
入札（見積）結果調書（くじ引き後）

契約番号

入札（見積）日

担当課

業種種別

案件名

履行（納品）場所

契約予定日

期間（自）

期間（至）

契約単価（税抜き）

予定価格

最低制限価格

契約方法

特記事項

入札書不備

番号 品　　　　　名 規　　　　　　　格 単位 予定価格 契約単価 落札業者 杉山機工（株） 橋爪建材㈱ ヤマトガワ㈱

1 ＨＩパイプ HIVP　φ13 　1本あたり　4ｍ 本 ¥877 ¥310 橋爪建材㈱ 466 310

2 ＨＩパイプ HIVP　φ20 　1本あたり　4ｍ 本 ¥1,533 ¥480 橋爪建材㈱ 610 480

3 ＨＩパイプ HIVP　φ25 　1本あたり　4ｍ 本 ¥2,211 ¥740 橋爪建材㈱ 1,195 740

4 ＨＩパイプ HIVP　φ30 　1本あたり　4ｍ 本 ¥2,684 ¥910 橋爪建材㈱ 1,447 910

5 ＨＩパイプ HIVP　φ40 　1本あたり　4ｍ 本 ¥3,847 ¥1,240 橋爪建材㈱ 2,077 1,240

6 ゴム輪片受け　ＨＩパイプ HIVP-RR　φ50 　1本あたり　5ｍ 本 ¥7,359 ¥2,735 杉山機工（株） 2,735 6,710

7 ゴム輪片受け　ＨＩパイプ HIVP-RR　φ75 　1本あたり　5ｍ 本 ¥14,517 ¥5,361 杉山機工（株） 5,361 9,660

8 ゴム輪片受け　ＨＩパイプ HIVP-RR　φ100　1本あたり　5ｍ 本 ¥21,835 ¥8,346 杉山機工（株） 8,346 14,260

9 ゴム輪片受け　ＨＩパイプ HIVP-RR　φ150  1本あたり　5ｍ 本 ¥42,805 ¥16,550 杉山機工（株） 16,550 24,000

10 ゴム輪片受け　ＨＩパイプ HIVP-RR　φ200　1本あたり　5ｍ 本 ¥67,892 ¥27,630 杉山機工（株） 27,630 35,640

11 ＨＩソケット φ13 個 ¥92 ¥30 橋爪建材（株）　（くじ引き） 30 30

12 ＨＩソケット φ20 個 ¥115 ¥32 橋爪建材㈱ 38 32

13 ＨＩソケット φ25 個 ¥162 ¥38 橋爪建材㈱ 55 38

14 ＨＩソケット φ30 個 ¥209 ¥70 橋爪建材㈱ 71 70

15 ＨＩソケット φ40 個 ¥364 ¥120 橋爪建材㈱ 122 120

16 ＨＩソケット φ50 個 ¥563 ¥160 橋爪建材㈱ 193 160

17 ＨＩ異径ソケット φ20×φ13 個 ¥115 ¥35 橋爪建材㈱ 38 35

18 ＨＩ異径ソケット φ25×φ13 個 ¥162 ¥50 橋爪建材㈱ 55 50

オープンビッド

※予定価格の10%未満の価格での入札（見積）は、錯誤とみなし無効としました。

令和4年4月1日

令和4年4月1日

令和5年3月31日

下表のとおり

下表のとおり

-

503301284

令和4年3月9日

上下水道部上水道課

2001 建築資材  2203 水道関連用品

令和4年度　水道資材（単価契約）

上下水道部資材倉庫（伊勢市中須町地内　中須水源地）
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番号 品　　　　　名 規　　　　　　　格 単位 予定価格 契約単価 落札業者 杉山機工（株） 橋爪建材㈱ ヤマトガワ㈱

19 ＨＩ異径ソケット φ25×φ20 個 ¥162 ¥50 橋爪建材㈱ 55 50

20 ＨＩ異径ソケット φ40×φ20 個 ¥364 ¥110 橋爪建材㈱ 122 110

21 ＨＩ異径ソケット φ50×φ20 個 ¥563 ¥170 橋爪建材㈱ 193 170

22 ＨＩ異径ソケット φ50×φ25 個 ¥563 ¥170 橋爪建材㈱ 193 170

23 ＨＩエルボ φ13 個 ¥88 ¥30 杉山機工（株）　（くじ引き） 30 30

24 ＨＩエルボ φ20 個 ¥141 ¥45 橋爪建材㈱ 47 45

25 ＨＩエルボ φ25 個 ¥215 ¥70 橋爪建材㈱ 72 70

26 ＨＩエルボ φ30 個 ¥284 ¥90 橋爪建材㈱ 96 90

27 ＨＩエルボ φ40 個 ¥500 ¥150 橋爪建材㈱ 170 150

28 ＨＩエルボ φ50 個 ¥786 ¥230 橋爪建材㈱ 269 230

29 ＨＩエルボ φ75 個 ¥2,155 ¥620 橋爪建材㈱ 733 620

30 ＨＩエルボ φ100 個 ¥4,233 ¥1,210 橋爪建材㈱ 1,429 1,210

31 ＨＩエルボ φ13×45° 個 ¥95 ¥40 橋爪建材㈱ 49 40

32 ＨＩエルボ φ20×45° 個 ¥197 ¥60 橋爪建材㈱ 103 60

33 ＨＩエルボ φ25×45° 個 ¥224 ¥70 橋爪建材㈱ 175 70

34 ＨＩ異径エルボ φ20×φ13 個 ¥139 ¥49 杉山機工（株） 49 83

35 ＨＩチーズ φ13 個 ¥92 ¥30 橋爪建材㈱ 31 30

36 ＨＩチーズ φ20 個 ¥205 ¥70 橋爪建材（株）　（くじ引き） 70 70

37 ＨＩチーズ φ25 個 ¥318 ¥100 橋爪建材㈱ 108 100

38 ＨＩチーズ φ30 個 ¥427 ¥130 橋爪建材㈱ 146 130

39 ＨＩチーズ φ40 個 ¥739 ¥210 橋爪建材㈱ 251 210

40 ＨＩチーズ φ50 個 ¥1,187 ¥330 橋爪建材㈱ 406 330

41 ＨＩ異径チーズ φ20×φ13 個 ¥191 ¥60 橋爪建材㈱ 66 60

42 ＨＩ異径チーズ φ25×φ13 個 ¥305 ¥90 橋爪建材㈱ 103 90

43 ＨＩ異径チーズ φ25×φ20 個 ¥305 ¥90 橋爪建材㈱ 103 90

44 ＨＩ異径チーズ φ40×φ20 個 ¥695 ¥190 橋爪建材㈱ 236 190

45 ＨＩ異径チーズ φ50×φ13 個 ¥1,127 ¥307 橋爪建材㈱ 380 307
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番号 品　　　　　名 規　　　　　　　格 単位 予定価格 契約単価 落札業者 杉山機工（株） 橋爪建材㈱ ヤマトガワ㈱

46 ＨＩ異径チーズ φ50×φ20 個 ¥1,127 ¥307 橋爪建材㈱ 380 307

47 ＨＩ異径チーズ φ50×φ25 個 ¥1,127 ¥307 橋爪建材㈱ 380 307

48 ＨＩキャップ φ13 個 ¥88 ¥30 杉山機工（株）　（くじ引き） 30 30

49 ＨＩキャップ φ20 個 ¥101 ¥33 橋爪建材㈱ 34 33

50 ＨＩキャップ φ25 個 ¥135 ¥42 橋爪建材㈱ 44 42

51 ＨＩキャップ φ30 個 ¥149 ¥46 橋爪建材㈱ 50 46

52 ＨＩキャップ φ40 個 ¥277 ¥90 橋爪建材㈱ 96 90

53 ＨＩキャップ φ50 個 ¥446 ¥127 橋爪建材㈱ 151 127

54 ＨＩユニオンソケット(シモク) φ13 個 ¥80 ¥26 杉山機工（株） 26 30

55 ＨＩユニオンソケット(シモク) φ20 個 ¥105 ¥36 杉山機工（株） 36 40

56 ＨＩユニオンソケット(シモク) φ25 個 ¥156 ¥53 杉山機工（株） 53 70

57 ＨＩユニオンソケット(シモク) φ40 個 ¥326 ¥112 杉山機工（株） 112 120

58 ＨＩユニオンソケット(シモク) φ50 個 ¥502 ¥170 橋爪建材㈱ 172 170

59 ＨＩユニオン用袋ナット φ13 個 ¥450 ¥190 橋爪建材㈱ 200 190

60 ＨＩユニオン用袋ナット φ20 個 ¥674 ¥260 橋爪建材㈱ 290 260

61 ＨＩユニオン用袋ナット φ25 個 ¥1,000 ¥430 橋爪建材㈱ 480 430

62 ＨＩユニオン用ガイドナット φ13 個 ¥660 ¥307 橋爪建材㈱ 340 307

63 ＨＩユニオン用ガイドナット φ20 個 ¥1,050 ¥440 橋爪建材㈱ 470 440

64 ＨＩユニオン用ガイドナット φ25 個 ¥1,576 ¥740 橋爪建材㈱ 810 740

65 ＨＩユニオン用ガイドナット φ40 個 ¥3,495 ¥1,495 橋爪建材㈱ 1,640 1,495

66 ＨＩユニオン用ガイドナット φ50 個 ¥4,874 ¥1,920 橋爪建材㈱ 2,100 1,920

67 ベル継手離脱防止金具(ショート) φ50 個 ¥10,644 ¥4,176 杉山機工（株） 4,176

68 ベル継手離脱防止金具(ショート) φ75 個 ¥11,660 ¥4,898 杉山機工（株） 4,898

69 ベル継手離脱防止金具(ショート) φ100 個 ¥12,972 ¥5,476 杉山機工（株） 5,476

70 ベル継手離脱防止金具(ショート) φ150 個 ¥19,235 ¥8,122 杉山機工（株） 8,122

71 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ50×90°（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥24,388 ¥11,059 杉山機工（株） 11,059

72 ＦＣＤ製塩ビ管用台付　曲管 φ75×90°（消火栓用台付ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥45,470 ¥20,585 杉山機工（株） 20,585
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番号 品　　　　　名 規　　　　　　　格 単位 予定価格 契約単価 落札業者 杉山機工（株） 橋爪建材㈱ ヤマトガワ㈱

73 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ75×90°（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥31,437 ¥14,229 杉山機工（株） 14,229

74 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ100×90°（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥46,985 ¥21,276 杉山機工（株） 21,276

75 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ150×90°（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥80,513 ¥36,455 杉山機工（株） 36,455

76 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ50×45°（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥21,944 ¥9,963 杉山機工（株） 9,963

77 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ75×45°（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥27,936 ¥12,652 杉山機工（株） 12,652

78 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ100×45°（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥44,723 ¥20,250 杉山機工（株） 20,250

79 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ150×45°（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥71,591 ¥32,416 杉山機工（株） 32,416

80 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ50×22°1/2（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥20,794 ¥9,401 杉山機工（株） 9,401

81 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ75×22°1/2（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥26,693 ¥12,107 杉山機工（株） 12,107

82 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ100×22°1/2（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥41,333 ¥18,711 杉山機工（株） 18,711

83 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ150×22°1/2（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥67,870 ¥30,731 杉山機工（株） 30,731

84 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ50×11°1/4（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥20,173 ¥9,142 杉山機工（株） 9,142

85 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ75×11°1/4（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥25,690 ¥11,653 杉山機工（株） 11,653

86 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ100×11°1/4（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥39,247 ¥17,793 杉山機工（株） 17,793

87 ＦＣＤ製塩ビ管用　曲管 φ150×11°1/4（VP用ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ） 個 ¥61,661 ¥27,891 杉山機工（株） 27,891

88 ＦＣＤ製塩ビ管用　丁字管 φ50×φ50（VP用メカチーズ） 個 ¥38,198 ¥17,302 杉山機工（株） 17,302

89 ＦＣＤ製塩ビ管用　丁字管 φ75×φ50（VP用メカチーズ） 個 ¥44,661 ¥20,245 杉山機工（株） 20,245

90 ＦＣＤ製塩ビ管用　丁字管 φ75×φ75（VP用メカチーズ） 個 ¥46,965 ¥21,244 杉山機工（株） 21,244

91 ＦＣＤ製塩ビ管用　丁字管 φ100×φ50（VP用メカチーズ） 個 ¥57,006 ¥25,817 杉山機工（株） 25,817

92 ＦＣＤ製塩ビ管用　丁字管 φ100×φ75（VP用メカチーズ） 個 ¥61,901 ¥28,031 杉山機工（株） 28,031

93 ＦＣＤ製塩ビ管用　丁字管 φ100×φ100（VP用メカチーズ） 個 ¥73,552 ¥33,296 杉山機工（株） 33,296

94 ＦＣＤ製塩ビ管用　丁字管 φ150×φ50（VP用メカチーズ） 個 ¥80,855 ¥36,596 杉山機工（株） 36,596

95 ＦＣＤ製塩ビ管用　丁字管 φ150×φ75（VP用メカチーズ） 個 ¥82,352 ¥37,282 杉山機工（株） 37,282

96 ＦＣＤ製塩ビ管用　丁字管 φ150×φ100（VP用メカチーズ） 個 ¥94,409 ¥42,730 杉山機工（株） 42,730

97 ＦＣＤ製塩ビ管用　丁字管 φ150×φ150（VP用メカチーズ） 個 ¥104,714 ¥47,353 杉山機工（株） 47,353

98 ＦＣＤ製塩ビ管用 ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管 φ75×φ75（VP用ﾌﾗﾝｼﾞﾒｶﾁｰｽﾞ） 個 ¥45,300 ¥20,498 杉山機工（株） 20,498

99 ＦＣＤ製塩ビ管用 ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管 φ100×φ75（VP用ﾌﾗﾝｼﾞﾒｶﾁｰｽﾞ） 個 ¥61,773 ¥27,967 杉山機工（株） 27,967
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番号 品　　　　　名 規　　　　　　　格 単位 予定価格 契約単価 落札業者 杉山機工（株） 橋爪建材㈱ ヤマトガワ㈱

100 ＦＣＤ製塩ビ管用Ｆ付丁字管台付 φ75×φ75（VP台付ﾌﾗﾝｼﾞﾒｶﾁｰｽﾞ） 個 ¥53,913 ¥24,932 杉山機工（株） 24,932

101 ＶＣ短管１号 φ50(75RFﾌﾗﾝｼﾞ） 個 ¥18,751 ¥8,483 杉山機工（株） 8,483

102 ＶＣ短管１号 φ75(75RFﾌﾗﾝｼﾞ） 個 ¥24,712 ¥11,205 杉山機工（株） 11,205

103 ＶＣ短管１号 φ100(75RFﾌﾗﾝｼﾞ） 個 ¥32,139 ¥14,575 杉山機工（株） 14,575

104 ＶＣ短管１号 φ125(75RFﾌﾗﾝｼﾞ） 個 ¥45,564 ¥19,251 杉山機工（株） 19,251

105 ＶＣ短管１号 φ150(75RFﾌﾗﾝｼﾞ） 個 ¥47,853 ¥21,676 杉山機工（株） 21,676

106 ＶＣ短管１号 φ200(75RFﾌﾗﾝｼﾞ） 個 ¥79,010 ¥35,748 杉山機工（株） 35,748

107 ＶＣ短管１号 φ75×φ50(75RFﾌﾗﾝｼﾞ） 個 ¥22,652 ¥10,282 杉山機工（株） 10,282

108 ＶＣ短管１号 φ100×φ75(75RFﾌﾗﾝｼﾞ） 個 ¥30,666 ¥13,543 杉山機工（株） 13,543

109 ＶＰ用メカキャップ φ40 個 ¥11,839 ¥5,054 杉山機工（株） 5,054

110 ＶＰ用メカキャップ φ50 個 ¥13,505 ¥5,923 杉山機工（株） 5,923

111 ＶＰ用メカキャップ φ75 個 ¥17,464 ¥6,765 杉山機工（株） 6,765

112 ＶＰ用メカキャップ φ100 個 ¥25,089 ¥9,963 杉山機工（株） 9,963

113 ＶＰ用メカキャップ φ150 個 ¥35,803 ¥13,499 杉山機工（株） 13,499

114 ＶＫＩＮＧ消火栓ベンド φ75×90° 個 ¥46,945 ¥26,910 杉山機工（株） 26,910

115 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二層管1種 PE 口径20　【1巻き　30ｍ】 巻 ¥11,674 ¥3,900 杉山機工（株） 3,900 3,960

116 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二層管1種 PE 口径25　【1巻き　30ｍ】 巻 ¥18,216 ¥6,140 杉山機工（株） 6,140 6,210

117 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二層管1種 PE 口径50　【1巻き　40ｍ】 巻 ¥67,647 ¥23,540 杉山機工（株） 23,540 23,760

118 ＧＰメーターユニオン 15Ａ 個 ¥1,451 ¥630 橋爪建材㈱ 741 630

119 ＧＰメーターユニオン 20Ａ 個 ¥2,054 ¥930 橋爪建材㈱ 1,044 930

120 ＧＰメーターユニオン 25Ａ 個 ¥2,917 ¥1,426 杉山機工（株） 1,426 1,443

121 ＧＰメーターユニオン 40Ａ 個 ¥6,866 ¥3,000 橋爪建材㈱ 3,805 3,000

122 ｿﾌﾄｼｰﾙ型青銅仕切弁内ﾈｼﾞ式 φ25 個 ¥14,410 ¥8,680 杉山機工（株） 8,680 9,940

123 ｿﾌﾄｼｰﾙ型青銅仕切弁内ﾈｼﾞ式 φ30 個 ¥29,583 ¥17,810 杉山機工（株） 17,810 20,410

124 ｿﾌﾄｼｰﾙ型青銅仕切弁内ﾈｼﾞ式 φ40 個 ¥34,760 ¥20,920 杉山機工（株） 20,920 23,970

125 ｿﾌﾄｼｰﾙ型青銅仕切弁内ﾈｼﾞ式 φ50 個 ¥47,183 ¥28,400 杉山機工（株） 28,400 32,540

126 Ｖエース　外ネジ φ13 個 ¥1,829 ¥1,010 杉山機工（株） 1,010 1,160
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番号 品　　　　　名 規　　　　　　　格 単位 予定価格 契約単価 落札業者 杉山機工（株） 橋爪建材㈱ ヤマトガワ㈱

127 Ｖエース　外ネジ φ20 個 ¥2,519 ¥1,420 杉山機工（株） 1,420 1,621

128 Ｖエース　外ネジ φ25 個 ¥3,669 ¥2,070 杉山機工（株） 2,070 2,380

129 Ｖエース　外ネジ φ40 個 ¥8,204 ¥4,560 杉山機工（株） 4,560 5,300

130 Ｖエース　外ネジ φ50 個 ¥12,549 ¥7,030 杉山機工（株） 7,030 8,054

131 ＶＰ用ソフトシール仕切弁 φ75 個 ¥119,119 ¥45,595 橋爪建材㈱ 69,000 45,595

132 ＶＰ用ソフトシール仕切弁 φ100 個 ¥142,967 ¥54,395 橋爪建材㈱ 82,200 54,395

133 ソフトシール仕切弁 φ75 個 ¥74,214 ¥26,532 橋爪建材㈱ 34,000 26,532

134 ソフトシール仕切弁 φ100 個 ¥94,930 ¥33,616 橋爪建材㈱ 43,500 33,616

135 ソフトシール仕切弁 φ125 個 ¥143,000 ¥57,695 橋爪建材㈱ 57,695

136 ソフトシール仕切弁 φ150 個 ¥165,404 ¥59,037 橋爪建材㈱ 75,500 59,037

137 ソフトシール仕切弁 φ200 個 ¥245,447 ¥87,516 橋爪建材㈱ 112,000 87,516

138 急排空気弁 ＪＩＳ B 2063　φ25 個 ¥108,570 ¥44,500 杉山機工（株） 44,500

139 急排空気弁 ＪＩＳ B 2063　φ75 個 ¥145,934 ¥65,500 杉山機工（株） 65,500

140 急排空気弁 JWWA B 137　フランジ型　φ150 個 ¥453,530 ¥171,116 橋爪建材㈱ 234,300 171,116

141 小型空気弁 φ25A 甲　本体　MA-S型 個 ¥60,500 ¥35,750 杉山機工（株） 35,750

142 小形空気弁カバー φ25A 個 ¥18,700 ¥11,050 杉山機工（株） 11,050

143 ｴｱｰﾍﾞﾋﾞｰ(MA-S型)宮部鉄工製 φ25A　本体(ｺｯｸ付) 乙 個 ¥73,700 ¥43,550 杉山機工（株） 43,550

144 ｴｱｰﾍﾞﾋﾞｰ(MA-S型)宮部鉄工製 φ25A　保温ケース 個 ¥18,700 ¥11,050 杉山機工（株） 11,050

145 急排空気弁付単口消火栓 φ75 個 ¥242,367 ¥110,980 橋爪建材㈱ 139,750 110,980

146 急排空気弁付単口消火栓 φ75（浅層埋設型） 個 ¥229,900 ¥81,040 橋爪建材㈱ 124,200 81,040

147 双口消火栓（浅層埋設型） 2スピンドル形 φ100 個 ¥252,634 ¥107,195 橋爪建材㈱ 124,300 107,195

148 排気弁付単口消火栓(浅層埋設型) φ75　協和工業製 個 - 参加者なし 不調

149 ボール弁形ＦＣＤ補修弁 φ75×100 個 ¥94,087 ¥33,980 橋爪建材㈱ 42,500 33,980

150 ボール弁形ＦＣＤ補修弁 φ75×150 個 ¥104,794 ¥37,532 橋爪建材㈱ 48,000 37,532

151 ボール弁形ＦＣＤ補修弁 φ100×180 個 ¥131,634 ¥52,800 橋爪建材㈱ 72,600 52,800

152 ボール弁形ＦＣＤ補修弁 φ100×200 個 ¥146,777 ¥54,758 橋爪建材㈱ 73,150 54,758

153 ボール弁形ＦＣＤ補修弁 φ150×300　レバー式 個 ¥425,334 ¥191,653 橋爪建材㈱ 244,800 191,653
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154 ボール弁形ＦＣＤ補修弁 φ150×300　キャップ式 個 ¥572,000 ¥257,158 橋爪建材㈱ 322,800 257,158

155 ＶＣジョイント 受口Ｋ形φ50 個 ¥23,392 ¥8,446 杉山機工（株） 8,446

156 ＶＣジョイント 受口Ｋ形φ75 個 ¥28,331 ¥11,691 杉山機工（株） 11,691

157 ＶＣジョイント 受口Ｋ形φ100 個 ¥38,708 ¥17,896 杉山機工（株） 17,896

158 ＶＣジョイント 受口Ｋ形φ150 個 ¥55,125 ¥25,488 杉山機工（株） 25,488

159 ＶＣジョイント 受口Ｋ形φ200 個 ¥76,377 ¥35,316 杉山機工（株） 35,316

160 ＶＣジョイント 受口Ｋ形φ75×φ50 個 ¥31,908 ¥13,176 杉山機工（株） 13,176

161 ＶＣジョイント 受口Ｋ形φ100×φ50 個 ¥39,793 ¥18,436 杉山機工（株） 18,436

162 ＶＣジョイント 受口Ｋ形φ100×φ75 個 ¥42,110 ¥19,467 杉山機工（株） 19,467

163 ＶＣジョイント 受口Ｋ形φ150×φ75 個 ¥61,767 ¥28,593 杉山機工（株） 28,593

164 ＶＳジョイント φ50 個 ¥18,655 ¥8,446 杉山機工（株） 8,446

165 ＶＳジョイント φ75 個 ¥23,396 ¥10,611 杉山機工（株） 10,611

166 ＶＳジョイント φ100 個 ¥36,575 ¥16,578 杉山機工（株） 16,578

167 ＶＳジョイント φ150 個 ¥54,533 ¥24,700 杉山機工（株） 24,700

168 ＶＳジョイント φ200 個 ¥89,935 ¥40,678 杉山機工（株） 40,678

169 ＶＳジョイント φ75×φ50 個 ¥28,545 ¥12,917 杉山機工（株） 12,917

170 ＶＳジョイント φ100×φ50 個 ¥36,203 ¥16,400 杉山機工（株） 16,400

171 ＶＳジョイント φ100×φ75 個 ¥37,956 ¥17,204 杉山機工（株） 17,204

172 ＶＳジョイント φ150×φ100 個 ¥58,067 ¥26,282 杉山機工（株） 26,282

173 リペアークランプ φ75×250Ｌ 個 ¥30,189 ¥23,200 杉山機工（株） 23,200 25,608

174 リペアークランプ φ100×250Ｌ 個 ¥33,251 ¥25,560 杉山機工（株） 25,560 28,204

175 リペアークランプ φ150×250Ｌ 個 ¥47,489 ¥36,510 杉山機工（株） 36,510 40,293

176 リペアークランプ φ200×250Ｌ　DIP・VP 個 ¥73,232 ¥56,300 杉山機工（株） 56,300 62,128

177 リペアークランプ φ250×250Ｌ 個 ¥95,871 ¥73,700 杉山機工（株） 73,700 81,323

178 リペアークランプ φ300×250Ｌ 個 ¥109,673 ¥84,300 杉山機工（株） 84,300 93,038

179 リペアークランプ φ350×250Ｌ 個 ¥124,219 ¥95,500 杉山機工（株） 95,500 105,369

180 リペアークランプ φ75×400Ｌ 個 ¥48,999 ¥27,590 杉山機工（株） 27,590 37,796
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181 リペアークランプ φ100×400Ｌ 個 ¥50,636 ¥28,510 杉山機工（株） 28,510 39,050

182 リペアークランプ φ150×400Ｌ 個 ¥61,886 ¥38,330 杉山機工（株） 38,330 52,503

183 リペアークランプ φ200×400Ｌ　DIP・VP 個 ¥109,364 ¥67,730 杉山機工（株） 67,730 92,785

184 リペアークランプ φ250×400Ｌ 個 ¥137,883 ¥85,390 杉山機工（株） 85,390 116,963

185 リペアークランプ φ300×400Ｌ 個 ¥155,864 ¥96,530 杉山機工（株） 96,530 132,220

186 リペアークランプ φ350×400Ｌ 個 ¥187,658 ¥116,220 杉山機工（株） 116,220 159,192

187 リペアークランプ φ400×400Ｌ 個 ¥205,649 ¥140,250 杉山機工（株） 140,250 192,104

188 リペアークランプ φ200×500Ｌ　DIP・VP 個 ¥149,771 ¥34,750 杉山機工（株） 34,750 127,050

189 ＶＰソケット用フクロジョイント φ40 個 ¥27,405 ¥23,562 杉山機工（株） 23,562

190 ＶＰソケット用フクロジョイント φ50 個 ¥32,773 ¥28,179 杉山機工（株） 28,179

191 ＶＰソケット用フクロジョイント φ75 個 ¥50,872 ¥43,740 杉山機工（株） 43,740

192 ＶＰソケット用フクロジョイント φ100 個 ¥59,914 ¥51,516 杉山機工（株） 51,516

193 ＶＰソケット用フクロジョイント φ150 個 ¥107,613 ¥92,529 杉山機工（株） 92,529

194 ＶＰチーズ用フクロジョイント φ50×φ50 個 ¥93,420 ¥80,325 杉山機工（株） 80,325

195 ＶＰチーズ用フクロジョイント φ75×φ50 個 ¥103,584 ¥89,064 杉山機工（株） 89,064

196 ＶＰチーズ用フクロジョイント φ75×φ75 個 ¥106,975 ¥91,980 杉山機工（株） 91,980

197 ＶＰチーズ用フクロジョイント φ100×φ50 個 ¥113,821 ¥97,866 杉山機工（株） 97,866

198 ＶＰチーズ用フクロジョイント φ100×φ75 個 ¥117,840 ¥101,322 杉山機工（株） 101,322

199 ＶＰチーズ用フクロジョイント φ100×φ100 個 ¥122,027 ¥104,922 杉山機工（株） 104,922

200 ＶＰチーズ用フクロジョイント φ150×φ75 個 ¥192,295 ¥165,339 杉山機工（株） 165,339

201 ＶＰチーズ用フクロジョイント φ150×φ100 個 ¥208,329 ¥179,127 杉山機工（株） 179,127

202 ＶＰチーズ用フクロジョイント φ150×φ150 個 ¥215,270 ¥185,094 杉山機工（株） 185,094

203 ＶＰエルボ用フクロジョイント φ40 個 ¥25,707 ¥22,104 杉山機工（株） 22,104

204 ＶＰエルボ用フクロジョイント φ50 個 ¥33,913 ¥29,160 杉山機工（株） 29,160

205 ＶＰエルボ用フクロジョイント φ75 個 ¥74,632 ¥64,170 杉山機工（株） 64,170

206 ＶＰエルボ用フクロジョイント φ100 個 ¥96,151 ¥82,674 杉山機工（株） 82,674

207 ポリ管用フクロジョイント φ50 個 ¥49,291 ¥42,381 杉山機工（株） 42,381
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208 ＡＢＳストッパーサドル　ＣＩＰ用 φ75 SS-CP 75 個 ¥42,185 ¥29,150 杉山機工（株） 29,150

209 ＡＢＳストッパーサドル　ＣＩＰ用 φ100 SS-CP 100 個 ¥43,835 ¥30,290 杉山機工（株） 30,290

210 ＡＢＳストッパーサドル　ＶＰ用 φ75 SS-VP 75 個 ¥44,726 ¥30,900 杉山機工（株） 30,900

211 ＡＢＳストッパーサドル　ＶＰ用 φ100 SS-VP 100 個 ¥46,244 ¥31,950 杉山機工（株） 31,950

212 ＡＢＳエアーバック SB100H 個 ¥74,965 ¥57,250 杉山機工（株） 57,250

213 漏水防止金具押ネジ付 φ75 個 ¥57,244 ¥50,315 杉山機工（株） 50,315

214 漏水防止金具押ネジ付 φ100 個 ¥60,082 ¥52,808 杉山機工（株） 52,808

215 漏水防止金具押ネジ付 φ150 個 ¥74,254 ¥65,265 杉山機工（株） 65,265

216 漏水防止金具押ネジ付 φ200 個 ¥85,225 ¥74,906 杉山機工（株） 74,906

217 漏水防止金具押ネジ付 φ250 個 ¥96,573 ¥84,907 杉山機工（株） 84,907

218 メーターボックス φ13　ＦＲＰ製 個 ¥6,089 ¥2,420 杉山機工（株） 2,420 2,620

219 メーターボックス φ20　ＦＲＰ製 個 ¥8,899 ¥4,300 杉山機工（株） 4,300 5,290

220 メーターボックス φ25　ＦＲＰ製 個 ¥12,161 ¥5,290 橋爪建材㈱ 5,330 5,290

221 空気弁ボックス　単口35×45 鉄蓋付 H=200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥80,850 ¥48,703 杉山機工（株） 48,703 4,920

222 消火栓ボックス　双口47×67 鉄蓋付 H=200ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥127,050 ¥76,533 杉山機工（株） 76,533 77,305

223 消火栓ボックス　双口47×67 Ｂ3 GRR　H=30 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥11,000 ¥7,150 杉山機工（株） 7,150 7,340

224 消火栓ボックス　双口47×67 Ｂ5 GRR　H=50 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥19,140 ¥12,441 杉山機工（株） 12,441 12,760

225 消火栓ボックス　双口47×67 Ｂ10 H=100 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥7,103 ¥4,109 杉山機工（株） 4,109 4,150

226 消火栓ボックス　双口47×67 Ｂ15 H=150 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥9,567 ¥5,536 杉山機工（株） 5,536 5,600

227 消火栓ボックス　双口47×67 Ｂ20 H=200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥11,338 ¥6,558 杉山機工（株） 6,558 6,625

228 消火栓ボックス　双口47×67 Ｃ20 H=200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥15,301 ¥8,852 杉山機工（株） 8,852 8,940

229 消火栓ボックス　単口35×55 鉄蓋付　H=200　ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥101,640 ¥61,226 杉山機工（株） 61,226 61,845

230 消火栓ボックス　単口35×55 NR B1　H=10　硬質ゴム製 個 ¥9,149 ¥5,294 杉山機工（株） 5,294 5,350

231 消火栓ボックス　単口35×55 PP B3 H=30 再生ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ製 個 ¥6,776 ¥3,920 杉山機工（株） 3,920 3,960

232 消火栓ボックス　単口35×55 PP B5 H=50 再生ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ製 個 ¥9,600 ¥5,554 杉山機工（株） 5,554 5,610

233 消火栓ボックス　単口35×55 PP B3%S(短辺勾配)再ﾌﾟﾗ製30/45 個 ¥7,906 ¥4,574 杉山機工（株） 4,574 4,620

234 消火栓ボックス　単口35×55 PP B3%L(長辺勾配)再ﾌﾟﾗ製30/51 個 ¥7,906 ¥4,574 杉山機工（株） 4,574 4,620
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235 消火栓ボックス　単口35×55 PP B5%S(短辺勾配)再ﾌﾟﾗ製30/55 個 ¥9,035 ¥5,227 杉山機工（株） 5,227 5,280

236 消火栓ボックス　単口35×55 PP35×55B5%L(長辺方向勾配)再P 個 ¥9,035 ¥5,227 杉山機工（株） 5,227 5,280

237 消火栓ボックス　単口35×55 Ｂ10　H=100 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥5,060 ¥2,928 杉山機工（株） 2,928 2,960

238 消火栓ボックス　単口35×55 Ｂ15　H=150 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥6,560 ¥3,794 杉山機工（株） 3,794 3,832

239 消火栓ボックス　単口35×55 Ｂ20　H=200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥8,063 ¥4,665 杉山機工（株） 4,665 4,712

240 消火栓ボックス　単口35×55 Ｃ20　H=200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥9,974 ¥5,772 杉山機工（株） 5,772 5,830

241 消火栓ボックス　単口35×45 鉄蓋付　H=200 個 ¥85,470 ¥51,486 杉山機工（株） 51,486 52,000

242 消火栓ボックス　単口35×45 NR B1 H=10 硬質ゴム製 個 ¥7,568 ¥4,380 杉山機工（株） 4,380 4,425

243 消火栓ボックス　単口35×45 PP B3　H=30 再生ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ製 個 ¥6,212 ¥3,594 杉山機工（株） 3,594 3,630

244 消火栓ボックス　単口35×45 PP B5　H=50 再生ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ製 個 ¥9,262 ¥5,360 杉山機工（株） 5,360 5,415

245 消火栓ボックス　単口35×45 PP B3%S(短辺勾配)再ﾌﾟﾗ製30/45 個 ¥7,341 ¥4,247 杉山機工（株） 4,247 4,290

246 消火栓ボックス　単口35×45 PP B3%L(長辺勾配)　再ﾌﾟﾗ製 個 ¥7,341 ¥4,247 杉山機工（株） 4,247 4,290

247 消火栓ボックス　単口35×45 PP B5%S(短辺勾配)再ﾌﾟﾗ製30/55 個 ¥7,906 ¥4,574 杉山機工（株） 4,574 4,620

248 消火栓ボックス　単口35×45 PP B5％L(長辺勾配)　再ﾌﾟﾗ製 個 ¥7,906 ¥4,574 杉山機工（株） 4,574 4,620

249 消火栓ボックス　単口35×45 B10　H=100 個 ¥4,371 ¥2,529 杉山機工（株） 2,529 2,555

250 消火栓ボックス　単口35×45 B15　H=150 個 ¥5,874 ¥3,400 杉山機工（株） 3,400 3,435

251 消火栓ボックス　単口35×45 B20　H=200 個 ¥6,831 ¥3,951 杉山機工（株） 3,951 3,990

252 消火栓ボックス　単口35×45 B30　H=300 個 ¥9,838 ¥5,694 杉山機工（株） 5,694 5,750

253 消火栓ボックス　単口35×45 C20　H=200 個 ¥9,160 ¥5,300 杉山機工（株） 5,300 5,353

254 仕切弁ボックス 鉄蓋付20　H=200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥24,310 ¥14,702 杉山機工（株） 14,702 14,850

255 仕切弁ボックス NR25B1 H=10 硬質ゴム製 個 ¥4,349 ¥2,517 杉山機工（株） 2,517 2,543

256 仕切弁ボックス PP25B3 H=30 再生ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ製 個 ¥4,067 ¥2,354 杉山機工（株） 2,354 2,378

257 仕切弁ボックス PP25B5 H=50 再生ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ製 個 ¥5,761 ¥3,334 杉山機工（株） 3,334 3,368

258 仕切弁ボックス PP25B3％ H=28/40 再生ﾌﾟﾗ製 個 ¥4,180 ¥2,420 杉山機工（株） 2,420 2,445

259 仕切弁ボックス PP25B5％ H=30/50再生ﾌﾟﾗ製 個 ¥4,631 ¥2,681 杉山機工（株） 2,681 2,708

260 仕切弁ボックス 25B10　H=100 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥3,275 ¥1,894 杉山機工（株） 1,894 1,914

261 仕切弁ボックス 25B15　H=150 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥4,122 ¥2,384 杉山機工（株） 2,384 2,410
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262 仕切弁ボックス 25B20　H=200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥4,371 ¥2,529 杉山機工（株） 2,529 2,555

263 仕切弁ボックス 25B30　H=300 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥5,196 ¥3,007 杉山機工（株） 3,007 3,038

264 仕切弁ボックス 25C10　H=100 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥4,100 ¥2,372 杉山機工（株） 2,372 2,395

265 仕切弁ボックス 25C15　H=150 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥5,060 ¥2,928 杉山機工（株） 2,928 2,960

266 仕切弁ボックス 25C20　H=200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥5,262 ¥3,044 杉山機工（株） 3,044 3,074

267 仕切弁ボックス 25C30　H=300 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥6,292 ¥3,642 杉山機工（株） 3,642 3,680

268 仕切弁ボックス 鉄蓋付32　H=200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥40,444 ¥24,382 杉山機工（株） 24,382 24,630

269 仕切弁ボックス NR32B1　H=10 硬質ゴム製 個 ¥4,789 ¥2,771 杉山機工（株） 2,771 2,800

270 仕切弁ボックス PP32B3 H=30 再生ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ製 個 ¥4,969 ¥2,874 杉山機工（株） 2,874 2,903

271 仕切弁ボックス PP32B5 H=50 再生ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ製 個 ¥7,341 ¥4,247 杉山機工（株） 4,247 4,290

272 仕切弁ボックス PP32B3％ H=28/40 再生ﾌﾟﾗ製 個 ¥6,098 ¥3,528 杉山機工（株） 3,528 3,563

273 仕切弁ボックス PP32B5％ H=30/50 再生ﾌﾟﾗ製 個 ¥6,439 ¥3,727 杉山機工（株） 3,727 3,765

274 仕切弁ボックス 32B10　H=100 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥4,100 ¥2,372 杉山機工（株） 2,372 2,395

275 仕切弁ボックス 32B15　H=150 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥4,811 ¥2,783 杉山機工（株） 2,783 2,811

276 仕切弁ボックス 32B20　H=200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥5,196 ¥3,007 杉山機工（株） 3,007 3,038

277 仕切弁ボックス 32B30　H=300 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥6,967 ¥4,029 杉山機工（株） 4,029 4,070

278 仕切弁ボックス 32C20　H=200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥8,888 ¥5,143 杉山機工（株） 5,143 5,195

279 仕切弁ボックス 32C30　H=300 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥9,702 ¥5,614 杉山機工（株） 5,614 5,671

280 スラブ(半割） 60　H=75 ｺﾝｸﾘｰﾄ製【半割=1個】 個 ¥5,467 ¥3,165 杉山機工（株） 3,165 3,196

281 スラブ(半割） 80　H=80 ｺﾝｸﾘｰﾄ製【半割=1個】 個 ¥8,742 ¥5,058 杉山機工（株） 5,058 5,109

282 スラブ(半割） 90　H=80 ｺﾝｸﾘｰﾄ製【半割=1個】 個 ¥9,838 ¥5,694 杉山機工（株） 5,694 5,750

283 スラブ(半割） 100　H=90 ｺﾝｸﾘｰﾄ製【半割=1個】 個 ¥14,355 ¥8,307 杉山機工（株） 8,307 8,390

284 小俣用消火栓ボックス単口35×45 RA450×350 H=200 個 ¥23,100 ¥15,015 杉山機工（株） 15,015 15,400

285 小俣用消火栓ボックス単口35×45 PR450×350 H=10 個 ¥3,190 ¥2,074 杉山機工（株） 2,074 2,127

286 小俣用消火栓ボックス単口35×45 PR450×350 H=30 個 ¥4,620 ¥3,003 杉山機工（株） 3,003 3,080

287 小俣用消火栓ボックス単口35×45 PR450×350 H=50 個 ¥6,380 ¥4,147 杉山機工（株） 4,147 4,253

288 小俣用消火栓ボックス単口35×45 RB450×350 H=200 個 ¥13,200 ¥8,580 杉山機工（株） 8,580 8,800
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289 小俣用消火栓ボックス単口35×45 PR450×350-3%L 個 ¥6,050 ¥3,933 杉山機工（株） 3,933 4,033

290 小俣用消火栓ボックス単口35×45 RC450×350 H=200 個 ¥13,200 ¥8,580 杉山機工（株） 8,580 8,800

291 小俣用消火栓ボックス単口35×45 RC450×350 H=400 個 ¥21,780 ¥14,157 杉山機工（株） 14,157 14,520

292 小俣用消火栓ボックス単口35×55 PR550×350 H=10 個 ¥6,490 ¥4,219 杉山機工（株） 4,219 4,327

293 小俣用　仕切弁ボックス 25型 RA250 H=100 個 ¥8,800 ¥5,720 杉山機工（株） 5,720 5,867

294 小俣用　仕切弁ボックス 25型 RA250 H=150 個 ¥9,240 ¥6,006 杉山機工（株） 6,006 6,160

295 小俣用　仕切弁ボックス 25型 PR250 H=10 個 ¥2,090 ¥1,359 杉山機工（株） 1,359 1,393

296 小俣用　仕切弁ボックス 25型 PR250 H=30 個 ¥4,070 ¥2,646 杉山機工（株） 2,646 2,713

297 小俣用　仕切弁ボックス 25型 PR250 H=50 個 ¥4,400 ¥2,860 杉山機工（株） 2,860 2,933

298 小俣用　仕切弁ボックス 25型 PR250-3%S 個 ¥4,180 ¥2,717 杉山機工（株） 2,717 2,787

299 小俣用　仕切弁ボックス 25型 PR250-3%L 個 ¥4,180 ¥2,717 杉山機工（株） 2,717 2,787

300 小俣用　仕切弁ボックス 25型 PR250-5%S 個 ¥4,400 ¥2,860 杉山機工（株） 2,860 2,933

301 小俣用　仕切弁ボックス 25型 PR250-5%L 個 ¥4,400 ¥2,860 杉山機工（株） 2,860 2,933

302 小俣用　仕切弁ボックス 25型 RB250 H=100 個 ¥5,170 ¥3,361 杉山機工（株） 3,361 3,447

303 小俣用　仕切弁ボックス 25型 RB250 H=200 個 ¥7,920 ¥5,148 杉山機工（株） 5,148 5,280

304 小俣用　仕切弁ボックス 32型 PR350 H=10 個 ¥2,750 ¥1,788 杉山機工（株） 1,788 1,833

305 小俣用　仕切弁ボックス 32型 PR350 H=50 個 ¥6,600 ¥4,290 杉山機工（株） 4,290 4,400

306 小俣用　仕切弁ボックス 32型 32 UEHIRA TMBOX RC350 H=300 個 ¥18,700 ¥12,155 杉山機工（株） 12,155 12,467

307 小俣用　スラブ（半割） RS680×200 H=40 一組 個 ¥27,060 ¥17,589 杉山機工（株） 17,589 18,040

308 小俣用　スラブ（ドーナツ形） RS250 H=40 個 ¥14,850 ¥9,653 杉山機工（株） 9,653 9,900

309 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 鉄蓋・枠 角型1号 500×400　H＝100　カラー表示蓋 個 ¥89,870 ¥58,416 杉山機工（株） 58,416 59,913

310 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 角型1号 500×400　H＝10　再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥3,300 ¥2,145 杉山機工（株） 2,145 2,200

311 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 角型1号 500×400　H＝30　再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥7,040 ¥4,576 杉山機工（株） 4,576 4,693

312 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 角型1号 500×400　H＝50　再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥11,990 ¥7,794 杉山機工（株） 7,794 7,993

313 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 角型1号 500×400 3% 短辺方向勾配 個 ¥4,620 ¥3,003 杉山機工（株） 3,003 3,080

314 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 角型1号 500×400 3% 長辺方向勾配 個 ¥5,060 ¥3,289 杉山機工（株） 3,289 3,373

315 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 角型1号 500×400 5% 短辺方向勾配 個 ¥5,280 ¥3,432 杉山機工（株） 3,432 3,520
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316 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 角型1号 500×400 5% 長辺方向勾配 個 ¥5,720 ¥3,718 杉山機工（株） 3,718 3,813

317 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 上部 角型1号 500×400 A H=200 個 ¥34,870 ¥22,666 杉山機工（株） 22,666 23,247

318 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 中部 角型1号 500×400 B H=100 個 ¥12,100 ¥7,865 杉山機工（株） 7,865 8,067

319 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 中部 角型1号 500×400 B H=200 個 ¥21,780 ¥14,157 杉山機工（株） 14,157 14,520

320 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 下部 角型1号 500×400 C H=200 個 ¥20,900 ¥13,585 杉山機工（株） 13,585 13,933

321 底板 500×400  H=40 ﾚｼﾞｺﾝ製 分割型一組 個 ¥27,060 ¥17,589 杉山機工（株） 17,589 18,040

322 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　鉄蓋・枠　円形1号 内径250 H=150 表示ﾌﾟﾚｰﾄ取替式 個 ¥31,130 ¥22,523 杉山機工（株） 22,523 23,100

323 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ調整枠 円形1号 日水協型 内径250 H=10 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥2,420 ¥1,573 杉山機工（株） 1,573 1,613

324 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ調整枠 円形1号 日水協型 内径250 H=30 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥4,400 ¥2,860 杉山機工（株） 2,860 2,933

325 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ調整枠 円形1号 日水協型 内径250 H=50 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥5,830 ¥3,790 杉山機工（株） 3,790 3,887

326 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ調整枠 円形1号 日水協型 内径250 3% 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥2,750 ¥1,788 杉山機工（株） 1,788 1,833

327 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ調整枠 円形1号 日水協型 内径250 5% 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥3,190 ¥2,074 杉山機工（株） 2,074 2,127

328 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　上部　円形1号 内径250 H=150 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥11,220 ¥7,293 杉山機工（株） 7,293 7,480

329 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　中部　円形1号 内径250 H=100 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥5,170 ¥3,361 杉山機工（株） 3,361 3,447

330 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　中部　円形1号 内径250 H=150 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥6,600 ¥4,290 杉山機工（株） 4,290 4,400

331 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　中部　円形1号 内径250 H=200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥7,920 ¥5,148 杉山機工（株） 5,148 5,280

332 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　中部　円形1号 内径250 H=300 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥10,450 ¥6,793 杉山機工（株） 6,793 6,967

333 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　下部　円形1号 内径250 H=200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥10,450 ¥6,793 杉山機工（株） 6,793 6,967

334 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　下部　円形1号 内径250 H=300 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥12,540 ¥8,151 杉山機工（株） 8,151 8,360

335 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　上下部　円形1号 内径250/350 H=150 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥12,430 ¥8,080 杉山機工（株） 8,080 8,287

336 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 下部(変換) 円形1号 内径250/350 H=100 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥6,160 ¥4,004 杉山機工（株） 4,004 4,107

337 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 下部(変換) 円形1号 内径250/350 H=200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥10,450 ¥6,793 杉山機工（株） 6,793 6,967

338 底板 内径250  S　H=60以上　中部壁用 個 ¥11,000 ¥7,150 杉山機工（株） 7,150 7,333

339 底板 内径250　S　H=40　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥14,850 ¥9,653 杉山機工（株） 9,653 9,900

340 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　鉄蓋　円形2号 内径350 H=150 表示ﾌﾟﾚｰﾄ取替式 個 ¥49,170 ¥31,961 杉山機工（株） 31,961 32,780

341 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ調整枠 円形2号 日水協型 内径350 H=10 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥3,190 ¥2,074 杉山機工（株） 2,074 2,127

342 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ調整枠 円形2号 日水協型 内径350 H=30 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥6,600 ¥4,290 杉山機工（株） 4,290 4,400
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343 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ調整枠 円形2号 日水協型 内径350 H=50　再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥6,820 ¥4,433 杉山機工（株） 4,433 4,547

344 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ調整枠 円形2号 日水協型 内径350 3% 勾配 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥4,070 ¥2,646 杉山機工（株） 2,646 2,713

345 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ調整枠 円形2号 日水協型 内径350 5% 勾配 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥4,840 ¥3,146 杉山機工（株） 3,146 3,227

346 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　上部　円形2号 内径350 H=150 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥17,380 ¥11,297 杉山機工（株） 11,297 11,587

347 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　中部　円形2号 内径350 H=100 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥6,600 ¥4,290 杉山機工（株） 4,290 4,400

348 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　中部　円形2号 内径350 H=150 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥8,690 ¥5,649 杉山機工（株） 5,649 5,793

349 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　中部　円形2号 内径350 H=200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥10,670 ¥6,936 杉山機工（株） 6,936 7,113

350 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　下部　円形2号 内径350/450 H=200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥13,860 ¥9,009 杉山機工（株） 9,009 9,240

351 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　下部　円形2号 内径350/450 H=300 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥18,700 ¥12,155 杉山機工（株） 12,155 12,467

352 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　上下部　円形2号 内径350/450 H=150 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥20,350 ¥13,228 杉山機工（株） 13,228 13,567

353 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　上下部　円形2号 内径350/450 H=300 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥30,470 ¥19,806 杉山機工（株） 19,806 20,313

354 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ　下部　円形2号 内径450/600 H=300 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥18,700 ¥12,155 杉山機工（株） 12,155 12,467

355 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 下部(変換) 円形2号 内径350/450 H=100 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥9,130 ¥5,935 杉山機工（株） 5,935 6,087

356 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 下部(変換) 円形2号 内径350/450 H=200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥13,860 ¥9,009 杉山機工（株） 9,009 9,240

357 底板 内径450 S H=60以上ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥12,650 ¥8,223 杉山機工（株） 8,223 8,433

358 底板 内径450 S H=40 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥17,380 ¥11,297 杉山機工（株） 11,297 11,587

359 底板 内径450 S H=50 個 ¥8,030 ¥5,220 杉山機工（株） 5,220 5,353

360 空気弁ﾎﾞｯｸｽ 鉄蓋 円形3号 蓋径500 H=100 カラー表示蓋 個 ¥78,430 ¥50,980 杉山機工（株） 50,980 52,287

361 空気弁ﾎﾞｯｸｽ 鉄蓋 日水協4号 蓋径600 H=100 カラー表示蓋 個 ¥123,970 ¥80,581 杉山機工（株） 80,581 82,647

362 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 鉄蓋 円形3号 蓋径500 H=100 カラー表示蓋 個 ¥78,430 ¥50,980 杉山機工（株） 50,980 52,287

363 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 円形3号 内径500 H=10 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥6,380 ¥4,147 杉山機工（株） 4,147 4,253

364 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 円形3号 内径500 H=30 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥11,110 ¥7,222 杉山機工（株） 7,222 7,407

365 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 円形3号 内径500 H=50 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥12,100 ¥7,865 杉山機工（株） 7,865 8,067

366 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 円形3号 内径500 3％ 勾配 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥7,260 ¥4,719 杉山機工（株） 4,719 4,840

367 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 円形3号 内径500 5％ 勾配 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥9,020 ¥5,863 杉山機工（株） 5,863 6,013

368 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 上部 円形3号 内径500 A H=200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥32,560 ¥21,164 杉山機工（株） 21,164 21,707

369 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 中部 円形3号 内径500 B H=100 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥10,120 ¥6,578 杉山機工（株） 6,578 6,747
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番号 品　　　　　名 規　　　　　　　格 単位 予定価格 契約単価 落札業者 杉山機工（株） 橋爪建材㈱ ヤマトガワ㈱

370 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 中部 円形3号 内径500 B H=200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥15,400 ¥10,010 杉山機工（株） 10,010 10,267

371 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 下部 円形3号 内径500 C H=200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥15,950 ¥10,368 杉山機工（株） 10,368 10,633

372 底板 内径500 S H=40 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥17,270 ¥11,226 杉山機工（株） 11,226 11,513

373 底板　 内径500 S H=40以上 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　分割型一組 個 ¥25,520 ¥16,588 杉山機工（株） 16,588 17,013

374 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 鉄蓋 円形4号 蓋径600 H=100 カラー表示蓋 個 ¥123,970 ¥80,581 杉山機工（株） 80,581 82,647

375 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 円形4号 内径600 H=10 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥7,260 ¥4,719 杉山機工（株） 4,719 4,840

376 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 円形4号 内径600 H=30 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥13,090 ¥8,509 杉山機工（株） 8,509 8,727

377 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 円形4号 内径600 H=50 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥15,400 ¥10,010 杉山機工（株） 10,010 10,267

378 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 円形4号 内径600 3％ 勾配 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥9,460 ¥6,149 杉山機工（株） 6,149 6,307

379 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整枠 円形4号 内径600 5％ 勾配 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 ¥11,330 ¥7,365 杉山機工（株） 7,365 7,553

380 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 上部 円形4号 内径600 A H=200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥44,000 ¥28,600 杉山機工（株） 28,600 29,333

381 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 中部 円形4号 内径600 B H=100 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥13,200 ¥8,580 杉山機工（株） 8,580 8,800

382 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 中部 円形4号 内径600 B H=200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥21,450 ¥13,943 杉山機工（株） 13,943 14,300

383 消火栓ﾎﾞｯｸｽ 下部 円形4号 内径600 C H=200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥22,000 ¥14,300 杉山機工（株） 14,300 14,667

384 底板 内径600 S H=40 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 ¥27,060 ¥17,589 杉山機工（株） 17,589 18,040

385 底板 内径600 S H=40以上 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　分割型一組 個 ¥28,820 ¥18,733 杉山機工（株） 18,733 19,213

386 固定用 ＳＵＳ製ボルト、ナット 円形1号用 M12×150L ﾎﾞﾙﾄ等各3個 組 ¥1,430 ¥1,073 杉山機工（株） 1,073 1,100

387 固定用 ＳＵＳ製ボルト、ナット 円形2号用 M12×75L ﾎﾞﾙﾄ等各3個 組 ¥1,100 ¥858 杉山機工（株） 858 880

388 固定用 ＳＵＳ製ボルト、ナット 円形2号用 M12×110L ﾎﾞﾙﾄ等各3個 組 ¥1,320 ¥1,001 杉山機工（株） 1,001 1,027

389 固定用 ＳＵＳ製ボルト、ナット 円形2号用 M12×150L ﾎﾞﾙﾄ等各3個 組 ¥1,430 ¥1,073 杉山機工（株） 1,073 1,100

390 固定用 ＳＵＳ製ボルト、ナット 円形3～4号用 M16×75L ﾎﾞﾙﾄ等 組 ¥1,540 ¥1,216 杉山機工（株） 1,216 1,247

391 固定用 ＳＵＳ製ボルト、ナット 円形3～4号用 M16×110L ﾎﾞﾙﾄ等 組 ¥2,090 ¥1,573 杉山機工（株） 1,573 1,613

392 固定用 ＳＵＳ製ボルト、ナット 円形3～4号用 M16×150L ﾎﾞﾙﾄ等 組 ¥2,310 ¥1,788 杉山機工（株） 1,788 1,833

393 放水用ﾎﾞｯｸｽ　鉄蓋・枠 35*45　上水道・文字青色樹脂入 個 ¥85,800 ¥53,906 杉山機工（株） 53,906 54,450

394 全面フランジパッキン φ50 個 ¥882 ¥200 杉山機工（株） 200 1,160

395 全面フランジパッキン φ75 個 ¥1,025 ¥220 杉山機工（株） 220 1,193

396 全面フランジパッキン φ100 個 ¥1,280 ¥290 杉山機工（株） 290 1,270
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番号 品　　　　　名 規　　　　　　　格 単位 予定価格 契約単価 落札業者 杉山機工（株） 橋爪建材㈱ ヤマトガワ㈱

397 全面フランジパッキン φ150 個 ¥2,233 ¥470 杉山機工（株） 470 1,345

398 全面フランジパッキン φ200 個 ¥2,732 ¥570 杉山機工（株） 570 1,467

399 全面フランジパッキン φ250 個 ¥3,902 ¥800 杉山機工（株） 800 1,677

400 直結止水栓用キスコマ φ13 個 ¥266 ¥105 杉山機工（株） 105 190

401 直結止水栓用キスコマ φ20 個 ¥500 ¥240 杉山機工（株） 240 350

402 直結止水栓用キスコマ φ25 個 ¥745 ¥300 杉山機工（株） 300 520

403 給水栓パッキン φ13キスコマ 個 ¥278 ¥60 杉山機工（株） 60

404 メーターパッキン φ13 個 ¥43 ¥26 杉山機工（株） 26 30

405 メーターパッキン φ20 個 ¥54 ¥33 杉山機工（株） 33 40

406 メーターパッキン硬度80° EPDM仕様φ25 個 - 参加者なし 不調

407 メーターパッキン硬度80° EPDM仕様φ30 個 - 参加者なし 不調

408 メーターパッキン硬度80 EPDM仕様φ50 個 - 参加者なし 不調

409 メーターパッキン内側メタル入 (前田バルブ製）φ13 個 ¥500 ¥301 杉山機工（株） 301 320

410 メーターパッキン内側メタル入 (前田バルブ製）φ20 個 ¥660 ¥397 杉山機工（株） 397 420

411 メーターパッキン内側メタル入 (前田バルブ製）φ25 個 ¥724 ¥435 杉山機工（株） 435 460

412 メーターパッキン内側メタル入 (前田バルブ製）φ50 個 ¥2,712 ¥1,632 杉山機工（株） 1,632 1,720

413 薄型メーターパッキン φ13 個 ¥43 ¥30 杉山機工（株） 30 35

414 薄型メーターパッキン φ20 個 ¥54 ¥37 杉山機工（株） 37 45

415 薄型メーターパッキン φ25 個 ¥78 ¥59 杉山機工（株） 59 70

416 薄型メーターパッキン φ30 個 ¥106 ¥81 杉山機工（株） 81 95

417 薄型メーターパッキン φ40 個 ¥149 ¥111 杉山機工（株） 111 120

418 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし φＶ13 個 ¥968 ¥601 杉山機工（株） 601 651

419 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし φＶ16 個 ¥1,074 ¥667 杉山機工（株） 667 722

420 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし φＶ20 個 ¥1,234 ¥766 杉山機工（株） 766 830

421 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし φＶ25 個 ¥1,542 ¥957 杉山機工（株） 957 1,037

422 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし φＶ30 個 ¥2,159 ¥1,340 杉山機工（株） 1,340 1,452

423 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし φＶ40 個 ¥2,638 ¥1,637 杉山機工（株） 1,637 1,773
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番号 品　　　　　名 規　　　　　　　格 単位 予定価格 契約単価 落札業者 杉山機工（株） 橋爪建材㈱ ヤマトガワ㈱

424 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし φＶ50 個 ¥3,626 ¥2,251 杉山機工（株） 2,251 2,438

425 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし φＶ16×φＶ13 個 ¥1,202 ¥746 杉山機工（株） 746 808

426 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし φＶ20×φＶ13 個 ¥1,404 ¥871 杉山機工（株） 871 944

427 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし φＶ25×φＶ20 個 ¥1,848 ¥1,129 杉山機工（株） 1,129 1,223

428 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし Ｇ20 個 ¥1,234 ¥766 杉山機工（株） 766 830

429 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし Ｇ25 個 ¥1,542 ¥957 杉山機工（株） 957 1,037

430 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし Ｇ32 個 ¥2,159 ¥1,340 杉山機工（株） 1,340 1,452

431 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし φＧ20×Ｖ13 個 ¥1,661 ¥871 杉山機工（株） 871 944

432 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし φＧ20×Ｖ20 個 ¥1,744 ¥957 杉山機工（株） 957 1,037

433 ＳＫソケット（ＳＫＳ）抜止なし φＧ25×Ｖ25 個 ¥2,170 ¥1,142 杉山機工（株） 1,142 1,237

434 ＳＫエルボ（ＳＫＳ）抜止なし φＶ13×90° 個 ¥1,670 ¥990 橋爪建材㈱ 1,036 990

435 ＳＫエルボ（ＳＫＳ）抜止なし φＶ20×90° 個 ¥1,872 ¥1,120 橋爪建材㈱ 1,162 1,120

436 ＳＫエルボ（ＳＫＳ）抜止なし Ｇ20×90° 個 ¥1,872 ¥1,162 杉山機工（株） 1,162 1,260

437 ＳＫエルボ（ＳＫＳ）抜止なし φV20×G20×90° 個 ¥1,872 ¥1,162 杉山機工（株） 1,162 1,260

438 ＳＫバルブソケット（ＳＫＳ） φＶ13 個 ¥681 ¥422 杉山機工（株） 422 460

439 ＳＫバルブソケット（ＳＫＳ） φＶ20 個 ¥894 ¥554 杉山機工（株） 554 600

440 ＳＫバルブソケット（ＳＫＳ） φＶ25 個 ¥1,096 ¥680 杉山機工（株） 680 740

441 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＶ13 個 ¥1,787 ¥1,142 杉山機工（株） 1,142 1,200

442 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＶ20 個 ¥2,340 ¥1,496 杉山機工（株） 1,496 1,580

443 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＶ25 個 ¥3,084 ¥1,972 杉山機工（株） 1,972 2,080

444 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＶ30 個 ¥4,073 ¥2,604 杉山機工（株） 2,604 2,740

445 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＶ40 個 ¥4,796 ¥3,067 杉山機工（株） 3,067 3,230

446 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＶ50 個 ¥6,412 ¥4,100 杉山機工（株） 4,100 4,320

447 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φⅤ20×Ｖ13 個 ¥2,372 ¥1,516 杉山機工（株） 1,516 1,600

448 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φⅤ25×Ｖ13 個 ¥2,925 ¥1,870 杉山機工（株） 1,870 1,970

449 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φⅤ25×Ｖ20 個 ¥3,137 ¥2,006 杉山機工（株） 2,006 2,110

450 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付  φ50×φ40 個 ¥6,763 ¥4,325 杉山機工（株） 4,325 4,550
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451 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＧ16×Ｖ13 個 ¥2,021 ¥1,292 杉山機工（株） 1,292 1,360

452 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ13 個 ¥1,872 ¥1,197 杉山機工（株） 1,197 1,260

453 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ20 個 ¥2,340 ¥1,496 杉山機工（株） 1,496 1,580

454 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ25 個 ¥3,084 ¥1,972 杉山機工（株） 1,972 2,080

455 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ50 個 ¥6,412 ¥4,100 杉山機工（株） 4,100 4,320

456 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ20×Ｐ13 個 ¥2,404 ¥1,537 杉山機工（株） 1,537 1,620

457 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ25×Ｐ13 個 ¥2,957 ¥1,890 杉山機工（株） 1,890 1,990

458 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ25×Ｐ20 個 ¥3,137 ¥2,006 杉山機工（株） 2,006 2,110

459 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ20×Ｖ13 個 ¥2,372 ¥1,516 杉山機工（株） 1,516 1,600

460 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ20×Ｖ20 個 ¥2,340 ¥1,496 杉山機工（株） 1,496 1,580

461 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ25×Ｖ13 個 ¥2,925 ¥1,870 杉山機工（株） 1,870 1,970

462 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ25×Ｖ20 個 ¥3,137 ¥2,006 杉山機工（株） 2,006 2,110

463 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ25×Ｖ25 個 ¥3,084 ¥1,972 杉山機工（株） 1,972 2,080

464 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ20×Ｇ13 個 ¥2,404 ¥1,537 杉山機工（株） 1,537 1,620

465 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ20×Ｇ20 個 ¥2,340 ¥1,496 杉山機工（株） 1,496 1,580

466 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ25×Ｇ13 個 ¥2,957 ¥1,890 杉山機工（株） 1,890 1,990

467 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ25×Ｇ20 個 ¥3,137 ¥2,006 杉山機工（株） 2,006 2,110

468 ＳＫソケット（ＳＫＸ）抜止付 φＰ25×Ｇ25 個 ¥3,084 ¥1,972 杉山機工（株） 1,972 2,080

469 ＳＫエルボ（ＳＫＸ）抜止付 φV20×90° 個 ¥2,744 ¥1,754 杉山機工（株） 1,754 1,850

470 ＳＫエルボ（ＳＫＸ）抜止付 φＶ25×90° 個 ¥3,999 ¥2,557 杉山機工（株） 2,557 2,690

471 ＳＫエルボ（ＳＫＸ）抜止付 φＶ50×90° 個 ¥9,039 ¥5,780 杉山機工（株） 5,780 6,080

472 ＳＫエルボ（ＳＫＸ）抜止付 Ｇ20×90° 個 ¥2,744 ¥1,754 杉山機工（株） 1,754 1,850

473 ＳＫエルボ（ＳＫＸ）抜止付 φＶ20×Ｇ20×90° 個 ¥2,744 ¥1,754 杉山機工（株） 1,754 1,850

474 ＳＫエルボ（ＳＫＸ）抜止付 Ｇ25×90° 個 ¥3,999 ¥2,557 杉山機工（株） 2,557 2,690

475 ＳＫエルボ（ＳＫＸ）抜止付 φ50×45° 個 ¥9,326 ¥5,964 杉山機工（株） 5,964 6,270

476 ＳＫエルボ（ＳＫＸ）抜止付 φ50×22　1/2° 個 ¥9,326 ¥5,964 杉山機工（株） 5,964 6,270

477 ＳＫエルボ（ＳＫＸ）抜止付 φ50×11　1/4° 個 ¥9,326 ¥5,964 杉山機工（株） 5,964 6,270
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478 ＳＫバルブソケット（SKX）抜止付 φＶ50 個 ¥4,424 ¥2,829 杉山機工（株） 2,829 2,980

479 ＳＫチーズ（ＳＫＸ）抜止付 φⅤ50×Ⅴ50 個 ¥10,591 ¥6,773 杉山機工（株） 6,773 7,120

480 量水器開閉プラグ樹脂製 φ13 個 ¥176 ¥125 杉山機工（株） 125

481 量水器開閉プラグ樹脂製 φ20 個 ¥286 ¥200 杉山機工（株） 200

482 量水器開閉プラグ樹脂製 φ25 個 ¥418 ¥290 杉山機工（株） 290

483 サドル分水栓　ＶＰ用 φ40×φ20 個 ¥17,421 ¥7,440 橋爪建材㈱ 8,510 7,440

484 サドル分水栓　ＶＰ用 φ40×φ25 個 ¥19,929 ¥8,090 橋爪建材㈱ 8,500 8,090

485 サドル分水栓　ＶＰ用 φ50×φ20 個 ¥17,631 ¥7,570 橋爪建材㈱ 8,200 7,570

486 サドル分水栓　ＶＰ用 φ50×φ25 個 ¥21,096 ¥9,190 橋爪建材㈱ 9,965 9,190

487 サドル分水栓　ＶＰ用 φ75×φ13 個 ¥15,405 ¥6,860 橋爪建材㈱ 7,440 6,860

488 サドル分水栓　ＶＰ用 φ75×φ20 個 ¥18,249 ¥7,890 橋爪建材㈱ 8,570 7,890

489 サドル分水栓　ＶＰ用 φ75×φ25 個 ¥21,718 ¥9,370 橋爪建材㈱ 10,400 9,370

490 サドル分水栓　ＶＰ用 φ75×φ50 個 ¥64,245 ¥27,530 橋爪建材㈱ 29,870 27,530

491 サドル分水栓　ＶＰ用 φ100×φ20 個 ¥19,553 ¥8,480 橋爪建材㈱ 9,200 8,480

492 サドル分水栓　ＶＰ用 φ100×φ25 個 ¥23,062 ¥10,090 橋爪建材㈱ 11,000 10,090

493 サドル分水栓　ＶＰ用 φ100×φ50 個 ¥66,390 ¥27,930 橋爪建材㈱ 28,400 27,930

494 サドル分水栓　ＶＰ用 φ150×φ20 個 ¥20,847 ¥9,250 橋爪建材㈱ 10,030 9,250

495 サドル分水栓　ＶＰ用 φ150×φ25 個 ¥24,279 ¥10,410 橋爪建材㈱ 11,300 10,410

496 サドル分水栓　ＶＰ用 φ150×φ50 個 ¥72,720 ¥31,090 橋爪建材㈱ 33,740 31,090

497 サドル分水栓　ＰＰ用 φ50×φ20 個 ¥15,544 ¥5,820 橋爪建材㈱ 6,310 5,820

498 サドル分水栓　鋳鉄石綿管用 φ75×φ20 個 ¥18,832 ¥8,090 橋爪建材㈱ 9,250 8,090

499 サドル分水栓　鋳鉄石綿管用 φ75×φ25 個 ¥22,279 ¥9,770 橋爪建材㈱ 11,180 9,770

500 サドル分水栓　鋳鉄石綿管用 φ100×φ20 個 ¥19,570 ¥8,410 橋爪建材㈱ 9,620 8,410

501 サドル分水栓　鋳鉄石綿管用 φ100×φ25 個 ¥23,021 ¥10,090 橋爪建材㈱ 11,540 10,090

502 サドル分水栓　鋳鉄石綿管用 φ150×φ20 個 ¥21,629 ¥9,510 橋爪建材㈱ 10,870 9,510

503 サドル分水栓　鋳鉄石綿管用 φ150×φ25 個 ¥25,075 ¥11,120 橋爪建材㈱ 12,720 11,120

504 サドル分水栓　鋳鉄石綿管用 φ200×φ20 個 ¥32,357 ¥13,840 橋爪建材㈱ 15,640 13,840
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番号 品　　　　　名 規　　　　　　　格 単位 予定価格 契約単価 落札業者 杉山機工（株） 橋爪建材㈱ ヤマトガワ㈱

505 サドル分水栓　鋳鉄石綿管用 φ200×φ25 個 ¥35,877 ¥15,460 橋爪建材㈱ 17,530 15,460

506 サドル分水栓　鋳鉄石綿管用 φ250×φ20 個 ¥36,174 ¥15,520 橋爪建材㈱ 17,460 15,520

507 サドル分水栓　鋳鉄石綿管用 φ250×φ25 個 ¥39,661 ¥17,140 橋爪建材㈱ 19,350 17,140

508 サドル分水栓用キャップ φ13 個 ¥479 ¥230 橋爪建材㈱ 240 230

509 サドル分水栓用キャップ φ20 個 ¥734 ¥320 橋爪建材㈱ 340 320

510 サドル分水栓用キャップ φ25 個 ¥1,012 ¥470 橋爪建材㈱ 500 470

511 サドル分水栓用メタルスリーブ φ20（ｲﾝｻｰﾄﾘﾝｸﾞ） 個 ¥1,132 ¥350 橋爪建材㈱ 600 350

512 サドル分水栓用メタルスリーブ φ25（ｲﾝｻｰﾄﾘﾝｸﾞ） 個 ¥1,396 ¥520 橋爪建材㈱ 725 520

513 ボール式乙止水栓 φ13 個 ¥5,739 ¥2,620 橋爪建材㈱ 2,850 2,620

514 ボール式乙止水栓 φ20 個 ¥8,892 ¥4,230 橋爪建材㈱ 4,680 4,230

515 ボール式乙止水栓 φ25 個 ¥11,378 ¥5,510 橋爪建材㈱ 5,520 5,510

516 直結止水栓副栓付伸縮型 ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ､ﾊﾟｯｷﾝ､HIﾕﾆｵﾝ付φ13 組 ¥12,004 ¥6,040 杉山機工（株） 6,040 7,120

517 直結止水栓副栓付伸縮型 ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ､ﾊﾟｯｷﾝ､HIﾕﾆｵﾝ付φ20 組 ¥16,489 ¥8,220 杉山機工（株） 8,220 9,620

518 直結止水栓副栓付伸縮型 ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ､ﾊﾟｯｷﾝ､HIﾕﾆｵﾝ付φ25 組 ¥22,244 ¥12,000 杉山機工（株） 12,000 14,260

519 直結止水栓副栓付伸縮型 ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ､ﾊﾟｯｷﾝ､HIﾕﾆｵﾝ付20×13 組 ¥16,489 ¥8,220 杉山機工（株） 8,220 9,620

520 直結止水栓伸縮型 ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ､ﾊﾟｯｷﾝ､HIﾕﾆｵﾝ付20×13 組 ¥10,113 ¥6,100 杉山機工（株） 6,100 6,740

521 直結止水栓上部 φ13パッキン付 個 ¥1,858 ¥880 杉山機工（株） 880 1,030

522 直結止水栓上部 φ20パッキン付 個 ¥2,912 ¥1,600 杉山機工（株） 1,600 1,850

523 直結止水栓上部 φ25パッキン付 個 ¥4,408 ¥2,120 杉山機工（株） 2,120 2,490

524 直結止水栓用伸縮継手（前田製） φ13 個 ¥1,755 ¥1,122 杉山機工（株） 1,122 1,210

525 直結止水栓用伸縮継手（前田製） φ20 個 ¥2,584 ¥1,652 杉山機工（株） 1,652 1,782

526 直結止水栓用伸縮継手（前田製） φ20×φ13 個 ¥2,584 ¥1,652 杉山機工（株） 1,652 1,782

527 直結止水栓用伸縮継手（前澤製） φ13 個 ¥1,638 ¥940 杉山機工（株） 940 1,125

528 直結止水栓用伸縮継手（前澤製） φ20 個 ¥2,606 ¥1,495 杉山機工（株） 1,495 1,800

529 直結止水栓用伸縮継手（前澤製） φ25 個 ¥3,860 ¥2,215 杉山機工（株） 2,215 2,665

530 直結止水栓用伸縮継手（前澤製） φ20×φ13 個 ¥2,372 ¥1,360 杉山機工（株） 1,360 1,640

531 直結止水栓用伸縮継手（日邦製） φ20 個 - 参加者なし 不調
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番号 品　　　　　名 規　　　　　　　格 単位 予定価格 契約単価 落札業者 杉山機工（株） 橋爪建材㈱ ヤマトガワ㈱

532 直結止水栓用伸縮継手（日邦製） φ20×φ13 個 - 参加者なし 不調

533 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄﾃｰﾊﾟｰ雄ﾈｼﾞ φ20×500 個 ¥13,369 ¥7,810 杉山機工（株） 7,810 8,750

534 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手両ﾃｰﾊﾟ雄ﾈｼﾞ片回転式 φ50×500 個 ¥56,753 ¥33,330 杉山機工（株） 33,330 36,140

535 SUS304ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ平ﾜｯｼｬｰ･Sﾜｯｼｬｰ M16×70 φ50用 組 ¥2,079 ¥576 杉山機工（株） 576

536 SUS304ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ平ﾜｯｼｬｰ･Sﾜｯｼｬｰ M16×75 φ75～150用 組 ¥2,156 ¥620 杉山機工（株） 620

537 SUS304ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ平ﾜｯｼｬｰ･Sﾜｯｼｬｰ M16×75 φ150用 組 ¥3,113 ¥620 杉山機工（株） 620

538 防食テープ 50mm×10ｍ×0.4ｔ 個 ¥844 ¥320 杉山機工（株） 320 400

539 管明示テープ 50㎜×20m 個 ¥1,903 ¥1,350 橋爪建材㈱ 1,350

540 埋設標識シート 150mm×50ｍシングル 個 ¥11,294 ¥2,200 杉山機工（株）　（くじ引き） 2,200 2,200

541 シールテープ 13mm×15ｍ 個 ¥303 ¥130 杉山機工（株） 130 300

542 ロケーティングワイヤー 100m 個 ¥23,672 ¥15,400 橋爪建材㈱ 15,400

543 接着剤 500ｇ入　ＨＩ専用 JWWA　S101 個 ¥1,346 ¥700 杉山機工（株） 700 800

544 Ｔ頭ボルト・ナット　FSA合金T.B Ｍ16*85　φ75 組 ¥594 ¥510 杉山機工（株） 510

545 Ｔ頭ボルト・ナット　FSA合金T.B Ｍ20*90　φ100～250 組 ¥759 ¥660 杉山機工（株） 660

546 ＳＵＳ合フランジ SUS304　口径75×50A 個 ¥20,092 ¥12,900 杉山機工（株） 12,900

547 ＳＵＳ六角ニップル SUS304　50A 個 ¥5,002 ¥1,685 杉山機工（株） 1,685 2,060

548 ＳＵＳエルボ SUS304　50A 個 ¥6,116 ¥2,070 杉山機工（株） 2,070 2,530

549 鋳鉄管用フクロジョイント FCD製 鋳鉄管受口･フランジ部用　φ75 個 ¥376,160 ¥323,400 杉山機工（株） 323,400

550 鋳鉄管用フクロジョイント FCD製 鋳鉄管受口･フランジ部用　φ100 個 ¥429,587 ¥369,370 杉山機工（株） 369,370

551 鋳鉄管用フクロジョイント FCD製 鋳鉄管受口･フランジ部用　φ150 個 ¥508,079 ¥436,860 杉山機工（株） 436,860

552 鋳鉄管用フクロジョイント FCD製 鋳鉄管受口･フランジ部用　φ200 個 ¥587,452 ¥505,000 杉山機工（株） 505,000
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