熱収縮タイプ 口

ZDT633205500 ジョイントコート φ１６５０　熱収縮タイプ 口

ZDT633205600 ジョイントコート φ１８００　熱収縮タイプ 口
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（23）水道資材

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT633205800 ジョイントコート φ２０００　熱収縮タイプ 口

ZDT633219201
ポリエチレンスリ－ブ用粘着
テ－プ

幅５０㎜ ｍ 16

ZDT633519201 溶接棒 軟鋼用　φ３．２　ＪＩＳＺ３２１１ ｋｇ

ZDT633539201 ブローンアスファルト 針入度１０－２０　ＪＩＳＫ２２０７ ｋｇ *

ZDT633599201 ブル－シ－ト ３．６×５．４ｍ 枚

ZDT633609201 塩ビ送水ホース φ５０ ｍ

ZDT633609202 塩ビ送水ホース φ７５ ｍ

ZDT633609203 塩ビ送水ホース φ１００ ｍ

ZDT633609204 塩ビ送水ホース φ１５０ ｍ

ZDT633619201 ビニールサクションホース φ２５ ｍ

ZDT633619202 ビニールサクションホース φ３５ ｍ

ZDT633619203 ビニールサクションホース φ５０ ｍ

ZDT633619204 ビニールサクションホース φ６５ ｍ

ZDT633619205 ビニールサクションホース φ７５ ｍ

ZDT633619206 ビニールサクションホース φ１００ ｍ

ZDT633629201 消防用合繊ホース φ６５－１３㎏／cm2 ｍ

ZDT633629202 消防用合繊ホース φ４０－７㎏／cm2 ｍ

ZDT633629203 消防用合繊ホース φ６５－１６㎏／cm2 ｍ

ZDT633639201 ビニール風管 φ３００㎜　リング型 ｍ

ZDT633710300 ポリスチレンフォーム保温筒 φ１３×２５㎜　３号 ｍ

ZDT633710600 ポリスチレンフォーム保温筒 φ２０×２５㎜　３号 ｍ

ZDT633710800 ポリスチレンフォーム保温筒 φ２５×２５㎜　３号 ｍ

ZDT633711400 ポリスチレンフォーム保温筒 φ４０×３０㎜　３号 ｍ

ZDT633711600 ポリスチレンフォーム保温筒 φ５０×３０㎜　３号 ｍ

ZDT633711800 ポリスチレンフォーム保温筒 φ６５×３０㎜　３号 ｍ

ZDT633712100 ポリスチレンフォーム保温筒 φ７５×３０㎜　３号 ｍ

ZDT633712600 ポリスチレンフォーム保温筒 φ１００×３０㎜３号 ｍ

ZDT633713000 ポリスチレンフォーム保温筒 φ１５０×３０㎜３号 ｍ

ZDT633729201 アルミ粘着テープ 幅６５㎜ ｍ

ZDT633739201 グリース 転がり軸受け１種２号 ｋｇ

ZDT633819201 レジコン接合材 ｇ 4

ZDT633829201 無収縮モルタル ｍ３ 25㎏/袋=0.007m3
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（24）工事費、その他

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT691009201
図面撮影（平床式）　基本料
金

３５㎜フィルム 件

ZDT691019201 図面撮影（平床式）
３５㎜フィルム　Ａ２～Ａ１現像代込
み

コマ

ZDT691029201 複写・引伸し ポリエスターベース　Ａ２ 枚

ZDT691039201
製本費（二ツ折のり付け製
本）

図面サイズＡ１～Ｂ２１０枚まで 冊

ZDT691039202
製本費（二ツ折のり付け製
本）

Ａ２　１１枚以上 枚

ZDT691039203
製本費（二ツ折のり付け製
本）

図面サイズＡ２～Ｂ３１０枚まで 冊

ZDT691039204
製本費（二ツ折のり付け製
本）

Ａ３　１１枚以上 枚

ZDT699039203 水道管等撤去材処理料 加工処理・処分含む ｔ 17,000

ZDT699049211 コンクリートボーリング工 φ１００ ｃｍ 169

ZDT699049212 コンクリートボーリング工 φ１２５ ｃｍ 195

ZDT699049213 コンクリートボーリング工 φ１５０ ｃｍ 226

ZDT699049214 コンクリートボーリング工 φ１７５ ｃｍ 291

ZDT699049221 コンクリートボーリング工 φ２００ ｃｍ 352

ZDT699049223 コンクリートボーリング工 φ２５０ ｃｍ 507

ZDT699049231 コンクリートボーリング工 φ３００ ｃｍ 590

ZDT699049232 コンクリートボーリング工 φ３５０ ｃｍ 1,000

ZDT699049240 コンクリートボーリング工 φ４００ ｃｍ 1,200

ZDT699049300 溶融噴射式カラー塗装 ２５㎡未満 ㎡ 6,980

ZDT699049301 溶融噴射式カラー塗装 ２５㎡以上５０㎡未満 ㎡ 4,820

ZDT699049302 溶融噴射式カラー塗装 ５０㎡以上１００㎡未満 ㎡ 4,210

ZDT699049303 溶融噴射式カラー塗装 １００㎡以上 ㎡ 3,280

ZDT699049400 点字シート 視覚障害者用 枚 3,460

ZD07010100 現場透水試験 オーガ法 回

ZD07010200 現場透水試験 ケーシング法 回

ZD07010300 現場透水試験 一重管式 回

ZD07010400 現場透水試験 二重管式 回

ZD07010500 現場透水試験 揚水法 回
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（25）機械損料（不断水）

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT722099201 穿孔機損料（Ｔ字管） φ２００まで 日 4,980

ZDT722099202
フランジレス穿孔機損料（Ｔ
字管）

φ１５０まで 日 6,050

ZDT722139201
不断水式バタフライ弁機械損
料（コスモ）

コスモ　φ４００（鋳鉄管・鋼管用） 組 *

ZDT722139202
不断水式バタフライ弁機械損
料（コスモ）

コスモ　φ４５０（鋳鉄管・鋼管用） 組 *

ZDT722139203
不断水式バタフライ弁機械損
料（コスモ）

コスモ　φ５００（鋳鉄管・鋼管用） 組 *

ZDT722139204
不断水式バタフライ弁機械損
料（コスモ）

コスモ　φ６００（鋳鉄管・鋼管用） 組 *

ZDT722139205
不断水式バタフライ弁機械損
料（コスモ）

コスモ　φ７００（鋳鉄管・鋼管用） 組 *

ZDT722139206
不断水式バタフライ弁機械損
料（コスモ）

コスモ　φ８００（鋳鉄管・鋼管用） 組 *

ZDT722139207
不断水式バタフライ弁機械損
料（コスモ）

コスモ　φ９００（鋳鉄管・鋼管用） 組 *

ZDT722139208
不断水式バタフライ弁機械損
料（コスモ）

コスモ　φ１０００（鋳鉄管・鋼管
用）

組 *

ZDT722189201
不断水式バタフライ弁機械損
料（大成）

大成　φ４００（鋳鉄管用） 組 *

ZDT722189202
不断水式バタフライ弁機械損
料（大成）

大成　φ４５０（鋳鉄管用） 組 *

ZDT722189203
不断水式バタフライ弁機械損
料（大成）

大成　φ５００（鋳鉄管用） 組 *

ZDT722189204
不断水式バタフライ弁機械損
料（大成）

大成　φ６００（鋳鉄管用） 組 *

ZDT722189205
不断水式バタフライ弁機械損
料（大成）

大成　φ７００（鋳鉄管用） 組 *

ZDT722189206
不断水式バタフライ弁機械損
料（大成）

大成　φ８００（鋳鉄管用） 組 *

ZDT722189207
不断水式バタフライ弁機械損
料（大成）

大成　φ９００（鋳鉄管用） 組 *

ZDT722189208
不断水式バタフライ弁機械損
料（大成）

大成　φ１０００（鋳鉄管用） 組 *

ZDT722219201 不断水式閉止工機械損料 φ７５ 式 20,590

ZDT722219202 不断水式閉止工機械損料 φ１００ 式 25,140

ZDT722219203 不断水式閉止工機械損料 φ１５０ 式 28,690

ZDT722219204 不断水式閉止工機械損料 φ２００ 式 52,050

ZDT722219205 不断水式閉止工機械損料 φ２５０ 式 88,030

ZDT722219206 不断水式閉止工機械損料 φ３００ 式 176,200

ZDT722219207 不断水式閉止工機械損料 φ３５０ 式 256,400

ZDT722219208 不断水式閉止工機械損料 φ４００ 式 350,000

ZDT722302100 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 作業用仕切弁　φ７５ 式 2,000

ZDT722302600 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 作業用仕切弁　φ１００ 式 2,500

ZDT722303000 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 作業用仕切弁　φ１５０ 式 2,500

ZDT722303100 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 作業用仕切弁　φ２００ 式 3,500

ZDT722303200 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 作業用仕切弁　φ２５０ 式 5,500

ZDT722303300 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 作業用仕切弁　φ３００ 式 9,000

ZDT722303400 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 作業用仕切弁　φ３５０ 式 15,000

ZDT722303500 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 作業用仕切弁　φ４００ 式 28,000
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（25）機械損料（不断水）

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT722303600 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 作業用仕切弁　φ５００ 式 37,000

ZDT722312100 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 回転駆動装置　φ７５ 式 2,450

ZDT722312600 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 回転駆動装置　φ１００ 式 2,800

ZDT722313000 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 回転駆動装置　φ１５０ 式 2,800

ZDT722313100 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 回転駆動装置　φ２００ 式 3,500

ZDT722313200 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 回転駆動装置　φ２５０ 式 8,400

ZDT722313300 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 回転駆動装置　φ３００ 式 25,200

ZDT722313400 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 回転駆動装置　φ３５０ 式 31,500

ZDT722313500 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 回転駆動装置　φ４００ 式 38,500

ZDT722313600 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 回転駆動装置　φ５００ 式 101,000

ZDT722322100 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 固定装置　φ７５ 式 1,050

ZDT722322600 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 固定装置　φ１００ 式 1,200

ZDT722323000 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 固定装置　φ１５０ 式 1,200

ZDT722323100 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 固定装置　φ２００ 式 1,500

ZDT722323200 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 固定装置　φ２５０ 式 3,600

ZDT722323300 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 固定装置　φ３００ 式 10,800

ZDT722323400 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 固定装置　φ３５０ 式 13,500

ZDT722323500 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 固定装置　φ４００ 式 16,500

ZDT722323600 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 固定装置　φ５００ 式 43,500

ZDT722332100 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 穿孔機　φ７５ 式 18,900

ZDT722332600 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 穿孔機　φ１００ 式 26,500

ZDT722333000 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 穿孔機　φ１５０ 式 26,500

ZDT722333100 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 穿孔機　φ２００ 式 46,800

ZDT722333200 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 穿孔機　φ２５０ 式 109,000

ZDT722333300 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 穿孔機　φ３００ 式 135,000

ZDT722333400 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 穿孔機　φ３５０ 式 180,000

ZDT722333500 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 穿孔機　φ４００ 式 243,000

ZDT722333600 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 穿孔機　φ５００ 式 423,000

ZDT722342100 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 プラグ挿入機　φ７５ 式 2,100

ZDT722342600 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 プラグ挿入機　φ１００ 式 2,950

ZDT722343000 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 プラグ挿入機　φ１５０ 式 2,950

ZDT722343100 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 プラグ挿入機　φ２００ 式 5,200

ZDT722343200 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 プラグ挿入機　φ２５０ 式 12,200

ZDT722343300 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 プラグ挿入機　φ３００ 式 15,000
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（25）機械損料（不断水）

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT722343400 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 プラグ挿入機　φ３５０ 式 20,000

ZDT722343500 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 プラグ挿入機　φ４００ 式 27,000

ZDT722343600 ＥＭ不断水式仕切弁機械損料 プラグ挿入機　φ５００ 式 47,000

ZDT722352100 エアーバッグ止水工機械損料 エアーバッグ　φ７５ 式 64,900

ZDT722352600 エアーバッグ止水工機械損料 エアーバッグ　φ１００ 式 64,900

ZDT722353000 エアーバッグ止水工機械損料 エアーバッグ　φ１５０ 式 107,000

ZDT722362100 エアーバッグ止水工機械損料 分水栓　φ７５ 式 2,310

ZDT722362600 エアーバッグ止水工機械損料 分水栓　φ１００ 式 2,400

ZDT722363000 エアーバッグ止水工機械損料 分水栓　φ１５０ 式 2,600

ZDT722372100 エアーバッグ止水工機械損料 栓装置機具　φ７５ 式 80,300

ZDT722372600 エアーバッグ止水工機械損料 栓装置機具　φ１００ 式 80,300

ZDT722373000 エアーバッグ止水工機械損料 栓装置機具　φ１５０ 式 128,000

ZDT722380800 エアーバッグ止水工機械損料 穿孔機　φ２５ 箇所 14,700

ZDT722381400 エアーバッグ止水工機械損料 穿孔機　φ４０ 箇所 17,600

ZDT722381600 エアーバッグ止水工機械損料 穿孔機　φ５０ 箇所 18,800
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（26）機械損料（浄水場）

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT744029201 洗浄機損料 ろ過砂用（局貸与） 日 0

ZDT744049201 キャップタイヤケーブル損料 １４×３Ｃ　Ｌ＝１００ｍ 日 2,160

ZDT744049202 キャップタイヤケーブル損料 ３８×３Ｃ　Ｌ＝１００ｍ 日 6,780

ZDT744059201 分電盤損料 ６０Ａ 日 462

ZDT744059202 分電盤損料 １００Ａ 日 537

ZDT744069201 ホース損料 塩ビ送水ホース　φ１００×１０ｍ 本・日 1,040

ZDT744069202 ホース損料 塩ビ送水ホース　φ１５０×１０ｍ 本・日 1,720

ZDT744079201 消火栓ホース損料 φ４０×１５ｍ 本・日 1,190

ZDT744079202 消火栓ホース損料 φ６５×２０ｍ 本・日 1,270

ZDT744089201 ビニル管損料 ＶＰ　φ１００×４ｍ 本・日 1,110

ZDT744089202 ビニル管損料 ＶＰ　φ１５０×４ｍ 本・日 1,190
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（27）機械損料（その他）

コード 単価名称 規格寸法 単位 単価 備考

ZDT791019201 鋳鉄管切断機損料 φ４５０以下 日 1,320

ZDT791019202
鋳鉄管切断機損料（パイプ切
削切断機）

φ５００ 日 1,400

ZDT791019203
鋳鉄管切断機損料（パイプ切
削切断機）

φ６００、φ７００ 日 1,450

ZDT791019204
鋳鉄管切断機損料（パイプ切
削切断機）

φ８００以上 日 2,720

ZDT791019205
鋳鉄管切断機損料（パイプ切
削切断機）（撤去）

φ６００、φ７００ 日 3,240

ZDT791019206
鋳鉄管切断機損料（パイプ切
削切断機）（撤去）

φ８００以上 日 6,070

ZDT791019210
鋳鉄管切断機損料（レジノイ
ド砥石）

各径 日 390

ZDT791019211
鋳鉄管切断機損料（レジノイ
ド砥石）（撤去）

各径 日 880

ZDT791029201 鋳鉄管切断機損料 ＮＳ形・ＳⅡ形 日 2,120

ZDT791029202 鋳鉄管切断機損料 Ｓ形 日 2,720

ZDT791029203 鋳鉄管切断機損料 ＫＦ形 日 2,720

ZDT791029204 鋳鉄管切断機損料 ＵＦ形 日 2,720

ZDT791029205 鋳鉄管切断・溝切加工機損料 ＮＳ型専用工具φ４５０以下 日 710

ZDT791029206 溝切・切断刃損料 ＮＳ型専用工具φ４５０以下 回 24,300

ZDT791059213 切梁材賃料 水圧サポート　調整長450～650 本

ZDT791059214 切梁材賃料 水圧サポート　調整長590～900 本

ZDT791059215 切梁材賃料 水圧サポート　調整長770～1,300 本

ZDT791059216 切梁材賃料 水圧サポート　調整長1,100～1,800 本

ZDT791059217 切梁材賃料 水圧サポート　標準型　基本料 本

ZDT791069204 腹起し材賃料
アルミ　幅110～120　高120～130　長
4,000

本

ZDT791069205 腹起し材賃料
アルミ　幅110～120　高120～130　長
3,000

本

ZDT791069206 腹起し材賃料
アルミ　幅110～120　高120～130　長
2,000

本

ZDT791069207 腹起し材賃料
アルミ　幅110～120　高120～130　基
本料

本

ZDT791079202 水圧ポンプ賃料 タンク水量15～19Ｌ 台

ZDT791079203 水圧ポンプ賃料 基本料 台

ZDT791089201 水圧試験機損料 φ９００ 式 1,520

ZDT791089202 水圧試験機損料 φ１０００ 式 1,720

ZDT791089203 水圧試験機損料 φ１１００ 式 1,970

ZDT791089204 水圧試験機損料 φ１２００ 式 2,350

ZDT791089205 水圧試験機損料 φ１３５０ 式 2,580

ZDT791089206 水圧試験機損料 φ１５００ 式 2,710

ZDT791089207 水圧試験機損料 φ１６００ 式 2,910

ZDT791089208 水圧試験機損料 φ１６５０ 式 3,160

ZDT791089209 水圧試験機損料 φ１８００ 式 3,440
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