
工事名称 東部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)建設工事　＜建築工事＞

工事場所 埼玉県春日部市南1丁目1番地内

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。

入札の際には、設計図書に従い積算をしてください。

なお、参考数量への質問に関しましては回答できませんので、ご了承願います。

                                        



直　接　工　事　費　種目別内訳    1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事(共用)
           1   

式
建築工事(県)

           1   
式

建築工事(市)
           1   

式
外構工事(共用)

           1   
式

外構工事(県)
           1   

式
昇降設備工事(共用)

           1   
式

計

                                        



直　接　工　事　費　科目別内訳    2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設
           1   

式
土工事

           1   
式

地業工事
           1   

式
鉄筋工事

           1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
           1   

式
型枠工事

           1   
式

鉄骨工事
           1   

式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

           1   
式

防水工事
           1   

式
石工事

           1   
式

木工事
           1   

式
屋根工事

           1   
式

金属工事
           1   

式
左官工事

           1   
式

金属製建具工事
           1   

式

直　接　工　事　費　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事
           1   

式
ｶﾞﾗｽ工事

           1   
式

塗装工事
           1   

式
内外装工事

           1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事
           1   

式
ｻｲﾝ工事

           1   
式

発生材処理
           1   

式
ﾃﾚﾋﾞ電波障害防除工事

           1   
式

計

建築工事(共用)

建築工事(共用)

                                        



直　接　工　事　費　科目別内訳    3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

鉄骨工事
           1   

式
防水工事

           1   
式

石工事
           1   

式
木工事

           1   
式

屋根工事
           1   

式
金属工事

           1   
式

左官工事
           1   

式
金属製建具工事

           1   
式

ｶﾞﾗｽ工事
           1   

式
塗装工事

           1   
式

内外装工事
           1   

式
ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

           1   
式

ｻｲﾝ工事
           1   

式
舞台機構工事

           1   
式

計

直　接　工　事　費　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

防水工事
           1   

式
石工事

           1   
式

木工事
           1   

式
金属工事

           1   
式

左官工事
           1   

式
金属製建具工事

           1   
式

ｶﾞﾗｽ工事
           1   

式
塗装工事

           1   
式

内外装工事
           1   

式
ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

           1   
式

ｼｽﾃﾑﾄｲﾚ工事
           1   

式
ｻｲﾝ工事

           1   
式

計

建築工事(県)

建築工事(市)

                                        



直　接　工　事　費　科目別内訳    4

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

囲障
           1   

式
構内舗装

           1   
式

屋外排水
           1   

式
植栽

           1   
式

工作物
           1   

式
撤去

           1   
式

発生材処理
           1   

式
計

直　接　工　事　費　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

囲障
           1   

式
構内舗装

           1   
式

屋外排水
           1   

式
植栽

           1   
式

工作物
           1   

式
撤去

           1   
式

発生材処理
           1   

式
計

外構工事(共用)

外構工事(県)

                                        



直　接　工　事　費　科目別内訳    5

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

昇降機設備工事
           1   

式
計

昇降設備工事(共用)

                                        



直　接　工　事　費　中科目別内訳    6

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設

       1   
式

計

土工事

       1   
式

計

地業工事 地業

       1   
式

地業工事 既製コンクリート杭

       1   
式

計

鉄筋工事 躯体

       1   
式

鉄筋工事 外部仕上

       1   
式

鉄筋工事 内部仕上

       1   
式

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 躯体

       1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 外部仕上

       1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 内部仕上

       1   
式

計

直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

型枠工事 躯体

       1   
式

型枠工事 外部仕上

       1   
式

型枠工事 内部仕上

       1   
式

計

鉄骨工事 本体鉄骨

       1   
式

鉄骨工事 付帯鉄骨等

       1   
式

鉄骨工事 耐火被覆

       1   
式

計

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

       1   
式

計

防水工事

       1   
式

計

石工事

       1   
式

計

木工事 構造用集成材

       1   
式

建築工事(共用)

建築工事(共用)

                                        



直　接　工　事　費　中科目別内訳    7

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

木工事 構造用合板

       1   
式

木工事 意匠用

       1   
式

計

屋根工事

       1   
式

計

金属工事 ｱﾙﾐ製金物

       1   
式

金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

       1   
式

金属工事 ｽﾃﾝﾚｽ製金物

       1   
式

金属工事 既製金物

       1   
式

金属工事 軽量鉄骨下地

       1   
式

金属工事 その他

       1   
式

計

左官工事

       1   
式

計

金属製建具工事 ｱﾙﾐ製建具

       1   
式

直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

金属製建具工事 鋼製建具

       1   
式

金属製建具工事 軽量鋼製ﾊﾝｶﾞｰ建具

       1   
式

金属製建具工事 ｽﾃﾝﾚｽ製建具

       1   
式

金属製建具工事 ｼｬｯﾀｰ

       1   
式

金属製建具工事 自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ

       1   
式

金属製建具工事 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ

       1   
式

金属製建具工事 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

       1   
式

計

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

       1   
式

計

ｶﾞﾗｽ工事

       1   
式

計

塗装工事

       1   
式

計

内外装工事

       1   
式

建築工事(共用)

建築工事(共用)

                                        



直　接　工　事　費　中科目別内訳    8

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 OAﾌﾛｱｰ類

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 造作家具類

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他

       1   
式

計

ｻｲﾝ工事

       1   
式

計

発生材処理

       1   
式

計

ﾃﾚﾋﾞ電波障害防除工事

       1   
式

計

直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

鉄骨工事

       1   
式

計

防水工事

       1   
式

計

石工事

       1   
式

計

木工事 構造用単板積層材

       1   
式

木工事 意匠用

       1   
式

計

屋根工事

       1   
式

計

金属工事 ｱﾙﾐ製金物

       1   
式

金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

       1   
式

金属工事 ｽﾃﾝﾚｽ製金物

       1   
式

金属工事 既製金物

       1   
式

建築工事(共用)

建築工事(県)

                                        



直　接　工　事　費　中科目別内訳    9

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

金属工事 軽量鉄骨下地

       1   
式

金属工事 その他

       1   
式

計

左官工事

       1   
式

計

金属製建具工事 鋼製建具

       1   
式

金属製建具工事 軽量鋼製建具

       1   
式

金属製建具工事 軽量鋼製ﾊﾝｶﾞｰ建具

       1   
式

金属製建具工事 ｽﾃﾝﾚｽ製建具

       1   
式

金属製建具工事 ｼｬｯﾀｰ

       1   
式

金属製建具工事 防煙ｽｸﾘｰﾝ

       1   
式

金属製建具工事 自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ

       1   
式

金属製建具工事 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

       1   
式

金属製建具工事 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ

       1   
式

金属製建具工事 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

       1   
式

直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計

ｶﾞﾗｽ工事

       1   
式

計

塗装工事

       1   
式

計

内外装工事

       1   
式

計

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 OAﾌﾛｱｰ類

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 造作家具類

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 身障者手摺

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 流し台

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 洗面ｶｳﾝﾀｰ

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 化粧鏡

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他

       1   
式

建築工事(県)

建築工事(県)

                                        



直　接　工　事　費　中科目別内訳   10

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計

ｻｲﾝ工事

       1   
式

計

舞台機構工事

       1   
式

計

直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

防水工事

       1   
式

計

石工事

       1   
式

計

木工事 意匠用

       1   
式

計

金属工事 ｱﾙﾐ製金物

       1   
式

金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

       1   
式

金属工事 ｽﾃﾝﾚｽ製金物

       1   
式

金属工事 既製金物

       1   
式

金属工事 軽量鉄骨下地

       1   
式

金属工事 その他

       1   
式

計

左官工事

       1   
式

計

建築工事(県)

建築工事(市)

                                        



直　接　工　事　費　中科目別内訳   11

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

金属製建具工事 鋼製建具

       1   
式

金属製建具工事 軽量鋼製建具

       1   
式

金属製建具工事 軽量鋼製ﾊﾝｶﾞｰ建具

       1   
式

金属製建具工事 ｼｬｯﾀｰ

       1   
式

金属製建具工事 防煙ｽｸﾘｰﾝ

       1   
式

金属製建具工事 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

       1   
式

金属製建具工事 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ

       1   
式

金属製建具工事 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

       1   
式

計

ｶﾞﾗｽ工事

       1   
式

計

塗装工事

       1   
式

計

内外装工事

       1   
式

計

直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 OAﾌﾛｱｰ類

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 造作家具類

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 身障者手摺

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 流し台

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 洗面ｶｳﾝﾀｰ

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 化粧鏡

       1   
式

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他

       1   
式

計

ｼｽﾃﾑﾄｲﾚ工事

       1   
式

計

ｻｲﾝ工事

       1   
式

計

建築工事(市)

建築工事(市)

                                        



直　接　工　事　費　中科目別内訳   12

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

囲障

       1   
式

計

構内舗装

       1   
式

計

屋外排水

       1   
式

計

植栽

       1   
式

計

工作物

       1   
式

計

撤去

       1   
式

計

発生材処理

       1   
式

計

直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

囲障

       1   
式

計

構内舗装

       1   
式

計

屋外排水

       1   
式

計

植栽

       1   
式

計

工作物

       1   
式

計

撤去

       1   
式

計

発生材処理

       1   
式

計

外構工事(共用)

外構工事(県)

                                        



直　接　工　事　費　中科目別内訳   13

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

昇降機設備工事 昇降機設備

       1   
式

計

昇降設備工事(共用)

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   14

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方
           1   

式
墨出し

           1   
式

養生
           1   

式
整理清掃後片付け

           1   
式

地足場
           1   

式
外部足場

           1   
式

内部仕上足場
           1   

式
災害防止

           1   
式

仮設材運搬
           1   

式
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

すきとり 積み込み共 H300程度
       1,144   

ｍ3
根切り 総掘り

法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ        5,454   
ｍ3

床付け 総掘り
       1,505   

㎡
杭間ざらい 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600

          63   
本

埋戻し(B種) －
発生土        1,373   

ｍ3
土工機械運搬

           1   
式

排水 かま場排水
           1   

式
計

建築工事(共用) 直接仮設

建築工事(共用) 土工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   15

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂 利 地 業 再生切込砕石 県南
         141   

ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 FC=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm

打設手間共          163   
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
         864   

㎡
床下防湿層立下り ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15

         238   
㎡

土間下断熱材敷き B類3種 厚さ30㎜
         864   

㎡
土間下断熱材立下 B類3種 厚さ30㎜
り          269   

㎡
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

※特記なき限り
PHC杭のｺﾝｸﾘｰﾄ強度はFc105N/mm2と
する。

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭長43.0m
(本杭)  軸径:700mm           25   

 上杭　(7m):SC杭(SKK490)t19 ｾｯﾄ
 中杭①(12m):PHC杭(C種)肉厚t100
 中杭②(12m):PHC杭(B種)肉厚t100
 下杭  (12m):PHC杭(B種)肉厚t100

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭長43.0m
(本杭)  軸径:800mm            4   

 上杭　( 7m):SC杭(SKK490)t15 ｾｯﾄ
 中杭①(12m):PHC杭(A種)肉厚t110
 中杭②(12m):PHC杭(A種)肉厚t110
 下杭　(12m):PHC杭(A種)肉厚t110

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭長43.0m
(本杭)  軸径:800mm            4   

 上杭　( 7m):SC杭(SKK490)t19 ｾｯﾄ
 中杭①(12m):PHC杭(C種)肉厚t110
 中杭②(12m):PHC杭(B種)肉厚t110
 下杭　(12m):PHC杭(B種)肉厚t110

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭長43.0m
(本杭)  軸径:900mm            7   

 上杭　( 7m):SC杭(SKK490)t14 ｾｯﾄ
 中杭①(12m):PHC杭(A種)肉厚t120
 中杭②(12m):PHC杭(A種)肉厚t120
 下杭　(12m):PHC杭(A種)肉厚t120

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭長43.0m
(本杭)  軸径:700mm           14   

 上杭　( 7m):SC杭(SKK490)t19 ｾｯﾄ
 中杭①(12m):PHC杭(C種)肉厚t100
 中杭②(12m):PHC杭(B種)肉厚t100
 下杭　(12m):PHC杭(B種)肉厚t100

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭長43.0m
(本杭)  軸径:800mm            2   

 上杭　( 7m):SC杭(SKK490)t15 ｾｯﾄ
 中杭①(12m):PHC杭(A種)肉厚t110
 中杭②(12m):PHC杭(A種)肉厚t110
 下杭　(12m):PHC杭(A種)肉厚t110

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭長43.0m
(本杭)  軸径:900mm            1   

 上杭　( 7m):SC杭(SKK490)t14 ｾｯﾄ
 中杭①(12m):PHC杭(A種)肉厚t120
 中杭②(12m):PHC杭(A種)肉厚t120
 下杭　(12m):PHC杭(A種)肉厚t120

建築工事(共用) 地業工事 地業

建築工事(共用) 地業工事 既製コンクリート杭

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   16

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 試験杭 杭長43.0m
(試験杭)  杭径:700mm            1   

 上杭　( 7m):PHC杭(A種) ｾｯﾄ
 中杭①(12m):PHC杭(A種)肉厚t100
 中杭②(12m):PHC杭(A種)肉厚t100
 下杭　(12m):PHC杭(A種)肉厚t100

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 試験杭 杭長43.0m
(試験杭)  杭径:900mm            1   

 上杭　( 7m):PHC杭(A種) ｾｯﾄ
 中杭①(12m):PHC杭(A種)肉厚t120
 中杭②(12m):PHC杭(A種)肉厚t120
 下杭　(12m):PHC杭(A種)肉厚t120

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 外部階段1 杭長23.0m
(本杭)  杭径:600mm            4   

 上杭　( 9m):PHC杭(C種)肉厚t90 ｾｯﾄ
 下杭　(14m):PHC杭(A種)肉厚t90

施工費 中堀拡大根固め工法
           1   

式
杭頭補強 25-D38 L=1520+150 ﾌﾚｱ溶接共

          53   
か所

杭頭補強 29-D38 L=1520+150 ﾌﾚｱ溶接共
           4   

か所
杭頭補強 外部階段1用

10-D22 L=880 ﾊﾟｲﾙｽﾀｯﾄﾞ工法            4   
か所

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

異形鉄筋(SD295A) D10 大口
          65.6 

ｔ
異形鉄筋(SD295A) D13 大口

         119   
ｔ

異形鉄筋(SD295A) D16 大口
         121   

ｔ
異形鉄筋(SD345) D19 大口

           0.4 
ｔ

異形鉄筋(SD345) D22 大口
           4.2 

ｔ
異形鉄筋(SD345) D25 大口

          40.9 
ｔ

異形鉄筋(SD390) D32 大口
         160   

ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

          ▲1   
式

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造
一般                 D32以下          384   
一般建物 ｔ

鉄筋加工組立 S造
床                   D13以下          108   
－ ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車  30㎞程度
         492   

ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22 -D22

          83   
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D25 -D25
         687   

か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接 D32 -D32

       2,883   
か所

溶接金網敷 径6.0 100×100
         447   

㎡

建築工事(共用) 地業工事 既製コンクリート杭

建築工事(共用) 鉄筋工事 躯体

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   17

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

梁貫通孔補強
           1   

式
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

異形鉄筋(SD295A) D10
加工組立,運搬共            0.4 

ｔ
異形鉄筋(SD295A) D13

加工組立,運搬共            0.2 
ｔ

溶接金網敷 径6.0 100×100
       1,054   

㎡
計

建築工事(共用) 鉄筋工事 躯体

建築工事(共用) 鉄筋工事 外部仕上

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   18

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

異形鉄筋(SD295A) D10
加工組立,運搬共            0.1 

ｔ
溶接金網敷 径3.2 150×150

          99.4 
㎡

溶接金網敷 径6.0 100×100
       1,579   

㎡
溶接金網敷 径6.0 150×150

         153   
㎡

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部
FC=30N/+3N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm        2,625   
高性能AE減水剤 ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 軸部
FC=30N/+3N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm        1,006   
高性能AE減水剤 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
           1   

式
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

           1   
式

温度補正
           1   

式
止水板 壁張り式

幅200(芯ﾌﾟﾚｰﾄ入り)          348   
材工共 ｍ

計

建築工事(共用) 鉄筋工事 内部仕上

建築工事(共用) ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 躯体

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   19

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ
FC=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm           94   
打設手間共 ｍ3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ
FC=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm            3.2 
打設手間共 ｍ3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 機械基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
FC=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm           45.1 
打設手間共 ｍ3

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ
FC=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm            1.3 
打設手間共 ｍ3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ
FC=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm          140   
打設手間共 ｍ3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 機械基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
FC=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm           51.8 
打設手間共 ｍ3

計

建築工事(共用) ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 外部仕上

建築工事(共用) ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 内部仕上

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   20

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠 普通合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造     基礎部        4,371   
－ ㎡

型枠 普通合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造     地上軸部          595   
階高2.8m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠A種
ﾗｰﾒﾝ構造     基礎部           32.3 
－ ㎡

型枠 打放合板型枠A種
ﾗｰﾒﾝ構造     地上軸部          111   
標準階高 ㎡

型枠 打放合板型枠B種
ﾗｰﾒﾝ構造     地上軸部          394   
標準階高 ㎡

型枠 打放合板型枠C種
ﾗｰﾒﾝ構造     基礎部          345   
－ ㎡

型枠運搬費 4ｔ車  30㎞程度 往復
       5,848   

㎡
型枠目地棒 打継目地 幅20 ×深さ20程度

         107   
ｍ

型枠目地棒 誘発目地 幅5 ×深さ10程度
          77.7 

ｍ
ｽﾘ-ﾌﾞ材

           1   
式

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠 普通合板型枠
運搬共           41   

㎡
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠 打放合板型枠B種

運搬共          160   
㎡

打放し面補修 A 種 ｺｰﾝ処理
目違いばらい無          109   

㎡
打放し面補修 A 種 ｺｰﾝ処理

目違いばらい無           34.7 
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理
部分目違いばらい          389   

㎡
計

建築工事(共用) 型枠工事 躯体

建築工事(共用) 型枠工事 外部仕上

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   21

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠 打放合板型枠B種
運搬共           33.3 

㎡
打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理

部分目違いばらい          198   
㎡

打放し面補修 C 種 ｺｰﾝ処理無
全面目違いばらい          345   

㎡
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

H形鋼 SS400
H-100×100×6×8            0.9 

ｔ
H形鋼 SS400

H-148×100×6×9            3.6 
ｔ

H形鋼 SS400
H-150×150×7×10            7.1 

ｔ
H形鋼 SS400

H-194×150×6×9            2.3 
ｔ

H形鋼 SS400
H-200×200×8×12            0.2 

ｔ
H形鋼 SS400

H-250×125×6×9            0.7 
ｔ

H形鋼 SS400
H-294×200×8×12            2.7 

ｔ
H形鋼 SS400

H-300×150×6.5×9           27.7 
ｔ

H形鋼 SS400
H-340×250×9×14            1.4 

ｔ
H形鋼 SS400

H-350×175×7×11            5.6 
ｔ

H形鋼 SS400
H-400×200×8×13           38.2 

ｔ
H形鋼 SS400

H-440×300×11×18           11.3 
ｔ

H形鋼 SS400
H-450×200×9×14           30.7 

ｔ
H形鋼 SS400

H-488×300×11×18            5.3 
ｔ

H形鋼 SS400
H-500×200×10×16           19.7 

ｔ

建築工事(共用) 型枠工事 内部仕上

建築工事(共用) 鉄骨工事 本体鉄骨

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   22

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

H形鋼 SS400
H-588×300×12×20           20.8 

ｔ
H形鋼 SS400

H-600×200×11×17            5.1 
ｔ

H形鋼 SN400B
H-194×150×6×9            1.7 

ｔ
H形鋼 SN400B

H-200×200×8×12            9.1 
ｔ

H形鋼 SN400B
H-294×200×8×12            5.1 

ｔ
H形鋼 SN400B

H-340×250×9×14            2.3 
ｔ

H形鋼 SN400B
H-500×200×10×16            2.9 

ｔ
H形鋼 SN490B

H-500×200×10×16            1.2 
ｔ

外法H形鋼 SS400
H-700×200×9×19            5.1 

ｔ
外法H形鋼 SN400B

H-500×250×12×25            7.7 
ｔ

外法H形鋼 SN400B
H-550×200×12×22            3.2 

ｔ
外法H形鋼 SN400B

H-700×200×9×19            2.5 
ｔ

外法H形鋼 SN490B
H-500×200×12×22            2.2 

ｔ
外法H形鋼 SN490B

H-500×200×12×25            0.9 
ｔ

外法H形鋼 SN490B
H-500×250×12×25            2.6 

ｔ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外法H形鋼 SN490B
H-500×250×12×28           19.9 

ｔ
外法H形鋼 SN490B

H-550×200×12×22            0.4 
ｔ

外法H形鋼 SN490B
H-550×250×12×22            5.5 

ｔ
外法H形鋼 SN490B

H-550×250×12×25            5.2 
ｔ

外法H形鋼 SN490B
H-700×200×12×22           52.4 

ｔ
外法H形鋼 SN490B

H-700×200×12×25            8.7 
ｔ

外法H形鋼 SN490B
H-700×250×12×22            3.3 

ｔ
外法H形鋼 SN490B

H-700×300×12×25            2.1 
ｔ

外法H形鋼 SN490B
H-700×300×16×28            5.3 

ｔ
外法H形鋼 SN490B

H-700×350×16×25            2.5 
ｔ

外法H形鋼 SN490B
H-750×300×14×25           29.1 

ｔ
外法H形鋼 SN490B

H-900×400×19×32            7   
ｔ

外法H形鋼 SN490B
H-1000×250×16×28            4.6 

ｔ
外法H形鋼 SN490B

H-1000×300×16×22           14.2 
ｔ

外法H形鋼 SN490B
H-1000×300×16×28            8.4 

ｔ

建築工事(共用) 鉄骨工事 本体鉄骨

建築工事(共用) 鉄骨工事 本体鉄骨

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   23

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外法H形鋼 SN490B
H-1000×350×16×28           12.1 

ｔ
外法H形鋼 SN490B

H-1000×350×16×32           14   
ｔ

外法H形鋼 SN490B
H-1000×350×19×28           13.1 

ｔ
外法H形鋼 SN490B

H-1000×400×16×32           10.1 
ｔ

溝形鋼 SS400
C-150×75×6.5×10            2.2 

ｔ
山形鋼 SS400

L-65×65×6            3   
ｔ

山形鋼 SS400
L-75×75×9            0.01

ｔ
山形鋼 SS400

L-90×90×6            1   
ｔ

山形鋼 SS400
L-90×90×10            8.9 

ｔ
山形鋼 SS400

L-150×90×9           24.2 
ｔ

山形鋼 SS400
L-250×90×10×15            1.4 

ｔ
平鋼 SS400

FB-6×50            0.1 
ｔ

鋼板 SS400
PL-1.6            0.02

ｔ
鋼板 SS400

PL-2.3            0.03
ｔ

鋼板 SS400
PL-4.5            9.7 

ｔ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板 SS400
PL-6            1.4 

ｔ
鋼板 SS400

PL-9           17   
ｔ

鋼板 SS400
PL-12           10.4 

ｔ
鋼板 SS400

PL-16           15.3 
ｔ

鋼板 SS400
PL-19            5.7 

ｔ
鋼板 SN400B

PL-6            0.1 
ｔ

鋼板 SN400B
PL-9            2   

ｔ
鋼板 SN400B

PL-12            0.9 
ｔ

鋼板 SN400B
PL-16            1.4 

ｔ
鋼板 SN400B

PL-19            0.1 
ｔ

鋼板 SN400C
PL-16            0.2 

ｔ
鋼板 SN490B

PL-9            2.1 
ｔ

鋼板 SN490B
PL-12            8.5 

ｔ
鋼板 SN490B

PL-16           57   
ｔ

鋼板 SN490B
PL-19           21.1 

ｔ

建築工事(共用) 鉄骨工事 本体鉄骨

建築工事(共用) 鉄骨工事 本体鉄骨

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   24

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板 SN490B
PL-22           15.1 

ｔ
鋼板 SN490B

PL-25           25.9 
ｔ

鋼板 SN490B
PL-28           37.7 

ｔ
鋼板 SN490B

PL-32           48.7 
ｔ

鋼板 SN490B
PL-36           14.7 

ｔ
鋼板 SN490B

PL-40            0.7 
ｔ

鋼板 SN490C
PL-19            0.1 

ｔ
鋼板 SN490C

PL-25            0.1 
ｔ

鋼板 SN490C
PL-28            2.5 

ｔ
鋼板 SN490C

PL-32            7.8 
ｔ

鋼板 SN490C
PL-36           10.4 

ｔ
鋼板 SN490C

PL-40           11.6 
ｔ

鋼板 TMCP325C
PL-42            9   

ｔ
構造用鋼管 STK400

φ114.3×6.0            0.1 
ｔ

構造用鋼管 STK400
φ190.7×5.3            0.4 

ｔ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造用鋼管 STK400
φ216.3×5.8            1.2 

ｔ
構造用鋼管 STKN490B

φ216.3×8.2            0.9 
ｔ

構造用鋼管 STKN490B
600φ×16           25.5 

ｔ
構造用鋼管 STKN490B

600φ×22           33   
ｔ

建築構造用 STKR400
角形鋼管 □-150×150×12            1.9 

ｔ
建築構造用 BCR295
角形鋼管 □-250×250×16            1.1 

ｔ
建築構造用 BCP325
角形鋼管 □-400×400×12            9.2 

ｔ
建築構造用 BCP325
角形鋼管 □-550×550×19            7.3 

ｔ
建築構造用 BCP325
角形鋼管 □-550×550×22           42   

ｔ
建築構造用 BCP325
角形鋼管 □-600×600×25            9.4 

ｔ
建築構造用 BCP325
角形鋼管 □-600×600×28           51.1 

ｔ
建築構造用 BCP325
角形鋼管 □-650×650×22            6.6 

ｔ
建築構造用 BCP325
角形鋼管 □-650×650×25            7.1 

ｔ
建築構造用 BCP325
角形鋼管 □-650×650×32           46   

ｔ
建築構造用 BCP325
角形鋼管 □-650×650×36           48.8 

ｔ

建築工事(共用) 鉄骨工事 本体鉄骨

建築工事(共用) 鉄骨工事 本体鉄骨

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   25

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
          ▲1   

式
工場加工組立 副資材

工場溶接(80,046m)共        1,087   
ｔ

工場さび止め塗装
           1   

式
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理

           1   
式

鉄骨運搬
       1,087   

ｔ
鉄骨建方

       1,087   
ｔ

ﾌﾞﾚｰｽ
           1   

式
ﾎﾞﾙﾄ類

           1   
式

ﾎﾞﾙﾄ接合
           1   

式
現場溶接

           1   
式

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

溶接部試験
           1   

式
露出型　柱脚

           1   
式

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ類
           1   

式
柱下均しﾓﾙﾀﾙ 材工共

           1   
式

ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ 材工共
           1   

式
木耐震ﾊﾟﾈﾙ鉄骨 材工共

           1   
式

外部階段鉄骨 材工共
亜鉛ﾒｯｷ処理            3.5 

ｔ
内部階段鉄骨 材工共

          49.4 
ｔ

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 材工共
鉄骨            3.4 

ｔ
ｼｬｯﾀｰ鉄骨 材工共

           1.6 
ｔ

すのこ鉄骨 材工共
          15   

ｔ
EV鉄骨 材工共

          24.9 
ｔ

西側遮光ﾙｰﾊﾞｰ 材工共
下地鉄骨           11.9 

ｔ
機械基礎鉄骨 材工共

           1.3 
ｔ

梁貫通補強 材工共
           1   

式

建築工事(共用) 鉄骨工事 本体鉄骨

建築工事(共用) 鉄骨工事 付帯鉄骨等

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   26

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床工事
           1   

式
鉄骨足場

           1   
式

仮設金物
           1   

式
(外部仕上)

駐車場庇袖壁 W9500×H6000×D150
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙﾙｰﾊﾞｰ 間柱:C-150×75×6.5×10 @400            1   
下地鉄骨 脚部･梁支持材共 か所
(内部仕上)

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ受 H=290
下地鉄骨 吊材:C-100×50×5×7.5 @1500           11.8 

(参考重量:0.005t) ｍ
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ受 H=410
下地鉄骨 吊材:C-100×50×5×7.5 @1500           23.5 

(参考重量:0.007t) ｍ
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ受 H=500
下地鉄骨 吊材:L-50×50×6 @1500           21.6 

振止:L-50×50×6 @3000 ｍ
受材:L=500 L-65×65×6 @1500
(参考重量:0.006t)

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ受 H=868
下地鉄骨 吊材:C-100×50×5×7.5 @1500           12.7 

(参考重量:0.014t) ｍ
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ受 H=1180
下地鉄骨 吊材:L-50×50×6 @1500            9.3 

振止:L-50×50×6 @3000 ｍ
受材:L=500 L-65×65×6 @1500
(参考重量:0.011t)

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ受 H=400
下地鉄骨 吊材:L-50×50×6 @1500           39.8 

(参考重量:0.002t) ｍ
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ受 H=510
下地鉄骨 吊材:C-100×50×5×7.5 @1500           30.6 

振止:L-65×65×6 @500 ｍ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(参考重量:0.003t)

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ受 H=650
下地鉄骨 吊材:L-50×50×4 @1500            9.9 

振止:L-50×50×4 @3000 ｍ
受材:L=500 L-65×65×6 @1500
(参考重量:0.018t)

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ受 H=1370
下地鉄骨 吊材:L-50×50×4 @1500            4.4 

振止:L-50×50×4 @3000 ｍ
受材:L=500 L-65×65×6 @1500
(参考重量:0.011t)

計

建築工事(共用) 鉄骨工事 付帯鉄骨等

建築工事(共用) 鉄骨工事 付帯鉄骨等

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   27

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(耐火塗料)

(外部)

耐火塗料 柱2時間耐火
P-600×16           23.4 

㎡
耐火塗料 柱2時間耐火

P-600×22           28   
㎡

耐火塗料 柱1時間耐火
P-600×16           33.5 

㎡
(内部)

円柱　熱膨張耐火 662.64φ
被覆 GBF15+GB-R12.5 突付            9.1 

中張:両面ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張 ｍ
ｱﾙﾐﾆｳﾑ箔･ｱﾙﾐﾆｳﾑ箔ｶﾞﾗｽｸﾛｽ
黒鉛含有ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑｼｰﾄt1.9
1時間耐火

円柱　熱膨張耐火 662.64φ
被覆 GBF15+GB-R12.5 突付           51.5 

中張:両面ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張 ｍ
ｱﾙﾐﾆｳﾑ箔･ｱﾙﾐﾆｳﾑ箔ｶﾞﾗｽｸﾛｽ
黒鉛含有ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑｼｰﾄt1.9
2時間耐火

円柱　熱膨張耐火 662.64φ
被覆 GBF15+GB-R12.5 継目処理            8.2 

中張:両面ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張 ｍ
ｱﾙﾐﾆｳﾑ箔･ｱﾙﾐﾆｳﾑ箔ｶﾞﾗｽｸﾛｽ
黒鉛含有ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑｼｰﾄt1.9
1時間耐火

円柱　熱膨張耐火 662.64φ
被覆 GBF15+GB-R12.5 継目処理           70.6 

中張:両面ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張 ｍ
662.64φ
GBF15+GB-R12.5 継目処理
中張:両面ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張

(耐火被覆)

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火被覆 半湿式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ
2時間　厚45          649   
柱 ㎡

耐火被覆 半湿式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ
2時間　厚45        3,231   
梁 ㎡

耐火被覆 半湿式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ
1時間　厚25          477   
柱 ㎡

耐火被覆 半湿式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ
1時間　厚25        5,397   
梁 ㎡

耐火被覆 ｹｲｶﾙ板耐火成形板被覆仕上
2時間　厚35 透張工法          108   
柱 ㎡

耐火被覆 ｹｲｶﾙ板耐火成形板被覆仕上
1時間　厚20 透張工法          223   
柱 ㎡

計

建築工事(共用) 鉄骨工事 耐火被覆

建築工事(共用) 鉄骨工事 耐火被覆

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   28

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

外壁 t=60 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ (W=900ﾍﾞｰｽ)
押出成形ｾﾒﾝﾄ板 工法種別:A種 縦貼 ﾛｯｷﾝｸﾞ工法        1,644   

耐火性能:1時間耐火 ㎡
目地処理:ｼｰﾘﾝｸﾞ･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材
　縦横ｶﾞｽｹｯﾄ･ﾛｯｸｳｰﾙ充填
(塗装別計上)

外壁 同上脚部
押出成形ｾﾒﾝﾄ板 L-50×50×6(通し)          210   
取付金物 L-50×50×6(L=120)@600 ｍ

Zｸﾘｯﾌﾟ･硬質ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ
ｶﾞｽｹｯﾄ(通し)

外壁 同上FLﾗｲﾝ (脚部)
押出成形ｾﾒﾝﾄ板 L-50×50×6(通し)          344   
取付金物 L-50×50×6(L=120)@600 ｍ

Zｸﾘｯﾌﾟ･硬質ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ
透水性ﾊﾞｯｶｰ･導水用切吹

外壁 同上FLﾗｲﾝ(頂部)
押出成形ｾﾒﾝﾄ板 L-65×65×6(通し)          344   
取付金物 Zｸﾘｯﾌﾟ ｍ
外壁 同上頂部(ｽﾗﾌﾞ下)
押出成形ｾﾒﾝﾄ板 L-50×50×6(通し)          140   
取付金物 PL-6 H=75･Zｸﾘｯﾌﾟ ｍ
外壁 同上頂部(5FL-1480部･他)
押出成形ｾﾒﾝﾄ板          160   
取付金物 ｍ
外壁 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ取合部
押出成形ｾﾒﾝﾄ板           85.3 
取付金物 ｍ
外壁 下り壁下端部
押出成形ｾﾒﾝﾄ板          152   
取付金物 ｍ
外壁 ｺｰﾅｰ出隅部
押出成形ｾﾒﾝﾄ板 L-50×50×6(通し)           13   
取付金物 L-50×50×6 L=70 か所

L-65×65×6 L=100 @600
L-50×50×6
内水切ﾌﾟﾚｰﾄ出隅ｺｰﾅｰ

外壁 ｺｰﾅｰ出隅
押出成形ｾﾒﾝﾄ板           76.3 
ｶｯﾄ手間 ｍ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁
押出成形ｾﾒﾝﾄ板            1   
開口補強 式
外壁(屋外機置場) t=60 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ (W=900ﾍﾞｰｽ)
押出成形ｾﾒﾝﾄ板 工法種別:A種 縦貼 ﾛｯｷﾝｸﾞ工法          321   

耐火性能:1時間耐火 ㎡
目地処理:ｼｰﾘﾝｸﾞ･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材
　縦横ｶﾞｽｹｯﾄ･ﾛｯｸｳｰﾙ充填
(塗装別計上)
取付金物共

計

建築工事(共用) 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

建築工事(共用) 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   29

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

屋根 ｼｰﾄ防水(A):S-M3
合成高分子系 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ複合ｼｰﾄ防水 t=1.2        1,109   
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 断熱材:硬質ｲｿｼｱﾇﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ t=25 ㎡

野地板:木毛ｾﾒﾝﾄ板 t=25
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ:H=75 t=1.0
水勾配下地材:
ｽﾁｰﾙ製PL-3.2曲加工 H=75～355
木ﾈｼﾞ ﾄﾗｽ4.5×25
受根太方向@150･直行方向@875

屋根立上 ｼｰﾄ防水(A):S-M3
合成高分子系 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ複合ｼｰﾄ防水 t=1.2          383   
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 断熱材:硬質ｲｿｼｱﾇﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ t=25 ㎡

野地板:木毛ｾﾒﾝﾄ板 t=25

屋根立上 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用
防水押え金物          642   

ｍ
屋根 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水(B):S-F2
合成高分子系 t=2.0 接着工法 非歩行          878   
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 断熱材 PF板 t=50 共 ㎡
屋根立上 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水(B):S-F2
合成高分子系 t=2.0 接着工法 非歩行          379   
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 ㎡
屋根立上 AL PL-1.0×20 ｼｰﾙ共
同上防水押え金物          384   

ｍ
屋根立上 PF板 △-20×20
同上防水入隅処理          381   

ｍ
2F屋外機置場 BI-2(保護絶縁断熱) 平場
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 絶縁ｼｰﾄ含          318   

押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bｽｷﾝ t50付 ㎡
2F屋外機置場立上 BI-2(保護絶縁断熱) 立上部
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水           63.2 

㎡
2F屋外機置場立上 ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
防水押え金物          144   

ｍ
2F屋外機置場
成形緩衝材          144   

ｍ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

2F屋外機置場 成形伸縮目地材 25×80
伸縮調整目地 付着層ﾀｲﾌﾟ          315   

ｍ
2F屋外機置場立上 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 t=15
防水層乾式保護材 H=300 上下ﾚｰﾙ共          144   

(RCｱｺﾞ下部) ｍ
2F屋外機置場立上 (出隅)
防水層乾式保護材 H=300用           38   
役物 か所
2F屋外機置場立上 (入隅)
防水層乾式保護材 H=300用           30   
役物 か所
中庭-1 BI-2(保護絶縁断熱) 平場
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 絶縁ｼｰﾄ含          320   

防振断熱材<JSP:ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ> t50付 ㎡
中庭-2 BI-2(保護絶縁断熱) 平場
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 絶縁ｼｰﾄ含           55.1 

押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bｽｷﾝ t50付 ㎡
中庭立上 BI-2(保護絶縁断熱) 立上り部
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 －        －           42.7 

㎡
中庭立上 ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
防水押え金物          107   

ｍ
中庭
成形緩衝材          107   

ｍ
中庭 成形伸縮目地材 25×80
伸縮調整目地 付着層ﾀｲﾌﾟ          333   

ｍ
中庭立上 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 t=15
防水層乾式保護材 H=260 上下ﾚｰﾙ共          107   

(AL水切下部) ｍ
中庭立上 (出隅)
防水層乾式保護材 H=260用            1   

か所
中庭立上 (入隅)
防水層乾式保護材 H=260用            9   

か所
ﾃﾞｯｷ BI-2(保護絶縁断熱) 平場
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 絶縁ｼｰﾄ含          155   

押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bｽｷﾝ t50付 ㎡
ﾃﾞｯｷ BI-2(保護絶縁断熱) 平場
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水            9.3 

㎡

建築工事(共用) 防水工事

建築工事(共用) 防水工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   30

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾃﾞｯｷ立上 BI-2(保護絶縁断熱) 立上り部
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 －        －           28.7 

㎡
ﾃﾞｯｷ丸柱立上 BI-2(保護絶縁断熱) 立上り部
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 (曲面)            2.3 

㎡
ﾃﾞｯｷ立上 ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
防水押え金物          124   

ｍ
ﾃﾞｯｷ丸柱立上 ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
防水押え金物 (曲面)            7.5 

ｍ
ﾃﾞｯｷ
成形緩衝材          124   

ｍ
ﾃﾞｯｷ丸柱 (曲面)
成形緩衝材            7.5 

ｍ
ﾃﾞｯｷ 成形伸縮目地材 25×80
伸縮調整目地 付着層ﾀｲﾌﾟ          209   

ｍ
4Fﾃﾞｯｷ A-2(保護密着)      平場
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 絶縁ｼｰﾄ含 －           16   

㎡
4Fﾃﾞｯｷ立上･階段 A-2(保護密着)      立上り部
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 －        －            7.4 

㎡
屋外劇場段床 A-2(保護密着)      平場
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 絶縁ｼｰﾄ含 －           62.6 

㎡
屋外劇場段床
成形緩衝材           74.5 

ｍ
屋外劇場段床 成形伸縮目地材 25×80
伸縮調整目地 付着層ﾀｲﾌﾟ           34   

ｍ
機械基礎天端 B-1(保護絶縁)      平場
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 絶縁ｼｰﾄ含 －            8.9 

㎡
機械基礎立下 B-1(保護絶縁)      立上り部
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 －        －            2   

㎡
庇天端 SF-2 t=2.0 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水
合成高分子系           69.3 
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 ㎡

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

庇立上 SF-2 t=2.0 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水
合成高分子系           28.2 
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 ㎡
庇立上 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用
防水押え金物           33.3 

ｍ
庇天端 X-1
塗膜防水           37.8 

㎡
庇立上 X-1 H=200
塗膜防水           16.9 

ｍ
防水入隅処理 ﾓﾙﾀﾙ

         449   
ｍ

防水入隅処理 ﾓﾙﾀﾙ (曲面)
           7.5 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ

           1   
式

(内部)

階段8･ E-2(屋内密着)      平場
2F機械設備室 －        －           74.3 
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ㎡
階段8･ E-2(屋内密着)      立上り部
2F機械設備室 －        －           15.7 
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ㎡
階段8･ ﾓﾙﾀﾙ
2F機械設備室           39.2 
防水入隅処理 ｍ
地下水槽床 X-1
塗膜防水          263   

㎡
地下水槽壁 X-1
塗膜防水          514   

㎡
地流しﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
樹脂ﾓﾙﾀﾙ防水塗            0.7 

㎡
地流しﾗｲﾆﾝｸﾞ天端 W=120
樹脂ﾓﾙﾀﾙ防水塗            0.8 

ｍ

建築工事(共用) 防水工事

建築工事(共用) 防水工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ
           1   

式
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ廻り床 t30 162×745 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ仕上
花崗岩 中国産 G360           38.2 

空練ﾓﾙﾀﾙt35共 ㎡
1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ･ﾎﾜｲｴ廻 H100 t25 本磨き
巾木 中国産 G360           18   
花崗岩 ｍ

計

建築工事(共用) 防水工事

建築工事(共用) 石工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造用集成材 柱 WC1  通直材
210×210×8,544(0.3768m3)          120   
ｽｷﾞ E65-F255(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 柱 WC1a 通直材
210×210×8,544(0.3768m3)            6   
ｽｷﾞ E65-F255(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 柱 WC1b 通直材
210×210×8,544(0.3768m3)           14   
ｽｷﾞ E65-F255(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 柱 WC1c 通直材
210×210×8,544(0.3768m3)            1   
ｽｷﾞ E65-F255(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 柱 WC1d 通直材
210×210×8,544(0.3768m3)            1   
ｽｷﾞ E65-F255(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 柱 WC1e 通直材
210×210×8,544(0.3768m3)            1   
ｽｷﾞ E65-F255(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 柱 WC1f 通直材
210×210×8,544(0.3768m3)            1   
ｽｷﾞ E65-F255(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 柱 WC1g 通直材
210×210×8,544(0.3768m3)            1   
ｽｷﾞ E65-F255(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 柱 WC1h 通直材
210×210×8,544(0.3768m3)            1   
ｽｷﾞ E65-F255(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 柱 WC1i 通直材
210×210×8,544(0.3768m3)            1   
ｽｷﾞ E65-F255(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 柱 WC2a 通直材
210×210×8,544(0.3768m3)            9   
ｶﾗﾏﾂE105-F345(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 柱 WC2b 通直材
210×210×8,544(0.3768m3)            8   
ｶﾗﾏﾂE105-F345(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 柱 WC2c 通直材
210×210×8,544(0.3768m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F345(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 柱 WC2d 通直材
210×210×8,544(0.3768m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F345(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 柱 WC2e 通直材
210×210×8,544(0.3768m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F345(100E-375F,50V-43H) 本

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造用集成材 柱 WC2f 通直材
210×210×8,544(0.3768m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F345(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 柱 WC3a 通直材
210×210×4,052(0.1787m3)            5   
ｽｷﾞ E65-F255(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 柱 WC3b 通直材
210×210×4,052(0.1787m3)            5   
ｽｷﾞ E65-F255(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 柱 WC3c 通直材
210×210×4,052(0.1787m3)            1   
ｽｷﾞ E65-F255(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG1 通直材
150×550×3,395(0.2801m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG1 通直材
150×550×3,500(0.2888m3)            5   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG1 通直材
150×550×3,605(0.2974m3)            2   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG1 通直材
150×550×6,790(0.5602m3)           28   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG2 通直材
120×900×1,995(0.2155m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG2 通直材
120×900×2,100(0.2268m3)            2   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG2 通直材
120×900×2,205(0.2381m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG2 通直材
120×900×3,110(0.3359m3)            2   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG2 通直材
120×900×3,215(0.3472m3)            2   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG2 通直材
120×900×3,395(0.3667m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG2 通直材
120×900×3,500(0.3780m3)           50   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

建築工事(共用) 木工事 構造用集成材

建築工事(共用) 木工事 構造用集成材
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造用集成材 梁 6F WG2 通直材
120×900×3,605(0.3893m3)            7   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG3 通直材
150×500×1,580(0.1185m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG3 通直材
150×500×2,900(0.2175m3)            5   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG3 通直材
150×500×3,110(0.2333m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG3 通直材
150×500×3,215(0.2411m3)            5   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG3 通直材
150×500×6,010(0.4508m3)           17   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG4 通直材
120×800×1,995(0.1915m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG4 通直材
120×800×2,205(0.2117m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG4 通直材
120×800×3,395(0.3259m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG4 通直材
120×800×3,500(0.3360m3)           32   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG4 通直材
120×800×3,605(0.3461m3)            4   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG5 通直材
150×500×2,555(0.1916m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG5 通直材
150×500×4,690(0.3518m3)           10   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-3H) 本

構造用集成材 梁 6F WG6 通直材
120×800×2,100(0.2016m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG6 通直材
120×800×3,110(0.2986m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造用集成材 梁 6F WG6 通直材
120×800×3,215(0.3086m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG6 通直材
120×800×3,500(0.3360m3)           12   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG7 通直材
120×350×3,065(0.1287m3)            5   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG7 通直材
120×350×3,110(0.1306m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG7 通直材
120×350×3,290(0.1382m3)           20   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG7 通直材
120×350×3,500(0.1470m3)            3   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG7 通直材
120×350×3,710(0.1558m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG8 通直材
120×800×2,100(0.2016m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG8 通直材
120×800×3,110(0.2986m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG8 通直材
120×800×3,215(0.3086m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG8 通直材
120×800×3,395(0.3259m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG8 通直材
120×800×3,500(0.3360m3)           35   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG8 通直材
120×800×3,605(0.3461m3)           11   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG9a 通直材
120×300×1,110(0.0400m3)            3   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG9a 通直材
120×300×1,425(0.0513m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

建築工事(共用) 木工事 構造用集成材

建築工事(共用) 木工事 構造用集成材
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構造用集成材 梁 6F WG9a 通直材
120×300×1,790(0.0644m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG9 通直材
90×300×1,890(0.0510m3)            3   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG9a 通直材
120×300×1,890(0.0680m3)           25   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG9a 通直材
120×300×2,100(0.0756m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG9a 通直材
120×300×2,205(0.0794m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG9 通直材
90×300×2,310(0.0624m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG10 通直材
90×700×1,995(0.1257m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG10a 通直材
120×700×2,205(0.185m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG10 通直材
90×700×2,310(0.1455m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG10 通直材
90×700×3,395(0.2139m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG10 通直材
90×700×3,500(0.2205m3)           53   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG10 通直材
90×700×3,605(0.2271m3)            8   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WG11 通直材
120×900×1,190(0.1285m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG11 通直材
120×900×1,400(0.1512m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG11 通直材
120×900×1,545(0.1669m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

直　接　工　事　費　細目別内訳
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構造用集成材 梁 6F WG11 通直材
120×900×1,790(0.1933m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG11 通直材
120×900×2,100(0.2268m3)            5   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG11 通直材
120×900×3,110(0.3359m3)            4   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG11 通直材
120×900×3,215(0.3472m3)            2   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG11 通直材
120×900×3,335(0.3602m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG11 通直材
120×900×3,275(0.3537m3)            5   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG11 通直材
120×900×3,440(0.3715m3)            2   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG11 通直材
120×900×3,500(0.3780m3)           61   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG11 通直材
120×900×3,605(0.3893m3)            5   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG11 通直材
120×900×3,725(0.4023m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG11 通直材
120×900×5,125(0.5535m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WG11 通直材
120×900×6,790(0.7333m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WB1 通直材
150×550×7,000(0.5775m3)           30   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WB1 通直材
150×550×7,105(0.5862m3)           52   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WB1 通直材
150×550×7,210(0.5948m3)           12   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

建築工事(共用) 木工事 構造用集成材

建築工事(共用) 木工事 構造用集成材
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構造用集成材 梁 6F WB2 通直材
150×500×3,110(0.2333m3)            6   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WB2 通直材
150×500×3,215(0.2411m3)            6   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WB2 通直材
150×500×6,325(0.4744m3)           48   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WB2 通直材
150×500×6,430(0.4823m3)            8   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 6F WB3 通直材
150×500×5,005(0.3754m3)           20   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WB3 通直材
150×500×5,110(0.3833m3)            6   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WB4 通直材
120×350×1,100(0.0462m3)            3   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WB4 通直材
120×350×3,500(0.1470m3)           36   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WB4 通直材
120×350×3,605(0.1514m3)           21   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WB4 通直材
120×350×3,710(0.1558m3)            8   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WB5 通直材
90×300×1,425(0.0385m3)            3   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WB5a 通直材
120×300×1,425(0.0513m3)            6   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WB5 通直材
90×300×2,100(0.0567m3)            3   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WB5a 通直材
120×300×2,205(0.0794m3)           71   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 6F WB5 通直材
90×300×2,310(0.0624m3)           12   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

直　接　工　事　費　細目別内訳
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構造用集成材 梁 6F あんこ材 通直材
300×650×420(0.0819m3)          214   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG1 通直材
105×500×3,500(0.1838m3)            3   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG1 通直材
105×500×3,605(0.1893m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG1a 通直材
120×500×3,605(0.2163m3)            2   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG1 通直材
105×500×6,790(0.3565m3)           17   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG1a 通直材
120×500×6,790(0.4074m3)            6   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG2 通直材
90×800×1,875(0.1350m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG2 通直材
90×800×2,100(0.1512m3)            2   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG2 通直材
90×800×2,205(0.1588m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG2 通直材
90×800×3,110(0.2239m3)            2   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG2 通直材
90×800×3,215(0.2315m3)            2   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG2 通直材
90×800×3,500(0.2520m3)           41   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG2 通直材
90×800×3,605(0.2596m3)            5   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG3 通直材
105×450×1,580(0.0747m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG3 通直材
105×450×2,900(0.1370m3)            3   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

建築工事(共用) 木工事 構造用集成材

建築工事(共用) 木工事 構造用集成材
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構造用集成材 梁 RF WG3a 通直材
120×450×2,900(0.1566m3)            2   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG3 通直材
105×450×3,110(0.1469m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG3 通直材
105×450×3,215(0.1519m3)            2   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG3a 通直材
120×450×3,215(0.1736m3)            3   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG3 通直材
105×450×6,010(0.2840m3)            2   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG3a 通直材
120×450×6,010(0.3245m3)           15   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG4 通直材
90×700×1,875(0.1181m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG4 通直材
90×700×2,205(0.1389m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG4 通直材
90×700×3,275(0.2063m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG4 通直材
90×700×3,500(0.2205m3)           32   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG4 通直材
90×700×3,605(0.2271m3)            4   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG5 通直材
120×400×2,555(0.1226m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG5 通直材
120×400×4,690(0.2251m3)           10   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG5 通直材
120×400×4,900(0.2352m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG6 通直材
105×700×2,100(0.1544m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

直　接　工　事　費　細目別内訳
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構造用集成材 梁 RF WG6 通直材
105×700×3,110(0.2286m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG6 通直材
105×700×3,215(0.2363m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG6 通直材
105×700×3,500(0.2573m3)           12   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG7 通直材
105×300×3,110(0.0980m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG7 通直材
105×300×3,290(0.1036m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG7a 通直材
120×300×3,290(0.1184m3)            4   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG7 通直材
105×300×3,605(0.1136m3)            3   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG7a 通直材
120×300×3,605(0.1298m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG7a 通直材
120×300×3,710(0.1336m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG8 通直材
90×700×2,100(0.1323m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG8 通直材
90×700×3,110(0.1959m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG8 通直材
90×700×3,215(0.2025m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG8 通直材
90×700×3,275(0.2063m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG8 通直材
90×700×3,545(0.2233m3)            2   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG8 通直材
90×700×3,500(0.2205m3)           12   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

建築工事(共用) 木工事 構造用集成材

建築工事(共用) 木工事 構造用集成材
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構造用集成材 梁 RF WG8 通直材
90×700×3,605(0.2271m3)            3   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG9 通直材
75×250×1,110(0.0208m3)            3   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG9 通直材
75×250×1,425(0.0267m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG9 通直材
75×250×1,790(0.0336m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG9 通直材
75×250×1,890(0.0354m3)           18   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG9a 通直材
120×250×1,890(0.0567m3)           11   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG9 通直材
75×250×2,100(0.0394m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG9 通直材
75×250×2,205(0.0413m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG9a 通直材
120×250×2,310(0.0693m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG10 通直材
75×600×2,205(0.0992m3)            3   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG10a 通直材
120×600×2,310(0.1663m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG10 通直材
75×600×3,275(0.1417m3)            1   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG10 通直材
75×600×3,500(0.1575m3)           55   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG10 通直材
75×600×3,605(0.1622m3)            9   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WG11 通直材
120×800×1,190(0.1142m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

直　接　工　事　費　細目別内訳
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構造用集成材 梁 RF WG11 通直材
120×800×1,400(0.1344m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG11 通直材
120×800×1,545(0.1483m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG11 通直材
120×800×1,790(0.1718m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG11 通直材
120×800×2,100(0.2016m3)            5   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG11 通直材
120×800×3,215(0.3086m3)            2   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG11 通直材
120×800×3,275(0.3144m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG11 通直材
120×800×3,335(0.3202m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG11 通直材
120×800×3,110(0.2986m3)            4   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG11 通直材
120×800×3,500(0.3360m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG11 通直材
120×800×3,605(0.3461m3)            8   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG11 通直材
120×800×3,725(0.3576m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG11 通直材
120×800×5,125(0.4920m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG11 通直材
120×800×6,790(0.6518m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG12 通直材
150×700×3,500(0.3675m3)            4   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG12 通直材
150×700×3,605(0.3785m3)            2   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

建築工事(共用) 木工事 構造用集成材

建築工事(共用) 木工事 構造用集成材

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   38

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造用集成材 梁 RF WG12 通直材
150×700×10,290(1.0805m3)            8   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG13 通直材
120×920×3,275(0.3616m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG13 通直材
120×920×3,500(0.3864m3)           14   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WG13 通直材
120×920×3,605(0.3980m3)            3   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WB1 通直材
105×500×7,000(0.3675m3)           27   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WB1a 通直材
120×500×7,000(0.4200m3)            3   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WB1 通直材
105×500×7,105(0.3730m3)           21   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WB1a 通直材
120×500×7,105(0.4263m3)           18   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WB1 通直材
105×500×7,210(0.3785m3)           12   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WB2 通直材
105×450×3,110(0.1469m3)            6   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WB2 通直材
105×450×3,215(0.1519m3)            6   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WB2 通直材
105×450×6,430(0.3038m3)            8   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WB2 通直材
105×450×6,325(0.2989m3)            1   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WB2a 通直材
120×450×6,325(0.3416m3)           47   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF WB3 通直材
120×400×4,900(0.2352m3)            3   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造用集成材 梁 RF WB3 通直材
120×400×5,005(0.2402m3)           20   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WB3 通直材
120×400×5,110(0.2453m3)            6   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WB3 通直材
120×400×7,000(0.3360m3)            3   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WB4 通直材
105×300×3,605(0.1136m3)            6   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WB4a 通直材
120×300×3,605(0.1298m3)            6   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WB4 通直材
105×300×3,710(0.1169m3)            8   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WB5 通直材
75×250×1,425(0.0267m3)            9   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WB5 通直材
75×250×2,205(0.0413m3)           44   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WB5a 通直材
120×250×2,205(0.0662m3)           33   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WB5 通直材
75×250×2,310(0.0433m3)            9   
ｽｷﾞE65-F220(60E-225F,35V-35H) 本

構造用集成材 梁 RF WB6 通直材
150×700×10,605(1.1135m3)           27   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

構造用集成材 梁 RF あんこ材 通直材
300×650×420(0.0819m3)          214   
ｶﾗﾏﾂE105-F300(100E-375F,50V-43H) 本

加工
           1   

式
金物

           1   
式

建方
           1   

式

建築工事(共用) 木工事 構造用集成材

建築工事(共用) 木工事 構造用集成材
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

塗装
           1   

式
運搬費

           1   
式

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RF t24×1
構造用合板        1,915   

㎡
RF WB9 (E65-F220,60E-225F,甲種3類)
根太 135×135 @875以下 ｽﾊﾟﾝ内等割り        1,915   

㎡
6F t24×1
構造用合板        1,971   

㎡
6F WB9 (E65-F220,60E-225F,甲種3類)
根太 135×135 @875以下 ｽﾊﾟﾝ内等割り        1,971   

㎡
釘類

           1   
式

運搬費
           1   

式
施工･加工図作成

           1   
式

施工
           1   

式
計

建築工事(共用) 木工事 構造用集成材

建築工事(共用) 木工事 構造用合板

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   40

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

床 t15 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下
耐水合板           15.3 

㎡
木製巾木 ｹﾝﾊﾟｽ t9

H=60           10   
(塗装別計上) ｍ

梁型野縁組 杉又は松 45×45 @333
         127   

㎡
梁底野縁組 杉又は松 45×45 @333

         148   
㎡

膳板 ﾀﾓ集成材 t25 W=300
(塗装別計上)           24.6 

ｍ
階段1･2 ﾀﾓ集成材 楕円 φ40
壁付手摺笠木 (ﾌﾞﾗｹｯﾄ･塗装別計上)          132   

ｍ
階段1･2 ﾅﾗ集成材 20×50
手摺笠木 (手摺･塗装別計上)           31   

ｍ
漆喰壁ｺｰﾅｰ取合 人工木材 10×15
壁見切           12.4 

ｍ
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用
SGP 125A            2   

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用

SGP 125A            4   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用
SGP 125A           14   

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用

SGP 100A            2   
か所

鋼管とい 径100
          10.4 

ｍ
鋼管とい 径125

         127   
ｍ

鋼管とい 径200
          71.2 

ｍ
鋼管とい 径250

          28.5 
ｍ

鋼管とい 径300
          21.5 

ｍ
鋼管とい 径100
(地中埋設管)            7.9 

ｍ
鋼管とい 径125
(地中埋設管)           79   

ｍ
鋼管とい 径200
(地中埋設管)           35.2 

ｍ
鋼管とい 径250
(地中埋設管)            1.2 

ｍ
鋼管とい 径300
(地中埋設管)           30.9 

ｍ

建築工事(共用) 木工事 意匠用

建築工事(共用) 屋根工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   41

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼管とい防露巻き 一般の屋内露出部 径100
           5.2 

ｍ
鋼管とい防露巻き 一般の屋内露出部 径100

           5.2 
ｍ

鋼管とい防露巻き 一般の屋内露出部 径125
          30.5 

ｍ
鋼管とい防露巻き 一般の屋内露出部 径125

          47   
ｍ

鋼管とい防露巻き 天井内等         径125
          42.4 

ｍ
鋼管とい防露巻き 一般の屋内露出部 径200

          11.3 
ｍ

鋼管とい防露巻き 一般の屋内露出部 径200
          18.3 

ｍ
鋼管とい防露巻き 天井内等         径200

          37.4 
ｍ

鋼管とい防露巻き 一般の屋内露出部 径250
           2.6 

ｍ
鋼管とい防露巻き 天井内等         径250

          25.9 
ｍ

鋼管とい防露巻き 一般の屋内露出部 径300
           2.6 

ｍ
鋼管とい防露巻き 天井内等         径300

          18.9 
ｍ

鋼管とい塗装 径125
           7.4 

ｍ
鋼管とい塗装 径200

           4.2 
ｍ

鋼管とい掃除口 床上掃除口 径100
           2   

か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼管とい掃除口 床上掃除口 径125
           9   

か所
鋼管とい掃除口 床上掃除口 径200

           4   
か所

鋼管とい掃除口 床上掃除口 径250
           1   

か所
鋼管とい掃除口 床上掃除口 径300

           3   
か所

RHL
樋受石            2   

か所
計

建築工事(共用) 屋根工事

建築工事(共用) 屋根工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   42

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

PHRFL W=400
ｱﾙﾐ製笠木 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.5           23.4 

ｱﾙﾏｲﾄ(B-1種)･取付金物共 ｍ
ｱﾙﾐ製笠木(役物) W=400 出隅

加工手間のみ            4   
か所

RFL W=530+200(二段笠木)
ｱﾙﾐ製笠木 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.5          278   

ｱﾙﾏｲﾄ(B-1種)･取付金物共 ｍ
二段部継目ｼｰﾙ共

ｱﾙﾐ製笠木(役物) W=530+200(二段笠木) 出隅
加工手間のみ            4   

か所
ｱﾙﾐ製笠木(役物) W=530+200(二段笠木) 入隅

加工手間のみ            4   
か所

RFL W=595
ｱﾙﾐ製笠木 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.5           26.6 

ｱﾙﾏｲﾄ(B-1種)･取付金物共 ｍ
ｱﾙﾐ製笠木(役物) W=595 入隅

加工手間のみ            3   
か所

屋外機置場 W=380
ｱﾙﾐ製笠木 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.0           44.7 

FU-BE･取付金物共 ｍ
屋外機置場柱廻り 1400×1400
ｱﾙﾐ製笠木 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.0            3   

FU-BE･取付金物共 か所
屋外機置場柱廻り 1200×1200
(角部) ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.0            1   
ｱﾙﾐ製笠木 FU-BE･取付金物共 か所
屋外機置場柱廻り 1200×1200
ｱﾙﾐ製笠木 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.0            4   

FU-BE･取付金物共 か所
屋外機置場柱廻り 1125×1125
(角部) ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.0            2   
ｱﾙﾐ製笠木 FU-BE･取付金物共 か所
屋外機置場柱廻り 1125×1050
ｱﾙﾐ製笠木 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.0            6   

FU-BE･取付金物共 か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

中庭 W30×H50
ｱﾙﾐ製水切 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.5          107   

ｱﾙﾏｲﾄ(B-1種)･取付金物共 ｍ
ｱﾙﾐ製水切(役物) W30×H50 出隅

加工手間のみ            1   
か所

ｱﾙﾐ製水切(役物) W30×H50 入隅
加工手間のみ            9   

か所
RFL W100×H40
ｱﾙﾐ製水切 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.5           12.4 

ｱﾙﾏｲﾄ(B-1種)･取付金物共 ｍ
ｱﾙﾐ製水切(役物) W100×H40 出隅

加工手間のみ            2   
か所

ﾃﾞｯｷ床･庇天端 取付金物共
ｱﾙﾐ製水切          121   

ｍ
ﾃﾞｯｷ床 曲面
ｱﾙﾐ製水切 取付金物共            7.5 

ｍ
ｱﾙﾐ製水切(役物) L=300+300(出隅)

取付金物共            5   
か所

ｱﾙﾐ製水切(役物) L=300+300(入隅)
取付金物共           15   

か所
屋外機置場外壁 W=60
ｱﾙﾐ製笠木 取付金物共           63.9 

ｍ
駐車ｽﾍﾟｰｽ庇 W=250
ｱﾙﾐ製笠木 取付金物            8.7 

ｍ
駐車ｽﾍﾟｰｽ庇 H=200
ｱﾙﾐ製笠木 取付金物           23.2 

ｍ
外壁(ACW部分) W575×H880×t2.5 (HT無し) FU-BE
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 裏面結露防止材吹付 t=10 共           28   

取付金物:ｱﾙﾐ引抜材 t3 W25×L105 か所
　SUS M6ﾋﾞｽ @600
取付金物:ｱﾙﾐ引抜材 t2 W58×D34
　AL M6ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ @300
止水用圧着ｺﾞﾑ t=2 共

建築工事(共用) 金属工事 ｱﾙﾐ製金物

建築工事(共用) 金属工事 ｱﾙﾐ製金物

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   43

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁(ACW部分) W575×H900×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           14   

か所
外壁(ACW部分) W575×H1000×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           14   

か所
外壁(ACW部分) W575×H1060×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            7   

か所
外壁(ACW部分) W575×H1110×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           21   

か所
外壁(ACW部分) W575×H1200×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           28   

か所
外壁(ACW部分) W575×H1390×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           28   

か所
外壁(ACW部分) W745×H880×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            1   

か所
外壁(ACW部分) W745×H900×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            1   

か所
外壁(ACW部分) W745×H1000×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            1   

か所
外壁(ACW部分) W745×H1110×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            1   

か所
外壁(ACW部分) W745×H1200×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            1   

か所
外壁(ACW部分) W745×H1390×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            1   

か所
外壁(ACW部分) W866×H880×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            3   

か所
外壁(ACW部分) W866×H900×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            3   

か所
外壁(ACW部分) W866×H1000×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            3   

か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁(ACW部分) W866×H1110×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            3   

か所
外壁(ACW部分) W866×H1200×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            3   

か所
外壁(ACW部分) W866×H1390×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            3   

か所
外壁(ACW部分) W875×H880×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           71   

か所
外壁(ACW部分) W875×H900×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           71   

か所
外壁(ACW部分) W875×H1000×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           71   

か所
外壁(ACW部分) W875×H1060×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           19   

か所
外壁(ACW部分) W875×H1110×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           52   

か所
外壁(ACW部分) W875×H1200×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           71   

か所
外壁(ACW部分) W875×H1390×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           71   

か所
外壁(ACW部分) W1175×H880×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           13   

か所
外壁(ACW部分) W1175×H900×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           27   

か所
外壁(ACW部分) W1175×H1000×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           27   

か所
外壁(ACW部分) W1175×H1060×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            3   

か所
外壁(ACW部分) W1175×H1110×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           10   

か所

建築工事(共用) 金属工事 ｱﾙﾐ製金物

建築工事(共用) 金属工事 ｱﾙﾐ製金物
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁(ACW部分) W1175×H1200×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           13   

か所
外壁(ACW部分) W1175×H1390×t2.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           13   

か所
外壁(ACW部分) W575×H2100×t4.0 (HT有り) FU-BE
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 裏面結露防止材吹付 t=10 共           28   

取付金物:ｱﾙﾐ引抜材 t3 W25×L105 か所
　SUS M6ﾋﾞｽ @600
取付金物:ｱﾙﾐ引抜材 t2 W58×D34
　AL M6ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ @300
止水用圧着ｺﾞﾑ t=2 共

外壁(ACW部分) W745×H2100×t4.0
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            2   

か所
外壁(ACW部分) W866×H2100×t4.0
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様            6   

か所
外壁(ACW部分) W875×H2100×t4.0
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様          142   

か所
外壁(ACW部分) W1175×H2100×t4.0
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 同上仕様           54   

か所
中庭1 下り壁見切 W176×H100
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 見切:t2.5 FU-BE W70×H100           51.2 
(AW～ACW取合) 天井部:t2.0 FU-BE W=106 ｍ

取付金物･下地材共

中庭1 下り壁見切 W366×H100
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 見切:t2.5 FU-BE W70×H100           19.6 
(AW～ACW取合) 天井部:t2.0 FU-BE W=296 ｍ

取付金物･下地材共

中庭2 下り壁見切 W136×H100
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 見切:t2.5 FU-BE W70×H100           10.1 
(AW～ACW取合) 天井部:t2.0 FU-BE W=66 ｍ

取付金物･下地材共

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

中庭2 下り壁見切 W196×H100
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 見切:t2.5 FU-BE W70×H100            8.2 
(AW～ACW取合) 天井部:t2.0 FU-BE W=126 ｍ

取付金物･下地材共

中庭2 下り壁見切 W841×H100
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 見切:t2.5 FU-BE W70×H100            7   
(AW～ACW取合) 天井部:t2.0 FU-BE W=771 ｍ

取付金物･下地材共

西面外壁 W36741×H6200×D1900
日除けｽｸﾘｰﾝ枠 ﾛｯﾄﾞ･ﾌﾞﾗｹｯﾄ共            1   

か所
西面外壁 W575×H1500×t2.5 (HT無し) FU-BE
日除けｽｸﾘｰﾝ枠内 取付金物:ｱﾙﾐ引抜材 t3 W25×L105            2   
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 　SUS M6ﾋﾞｽ @600 か所

取付金物:ｱﾙﾐ引抜材 t2 W58×D34
　AL M6ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ @300
止水用圧着ｺﾞﾑ t=2 共

西面外壁 W866×H1500×t2.5
日除けｽｸﾘｰﾝ枠内 同上仕様            1   
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ か所
西面外壁 W875×H1500×t2.5
日除けｽｸﾘｰﾝ枠内 同上仕様           13   
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ か所
西面外壁 W1175×H1500×t2.5
日除けｽｸﾘｰﾝ枠内 同上仕様            5   
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ か所
西面外壁 W575×H1700×t4.0 (HT有り) FU-BE
日除けｽｸﾘｰﾝ枠内 取付金物:ｱﾙﾐ引抜材 t3 W25×L105            5   
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 　SUS M6ﾋﾞｽ @600 か所

取付金物:ｱﾙﾐ引抜材 t2 W58×D34
　AL M6ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ @300
止水用圧着ｺﾞﾑ t=2 共

西面外壁 W875×H1700×t4.0
日除けｽｸﾘｰﾝ枠内 同上仕様           14   
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ か所
西面外壁 W1175×H1700×t4.0
日除けｽｸﾘｰﾝ枠内 同上仕様            2   
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ か所
西面外壁 W575×H3000×t4.0
日除けｽｸﾘｰﾝ枠内 同上仕様            5   
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ か所

建築工事(共用) 金属工事 ｱﾙﾐ製金物

建築工事(共用) 金属工事 ｱﾙﾐ製金物
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

西面外壁 W875×H3000×t4.0
日除けｽｸﾘｰﾝ枠内 同上仕様           14   
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ か所
西面外壁 W1175×H3000×t4.0
日除けｽｸﾘｰﾝ枠内 同上仕様            2   
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ か所
西面外壁 L36741×W1900
日除けｽｸﾘｰﾝ枠 ALｱﾙｷｬｽﾄﾊﾟﾈﾙ            2   
水平部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 取付金物共 か所
駐車ｽﾍﾟｰｽ庇 W9500×H6000
駐車場庇袖壁 先端枠:D250            1   
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ 取付下地共 か所
外壁(4FL) H=1750 t=2.5 FU-BE
ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ 裏面結露防止材吹付 t=10           51.3 

下地胴縁共 ｍ
西面X7通 H=1360 t=2.5 FU-BE
外壁(4FL) 裏面結露防止材吹付 t=10            7.1 
ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ 下地胴縁共 ｍ
西面X7通 H=150 t=2.5 FU-BE
外壁(4FL) 裏面結露防止材吹付 t=10            2.5 
ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ 下地胴縁共 ｍ
屋外劇場 H1380×W25/220 t=2.5 FU-BE
外壁(3FL) 裏面結露防止材吹付 t=10           17   
ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ 下地胴縁共 ｍ
屋外劇場 H1380×W25 t=2.5 FU-BE
外壁(3FL) 裏面結露防止材吹付 t=10            7.6 
ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ 下地胴縁共 ｍ
屋外階段-2踊場 H300×W25/220 t=2.5 FU-BE
外壁(3FL) 裏面結露防止材吹付 t=10            3.1 
ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ 下地胴縁共 ｍ
屋外階段-2段部 H300×W25/220 t=2.5 FU-BE
外壁(3FL) 裏面結露防止材吹付 t=10            6.2 
ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ 下地胴縁共 ｍ
外壁(2FL) H1160×W120 t=2.5 FU-BE
ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ 裏面結露防止材吹付 t=10           57.8 

下地胴縁共 ｍ
外壁(駐車場庇) H=1500 t=2.5 FU-BE
ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ 裏面結露防止材吹付 t=10            9.9 

下地胴縁共 ｍ
外壁(駐車場庇袖) W1000×H4500 t=2.5 FU-BE
ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ 裏面結露防止材吹付 t=10            1   

下地胴縁共 か所
屋外階段-1 ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ t=3.0 FU-BE
外壁 下地胴縁 W=30共          145   
ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ ㎡

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋外階段-1 W=330 ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ t=3.0 FU-BE
外壁 下地胴縁 W=30共           33.9 
同上竪見切枠 ｍ
屋外階段-1 W=330 ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ t=3.0 FU-BE
外壁 下地胴縁 W=30共           12.8 
同上天端見切枠 ｍ
屋外階段-1 H300×W25/220 t=2.5 FU-BE
踊場ｻｻﾗ 裏面結露防止材吹付 t=10           13.5 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 下地胴縁共 ｍ
屋外階段-1 H230×W220 t=2.5 FU-BE
踊場ｻｻﾗ 同上仕様            6.1 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｍ
2Fﾃﾞｯｷ H1160×W25 t=2.5 FU-BE
ｻｻﾗ 同上仕様            9.4 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｍ
2Fﾃﾞｯｷ H1160×W25/220 t=2.5 FU-BE
ｻｻﾗ 同上仕様           12.9 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｍ
2Fﾃﾞｯｷ H750×W220 t=2.5 FU-BE
ｻｻﾗ 同上仕様            1.6 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｍ
2Fﾃﾞｯｷ H300×W25/220 t=2.5 FU-BE
ｻｻﾗ 同上仕様           10.7 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｍ
2Fﾃﾞｯｷ H230×W220 t=2.5 FU-BE
ｻｻﾗ 同上仕様            1.6 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｍ
屋外階段-1 t=2.5 FU-BE
段裏(踊場) 裏面結露防止材吹付 t=10            9   
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 下地胴縁共 ㎡
2Fﾃﾞｯｷ t=2.5 FU-BE
天井(踊場) 裏面結露防止材吹付 t=10            6.6 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 下地胴縁共 ㎡
2Fﾃﾞｯｷ t=2.5 FU-BE
天井 裏面結露防止材吹付 t=10           16.8 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 下地胴縁共 ㎡
3FL-1360部分 t=2.5 FU-BE
天井 裏面結露防止材吹付 t=10           32.9 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 下地胴縁共 ㎡
4FL-1600部分 t=2.5 FU-BE
天井 裏面結露防止材吹付 t=10           63   
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 下地胴縁共 ㎡
5FL-1480部分 t=2.5 FU-BE
天井 裏面結露防止材吹付 t=10          294   
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 下地胴縁共 ㎡

建築工事(共用) 金属工事 ｱﾙﾐ製金物

建築工事(共用) 金属工事 ｱﾙﾐ製金物
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1F駐輪場部分 t=2.5 FU-BE (開口率35%)
天井 裏面結露防止材吹付 t=10           72.2 
ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙ 下地胴縁共 ㎡
天井見切縁 見切:t2.5 FU-BE W70×H100

取付金物･下地材共          329   
ｍ

外壁 脚部 ｱﾙﾐ t2.0 FU-BE
押出成形ｾﾒﾝﾄ板          210   
取合水切 ｍ
塔屋出入口 L1200×D450×H65
ｱﾙﾐ形材製軽量庇 <ｲﾝﾀｰﾗｲﾄ:FIN451同等品>            1   

か所
外壁(建具枠廻り) 上部水切 W=75
押出成形ｾﾒﾝﾄ板           87.2 
取合水切 ｍ
外壁(建具枠廻り) 縦部水切 W=50
押出成形ｾﾒﾝﾄ板          285   
取合水切 ｍ
(内部)

1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ天井 t2.5 A-BE
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 軽鉄下地共           10.9 

㎡
1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ用
廻り縁            2.7 

ｍ
漆喰壁～巾木取合 ｱﾙﾐ製 L-40×20
巾木見切            4   

ｍ
漆喰壁ｺｰﾅｰ取合 ｱﾙﾐ製 L-25×25
壁見切           12.4 

ｍ
壁GW端部見切 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-50×50×2.3 通し

         402   
ｍ

壁GW端部見切 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-50×50×2.3 通し
円柱曲面            5.7 

ｍ
階段OAﾌﾛｱｰ端框部 ｱﾙﾐ見切10×10 ｱﾙﾏｲﾄ仕上
見切材 OAﾌﾛｱ H150部            3.1 

ｍ
階段OAﾌﾛｱｰ端框部 ｱﾙﾐ見切10×10 ｱﾙﾏｲﾄ仕上
見切材 OAﾌﾛｱ H200部            3.4 

ｍ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

階段OAﾌﾛｱｰ端框部 ｱﾙﾐ見切10×10 ｱﾙﾏｲﾄ仕上
見切材 OAﾌﾛｱ H300部            3.1 

ｍ
計

建築工事(共用) 金属工事 ｱﾙﾐ製金物

建築工事(共用) 金属工事 ｱﾙﾐ製金物
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

2Fﾃﾞｯｷ H=1220
ﾃﾞｯｷ手摺(A) 笠木:W12×H20 [型           33   

脚部:St 2FB-9×190･FB-12×50 ｍ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St PL-6×130×110 @450
GPL:St PL-6×72×176 @450
　溶接止め
(腰:強化ｶﾞﾗｽ t=12+飛散防止ﾌｨﾙﾑ
 別途計上)

3F屋外劇場 H=1220
ﾃﾞｯｷ手摺(A) 笠木:W12×H20 [型           26.2 

脚部:St 2FB-9×190･FB-12×50 ｍ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St PL-6×130×110 @450
GPL:St PL-6×72×176 @450
　溶接止め
(腰:強化ｶﾞﾗｽ t=12+飛散防止ﾌｨﾙﾑ
 別途計上)

4Fﾃﾞｯｷ H=1220
ﾃﾞｯｷ手摺(A) 笠木:W12×H20 [型            2.2 

脚部:St 2FB-9×190･FB-12×50 ｍ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St PL-6×130×110 @450
GPL:St PL-6×72×176 @450
　溶接止め
(腰:強化ｶﾞﾗｽ t=12+飛散防止ﾌｨﾙﾑ
 別途計上)

屋外階段-1 H=1220 (平部)
鉄骨階段手摺(A) 笠木:W12×H20 [型           13.5 

脚部:St 2FB-9×190･FB-12×50 ｍ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St PL-6×130×110 @450
GPL:St PL-6×72×176 @450
　溶接止め
(腰:強化ｶﾞﾗｽ t=12+飛散防止ﾌｨﾙﾑ
 別途計上)

屋外階段-2･3 H=1220 (平部)
鉄骨階段手摺(A) 笠木:W12×H20 [型            7.4 

脚部:St 2FB-9×190･FB-12×50 ｍ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St PL-6×130×110 @450
GPL:St PL-6×72×176 @450
　溶接止め

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(腰:強化ｶﾞﾗｽ t=12+飛散防止ﾌｨﾙﾑ
 別途計上)

屋外階段-2･3 H=1220 (段部)
鉄骨階段手摺(A) 笠木:W12×H20 [型           12.1 

脚部:St 2FB-9×190･FB-12×50 ｍ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St PL-6×130×110 @450
GPL:St PL-6×72×176 @450
　溶接止め
(腰:強化ｶﾞﾗｽ t=12+飛散防止ﾌｨﾙﾑ
 別途計上)

(内部)

2F電気室等 W=300
配線ﾋﾟｯﾄ蓋 蓋:ｽﾁｰﾙ ﾁｪｯｶｰPL-4.5           21.5 

枠:ｽﾁｰﾙ L-45×45×3 @450 ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上

2F電気室等 W=600
配線ﾋﾟｯﾄ蓋 蓋:ｽﾁｰﾙ ﾁｪｯｶｰPL-4.5           36.5 

枠:ｽﾁｰﾙ L-45×45×3 @450 ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上

階段1 H=1150  平部
階段手摺 支柱:ｽﾁｰﾙφ47.2×2.3            1.4 

横桟:ｽﾁｰﾙφ21.7×1.9 ｍ
縦桟:ｽﾁｰﾙ丸鋼φ13
(SOP塗は別計上)
(手摺笠木集成材は別計上)

階段1 H=850  斜部
階段手摺 支柱:ｽﾁｰﾙφ47.2×2.3           52.9 

横桟:ｽﾁｰﾙφ21.7×1.9 ｍ
縦桟:ｽﾁｰﾙ丸鋼φ13
(SOP塗は別計上)
(手摺笠木集成材は別計上)

階段2 H=850  平部
階段手摺 支柱:ｽﾁｰﾙφ47.2×2.3            1.9 

横桟:ｽﾁｰﾙφ21.7×1.9 ｍ
縦桟:ｽﾁｰﾙ丸鋼φ13
(SOP塗は別計上)
(手摺笠木集成材は別計上)

建築工事(共用) 金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

建築工事(共用) 金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   48

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

階段2 H=850   斜部
階段手摺 支柱:ｽﾁｰﾙφ47.2×2.3           36.1 

横桟:ｽﾁｰﾙφ21.7×1.9 ｍ
縦桟:ｽﾁｰﾙ丸鋼φ13
(SOP塗は別計上)
(手摺笠木集成材は別計上)

階段1･2 ｽﾁｰﾙ製 FB-5×25 @600
手摺笠木受ﾌﾞﾗｹｯﾄ (手摺集成材塗装別計上)          132   

ｍ
窓膳板 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=100

(塗装別計上)           14.2 
ｍ

窓膳板 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=150
(塗装別計上)            3   

ｍ
窓膳板 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=200

(塗装別計上)           29.5 
ｍ

窓膳板 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=250
(塗装別計上)           16.6 

ｍ
窓額縁 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=100

(塗装別計上)           21.6 
ｍ

窓額縁 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=150
(塗装別計上)           20.8 

ｍ
窓額縁 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=250

(塗装別計上)           19.5 
ｍ

ｶｰﾝｳｫｰﾙ ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=120
膳板 (塗装別計上)          212   

ｍ
ｶｰﾝｳｫｰﾙ ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=130
膳板 (塗装別計上)          220   

ｍ
ｶｰﾝｳｫｰﾙ ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=170
膳板 (塗装別計上)           25   

ｍ
ｶｰﾝｳｫｰﾙ ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=265
膳板 (塗装別計上)          246   

ｍ
ｶｰﾝｳｫｰﾙ ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W= 45
額縁 (塗装別計上)           69.1 

ｍ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶｰﾝｳｫｰﾙ ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=120
額縁 (塗装別計上)        2,133   

ｍ
ｶｰﾝｳｫｰﾙ ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=130
額縁 (塗装別計上)           94.1 

ｍ
ｶｰﾝｳｫｰﾙ ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=170
額縁 (塗装別計上)          113   

ｍ
ｶｰﾝｳｫｰﾙ ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=390
額縁 (塗装別計上)          644   

ｍ
4F階段2壁頂部 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=350
笠木 (塗装別計上)            3.1 

ｍ
4F階段2壁頂部 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=200
層間塞ぎ 取付下地組共            3.1 

(塗装別計上) ｍ
4～6F階段2 ｽﾁｰﾙ製 t9 100×150
ｻｯｼ取合ﾌﾟﾚｰﾄ 現場溶接共           18   

(塗装別計上) ｍ
ｻｯｼｭ～間仕切 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=160
取合金物(枠) (塗装別計上)            6.6 

ｍ
ｻｯｼｭ～間仕切 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=440
取合金物(ﾊﾟﾈﾙ) (ﾛｯｸｳｰﾙ･塗装別計上)            6.6 

ｍ
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙ製 t1.6

W120×H150 ｺ型            0.3 
側面塞ぎ共　(塗装別計上) ｍ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙ製 t1.6
W120×H200            1   
側面塞ぎ共　(ﾛｯｸｳｰﾙ･塗装別計上) ｍ

1～4F成形板取合 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=75
層間塞ぎ 取付金物共           67.8 

(RW吹付別計上) ｍ
1～4F耐火壁取合 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=100
層間塞ぎ 取付金物共           12.2 

(RW吹付別計上) ｍ
5～6F吹抜側 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 糸=150
層間塞ぎ 取付金物共           17.7 

(RW吹付別計上) ｍ
6F吹抜側 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 糸=200
層間塞ぎ 取付金物共            8.9 

(RW吹付別計上) ｍ

建築工事(共用) 金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

建築工事(共用) 金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   49

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

6F外壁側 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 糸=300
層間塞ぎ 取付金物共           19.6 

(RW吹付別計上) ｍ
5～6F外壁側 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 糸=550+10+200
層間塞ぎ 取付金物共           39.2 

(RW吹付別計上) ｍ
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

外壁押出ｾﾒﾝﾄ板 ｽﾃﾝﾚｽ φ10
水切取合          210   
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ ｍ
外壁 FLﾗｲﾝ (脚部) ｽﾃﾝﾚｽ t0.4
押出成形ｾﾒﾝﾄ板          344   
取合水切 ｍ
(内部)

床見切金物 ｽﾃﾝﾚｽ製 4×12
下地:10×10 @300            1.9 

ｍ
計

建築工事(共用) 金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

建築工事(共用) 金属工事 ｽﾃﾝﾚｽ製金物

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   50

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

塔屋外壁 階高 H=3200
梯子式ﾀﾗｯﾌﾟ SUS304 HL            1   

安全柵共 か所
ﾃﾞｯｷ床排水溝 SUS製 W=200 縁金物共
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ            9.4 

ｍ
(内部)

1Fｺﾞﾐ庫 ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
排水溝蓋 W=300　受枠共            1.8 

ｍ
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物 ｽﾃﾝﾚｽ製  W=37

<ﾅｶ工業:          369   
ﾊｲｽﾃｯﾌﾟｱｰﾄ S-37 ﾄﾞｯﾄ柄同等品> ｍ

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 鋼製 簡易密閉型軽荷重用
600φ            4   

か所
天井点検口 ｱﾙﾐ製 目地ﾀｲﾌﾟ 450×450

<ﾅｶ工業:ﾊｲﾊｯﾁMM指定色焼付同等品>           15   
か所

天井点検口 ｱﾙﾐ製 目地ﾀｲﾌﾟ 600×600
<ﾅｶ工業:ﾊｲﾊｯﾁMM指定色焼付同等品>           10   

か所
地下ﾋﾟｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製φ19 W400×D200
ﾀﾗｯﾌﾟ          188   

か所
EVﾋﾟｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製φ22 標準図 8-31-1
ﾀﾗｯﾌﾟ            4   

か所
地流し ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾒﾝﾊﾞｰﾌﾟｯﾁ @13mm
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W450×D375            1   

枠付 か所
地流し ｽﾃﾝﾚｽ製φ100
排水目皿            1   

か所
地流し ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌｯｸφ6
ﾌﾞﾗｼ掛け            1   

か所
階段 軟質樹脂製 W=50
手摺笠木 <ﾅｶ工業:ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙW49同等品>           61.2 

ｍ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事(共用) 金属工事 既製金物

建築工事(共用) 金属工事 既製金物

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   51

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

軽量鉄骨下がり壁 25形(屋外) H=910
下地           25.5 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 25形(屋外) H=1360
下地           42.1 

ｍ
軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満

金属成形板用 @300   ｲﾝｻｰﾄ別途          446   
㎡

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) 1.0ｍ以上2.5ｍ未満
金属成形板用 @300   ｲﾝｻｰﾄ別途          210   

㎡
軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満

金属成形板用 @300   ｲﾝｻｰﾄ別途            6.6 
㎡

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満
金属成形板用 @300   ｲﾝｻｰﾄ別途            9   

㎡
天井ｲﾝｻｰﾄ

           1   
式

(内部)

軽量鉄骨壁下地  50形 下地張りなし @300
         107   

㎡
軽量鉄骨壁下地  50形 下地張りあり @450

         336   
㎡

軽量鉄骨壁下地  65形 下地張りなし @300
       1,214   

㎡
軽量鉄骨壁下地  65形 下地張りあり @450

       3,481   
㎡

軽量鉄骨壁下地  75形 下地張りあり @450
         447   

㎡
軽量鉄骨壁下地  90形 下地張りなし @300

         141   
㎡

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁下地  90形 下地張りあり @450
         832   

㎡
軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450

         616   
㎡

軽量鉄骨壁
開口部補強            1   

式
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @300   ｲﾝｻｰﾄ別途           14.2 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りあり @360   ｲﾝｻｰﾄ別途          289   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満

下地張りあり @360   ｲﾝｻｰﾄ別途           64.7 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 3.0ｍ以上4.5ｍ未満
下地張りあり @360   ｲﾝｻｰﾄ別途           10.6 

㎡
軽量鉄骨天井
開口部補強            1   

式
天井ｲﾝｻｰﾄ

           1   
式

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=50
下地            2.8 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=150
下地            2   

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=200
下地            4.1 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=400
下地            9   

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=450
下地            9.2 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=600
下地            9   

ｍ

建築工事(共用) 金属工事 軽量鉄骨下地

建築工事(共用) 金属工事 軽量鉄骨下地

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   52

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=650
下地            3.1 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=700
下地            7.6 

ｍ
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

ﾃﾞｯｷ床立上り 平ﾗｽ2号
(AS防水面)           54.8 
ﾒﾀﾙﾗｽ ㎡
ﾃﾞｯｷ床立上り 平ﾗｽ2号 曲面
(AS防水面)            3.4 
ﾒﾀﾙﾗｽ ㎡
(内部)

防水押え 平ﾗｽ 2号
ﾒﾀﾙﾗｽ           15.7 

㎡
天井廻り縁 塩ﾋﾞ製 ﾎﾜｲﾄ

         405   
ｍ

下り壁見切縁 塩ﾋﾞ製 ﾎﾜｲﾄ
          46.8 

ｍ
壁ﾎﾞｰﾄﾞ出隅
ｺｰﾅｰ保護金物          215   

ｍ
木造柱･LGS壁取合 塩ﾋﾞ製 ﾎﾜｲﾄ
壁見切縁           53.4 

ｍ
計

建築工事(共用) 金属工事 軽量鉄骨下地

建築工事(共用) 金属工事 その他

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   53

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

2F屋外機置場 金ごて As防水下地
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し          318   
仕上げ ㎡
2F屋外機置場 金ごて 直均し仕上げ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し (LC面)          184   
仕上げ ㎡
機械基礎 金ごて 直均し仕上げ
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し          122   
仕上げ ㎡
中庭 金ごて As防水下地
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し          375   
仕上げ ㎡
機械基礎 金ごて As防水下地
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し            8.9 
仕上げ ㎡
中庭 金ごて 直均し仕上げ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し (ﾃﾞｯｷ下 LC面)          292   
仕上げ ㎡
中庭 金ごて 直均し仕上げ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し (屋上緑化下 LC面)           83.3 
仕上げ ㎡
ﾃﾞｯｷ 金ごて 防水下地
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し          181   
仕上げ ㎡
ﾃﾞｯｷ 金ごて 直均し仕上げ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し (ﾃﾞｯｷ下 LC面)          181   
仕上げ ㎡
屋外劇場踏面 金ごて As防水下地
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し           39.2 
仕上げ ㎡
屋外劇場踏面 金ごて 直均し仕上げ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し (ﾃﾞｯｷ下 LC面)           39.2 
仕上げ ㎡
水切天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 金ごて　複層塗材下
直均し仕上げ 幅100          144   

ｍ
庇 金ごて ｼｰﾄ防水下地
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し           69.3 
仕上げ ㎡
庇 金ごて 塗膜防水下地
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し           37.8 
仕上げ ㎡

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根排水溝 W300×H80
ﾓﾙﾀﾙ塗り           53.3 

ｍ
屋根出入口階段 厚30
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り           13.7 

㎡
ﾃﾞｯｷ床立上り AS防水面
保護ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾗｽこすり共           36.1 

㎡
ﾃﾞｯｷ床立上り AS防水面(曲面)
保護ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾗｽこすり共            2.3 

㎡
外壁 W=60
押出成形ｾﾒﾝﾄ板          210   
取合均しﾓﾙﾀﾙ塗り ｍ
外壁 FLﾗｲﾝ(脚部層間)
押出成形ｾﾒﾝﾄ板          344   
取合ﾓﾙﾀﾙ充填 ｍ
外壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ面  平滑模様 吹付け
防水形複層塗材E ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回          140   

下地調整費(C-1)共 ㎡
水切天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ面  平滑模様 吹付け
防水形複層塗材E ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回           14.4 

下地調整費(C-1)共 ㎡
庇上裏 ｺﾝｸﾘｰﾄ面  平滑模様 吹付け
防水形複層塗材E ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回           34.7 

下地調整費(C-1)共 ㎡
建具周囲防水 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填          167   

ｍ
建具周囲防水 外部建具(ｱﾙﾐ製建具)
ﾓﾙﾀﾙ充填 無塩砂          947   

ｍ
(内部)

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて As防水下地
仕上げ           74.3 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて VS･VT下地
仕上げ          107   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下地
仕上げ           19.4 

㎡

建築工事(共用) 左官工事

建築工事(共用) 左官工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 塗床下地
仕上げ          165   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 防塵塗装下地
仕上げ          686   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて OAﾌﾛｱ下防塵下地
仕上げ          128   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて ｸﾞﾗｽｳｰﾙ下地
仕上げ (浮き床)          240   

㎡
EVﾋﾟｯﾄ 金ごて 湧水ﾏｯﾄ下地
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し           21.1 
仕上げ ㎡
機械基礎天端 金ごて 直均し仕上げ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し            6.3 
仕上げ ㎡
地下配管ﾋﾟｯﾄ内 金ごて 直均し仕上げ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し          450   
仕上げ ㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地     厚10

          15.3 
㎡

EVﾋﾟｯﾄ床 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ      厚30
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り           21.1 

㎡
地下水槽床 金ごて 塗膜防水下地    厚30
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り          263   

㎡
鉄骨階段 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地  厚40
踊場床ﾓﾙﾀﾙ塗り           25.1 

㎡
鉄骨階段 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地  厚40
踏面ﾓﾙﾀﾙ塗り          163   

㎡
排水溝ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 幅200           厚40

塗床下地            1.8 
ｍ

配線ﾋﾟｯﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 幅200           厚50
塗床下地           21.5 

ｍ
配線ﾋﾟｯﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 幅500           厚50

塗床下地           36.5 
ｍ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

2F機械設備室 As防水面仕上げ
立上り ﾗｽこすり共           15.7 
保護ﾓﾙﾀﾙ塗り ㎡
EVﾋﾟｯﾄ壁 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ      厚20
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り           33.8 

㎡
地下水槽壁 金ごて 塗膜防水下地    厚20
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り          514   

㎡
地流し床 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ
ﾓﾙﾀﾙ塗り            0.3 

㎡
地流し立上り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ
ﾓﾙﾀﾙ塗り            0.4 

㎡
地流し立上り天端 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ
ﾓﾙﾀﾙ塗り 幅100            1.9 

ｍ
防油堤内床 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り            6.8 

㎡
防油堤立上り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り            3.8 

㎡
防油堤立上り天端 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 幅150            5.4 

ｍ
2F機械設備室 金ごて 幅200
立上り天端ｺﾝｸﾘｰﾄ            7   
直均し仕上げ ｍ
壁 漆喰(黒) t10 ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ･ｶﾞﾗｽｸﾛｽ面

          11.8 
㎡

SD-108･205 鋼建ｹｲｶﾙ板面 素地ごしらえ共
漆喰塗(黒)            3.4 

㎡
建具周囲 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填          118   

ｍ
計

建築工事(共用) 左官工事

建築工事(共用) 左官工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   55

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り
･ｻｯｼ:B-1種(ｱﾙﾏｲﾄ)仕上
･ｶﾞﾗﾘ:A-BE仕上
･耐風圧性能:S-4
･気密性能:A-3
･水密性能:W-4
･遮音性能:T-1
･ｶﾞﾗｽ別計上
･付属金物一式共

(外部)

AW-101 W(1600+42400)×H3000
竪すべり出し窓+ 枠見込100            1   
FIX窓+片開き扉 か所
AW-102 防火設備 遮煙性能無
FIX窓+片開き扉 W7860×H2500 枠見込70            1   

電気錠付 か所
AW-103 W900×H2150 枠見込70
FIX窓            1   

か所
AW-104 W300×H2150 枠見込70
FIX窓            6   

か所
AW-105 W300×H2600 枠見込70
ｶﾞﾗﾘ付FIX窓 ｶﾞﾗﾘ部:ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付            2   

か所
AW-106 W1950×H3000 枠見込70
FIX窓            1   

か所
AW-107 W900×H2300 枠見込70
FIX窓+突出し窓 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽型)付            1   

か所
AW-108 W1860×H400 枠見込70
突出し窓 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽型)付            2   

防火設備･遮煙性能無 か所
AW-201 W900×H2600 枠見込70
FIX窓            1   

か所
AW-301 W900×H2000 枠見込70
FIX窓            1   

か所
AW-401 W900×H2720 枠見込70
竪すべり出し窓+           20   
FIX窓 か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW-402 W4500×H2720 枠見込70
竪すべり出し窓+            1   
FIX窓 か所
AW-403 防火設備 遮煙性能無
竪すべり出し窓+ W19000×H2720 枠見込70            1   
FIX窓 か所
AW-404 W19890×H2720 枠見込70
FIX窓+突出し窓 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽型)付            1   

か所
AW-405 W19620×H3000 枠見込115
両端FIX付引違窓 引違部:防虫網(ｶﾞﾗｽ繊維入            1   

合成樹脂製)付 か所
ﾍｰﾍﾞｼｰﾍﾞﾀｲﾌﾟ

AW-406 W16395×H2850 枠見込250
突出し窓+FIX窓+ <ﾄｽﾃﾑ:E-shape同等品>            1   
片開き窓 か所
AW-407 W19560×H2850 枠見込180
FIX窓 <ﾄｽﾃﾑ:EX-Ⅱ同等品>            1   

か所
AW-408 W16395×H2850 枠見込250
突出し窓+FIX窓+ <ﾄｽﾃﾑ:E-shape同等品>            1   
片開き窓 か所
AW-409 W7000×H2450 枠見込250
突出し窓+FIX窓 <ﾄｽﾃﾑ:E-shape同等品>            1   

か所
AW-410 W(10000+4050)×H2450 枠見込180
FIX窓 防火設備･遮煙性能無            1   

<ﾄｽﾃﾑ:EX-Ⅱ同等品> か所
AG-101 防火設備 遮煙性能無
ｶﾞﾗﾘ W1800×H900 枠見込100            2   

ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付 か所
防水型ﾀﾃｶﾞﾗﾘ
<三基:ﾙｰﾊﾞｰSL100/60同等以上>

AG-102 W900×H900 枠見込100
ｶﾞﾗﾘ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付            4   

か所
AG-103 W900×H200 枠見込100
ｶﾞﾗﾘ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付            2   

か所
AG-201 W300×H2950 枠見込100
ｶﾞﾗﾘ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付            2   

防水型ﾀﾃｶﾞﾗﾘ か所

建築工事(共用) 金属製建具工事 ｱﾙﾐ製建具

建築工事(共用) 金属製建具工事 ｱﾙﾐ製建具
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

<三基:ﾙｰﾊﾞｰSL100/60同等以上>

AG-202 W900×H900 枠見込100
ｶﾞﾗﾘ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付            1   

か所
AG-203 W3600×H2000 枠見込100
ｶﾞﾗﾘ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付            1   

か所
AG-204 W900×H2000 枠見込100
ｶﾞﾗﾘ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付            1   

か所
AG-401 W1800×H2730 枠見込100
ｶﾞﾗﾘ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付            1   

防水型ﾀﾃｶﾞﾗﾘ か所
<三基:ﾙｰﾊﾞｰSL100/60同等以上>

AG-402 W900×H2730 枠見込100
ｶﾞﾗﾘ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付            1   

か所
AG-701 W42400×H540 枠見込100
点検口付ｶﾞﾗﾘ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付            1   

点検口 B-1種 W550×H540 か所
AG-702 W42400×H1000 枠見込100
点検口付ｶﾞﾗﾘ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付            1   

点検口 B-1種 W550×H540 か所
AG-703 W12000×H750 枠見込100
点検口付ｶﾞﾗﾘ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付            1   

点検口 B-1種 W550×H750 か所
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り
･塗装別計上
･附属金物一式共

(外部)

SD-151 W950×H2200
片開き扉            1   

か所
SD-152 W2580×H2200
親子開き扉 電気錠付            1   

か所
SD-153 W1800×H2200
小庇付両開き扉 GW充填            1   

か所
SD-154 W1800×H2200
両開き扉            1   

か所
SD-155 W950×H2200
片開き扉 GW充填            1   

か所
SD-156 防火設備 遮煙性能無
小庇付片開き扉 W950×H2200            1   

GW充填 か所
SD-157 特定防火設備 遮煙性能有
小庇付両開き扉 W1860×H2100            1   

GW充填 か所
SD-158 W1860×H2100
小庇付両開き扉 GW充填            1   

か所
SD-252 ｴｱﾀｲﾄ
小庇付両開き扉 W3000×H3000            2   

遮音等級:T-2 か所
GW充填
FB枠

SD-751 W950×H2200
片開き扉 電気錠付            1   

か所

(内部)

建築工事(共用) 金属製建具工事 ｱﾙﾐ製建具

建築工事(共用) 金属製建具工事 鋼製建具

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   57

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-101 特定防火設備 遮煙性能有
片開き扉 W950×H2100            3   

か所
SD-102 防火設備 遮煙性能有
額入り片開き扉 W950×H2100            8   

FB枠　(ｶﾞﾗｽ別計上) か所
SD-102 防火設備 遮煙性能有
額入り片開き扉 W950×H2100            1   

FB枠 か所
電気錠付　(ｶﾞﾗｽ別計上)

SD-106 特定防火設備 遮煙性能有 ｴｱﾀｲﾄ
両開き扉 W1800×H2100            2   

GW充填 か所
SD-110 ｴｱﾀｲﾄ
片開き扉 W950×H2100            1   

か所
SD-121 W600×H2000
片開き点検扉 FB枠            3   

か所
SD-122 W850×H2000
片開き点検扉 FB枠            5   

か所
SD-201 特定防火設備 遮煙性能有
片開き扉 W950×H2100            2   

電気錠付 か所
SD-202 特定防火設備 遮煙性能有
片開き扉 ｴｱﾀｲﾄ            1   

W950×H2100 か所
遮音等級:T-2
FB枠
GW充填

SD-205 特定防火設備 遮煙性能有
両開き扉 ｴｱﾀｲﾄ            1   

W1800×H2000 か所
遮音等級:T-2
FB枠(3方)

SD-207 特定防火設備 遮煙性能有
両開き扉 ｴｱﾀｲﾄ            1   

W1800×H2100 か所
遮音等級:T-2
FB枠(3方)

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-208 W2000×H3000
両開き扉            1   

か所
SD-221 W600×H2000
片開き点検扉 FB枠            1   

か所
SD-222 W850×H2000
片開き点検扉            6   

か所
SD-233 特定防火設備 遮煙性能有
防火扉 随時閉鎖式 煙感連動            1   
(2枚折り畳み扉) W1250×H2800 か所

FB枠

SD-253 ｴｱﾀｲﾄ
片開き扉 W950×H2100            1   

遮音等級:T-2 か所
FB枠
GW充填

SD-301 特定防火設備 遮煙性能有
片開き扉 W950×H2100            2   

電気錠付 か所
SD-302 W950×H2100
片開き扉            1   

か所
SD-305 ｴｱﾀｲﾄ
両開き扉 W1800×H2100            1   

遮音等級:T-2 か所
FB枠(3方)

SD-321 W600×H2000
片開き点検扉 FB枠            2   

か所
SD-322 W850×H2000
片開き点検扉 FB枠            3   

か所
SD-401 特定防火設備 遮煙性能有
片開き扉 W950×H2100            1   

電気錠付 か所
SD-402 W950×H2100
額入り片開き扉 FB枠            1   

(ｶﾞﾗｽ別計上) か所

建築工事(共用) 金属製建具工事 鋼製建具

建築工事(共用) 金属製建具工事 鋼製建具

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   58

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-404 ｴｱﾀｲﾄ
片開き扉 W950×H2000            2   

遮音等級:T-2 か所
GW充填
FB枠

SD-405 ｴｱﾀｲﾄ
両開き扉 W1800×H2000            2   

遮音等級:T-2 か所
FB枠

SD-407 特定防火設備 遮煙性能有
片開き框扉 W950×H2100            1   

FB枠 か所
電気錠付
超耐熱性結晶化ｶﾞﾗｽt8.0共

SD-421 W600×H2000
片開き点検扉 FB枠            2   

か所
SD-422 W850×H2000
片開き点検扉 FB枠            6   

か所
SD-424 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ
片開き扉 W950×H2000            1   

GW充填 か所
FB枠

SD-501 特定防火設備 遮煙性能有
片開き扉 W950×H2100            1   

電気錠付 か所
SD-502 W950×H2100
片開き扉            1   

か所
SD-503 W950×H2100
ｶﾞﾗﾘ付額入り (ｶﾞﾗｽ別計上)            2   
片開き扉 か所
SD-504 W950×H2100
ｶﾞﾗﾘ付片開き扉            6   

か所
SD-504 W950×H2100
ｶﾞﾗﾘ付片開き扉 電気錠付           11   

か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-505 W950×H2600
欄間付額入り片開 (ｶﾞﾗｽ別計上)            1   
き扉 か所
SD-507 ｴｱﾀｲﾄ
両開き扉 W1800×H2000            2   

遮音等級:T-2 か所
FB枠(3方)

SD-508 ｴｱﾀｲﾄ
片開き扉 W950×H2000            1   

遮音等級:T-2 か所
GW充填

SD-521 W600×H2000
片開き点検扉 FB枠            2   

か所
SD-522 W850×H2000
片開き点検扉 FB枠            5   

か所
SD-524 W500×H1800
片開き扉            1   

か所
SD-601 特定防火設備 遮煙性能有
片開き扉 W950×H2100            1   

電気錠付 か所
SD-604 ｴｱﾀｲﾄ
両開き扉 W1800×H2100            1   

遮音等級:T-2 か所
GW充填

SD-606 ｴｱﾀｲﾄ
片開き扉 W950×H2000            1   

遮音等級:T-2 か所
GW充填
FB枠

SD-621 W600×H2000
片開き点検扉 FB枠            1   

か所
SD-622 W850×H2000
片開き点検扉 FB枠            5   

か所

建築工事(共用) 金属製建具工事 鋼製建具

建築工事(共用) 金属製建具工事 鋼製建具

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   59

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SW-401 1時間耐火間仕切壁認定品
FIX窓 W10024.4×H2450            1   

積層ｶﾞﾗｽt25共 か所
複層ｶﾞﾗｽ(FL6+A12+Low-E6)共
<三和ｼｬｯﾀｰ:ﾌｧｲﾔｰﾄﾞⅢ同等>

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り
･自閉装置(上吊)
･塗装別計上
･付属金物一式共

(内部)

LSD-522 W1050×H2310
片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ            1   

か所
計

建築工事(共用) 金属製建具工事 鋼製建具

建築工事(共用) 金属製建具工事 軽量鋼製ﾊﾝｶﾞｰ建具

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   60

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り
･ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ仕上
･付属金物一式共

(外部)

SSD-101 W(4300+3500+4300+3500)×H3000
引分自動框扉+ 電気錠付            1   
FIX窓+片開き扉 (ｶﾞﾗｽ･自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ別計上) か所
SSD-102 W(1351.5+3364+2021.3)×H3000
引分自動框扉+ 電気錠付            1   
FIX窓 (ｶﾞﾗｽ･自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ別計上) か所
SSD-105 W1800×H2600
額入り両開き扉 電気錠付            1   

(ｶﾞﾗｽ別計上) か所
(内部)

1Fﾋﾞﾙ管理室 W1015×H1350
受付ｶｳﾝﾀｰ            1   
引違窓 か所

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り
･塗装別計上
･附属金物一式共

(内部)

SS-101 特定防火設備 遮煙性能有
防火扉付電動 煙感連動            1   
ｼｬｯﾀｰ 防火扉:随時閉鎖式 か所

W8700×H3000
障害物感知安全装置
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:St FB

SS-106 防火設備 遮煙性能有
煙感連動手動 W1015×H1350            1   
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ か所
SS-304 特定防火設備 遮煙性能有
片開き扉付管理用 W5100×H3000            1   
ｼｬｯﾀｰ 障害物感知安全装置 か所

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:SUS FB

計

建築工事(共用) 金属製建具工事 ｽﾃﾝﾚｽ製建具

建築工事(共用) 金属製建具工事 ｼｬｯﾀｰ

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   61

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

SSD-101 W2000×H2400
自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ 光線ｽｲｯﾁ            1   

ﾊﾟﾆｯｸｵｰﾌﾟﾝ か所
SSD-102 W1600×H2400
自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ 光線ｽｲｯﾁ            1   

ﾊﾟﾆｯｸｵｰﾌﾟﾝ か所
(内部)

SSD-101 W2000×H2400
自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ 光線ｽｲｯﾁ            1   

ﾊﾟﾆｯｸｵｰﾌﾟﾝ か所
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

SLW-101 W20550×H6000
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ (ｶﾞﾗｽ･塗装別計上)            1   

(SLW-G) か所
SLW-102 W10050×H6000
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ (ｶﾞﾗｽ･塗装別計上)            1   

(SLW-G) か所
計

建築工事(共用) 金属製建具工事 自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ

建築工事(共用) 金属製建具工事 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   62

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ W2000×D900×H460
ﾄﾞｰﾑ:ｱｸﾘﾄﾞｰﾑ(ｱｸﾘﾙ樹脂)           12   
ｵｰﾊﾞﾙ(乳白色半透明) か所
外枠:ｱﾙﾐ押出型材 ｱﾙﾏｲﾄｸﾘｱｰ
耐火補強:
高耐食溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板t1.6
操作方法:手動
二段水切:ｱﾙﾐ製
ｶﾞﾗｽ:網入型板t6.8
<菱晃:FPL同等品>

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り
･B-1種(ｱﾙﾏｲﾄ仕上)
･方式:方立方式
･耐火ﾎﾞｰﾄﾞ 繊維混入ｹｲｶﾙ板t20
･ｶﾞﾗｽ･額縁･膳板別計上
･笠木別計上
･付属金物一式共

(外部)

ACW-201 防火設備 遮煙性能無
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ W38150×H9400            1   

片開扉×1 電気錠付 か所
扉部分小庇付

ACW-202 W(1550+7200)×H1840
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ            1   

か所
ACW-301 防火設備 遮煙性能無
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ W11950×H6200            1   

片開扉×2 電気錠付×2 か所
ACW-302 W19935×H3360
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ            1   

か所
ACW-401 防火設備 遮煙性能無
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ W10600×H15430            1   

か所
ACW-501 W49860×H10600
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽型)付            1   

か所
ACW-502 W50732×H10600
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ (ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.5･            1   

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙt3.0別計上) か所
ACW-503 W49872×H10600
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ            1   

か所
ACW-504 W50732×H10600
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ ｶﾞﾗﾘ部:ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付            1   

(ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.5･ か所
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙt3.0別計上)

建築工事(共用) 金属製建具工事 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

建築工事(共用) ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   63

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ACW-505 W22350×H10600
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽型)付            1   

(ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.5別計上) か所
ACW-506 W19250×H10600
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 電動排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽型)付            1   

(ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.5別計上) か所
ACW-507 W15750×H10600
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 電動排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽型)付            1   

(ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.5別計上) か所
ACW-508 W19250×H10600
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 電動排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽型)付            1   

(ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.5別計上) か所
ACW-509 W15750×H10600
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 電動排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽型)付            1   

(ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.5別計上) か所
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(一般建具)

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚さ5  特寸 2.18㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途            2.5 

㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚さ6  特寸 2.18㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途            1.5 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ FL6+A12+FL6
2.00㎡以下            2.6 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ FL6+A12+FL6
4.00㎡以下            2.3 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ FL10+A12+FL10
4.00㎡以下          184   
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ FL6+A12+LOW-E6
2.00㎡以下          104   
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ FL6+A12+LOW-E6
4.00㎡以下          383   
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ FL6+A12+LOW-E6
6.00㎡以下           92.2 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ PWC6.8+A12+LOW-E6
2.00㎡以下            1.5 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ PWC6.8+A12+LOW-E6
4.00㎡以下            5.5 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ PWC10+A12+LOW-E6
4.00㎡以下            2.2 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

AW-106 TT6.5+A12+LOW-E6
複層ｶﾞﾗｽ 4.00㎡以下            6.5 

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡
強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 10㎜ 平面 2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途           10.3 
㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 10㎜ 平面 4.0㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途           35.5 

㎡

建築工事(共用) ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

建築工事(共用) ｶﾞﾗｽ工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   64

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 10㎜ 平面 6.0㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途           20.9 

㎡
ｶﾞﾗｽ清掃

         854   
㎡

ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾌｨﾙﾑ貼 <中山ｹﾐｶﾙ:ﾌｫｸﾞﾗｽ C-45同等品>
          68.7 

㎡
映像調整

         643   
㎡

(ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ)

複層ｶﾞﾗｽ FL6+A12+Low-E6
2.00㎡以下        1,015   
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ FL6+A12+Low-E6
4.00㎡以下          424   
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ FL6+A12+Low-E6
6.00㎡以下          121   
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ FL10+A12+Low-E10
2.00㎡以下            2.4 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ FL10+A12+Low-E10
4.00㎡以下           17.9 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ FL10+A12+Low-E10
6.00㎡以下          305   
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ PWC6.8+A12+Low-E6
4.00㎡以下           13.3 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ PWC6.8+A12+Low-E6
6.00㎡以下           17.4 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ PWC10+A12+LOW-E6
2.00㎡以下            5.2 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ PWC10+A12+LOW-E6
4.00㎡以下            4.6 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

複層ｶﾞﾗｽ PWC10+A12+LOW-E6
6.00㎡以下            4.8 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ PWC10+A12+Low-E10
6.00㎡以下            5.1 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ HFL6+A12+FL6
2.00㎡以下          652   
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ HFL6+A12+Low-E6
4.00㎡以下           25.3 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途 ㎡

ｶﾞﾗｽ清掃
       2,613   

㎡
映像調整

       2,613   
㎡

(外部)

2F屋外ﾃﾞｯｷ H=1200+190
手摺(A)ｶﾞﾗｽ ｶﾞﾗｽ:強化ｶﾞﾗｽ t=12           33   

　ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾙ(両面)共 ｍ
(ｶﾞﾗｽ清掃･飛散防止ﾌｨﾙﾑ･手摺別途)

3F屋外劇場 H=1200+190
手摺(A)ｶﾞﾗｽ 同上仕様           26.2 

(ｶﾞﾗｽ清掃･飛散防止ﾌｨﾙﾑ･手摺別途) ｍ
4F屋外ﾃﾞｯｷ H=1200+190
手摺(A)ｶﾞﾗｽ 同上仕様            2.2 

(ｶﾞﾗｽ清掃･飛散防止ﾌｨﾙﾑ･手摺別途) ｍ
屋外階段-1 H=1200+190
鉄骨階段 同上仕様           13.5 
手摺(A)ｶﾞﾗｽ (ｶﾞﾗｽ清掃･飛散防止ﾌｨﾙﾑ･手摺別途) ｍ
屋外階段-2･3 H=1200+190(平部)
鉄骨階段 同上仕様            7.4 
手摺(A)ｶﾞﾗｽ (ｶﾞﾗｽ清掃･飛散防止ﾌｨﾙﾑ･手摺別途) ｍ
屋外階段-2･3 H=1200+190(段部)
鉄骨階段 同上仕様           12.1 
手摺(A)ｶﾞﾗｽ (ｶﾞﾗｽ清掃･飛散防止ﾌｨﾙﾑ･手摺別途) ｍ
ｶﾞﾗｽ清掃

         131   
㎡

建築工事(共用) ｶﾞﾗｽ工事

建築工事(共用) ｶﾞﾗｽ工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   65

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼
         131   

㎡
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

ＶＥ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)
素地B種          178   

㎡
鉄骨階段 鉄骨面
常温亜鉛ﾒｯｷ塗装 <ﾛｰﾊﾞﾙ同等>          141   

㎡
ＥＰ－２塗り ACW耐火ﾎﾞｰﾄﾞ(ｹｲｶﾙ)面

工程B種(一般)　　素地B種          198   
㎡

ＦＥ塗り 鋼建面　　　　 　工程B種
外部用防錆処理下地          390   

㎡
ﾌｯ素樹脂塗り 超低汚染型水生弾性ﾌｯ素樹脂

押出成形ｾﾒﾝﾄ板面        1,965   
<ｴｽｹｰ化研:ｾﾗﾀｲﾄF同等> ㎡

(内部)

ＳＯＰ塗り 鉄骨面         工程B種 塗料1種
錆止工程B現場2回目共          286   

㎡
ＳＯＰ塗り 鉄鋼面         工程B種 塗料1種

錆止工程B塗料B            9.9 
㎡

ＳＯＰ塗り 鉄鋼面         工程B種
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共          853   

ｍ
ＥＰ－２塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)

素地A種          373   
㎡

ＥＰ－２塗り 耐火被覆ｹｲｶﾙ板面  工程B種(一般)
素地B種           39.5 

㎡
ＥＰ－２塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(見上)

素地A種           22.7 
㎡

ＥＰ－２塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)
素地B種  寒冷紗ﾊﾟﾃしごき共          114   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)

素地A種          750   
<ｴｽｹｰ化研:ｾﾗﾐﾌﾚｯｼｭIN同等品> ㎡

建築工事(共用) ｶﾞﾗｽ工事

建築工事(共用) 塗装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＶＥ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)
素地A種           54.6 

㎡
ＶＥ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)

素地B種           10.6 
㎡

ＵＶ塗り 木部           －
(糸幅300㎜以下) 素地A種           10   

ｍ
油性ｸﾘｱｰ塗装仕上 LVL面

素地A種           60.3 
<日本ｵｽﾓ:ｵｽﾓｶﾗｰｳｯﾄﾞﾜｯｸｽ程度> ㎡

ｱｸﾘﾙｸﾘｱﾗｯｶｰ A-CL
木部 素地B種            8.1 

㎡
ｱｸﾘﾙｸﾘｱﾗｯｶｰ A-CL
(糸幅300㎜以下) 木部 素地B種          163   

ｍ
ＳＯＰ塗り 鉄骨面         工程B種 塗料1種

錆止工程B現場2回目共          648   
㎡

ＳＯＰ塗り 鉄骨面         工程B種 塗料1種
錆止工程B現場2回目共          308   

㎡
ＳＯＰ塗り 鋼製建具面     工程B種 塗料1種

錆止工程A現場2回目共          704   
㎡

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面     工程B種 塗料1種
(糸幅300㎜以下) 錆止工程A現場2回目共           11.8 

ｍ
ＳＯＰ塗り 鉄鋼面         工程B種 塗料1種

錆止工程B塗料B        3,320   
㎡

ＥＰ－２塗り 鋼建張付ｹｲｶﾙ板面  工程B種(一般)
素地B種            3.6 

㎡
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

屋根立上り t15
木毛ｾﾒﾝﾄ板 (ｼｰﾄ防水下地材)          379   

㎡
2Fﾃﾞｯｷ床 再生木 t=25
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ (鋼製根太組:H=250別途計上)           90   

<ﾊﾝﾃﾞｨﾃｸﾉ:ﾊﾝﾃﾞｨｳｯﾄﾞ程度> ㎡
3F屋外劇場床 再生木 t=25
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ (鋼製根太組:H=160別途計上)           73.7 

<ﾊﾝﾃﾞｨﾃｸﾉ:ﾊﾝﾃﾞｨｳｯﾄﾞ程度> ㎡
4Fﾃﾞｯｷ床 再生木 t=25
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ (鋼製根太組:H=160別途計上)           16   

<ﾊﾝﾃﾞｨﾃｸﾉ:ﾊﾝﾃﾞｨｳｯﾄﾞ程度> ㎡
屋外階段-1･2 再生木 t=25
鉄骨階段踊場 下地材 t=25 共(PL面)           18.1 
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ <ﾊﾝﾃﾞｨﾃｸﾉ:ﾊﾝﾃﾞｨｳｯﾄﾞ程度> ㎡
屋外階段-1･2 再生木 t=25
鉄骨階段踏面 下地材 t=25 共(PL面)           25.4 
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 先端ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工 ㎡

<ﾊﾝﾃﾞｨﾃｸﾉ:ﾊﾝﾃﾞｨｳｯﾄﾞ程度>

3F屋外劇場段床 再生木 t=25
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 下地材 t=25 @450 W150 共           48.7 

<ﾊﾝﾃﾞｨﾃｸﾉ:ﾊﾝﾃﾞｨｳｯﾄﾞ程度> ㎡
3F屋外劇場段床 再生木 t=25
ささら 下地材 t=25 @450 W150 共            1   
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ <ﾊﾝﾃﾞｨﾃｸﾉ:ﾊﾝﾃﾞｨｳｯﾄﾞ程度> ㎡
屋外階段-3 再生木 t=25
踏面蹴込 下地材 t=25 @450 W150 共           12.2 
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 先端ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工 ㎡

<ﾊﾝﾃﾞｨﾃｸﾉ:ﾊﾝﾃﾞｨｳｯﾄﾞ程度>

壁 厚12.5   不燃
普通硬質せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理           80.4 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-R-H) 下張GB-S      厚12.5共 ㎡
天井　けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし          178   

㎡
外壁 FLﾗｲﾝ(脚部層間)
押出成形ｾﾒﾝﾄ板          344   
取合ﾛｯｸｳｰﾙ充填 ｍ

建築工事(共用) 塗装工事

建築工事(共用) 内外装工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   67

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁 頂部
押出成形ｾﾒﾝﾄ板          140   
取合耐火被覆 ｍ
屋根機械基礎内 PF板 t=50
断熱材敷込            8.5 

㎡
外壁 UF t25
断熱材吹付        1,085   

㎡
軒天井 UF t25 (ﾃﾞｯｷ面)
断熱材吹付          487   

㎡
ACW t20
ﾛｯｸｳｰﾙ吹付          530   

㎡
建具廻り 発泡ｳﾚﾀﾝ
断熱材充填        2,037   

ｍ
(内部)

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄA t2 熱溶接工法
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑﾌﾟﾚｰﾝ同等品>           33.8 

㎡
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄA t2 熱溶接工法

OA面           68.6 
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑﾌﾟﾚｰﾝ同等品> ㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄB t2 熱溶接工法
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑｿｲﾙﾄﾞ同等品>           37   

㎡
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄC t2 熱溶接工法

<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑﾘｯﾁ同等品>           55.2 
㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄC t2 熱溶接工法
OA面           13.8 
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑﾘｯﾁ同等品> ㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄC t2 熱溶接工法
水廻り ｴﾎﾟｷｼ接着            1.2 
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑﾘｯﾁ同等品> ㎡

床 置敷ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t5 OA面
<東ﾘ:ﾙｰｽﾚｲﾀｲﾙLL300同等品>           41.2 

㎡
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄB t6.5 500×500 無地

<東ﾘ:GA100同等品>           19.4 
㎡

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄB t6.5 500×500 無地 OA面
<東ﾘ:GA100同等品>           82.2 

㎡
1･2F床 t15 なら 釘止め工法 C種
天然木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 重歩行用           15.3 

㎡
床 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚21.0　不燃
(ｶﾞﾗｽ網入) 突付け          109   
GB-F(N) 下張GB-F　　　厚21.0共 ㎡
床 塗床A <ABC商会:ｹﾐｸﾘｰﾄE防滑工法同等品>

          70.6 
㎡

床 塗床B <ABC商会:ﾌﾟﾛﾃｸﾘｰﾄE同等品>
          94.4 

㎡
床 防塵塗装A OAﾌﾛｱ下

<ABC商会:ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP同等品>          128   
㎡

床 防塵塗装B <ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟU同等品>
         686   

㎡
浮床用 t50 96k
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き          435   

㎡
浮床周囲床 H80 t50 96k
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填           33.3 

ｍ
浮床周囲立上り H150 t50 96K
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填          119   

ｍ
浮床周囲立上り H300 t50 96K
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填           97   

ｍ
EVﾋﾟｯﾄ床 t40
湧水ﾏｯﾄ <OKABE:湧水処理ﾊﾟﾈﾙ           21.1 

せせらぎ40同等品> ㎡
踊場 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄC t2 熱溶接工法

<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑﾘｯﾁ同等品>           63.9 
㎡

踏蹴 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄC t2 熱溶接工法
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑﾘｯﾁ同等品>           99.4 

㎡
配線ﾋﾟｯﾄ W200×H150 ｺ型
塗床B <ABC商会:ﾌﾟﾛﾃｸﾘｰﾄE同等品>            5   

ｍ

建築工事(共用) 内外装工事

建築工事(共用) 内外装工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   68

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水溝 W200×H200 ｺ型
塗床B <ABC商会:ﾌﾟﾛﾃｸﾘｰﾄE同等品>            1.8 

ｍ
配線ﾋﾟｯﾄ W200×H300 ｺ型
塗床B <ABC商会:ﾌﾟﾛﾃｸﾘｰﾄE同等品>           16.5 

ｍ
配線ﾋﾟｯﾄ W500×H300 ｺ型
塗床B <ABC商会:ﾌﾟﾛﾃｸﾘｰﾄE同等品>           36.5 

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60

         303   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100
           4.2 

ｍ
巾木 塗床A H100

<ABC商会:ｹﾐｸﾘｰﾄE防滑工法同等品>           47.9 
ｍ

機械基礎立上 RC面
塗床A <ABC商会:ｹﾐｸﾘｰﾄE防滑工法同等品>            5.5 

㎡
巾木 塗床B H100

<ABC商会:ﾌﾟﾛﾃｸﾘｰﾄE同等品>           68.4 
ｍ

機械基礎立上 RC面
塗床B <ABC商会:ﾌﾟﾛﾃｸﾘｰﾄE同等品>            4.4 

㎡
巾木 防塵塗装B H100

<ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟU同等品>          573   
ｍ

巾木 防塵塗装B H300
<ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟU同等品>           24.4 

ｍ
機械基礎 立上 RC面
防塵塗装B <ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟU同等品>           42.9 

㎡
壁 厚12.5   不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理           23.6 
張り(GB-R) －            － ㎡
壁 厚 9.5
硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理          217   
り(GB-R-H) ㎡
壁 厚 9.5
硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        1,194   
り(GB-R-H) 下張GB-R      厚12.5共 ㎡

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁 厚 9.5
硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理          326   
り(GB-R-H) 下張GB-R      厚12.5共 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5   準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け          114   
張り(GB-S) －            － ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5   準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理           14.7 
張り(GB-S) －            － ㎡
壁　せっこうﾗｽ 厚 9.5   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-L) ｶﾞﾗｽｸﾛｽ共           11.8 

㎡
壁 不燃化粧ﾌｨﾙﾑA ﾎﾞｰﾄﾞ面

<住友3M:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄPSｼﾘｰｽﾞ同等品>          215   
㎡

壁 不燃化粧ﾌｨﾙﾑB ﾎﾞｰﾄﾞ面
<住友3M:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄFWｼﾘｰｽﾞ同等品>           84.3 

㎡
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ張り t25 32k

ｶﾞﾗｽｸﾛｽﾋﾟﾝ止め共        2,050   
㎡

蓄熱槽壁 t30 打込
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板          102   

㎡
消防用水槽壁 t30 打込
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板           29.9 

㎡
配管ﾋﾟｯﾄ壁 t30 打込
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板          292   

㎡
壁 UF t15
断熱材吹付          456   

㎡
壁 UF t25
断熱材吹付          481   

㎡
梁型 強化石膏ﾎﾞｰ 厚15.0  不燃
ﾄﾞ(ｶﾞﾗｽ網入) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理          127   
(GB-F(N)) 下張GB-F　　　厚21.0共 ㎡
梁底 強化石膏ﾎﾞｰ 厚15.0  不燃
ﾄﾞ(ｶﾞﾗｽ網入) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理          148   
(GB-F(N)) 下張GB-F　　　厚21.0共 ㎡
梁型 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t25 10Kg/m3

         127   
㎡

建築工事(共用) 内外装工事

建築工事(共用) 内外装工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   69

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

梁底 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t25 10Kg/m3
         148   

㎡
耐火遮音壁部
継目処理          823   

㎡
天井　不燃積層 厚 9.5   不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 化粧無し          継目処理           14.2 
張り(GB-NC) ㎡
天井　不燃積層 厚 9.5   不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 化粧無し          継目処理          115   
張り(GB-NC) 下張GB-R      厚12.5共 ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃
化粧吸音板張り 下張GB-NC    厚 9.5共          239   
(DR) ㎡
天井　けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け           10.6 

下張GB-NC    厚 9.5共 ㎡
天井 ﾎﾞｰﾄﾞ面
不燃化粧ﾌｨﾙﾑB <住友3M:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄFWｼﾘｰｽﾞ同等品>            0.5 

㎡
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ張り t50 32k

ｶﾞﾗｽｸﾛｽﾋﾟﾝ止め          707   
㎡

蓄熱槽天井 t30 打込
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板          210   

㎡
消防用水槽天井 t30 打込
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板           48.9 

㎡
配管ﾋﾟｯﾄ天井 t30 打込
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板          403   

㎡
天井 UF t25
断熱材吹付           66.8 

㎡
下り天井 厚 9.5
硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理           21.8 
り(GB-R-H) 下張GB-R      厚12.5共 ㎡
下り天井 ﾎﾞｰﾄﾞ面
不燃化粧ﾌｨﾙﾑB <住友3M:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄFWｼﾘｰｽﾞ同等品>            0.8 

㎡
層間塞ぎ ﾛｯｸｳｰﾙ t50
断熱材吹付           52   

㎡

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｻｯｼｭ間仕切取合部 ﾛｯｸｳｰﾙ t50 80Kg/m3
断熱材充填            2.9 

㎡
けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け            7   

鋼建面 ㎡
(間仕切)

壁　強化せっこう 厚21.0   不燃
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        1,112   

下張GB-F      厚21.0共 ㎡
壁 厚 9.5
硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        3,054   
り(GB-R-H) 下張GB-R      厚12.5共 ㎡
5･6F 木柱廻り 厚21.0   不燃
強化せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        1,357   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 下張GB-F厚21+GB-H厚9.5共 ㎡
耐火遮音間仕切壁 LGS65型 @450 1時間耐火

GB-Ht9.5+GB-Rt12.5(両面)        1,921   
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t50 32kg/m3 ㎡

耐火遮音間仕切壁 LGS90型 @450 1時間耐火
GB-Ht9.5+GB-Rt12.5(両面)          210   
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t50 32kg/m3 ㎡

耐火遮音間仕切壁 LGS65型 @450千鳥 1時間耐火
GB-Ht9.5+GB-Ft21(両面)          692   
ﾛｯｸｳｰﾙ充填 t50 24kg/m3 ㎡

耐火遮音間仕切壁 LGS90型 @450千鳥 1時間耐火
GB-Ht9.5+GB-Ft21(両面)          196   
ﾛｯｸｳｰﾙ充填 t50 24kg/m3 ㎡

耐火遮音間仕切壁 LGS65型 @450千鳥 1時間耐火
GB-Ft21+GB-Ft21(両面)          230   
ﾛｯｸｳｰﾙ充填 t50 24kg/m3 ㎡

遮音間仕切壁 LGS65型 @300
GB-Rt9.5+GB-Ft21(片面)           81.4 
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t50 32kg/m3 ㎡

遮音間仕切壁 LGS65型 @300
GB-Rt12.5+GB-R-Ht9.5(片面)          296   
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t50 32kg/m3 ㎡

壁 間柱:45×210 @500
木造遮音間仕切壁 GB-Ft21.0+GB-Ft21.0(両面)           10.4 

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t100 24kg/m3 ㎡
壁
遮音壁開口補強            1   

式

建築工事(共用) 内外装工事

建築工事(共用) 内外装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁
遮音ｼｰﾙ        9,301   

ｍ
L-17
木造遮音ｼｰﾙ           25.8 

ｍ
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

2Fﾃﾞｯｷ床ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ H=250
用           90   
鋼製根太組 ㎡
3F劇場床ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ H=160
用           73.7 
鋼製根太組 ㎡
4Fﾃﾞｯｷ床ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ H=160
用           16   
鋼製根太組 ㎡
(内部)

床OAﾌﾛｱｰ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=100 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ用           41.2 
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=100 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ用           82.2 
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱｰ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=150 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ用            4.5 
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=200 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ用            4.9 
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=300 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ用           73   
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱｰﾎﾞｰﾀﾞｰ H100用
          94.8 

ｍ
床OAﾌﾛｱｰﾎﾞｰﾀﾞｰ H150用

           6   
ｍ

床OAﾌﾛｱｰﾎﾞｰﾀﾞｰ H200用
           6.3 

ｍ
床OAﾌﾛｱｰﾎﾞｰﾀﾞｰ H300用

          22.9 
ｍ

計

建築工事(共用) 内外装工事

建築工事(共用) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 OAﾌﾛｱｰ類
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ W800*D600*H750
電話ｶｳﾝﾀｰ 化粧単板 t3 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地合板            1   

雑巾摺:3方共 か所
ｹﾝﾄﾞﾝﾊﾟﾈﾙ･木下地 90×45共

1Fﾋﾞﾙ管理室 W1015×D(250･600)×H750
ｶｳﾝﾀｰ 面材:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ合板 t30ﾒﾗﾐﾝ化粧合板            1   

引出:樹脂化粧ﾊﾟﾈﾙt12ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ付 か所
腰･側板･巾木:ﾒﾗﾐﾝ化粧板
補強材:C-100×50×2.0×2.3ﾀﾞﾌﾞﾙ
ﾌｯｸ1ﾊﾟﾈﾙ2か所共

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ W300×H1700
ﾜﾝﾀｯﾁﾁｪｰﾝ式            1   
<ﾆﾁﾍﾞｲ:ﾒｯｼｭｽﾄﾗｲﾌﾟ N-5415同等品> か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1020×H1350 手動
ｱﾙﾐ製 ﾖｺ型 遮熱ｽﾗｯﾄW=25            1   
ｷﾞｱ式 ﾜﾝｺﾄﾛｰﾙ か所
<ﾆﾁﾍﾞｲ:ﾕﾆｺﾝﾓｱ25 C-059S同等品>

計

建築工事(共用) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 造作家具類

建築工事(共用) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

煙突ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 煙突:ﾊｲｽﾀｯｸ-C t=50 内径φ714･
　充填ﾓﾙﾀﾙ t=14･筒身 PL-6            1   
　L=3460 か所
支持金物:4ヶ所
煙導接続口:ﾊｲｽﾀｯｸ-C t=70･
　筒身 PL-6･煙導取合ﾌﾗﾝｼﾞ
点検口部:ﾊｲｽﾀｯｸ-C t=50･
　筒身 PL-6
SUS内貼:SUS304 t=1.0(全貼) 共

煙突陣笠 SUS304 2B
陣笠:φ1050×H50×t2.0            1   
支持ﾎﾞﾙﾄ:H450×8本 か所
　六角袋ﾅｯﾄ(ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ付)
先端ｶﾊﾞｰ:φ854×H450×t2.0
笠木:H=50共

煙突点検口 W500×H400×t74.5
PL-4.5･ﾊｲｽﾀｯｸ-C t=70裏打            1   
附属金物共 か所

煙突灰出口水抜き SGP50A(ｿｹｯﾄ付)
           1   

か所
煙突ｷｬｽﾀﾌﾞﾙ φ854
耐火物            1   

か所

屋外機置場 L28000×W5000/5600
屋根 ﾃﾞｭﾗｶｰﾑｻｲﾚﾝｻｰ H=500 t=200            1   
ｻｲﾚﾝｻｰ 下地材(H-400:L-100×100×7)通し か所

　(H-300:L-75×75×6)
取付ﾎﾞﾙﾄ:M10×40 B･2N･2大W
　(下地材:Φ14孔)

屋外機置場 (押出成形板面)
外壁 表面:高耐熱性ﾒｯｷ鋼板          245   
吸音壁 　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ t=0.4 (穴:Φ6-@1000) ㎡

吸音材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 32K 50t
打込ｱﾝｶｰ(ｾﾒﾝﾄ板専用ﾈｼﾞ:
　六角頭M6･SUS)共

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁見切縁 W20×t55共

壁面緑化 W4270×H5650
植栽支柱止め金物:SUS製 PL-9            1   
植栽支柱:竹 Φ70(ｼｭﾛ縄黒結束) か所
ﾖｺ427×ﾀﾃ550 ﾋﾟｯﾁ

駐車場ｽﾍﾟｰｽ H=2000
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ <ﾅｶ工業:NPC-9090V90°ﾀｲﾌﾟ同等品>            2   

か所
身障者誘導ﾌﾞﾛｯｸ ｽﾃﾝﾚｽ製 位置表示鋲(ﾃﾞｯｷ部分)

300×300/25ﾋﾟﾝ使用(SUS製)            9   
ﾋﾞｽ･接着併用工法 か所
<ﾅｶ工業:
ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟNSN22-G(Y)同等品>

(内部)

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ1 H2000
軟質樹脂製            1   
<ﾅｶ工業:SFﾀｲﾌﾟ SFT-55V同等品> か所

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ3 H2000
W90+90 合成ｺﾞﾑ又は塩ﾋﾞ            2   
<ﾅｶ工業:NPC-9090V同等品> か所

ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ H150
耐衝撃硬質樹脂製           21.7 

ｍ

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ﾎﾜｲﾄ ﾌｯｸ2個/m,ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共
(中重級30kg/ﾌｯｸ)            0.8 
<ﾀｷﾔ:ｺﾚﾀﾞｰﾗｲﾝM4･C1同等品> ｍ

1F廊下2 W1081.5×D258×H752.5
ﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽ 本体:ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)t1.0 HL            1   

扉:ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)t1.5 HL か所
窓:ｱｸﾘﾙ樹脂
鍵前:ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ鍵
前入後出 準防滴 15口

建築工事(共用) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他

建築工事(共用) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

消火器ﾎﾞｯｸｽ <UNION:UFB-1F-2720同等品>
          48   

か所

身障者誘導ﾌﾞﾛｯｸ ｽﾃﾝﾚｽ製 位置表示鋲(ﾀｲﾙｶﾍﾟｯﾄ部分)
300×300/25ﾋﾟﾝ           21   
ﾋﾞｽ･接着併用工法 か所
<ﾅｶ工業:
ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟNSN22-G(Y)同等品>

3F 1FL+7.3m
避難器具 <斉田産業:HI-ｽｺｰﾀﾞｰI型同等品>            1   

か所
4F 1FL+10.5m
避難器具 <斉田産業:HI-ｽｺｰﾀﾞｰI型同等品>            4   

か所
5F 1FL+15ｍ
避難器具 <斉田産業:HI-ｽｺｰﾀﾞｰI型同等品>            1   

か所
6F 1FL+19.3ｍ
避難器具 <斉田産業:HI-ｽｺｰﾀﾞｰI型同等品>            2   

か所

地下ﾋﾟｯﾄ ｱｸﾘﾙ板150角
出入口方向案内板           46   

か所

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ex1 SUS加工 焼付塗装
施設名称表示 W3000×H1200 R加工            1   

表示:SUS t5.0 切文字 焼付塗装 か所
上部照明:LED 内照式
ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ加工
下部照明:LED 内照式
(基礎 850×3300×300 別計上)

ex7 SUS加工 焼付塗装
ｷﾞｬﾗﾘｰ誘導表示 t80 W450×H1600            1   

表示:ｼｰﾄ切文字 か所
ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ加工
(基礎 750×450×300 別計上)

ex8 ｱﾙﾐ焼付塗装
駐車場利用案内表 t6 W600×H600            3   
示 ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所

表示:ｼｰﾄ切文字

ex9 ｱﾙﾐ焼付塗装
入口誘導表示 t6 W600×H600            1   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字

a3 透明ｱｸﾘﾙ
各ﾌﾛｱ案内 t8 W400×H1200            6   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字

a5 透明ｱｸﾘﾙ
EV内各階案内表示 t8 W500×H800            4   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼

a7 SUS加工 焼付塗装 LED 内照式
夜間通用口表示 t120 W450×H450            1   

表示面:乳半ｱｸﾘﾙ板 か所
表示:透過性ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼

建築工事(共用) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他

建築工事(共用) ｻｲﾝ工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

b2a 透明ｱｸﾘﾙ
室名表示1a t8 W220×H220            1   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼

B7 ｼｰﾄ切文字 25×25
室名表示6 「休憩室」            2   

か所
B9 ｼｰﾄ切文字 25×25
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ室名表示 「倉庫B」･「DS」           68   

か所
c2 透明ｱｸﾘﾙ
ﾋﾟｸﾄ表示2 t12 W235×H220            3   

表示:ｼｰﾄ切文字 表貼 か所
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS加工 焼付塗装

c3 ｼｰﾄ貼
ﾋﾟｸﾄ表示3 150×150           12   

か所
d1 透明ｱｸﾘﾙ板 裏面ｼｰﾄ貼
階数表示1 当階 接着剤併用両面ﾃｰﾌﾟ止め           13   

180×180 か所
d2 透明ｱｸﾘﾙ板 裏面ｼｰﾄ貼
階数表示2 踊場 接着剤併用両面ﾃｰﾌﾟ止め           11   

200×400 か所
d3 SUS t5.0 切文字 焼付塗装
階数表示3 EV前 180×180            6   

か所
e6 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ加工 2.0t
避難経路表示 t2 W450×H450            6   

表示:ｼﾙｸ印刷2色 か所
e8 ｱﾙﾐ箔
点字表示 点字加工ｼｰﾙ 手摺に貼付け            2   

W30×H60 か所
ｻｲﾝ基礎 共用

           1   
式

(その他建具)

衝突防止用 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL仕上 35φ
ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 両面数量          634   

か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

進入口ﾏｰｸ ▽
           6   

か所
自動ﾄﾞｱ用ｻｲﾝ <ﾕﾆｵﾝ:E-10同等品>

           3   
か所

(その他ｶｰﾃﾝｳｫ-ﾙ)

衝突防止用 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL仕上 35φ
ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 両面数量          216   

か所
進入口ﾏｰｸ ▽

          34   
か所

計

建築工事(共用) ｻｲﾝ工事

建築工事(共用) ｻｲﾝ工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   75

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬
           1   

式
発生材処分

           1   
式

計

ﾃﾚﾋﾞ電波障害 対象軒数目安１０４世帯
防除工事            1   

式
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

太陽ﾊﾟﾈﾙ鉄骨 材工共
          35.3 

ｔ
計

建築工事(共用) 発生材処理・ﾃﾚﾋﾞ電波障害防除工事

建築工事(県) 鉄骨工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   76

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

階段8･ E-2(屋内密着)      平場
2F機械設備室 －        －            8.4 
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ㎡
階段8･ E-2(屋内密着)      立上り部
2F機械設備室 －        －            3.1 
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ㎡
階段8･ ﾓﾙﾀﾙ
2F機械設備室           15.7 
防水入隅処理 ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ

           1   
式

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ廻り床 t30 162×745 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ仕上
花崗岩 中国産 G360          290   

空練ﾓﾙﾀﾙt35共 ㎡
1Fﾎﾜｲｴ廻り床 t30 495角 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ仕上
花崗岩 中国産 G360          244   

空練ﾓﾙﾀﾙt35共 ㎡
1F多目的ﾎｰﾙ床 t40 495角 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ仕上
花崗岩 中国産 G360          891   

空練ﾓﾙﾀﾙt60共 ㎡
1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ･ﾎﾜｲｴ廻 H100 t25 本磨き
巾木 中国産 G360           94.4 
花崗岩 ｍ
円柱巾木 H100 t25 本磨き
花崗岩 中国産 G360           18.7 

ｍ
便所 花崗岩t25  本磨き W550
汚垂石 中国産 G654           11.4 

敷きﾓﾙﾀﾙ共 ｍ
便所 花崗岩t25  本磨き W550
汚垂石 中国産 G654            4.5 

ｍ
計

建築工事(県) 防水工事

建築工事(県) 石工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   77

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造用単板積層材 EWa1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H          368   
80(厚)×863(幅)×1488(高) 枚

構造用単板積層材 EWa2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H          368   
80(厚)×863(幅)×1538(高) 枚

構造用単板積層材 EWa3 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H          182   
80(厚)×863(幅)×1188(高) 枚

構造用単板積層材 EWa4 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H          182   
80(厚)×863(幅)×1388(高) 枚

構造用単板積層材 EWb1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H          116   
80(厚)×563(幅)×1488(高) 枚

構造用単板積層材 EWb2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H          116   
80(厚)×563(幅)×1538(高) 枚

構造用単板積層材 EWb3 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H           54   
80(厚)×563(幅)×1188(高) 枚

構造用単板積層材 EWb4 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H           54   
80(厚)×563(幅)×1388(高) 枚

構造用単板積層材 EWc1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H           96   
80(厚)×1163(幅)×1488(高) 枚

構造用単板積層材 EWc2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H           96   
80(厚)×1163(幅)×1538(高) 枚

構造用単板積層材 EWc3 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H           54   
80(厚)×1163(幅)×1188(高) 枚

構造用単板積層材 EWc4 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H           54   
80(厚)×1163(幅)×1388(高) 枚

構造用単板積層材 EWd1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×588(幅)×1488(高) 枚

構造用単板積層材 EWd2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×588(幅)×1538(高) 枚

構造用単板積層材 EWd3 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            2   
80(厚)×588(幅)×1188(高) 枚

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造用単板積層材 EWd4 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            2   
80(厚)×588(幅)×1388(高) 枚

構造用単板積層材 EWe1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            8   
80(厚)×733(幅)×1488(高) 枚

構造用単板積層材 EWe2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            8   
80(厚)×733(幅)×1538(高) 枚

構造用単板積層材 EWe3 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×733(幅)×1188(高) 枚

構造用単板積層材 EWe4 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×733(幅)×1388(高) 枚

構造用単板積層材 EWf1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×823(幅)×1488(高) 枚

構造用単板積層材 EWf2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×823(幅)×1538(高) 枚

構造用単板積層材 EWf3 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×823(幅)×1188(高) 枚

構造用単板積層材 EWf4 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×823(幅)×1388(高) 枚

構造用単板積層材 EWg1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×903(幅)×1488(高) 枚

構造用単板積層材 EWg2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×903(幅)×1538(高) 枚

構造用単板積層材 EWg3 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            2   
80(厚)×903(幅)×1188(高) 枚

構造用単板積層材 EWg4 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            2   
80(厚)×903(幅)×1388(高) 枚

構造用単板積層材 EWh1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×1123(幅)×1488(高) 枚

構造用単板積層材 EWh2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×1123(幅)×1538(高) 枚

建築工事(県) 木工事 構造用単板積層材

建築工事(県) 木工事 構造用単板積層材

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   78

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造用単板積層材 EWi1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×1178(幅)×1488(高) 枚

構造用単板積層材 EWi2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×1178(幅)×1538(高) 枚

構造用単板積層材 EWi3 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            2   
80(厚)×1178(幅)×1188(高) 枚

構造用単板積層材 EWi4 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            2   
80(厚)×1178(幅)×1388(高) 枚

構造用単板積層材 EWj1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H           16   
80(厚)×848(幅)×1488(高) 枚

構造用単板積層材 EWj2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H           16   
80(厚)×848(幅)×1538(高) 枚

構造用単板積層材 EWj3 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            8   
80(厚)×848(幅)×1188(高) 枚

構造用単板積層材 EWj4 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            8   
80(厚)×848(幅)×1388(高) 枚

構造用単板積層材 Wa1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H          170   
80(厚)×863(幅)×788(高) 枚

構造用単板積層材 Wa2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H          182   
80(厚)×863(幅)×1098(高) 枚

構造用単板積層材 Wb1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H           50   
80(厚)×563(幅)×788(高) 枚

構造用単板積層材 Wb2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H           56   
80(厚)×563(幅)×1098(高) 枚

構造用単板積層材 Wc1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H           52   
80(厚)×1163(幅)×788(高) 枚

構造用単板積層材 Wc2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H           54   
80(厚)×1163(幅)×1098(高) 枚

構造用単板積層材 Wd1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            2   
80(厚)×588(幅)×788(高) 枚

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造用単板積層材 Wd2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            2   
80(厚)×588(幅)×1098(高) 枚

構造用単板積層材 We1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            2   
80(厚)×733(幅)×788(高) 枚

構造用単板積層材 We2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×733(幅)×1098(高) 枚

構造用単板積層材 Wf1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×823(幅)×788(高) 枚

構造用単板積層材 Wf2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            4   
80(厚)×823(幅)×1098(高) 枚

構造用単板積層材 Wg1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            2   
80(厚)×903(幅)×788(高) 枚

構造用単板積層材 Wg2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            2   
80(厚)×903(幅)×1098(高) 枚

構造用単板積層材 Wi1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            2   
80(厚)×1178(幅)×788(高) 枚

構造用単板積層材 Wi2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            2   
80(厚)×1178(幅)×1098(高) 枚

構造用単板積層材 Wj1 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            8   
80(厚)×848(幅)×788(高) 枚

構造用単板積層材 Wj2 LVLﾊﾟﾈﾙ
ｶﾗﾏﾂ 100E-375F,50V-43H            8   
80(厚)×848(幅)×1098(高) 枚

加工費
           1   

式
養生塗装費

           1   
式

接合金物費
           1   

式
輸送費

           1   
式

建築工事(県) 木工事 構造用単板積層材

建築工事(県) 木工事 構造用単板積層材

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   79

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建方費
           1   

式
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

床 t15 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下
耐水合板          262   

㎡
踊場床 t15 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下
耐水合板           20.2 

㎡
踏面蹴込 t15 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下
耐水合板           84.1 

㎡
踊場床 t15 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ
天然木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ           20.2 

㎡
階段3踏板 t15 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ
天然木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ L1290×W300            6   

か所
階段3踏板 t15 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ
天然木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ L1508×W300           18   

か所
階段3蹴込 t30 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ
天然木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ L1290×H107.1            7   

か所
階段3蹴込 t30 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ
天然木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ L1508×H138.4           19   

か所
階段4踏板 t15 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ
天然木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ L1800×W300           25   

か所
階段4蹴込 t30 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ
天然木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ L1800×H130           26   

か所
階段5踏板 t15 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ
天然木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ L1758×W300           18   

か所
階段5蹴込 t30 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ
天然木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ L1758×H130           20   

か所
階段7踏板 t15 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ
天然木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ L4150×W960            7   

か所
階段7踏板 t15 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ
天然木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ L1428×W360           21   

か所

建築工事(県) 木工事 構造用単板積層材

建築工事(県) 木工事 意匠用

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   80

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

階段8蹴込 t15 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ
天然木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ L1750×H170            1   

か所
踊場 72×50 ﾅﾗ集成材
床ﾎﾞｰﾀﾞｰ            5.1 

ｍ
段ﾎﾞｰﾀﾞｰ 72×50 ﾅﾗ集成材

          35.8 
ｍ

踊場 30×30 ﾎﾜｲﾄｳｫｰｸ
床小口框            2.4 

ｍ
踏面 30×30 ﾎﾜｲﾄｳｫｰｸ
床小口框           15.6 

ｍ
踏面 30×30 ﾎﾜｲﾄｳｫｰｸ 溝2本加工共
段鼻框          181   

ｍ
階段7蹴込 t15 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ練付
巾木 H=66.9           59.1 

ｍ
階段7段鼻 t15 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ練付
前框 H=82.9           29.8 

ｍ
階段7段鼻 t15 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ練付
前框 H=369           29.1 

ｍ
1F多目的ﾎｰﾙ ﾀﾓ集成材 t15
木製巾木 H=100           15   

(塗装別計上) ｍ
木製巾木 ｹﾝﾊﾟｽ t9

H=60           42.3 
(塗装別計上) ｍ

円柱 ｹﾝﾊﾟｽ t9
木製巾木 H=60            8.3 

(塗装別計上) ｍ
木製巾木 ｹﾝﾊﾟｽ t9

H=100           36.8 
(塗装別計上) ｍ

円柱 ｹﾝﾊﾟｽ t9
木製巾木 H=100            2.1 

(塗装別計上) ｍ
階段3 ｹﾝﾊﾟｽ t9
木製ｻｻﾗ巾木 H=100            4   

(塗装別計上) ｍ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

多目的ﾎｰﾙ反射壁 縦:人造木材 30×25 @450
胴縁 横:人造木材 35×50 @600          192   

LGS面 ㎡
多目的ﾎｰﾙ吸音壁 縦:人造木材 30×50 @450
胴縁 横:人造木材 35×50 @600          306   

LGS面 ㎡
多目的ﾎｰﾙ壁 横:人造木材 25×30 @1000
ﾘﾌﾞ取付用胴縁 木胴縁面          498   

㎡
1F多目的ﾎｰﾙ壁 桧
縦木ﾘﾌﾞ (塗装別計上)          498   

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 t12
耐水合板           94.2 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 t12
耐水合板           14.1 

㎡
便所照明ﾎﾞｯｸｽ t12
合板           10.3 

㎡
梁型野縁組 杉又は松 45×45 @333

       1,113   
㎡

梁底野縁組 杉又は松 45×45 @333
       1,474   

㎡
膳板 ﾀﾓ集成材 t25 W=233

(塗装別計上)            7   
ｍ

膳板 ﾀﾓ集成材 t25 W=300
(塗装別計上)          264   

ｍ
階段3 ﾀﾓ集成材 楕円 φ40
壁付手摺笠木 (ﾌﾞﾗｹｯﾄ･塗装別計上)            6.3 

ｍ
漆喰壁ｺｰﾅｰ取合 人工木材 10×15
壁見切           11.7 

ｍ
洗面ｶｳﾝﾀｰ照明ﾎﾞｯ 人工木材  25×15
ｸｽ部 天井見切縁           15.4 

ｍ
洗面ｶｳﾝﾀｰ照明ﾎﾞｯ 人工木材  50×20
ｸｽ部 天井見切縁            7   

ｍ

建築工事(県) 木工事 意匠用

建築工事(県) 木工事 意匠用

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   81

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1F多目的ﾎｰﾙ 木製ﾙｰﾊﾞｰ100×25
ﾘﾀｰﾝｽﾘｯﾄ 人造木材           71.2 

取付金物共 ｍ
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

屋根 形式:重ね形
折版葺き 形状:山高200 山ﾋﾟｯﾁ500 板厚0.8          904   

材料:塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ- ㎡
　亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板及び帯鋼
　(CGLCCR-20-AZ150)
耐火性能:30分耐火
耐火番号:FR030RF-9031
裏貼:ｶﾞﾗｽ繊維ｼｰﾄ t=5
<三晃金属:折版200Ⅱ型同等品>

屋根 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
折版葺き役物          390   

ｍ
屋根 片棟包み W282×H290
折版葺き役物 屋根同材･ｴﾌﾟﾛﾝ共           43.6 

ｍ
屋根 片棟包み W240×H270
折版葺き役物 屋根同材･ｴﾌﾟﾛﾝ共           86.3 

ｍ
屋根 止水面戸･周囲ｼｰﾙ共
折版葺き役物          130   

ｍ
屋根 ｷｬｯﾌﾟ面戸･屋根同材
折版葺き役物          130   

ｍ
屋根 軒先見切面戸･屋根同材
折版葺き役物          130   

ｍ
屋根 ｹﾗﾊﾞ包み W104×H238
折版葺き役物 屋根同材･Bﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ @1000共           43.6 

ｍ
計

建築工事(県) 木工事 意匠用

建築工事(県) 屋根工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   82

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ天井 t2.5 A-BE
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 軽鉄下地共           91.1 

㎡
1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ用
廻り縁           29.1 

ｍ
1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ用 曲面
廻り縁            6.2 

ｍ
1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ下り天井 t2.5 A-BE H=50
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 軽鉄下地共           27.4 

ｍ
1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ下り天井 t2.5 A-BE H=1210
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 軽鉄下地共           13.3 

ｍ
1Fﾎﾜｲｴ梁型 t2.5 A-BE W900×H1210
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ г型 糸2110            7.1 

軽鉄下地共 ｍ
1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ梁天端 t2.5 A-BE W1005×H50
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 軽鉄下地共           12.8 

ｍ
漆喰壁～巾木取合 ｱﾙﾐ製 L-40×20
巾木見切           35.4 

ｍ
漆喰壁頂部 ｱﾙﾐ製 L-40×20
壁見切           15.6 

ｍ
漆喰壁ｺｰﾅｰ取合 ｱﾙﾐ製 L-25×25
壁見切           11.7 

ｍ
壁GW端部見切 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-50×50×2.3 通し

         127   
ｍ

壁ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ見切 ｱﾙﾐ製 10×10 ｱﾙﾏｲﾄ仕上
           7.8 

ｍ
2F WC:男女 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-10×15×1.9
化粧鏡用四周枠           18.8 

ｍ
1F WC ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ
SK棚板取付ｱﾝｸﾞﾙ W300×L1060  3方配置            1   

か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

2F WC ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ
SK棚板取付ｱﾝｸﾞﾙ W300×L1050  3方配置            1   

か所
4～5F WC ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ
SK棚板取付ｱﾝｸﾞﾙ W300×L800  3方配置            1   

か所
5F WC-2:SK ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ
SK棚板取付ｱﾝｸﾞﾙ W300×L700  3方配置            1   

か所
ｼｽﾃﾑ天井取合 ｱﾙﾐ製 15×20 B-1種
天井見切縁            3   

ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上

W200×H200 ｺ型            0.6 
ｍ

1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ ｱﾙﾐ製 t2.5 A-BE
天井照明ﾎﾞｯｸｽ W250×H330 L型           15.6 

下地金物共 ｍ
計

建築工事(県) 金属工事 ｱﾙﾐ製金物

建築工事(県) 金属工事 ｱﾙﾐ製金物

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   83

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

階段3 H=1200 平部
手摺 笠木:ｽﾁｰﾙ FB-9×32            2.8 

支柱:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @600 ｍ
手摺子:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @120
下桟:ｽﾁｰﾙ FB-9×32
横桟:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 5段
(塗装別計上)

階段3 H=1200 斜部
手摺 笠木:ｽﾁｰﾙ FB-9×32           12.2 

支柱:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @600 ｍ
手摺子:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @120
下桟:ｽﾁｰﾙ FB-9×32
(塗装別計上)

階段4 H=1200 平部
手摺 笠木:ｽﾁｰﾙ FB-9×32            3.2 

支柱:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @600 ｍ
手摺子:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @120
下桟:ｽﾁｰﾙ FB-9×32
(塗装別計上)

階段4 H=1200 斜部
手摺 笠木:ｽﾁｰﾙ FB-9×32           17.2 

支柱:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @600 ｍ
手摺子:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @120
下桟:ｽﾁｰﾙ FB-9×32
(塗装別計上)

階段5 H=1200 平部
手摺 笠木:ｽﾁｰﾙ FB-9×32            1.8 

支柱:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @600 ｍ
手摺子:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @120
下桟:ｽﾁｰﾙ FB-9×32
(塗装別計上)

階段5 H=1200 斜部
手摺 笠木:ｽﾁｰﾙ FB-9×32           12.9 

支柱:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @600 ｍ
手摺子:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @120
下桟:ｽﾁｰﾙ FB-9×32
(塗装別計上)

階段7 H=1200 平部
手摺 笠木:ｽﾁｰﾙ FB-9×32            6.2 

支柱:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @600 ｍ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

手摺子:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @100
下桟:ｽﾁｰﾙ FB-9×32
(塗装別計上)

階段7 H=1200 斜部
手摺 笠木:ｽﾁｰﾙ FB-9×32           13.4 

支柱:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @600 ｍ
手摺子:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @100
下桟:ｽﾁｰﾙ FB-9×32
(塗装別計上)

2～4F吹抜廻り等 H=1200
手摺B 笠木:ｽﾁｰﾙ FB-9×32           30.1 

支柱:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @600 ｍ
手摺子:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @120
下桟:ｽﾁｰﾙ FB-9×32
(塗装別計上)

3Fｷﾞｬﾗﾘｰ H=1100
手摺C 笠木:ｽﾁｰﾙ FB-9×32           94.6 

支柱:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @850 ｍ
手摺子:ｽﾁｰﾙ φ19×2.3 @200
下桟:ｽﾁｰﾙ φ19×2.3
照明受け:ｽﾁｰﾙ φ50共
(塗装別計上)

3Fｷﾞｬﾗﾘｰ鉄骨階段 H=900 平部
手摺D 笠木:ｽﾁｰﾙ φ19            6   

支柱:ｽﾁｰﾙ φ19×2.3 @300 ｍ
手摺子:ｽﾁｰﾙ φ19×2.3 @150
下桟:ｽﾁｰﾙ φ19×2.3
(塗装別計上)

3Fｷﾞｬﾗﾘｰ鉄骨階段 H=900 斜部
手摺D 笠木:ｽﾁｰﾙ φ19            3   

支柱:ｽﾁｰﾙ φ19×2.3 @300 ｍ
手摺子:ｽﾁｰﾙ φ19×2.3 @150
下桟:ｽﾁｰﾙ φ19×2.3
(塗装別計上)

階段3 ｽﾁｰﾙ製 FB-5×25 @600
手摺笠木受ﾌﾞﾗｹｯﾄ （塗装別計上）            6.3 

ｍ
4-6F W=2000 吊下げ型
天井輻射ﾊﾟﾈﾙ(2) 設備ﾌﾟﾚｰﾄ:ｽﾁｰﾙ製 t1.6 280×2000           51.2 
下地 　　　　　@1800 ｍ

下地:ｱﾙﾐPL C-2×10×30×280
下地:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ骨材StPL
　　 L-25×25×1.6

建築工事(県) 金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

建築工事(県) 金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   84

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

吊ﾎﾞﾙﾄ:羽子板 受ｱﾝｸﾞﾙ共
間接照明ﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上 t2
糸=150+100+150 両端部設置
(輻射ﾊﾟﾈﾙは設備工事)

5-6F W=2000 吊下げ型
天井輻射ﾊﾟﾈﾙ(1) 設備ﾌﾟﾚｰﾄ:ｽﾁｰﾙ製 t1.6 280×2000          136   
下地 　　　　　@1800 ｍ

下地:ｱﾙﾐPL C-2×10×30×280
下地:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ骨材StPL
　　 L-25×25×1.6
吊ﾎﾞﾙﾄ:羽子板 受ｱﾝｸﾞﾙ共
間接照明ﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上 t2
糸=150+100+150 両端部設置
(輻射ﾊﾟﾈﾙは設備工事)

窓膳板 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=150
(塗装別計上)            2.6 

ｍ
窓膳板 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=200

(塗装別計上)          139   
ｍ

窓膳板 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=900
(塗装別計上)           19.9 

ｍ
窓額縁 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=150

(塗装別計上)           26.1 
ｍ

4F交流ｽﾍﾟｰｽ吹抜 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=200
壁天端笠木 (塗装別計上)           10.2 

ｍ
3F運営事務室 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=350
面台 (塗装別計上)            3.4 

ｍ
3Fｷﾞｬﾗﾘｰｻｯｼ取合 ｽﾁｰﾙ製 t1.6
下り壁幕板 W200×H400 L型           19.9 

(塗装別計上) ｍ
ｻｯｼｭ～間仕切 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=160
取合金物(枠) (塗装別計上)          108   

ｍ
ｻｯｼｭ～間仕切 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=(440+300)
取合金物(ﾊﾟﾈﾙ) (ﾛｯｸｳｰﾙ･塗装別計上)            8.7 

ｍ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｻｯｼｭ～間仕切 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=440
取合金物(ﾊﾟﾈﾙ) (ﾛｯｸｳｰﾙ･塗装別計上)           86.6 

ｍ
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙ製 t1.6

W120×H150 ｺ型            1.8 
側面塞ぎ共　(塗装別計上) ｍ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙ製 t1.6
W120×H200          159   
側面塞ぎ共　(ﾛｯｸｳｰﾙ･塗装別計上) ｍ

1F多目的ﾎｰﾙ ｽﾁｰﾙ製 t1.6
電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸ W300×H200 ｺ型           20.4 
ｽ (塗装別計上) ｍ
3Fｷﾞｬﾗﾘｰ ｽﾁｰﾙ製 t1.6
電動暗幕ﾎﾞｯｸｽ W280×H250 ｺ型           29.5 

(塗装別計上) ｍ
5～6F給湯室等 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 曲げ加工
開口枠 W=120            5.1 

(塗装別計上) ｍ
1～6FWC ｽﾁｰﾙ製 t1.6 曲げ加工
壁見切枠 W=120 D=10           21.6 

(塗装別計上) ｍ
1～4F耐火壁取合 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=100
層間塞ぎ 取付金物共           40.8 

(RW吹付別計上) ｍ
5～6F吹抜側 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 糸=150
層間塞ぎ 取付金物共           93.4 

(RW吹付別計上) ｍ
5～6F便所1 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 糸=400
層間塞ぎ 取付金物共            9.5 

(RW吹付別計上) ｍ
5～6F外壁側 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 糸=550+10+200
層間塞ぎ 取付金物共          181   

(RW吹付別計上) ｍ
3F環境ｷﾞｬﾗﾘｰ ｽﾁｰﾙ製 t1.6 A-BE
SSﾚｰﾙ方立ｶﾊﾞｰ W450×D100×H6200            2   

か所
1Fﾎﾜｲｴ W600×H2200
壁ﾘﾀｰﾝｶﾞﾗﾘ 巾木:ｽﾁｰﾙPL-6 H=100            1   

縦格子:ｽﾁｰﾙFB-35×4.5 @50 か所
横桟:ｽﾁｰﾙFB-35×4.5 2段
四周枠:ｽﾁｰﾙFB-45×6
(塗装別計上)

1F多目的ﾎｰﾙ
吊物機構用            6   
吊ﾌｯｸ か所

建築工事(県) 金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

建築工事(県) 金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   85

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

階段7前框板 ｽﾁｰﾙ製 □-45×45×t2.3 @450
取付下地 H=290           29.1 

ｍ
1F多目的ﾎｰﾙ ｽﾀｯﾄﾞ:ｽﾁｰﾙC-60×30×10×2.3 @600
軽鉄壁下地 上下ﾗﾝﾅｰ:ｽﾁｰﾙC-60×30×10×2.3          636   

補強柱:ｽﾁｰﾙ□-100×100×1.6 @875 ㎡
1F多目的ﾎｰﾙ ｽﾁｰﾙTﾊﾞｰ25×50 @875 通し
吸音天井下地 吊木:ｽﾁｰﾙL-30×30×3 @875          194   

吊木受:ｽﾁｰﾙL-30×30×3 通し ㎡
(塗装別計上)

1F多目的ﾎｰﾙ ｽﾁｰﾙ製 L-25×50
吸音天井廻り縁 吊木:ｽﾁｰﾙL-30×30×3 @875          190   

吊木受:ｽﾁｰﾙL-30×30×3 通し ｍ
(塗装別計上)

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ｽﾁｰﾙ製 吊込H=468
下地金物 ｱﾝｸﾞﾙ:L-50×50×6           12   

ﾎﾞﾙﾄ:AMﾎﾞﾙﾄ100@450 ｍ
便所天井 ｽﾁｰﾙ製 t1.2加工 W30×H100
ﾘﾀｰﾝｽﾘｯﾄ 配管接続補強:ｽﾁｰﾙt1.2加工 20×20           61.6 

補強･取付金物共　(塗装別計上) ｍ
WCﾗｲﾆﾝｸﾞ ｽﾁｰﾙ製 L-30×30×3 通し
甲板補強材           90.9 

ｍ
1F WC-1:女 W3750×H1300×D150
化粧鏡持出用 ｽﾁｰﾙ製 L-30×30×3            1   
壁下地金物 四周(合板下地用) か所
1F WC-1:男 W2800×H1300×D150
化粧鏡持出用 ｽﾁｰﾙ製 L-30×30×3            1   
壁下地金物 四周(合板下地用) か所
5F WC-1:女 W2000×H1100×D150
化粧鏡持出用 ｽﾁｰﾙ製 L-30×30×3            1   
壁下地金物 四周(合板下地用) か所
5F WC-2:男 W1800×H1100×D150
化粧鏡持出用 ｽﾁｰﾙ製 L-30×30×3            1   
壁下地金物 四周(合板下地用) か所
5F WC-2:女 W2600×H1100×D150
化粧鏡持出用 ｽﾁｰﾙ製 L-30×30×3            1   
壁下地金物 四周(合板下地用) か所
5F WC-2:男 W2000×H1100×D150
化粧鏡持出用 ｽﾁｰﾙ製 L-30×30×3            1   
壁下地金物 四周(合板下地用) か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事(県) 金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

建築工事(県) 金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   86

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

風除室 t2.0 ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ仕上
ｽﾃﾝﾚｽ巾木 H=100            3.1 

ｍ
風除室 t2.0 ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ仕上
ｽﾃﾝﾚｽ巾木 H=100 円柱曲面            2.1 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W150 ｽﾃﾝﾚｽ製t1.2 HL

           1.2 
ｍ

床見切金物 ｽﾃﾝﾚｽ製 4×12
下地:10×10 @300            6.7 

ｍ
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物 ｽﾃﾝﾚｽ製  W=37
<ﾅｶ工業:           12   
ﾊｲｽﾃｯﾌﾟｱｰﾄ S-37 ﾄﾞｯﾄ柄同等品> ｍ

床下点検口(A) ｽﾃﾝﾚｽ製 密閉型(防水型･防臭型)
600角 樹脂ﾀｲﾙ張物用            5   
<第一機材:ﾌﾛｱｰﾊｯﾁ600HWP-7S同等品> か所

天井点検口 ｱﾙﾐ製 目地ﾀｲﾌﾟ 450×450
<ﾅｶ工業:ﾊｲﾊｯﾁMM指定色焼付同等品>          106   

か所
天井点検口 ｱﾙﾐ製 目地ﾀｲﾌﾟ 600×600

<ﾅｶ工業:ﾊｲﾊｯﾁMM指定色焼付同等品>           49   
か所

1F WC SK ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) FB-6×60
掃除用具掛け L=1200  ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸφ9φ:7箇所共            1   

か所
2･3･5F WC SK ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) FB-6×60
掃除用具掛け L=1000  ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸφ9φ:6箇所共            3   

か所
計

建築工事(県) 金属工事 ｽﾃﾝﾚｽ製金物

建築工事(県) 金属工事 既製金物

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   87

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りなし @300   ｲﾝｻｰﾄ別途           85   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360   ｲﾝｻｰﾄ別途        2,090   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
下地張りあり @360   ｲﾝｻｰﾄ別途           52.3 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 3.0ｍ以上4.5ｍ未満

下地張りあり @360   ｲﾝｻｰﾄ別途            4.1 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 4.5ｍ以上5.5ｍ未満
下地張りあり @360   ｲﾝｻｰﾄ別途            1.6 

㎡
1F多目的ﾎｰﾙ 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @300   ｲﾝｻｰﾄ別途          168   

耐震天井 ㎡
4F交流ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ等 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
軽量鉄骨天井下地 下地張りあり @360   ｲﾝｻｰﾄ別途          314   

耐震天井 ㎡
1F多目的ﾎｰﾙ 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
軽量鉄骨天井下地 下地張りあり @360   ｲﾝｻｰﾄ別途          222   

耐震天井 ㎡
軽量鉄骨天井
開口部補強            1   

式
天井ｲﾝｻｰﾄ

           1   
式

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=86
下地           53   

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=200
下地           47.1 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=276
下地           93   

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=360
下地           24.7 

ｍ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=478
下地            3.7 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=676
下地           60.9 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=750
下地            9.5 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=800
下地           12.1 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=1160
下地           16.2 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=1200
下地            1.9 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=1210
下地           12.8 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=670+500
下地           93.7 

ｍ
計

建築工事(県) 金属工事 軽量鉄骨下地

建築工事(県) 金属工事 軽量鉄骨下地

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   88

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

天井廻り縁 塩ﾋﾞ製 ﾎﾜｲﾄ
       2,297   

ｍ
天井廻り縁 塩ﾋﾞ製 ﾎﾜｲﾄ 円柱曲面

          28.3 
ｍ

1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ ｱﾙﾐ製 FU-BE
下り壁見切縁           29   

ｍ
下り壁見切縁 塩ﾋﾞ製 ﾎﾜｲﾄ

         620   
ｍ

壁ﾎﾞｰﾄﾞ出隅
ｺｰﾅｰ保護金物        1,507   

ｍ
木造柱･LGS壁取合 塩ﾋﾞ製 ﾎﾜｲﾄ
壁見切縁          451   

ｍ
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて As防水下地
仕上げ            8.4 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて VS･VT下地
仕上げ          224   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下地
仕上げ          188   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 塗床下地
仕上げ          365   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 防塵塗装下地
仕上げ            0.4 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて OAﾌﾛｱ下防塵下地
仕上げ        1,808   

㎡
鉄骨階段踊場 金ごて 直均し仕上げ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し            4.4 
仕上げ ㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 合板下地        厚10

         262   
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ下地  厚75
         232   

㎡
鉄骨階段 金ごて 合板下地        厚10
踊場床ﾓﾙﾀﾙ塗り           12   

㎡
鉄骨階段 金ごて 合板下地        厚40
踊場床ﾓﾙﾀﾙ塗り            8.2 

㎡
鉄骨階段 金ごて 合板下地        厚10
踏面ﾓﾙﾀﾙ塗り            3.6 

㎡
鉄骨階段 金ごて 合板下地        厚40
踏面ﾓﾙﾀﾙ塗り           56.2 

㎡
壁 漆喰(黒) t10 ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ･ｶﾞﾗｽｸﾛｽ面

         410   
㎡

建築工事(県) 金属工事 その他

建築工事(県) 左官工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   89

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-108･205 鋼建ｹｲｶﾙ板面 素地ごしらえ共
漆喰塗(黒)            7.1 

㎡
建具周囲 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填          120   

ｍ
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り
･塗装別計上
･附属金物一式共

(内部)

SD-101 特定防火設備 遮煙性能有
片開き扉 W950×H2100            1   

か所
SD-101 W950×H2100
片開き扉            1   

か所
SD-103 特定防火設備 遮煙性能有 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ
片開き框扉 W950×H2100            1   

FB枠　(ｶﾞﾗｽ別計上) か所
SD-104 防火設備 遮煙性能有
親子開き扉 W1200×H2100            1   

か所
SD-105 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ
両開き扉 W1800×H2200            1   

遮音等級:T-2 か所
SD-107 特定防火設備 遮煙性能有
両開き扉 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ            2   

W1800×H2200 か所
遮音等級:T-2
ｾﾞﾛﾐｰﾃｨﾝｸﾞｴｱﾀｲﾄ

SD-108 特定防火設備 遮煙性能有
両開き片面 W1800×H1800            1   
ﾌﾗｯｼｭ扉 FB枠(3方) か所
SD-109 特定防火設備 遮煙性能有
両開き扉 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ            6   

W1800×H2200 か所
ｾﾞﾛﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾄ

SD-131 特定防火設備 遮煙性能有
防火扉 随時閉鎖式 煙感連動            1   
(2枚折り畳み扉) W1250×H3000 か所

FB枠

SD-159 特定防火設備 遮煙性能有
親子開き扉 W1800×H2100            2   

か所

建築工事(県) 左官工事

建築工事(県) 金属製建具工事 鋼製建具

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   90

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-203 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ
片開き框扉 W950×H2100            1   

(ｶﾞﾗｽ別計上) か所
SD-231 特定防火設備 遮煙性能有
防火扉 随時閉鎖式 煙感連動            1   

W1200×H2200 か所
FB枠

SD-232 特定防火設備 遮煙性能有
防火扉 随時閉鎖式 煙感連動            1   

W950×H2200 か所
FB枠

SD-303 特定防火設備 遮煙性能有
片開き扉 ｴｱﾀｲﾄ            3   

W950×H2100 か所
遮音等級:T-2
GW充填

SD-304 ｴｱﾀｲﾄ
片開き扉 W950×H1900            8   

遮音等級:T-2 か所
GW充填

SD-331 特定防火設備 遮煙性能有
防火扉 随時閉鎖式 煙感連動            1   
(2枚折り畳み扉) W700×H2200 か所

FB枠(3方)

SD-332 特定防火設備 遮煙性能有
防火扉 随時閉鎖式 煙感連動            1   
(2枚折り畳み扉) W1475×H2400 か所

FB枠(3方)

SD-509 W1200×H2100
親子開き扉 電気錠付            1   

か所
SD-510 W1200×H2100
ｶﾞﾗﾘ付親子開き扉            1   

か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-512 特定防火設備 遮煙性能有
片開き框扉 W950×H2100            1   

FB枠 か所
電気錠付
超耐熱性結晶化ｶﾞﾗｽt8.0共

SD-561 W3186×H2600
両袖FIX付 (ｶﾞﾗｽ･自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ別計上)            2   
引分自動框扉 か所
SW-301 特定防火設備 遮煙性能有
FIX窓 W500×H2400            1   

枠共認定品 か所
耐熱強化ｶﾞﾗｽt6.0共

計

建築工事(県) 金属製建具工事 鋼製建具

建築工事(県) 金属製建具工事 鋼製建具

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳   91

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り
･塗装別計上
･付属金物一式共

(内部)

LSD-101 W950×H2100
ｶﾞﾗﾘ付額入り (ｶﾞﾗｽ別計上)            2   
片開き扉 か所
LSD-501 W950×H2100
ｶﾞﾗﾘ付額入り (ｶﾞﾗｽ別計上)            4   
片開き扉 か所
LSD-502 W950×H2100
額入り片開き扉 (ｶﾞﾗｽ別計上)            5   

か所
LSD-502 W950×H2100
額入り片開き扉 電気錠付　(ｶﾞﾗｽ別計上)            1   

か所
LSD-503 W950×H2100
片開き扉            4   

か所
LSD-504 W1200×H2100
親子開き扉            1   

か所
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り
･自閉装置(上吊)
･塗装別計上
･付属金物一式共

(内部)

LSD-121 W1050×H2310
額入り片引き (ｶﾞﾗｽ別計上)            3   
ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ か所
LSD-321 W1050×H2310
ｶﾞﾗﾘ付額入り (ｶﾞﾗｽ別計上)            2   
片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ か所
LSD-521 W1050×H2310
ｶﾞﾗﾘ付額入り (ｶﾞﾗｽ別計上)            1   
片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ か所
SD-523 W1050×H2310
ｶﾞﾗﾘ付ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ            1   

か所
計

建築工事(県) 金属製建具工事 軽量鋼製建具

建築工事(県) 金属製建具工事 軽量鋼製ﾊﾝｶﾞｰ建具
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り
･ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ仕上
･付属金物一式共

(内部)

SSD-103 W3800×H3000
引分自動框扉+ (ｶﾞﾗｽ･自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ別計上)            1   
FIX窓 か所
SSD-104 特定防火設備 遮煙性能有
片開き扉 W950×H2400            1   

FB枠 か所
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り
･塗装別計上
･附属金物一式共

(内部)

SS-102 特定防火設備 遮煙性能有
電動防火防煙 煙感連動            1   
ｼｬｯﾀｰ W6400×H3000 か所

障害物感知安全装置
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:St FB

SS-103 特定防火設備 遮煙性能有
電動防火防煙 煙感連動            1   
ｼｬｯﾀｰ W6400×H3000 か所

障害物感知安全装置
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:St FB

SS-104 特定防火設備 遮煙性能有
電動防火防煙 煙感連動            1   
ｼｬｯﾀｰ W4600×H3000 か所

障害物感知安全装置
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:St FB

SS-105(多目的ﾎｰﾙ 特定防火設備 遮煙性能有
(2)) 煙感連動            1   
電動防火防煙 W6100×H2500 か所
ｼｬｯﾀｰ 障害物感知安全装置

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:St FB

SS-105(階段(4)) 特定防火設備 遮煙性能有
防火扉付 煙感連動            1   
電動ｼｬｯﾀｰ 防火扉:随時閉鎖式 か所

W6000×H3000
障害物感知安全装置
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:St FB

SS-301 特定防火設備 遮煙性能有
電動防火防煙 煙感連動            1   
ｼｬｯﾀｰ W4750×H6200 か所

障害物感知安全装置
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:St FB

SS-302 特定防火設備 遮煙性能有
電動防火防煙 煙感連動            1   
ｼｬｯﾀｰ W6600×H6200 か所

建築工事(県) 金属製建具工事 ｽﾃﾝﾚｽ製建具

建築工事(県) 金属製建具工事 ｼｬｯﾀｰ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

障害物感知安全装置
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:St FB

SS-303 特定防火設備 遮煙性能有
電動防火防煙 煙感連動            1   
ｼｬｯﾀｰ W3300×H6200 か所

障害物感知安全装置
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:St FB

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

BS-101 煙感連動
防煙ｽｸﾘｰﾝ W13000×H500            1   

電動装置一式(煙感知連動) か所
BS-201 煙感連動
防煙ｽｸﾘｰﾝ W1600×H500            2   

電動装置一式(煙感知連動) か所
計

建築工事(県) 金属製建具工事 ｼｬｯﾀｰ

建築工事(県) 金属製建具工事 防煙ｽｸﾘｰﾝ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

SD-561 W1500×H2100
自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ 光線ｽｲｯﾁ            2   

か所
SSD-103 W1600×H2400
自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ 光線ｽｲｯﾁ            1   

ﾊﾟﾆｯｸｵｰﾌﾟﾝ か所
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

PT-301 ｶﾗｰ鋼板 t0.5
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 不燃扉×1            1   

W3830×H2400 か所
電気錠付
透明ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽt5.0･
ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾌｨﾙﾑ貼共
<ｺﾏﾆｰ:MUP･EUP同等品>

PT-501 ｶﾗｰ鋼板 t0.6
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 不燃親子扉×1            1   

W(4458+3343)×H2600 か所
透明ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽt5.0･
ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾌｨﾙﾑ貼共
<ｺﾏﾆｰ:MUP･EUP同等品>

PT-502 ｶﾗｰ鋼板 t0.6
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 不燃扉×3            1   

W(2099+5305+2099+4935+3035+2870) か所
×H2600
透明ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽt5.0･
飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼共
<ｺﾏﾆｰ:MUP･EUP同等品>

PT-503 ｶﾗｰ鋼板 t0.6
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W(7249+1695+3186)×H3226            1   

親子開扉×1 か所
<ｺﾏﾆｰ:MUP･EUP同等品>

PT-504 ｶﾗｰ鋼板 t0.6
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W(5368+3649)×H2600            1   

親子開扉×1 か所
<ｺﾏﾆｰ:MUP･EUP同等品>

PT-505 ｶﾗｰ鋼板 t0.5
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W(8412+3343×2+3647×2)×H2800            1   

片開扉×4 か所
<ｺﾏﾆｰ:MUP･EUP同等品>

建築工事(県) 金属製建具工事 自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ

建築工事(県) 金属製建具工事 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LP-501 ｶﾗｰ鋼板(F30) t0.5
ﾛｰﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W(600+2000)×H1490            6   

<ｺﾏﾆｰ:POR同等品> か所
LP-502 ｶﾗｰ鋼板(F30) t0.5
ﾛｰﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W(1000+3000+1000)×H1490            1   

<ｺﾏﾆｰ:POR同等品> か所
LP-503 ｶﾗｰ鋼板(F30) t0.5
ﾛｰﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W2300×H2000            1   

<ｺﾏﾆｰ:POR同等品> か所
LP-504 ｶﾗｰ鋼板(F30) t0.5
ﾛｰﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W1000×H2000            1   

<ｺﾏﾆｰ:POR同等品> か所
LP-505 ｶﾗｰ鋼板(F30) t0.5
ﾛｰﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W1700×H2000            1   

<ｺﾏﾆｰ:POR同等品> か所
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

SLW-A W19890×H8500 欠有 見込122
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 面材:繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞt6+5            1   

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 80kg t50 か所
芯材:□ﾊﾟｲﾌﾟ-60×60×2.3
ﾌﾚｰﾑ:ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上 吸着材共
片開扉:1200×2000 1か所
ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ･走行ﾚｰﾙ共
(表面仕上別計上)

SLW-B W19890×H8500 欠有 見込122
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 面材:繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞt6+5            1   

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 80kg t50 か所
芯材:□ﾊﾟｲﾌﾟ-60×60×2.3
ﾌﾚｰﾑ:ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上 吸着材共
片開扉:1200×2000 1か所
ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ･走行ﾚｰﾙ共
(表面仕上別計上)

SLW-C W13800×H6000 見込122
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 面材:繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞt6+5            1   

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 80kg t50 か所
芯材:□ﾊﾟｲﾌﾟ-60×60×2.3
ﾌﾚｰﾑ:ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上 吸着材共
片開扉:1100×2000 2か所
ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ･走行ﾚｰﾙ共
(表面仕上別計上)

SLW-D W8625×H6000 見込122
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 面材:繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞt6+5            1   

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 80kg t50 か所
芯材:□ﾊﾟｲﾌﾟ-60×60×2.3
ﾌﾚｰﾑ:ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上 吸着材共
片開扉:910×2000 2か所
ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ･走行ﾚｰﾙ･D-2戸袋ﾊﾟﾈﾙ共
(表面仕上別計上)

SLW-E W6090×H2500 見込100
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 面材:繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞt8            1   

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 80kg t50 か所
芯材:□ﾊﾟｲﾌﾟ-60×60×2.3
ﾌﾚｰﾑ:ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上
ﾗﾝﾅｰ共

建築工事(県) 金属製建具工事 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

建築工事(県) 金属製建具工事 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(表面仕上別計上)

SLW-F W1250×H2600 見込100
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 面材:繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞt8            1   

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 80kg t50 か所
芯材:□ﾊﾟｲﾌﾟ-60×60×2.3
ﾌﾚｰﾑ:ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上
ﾗﾝﾅｰ共
(表面仕上別計上)

SLW-H W1400×H2360 見込100
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 面材:繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞt8            1   

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 80kg t50 か所
芯材:□ﾊﾟｲﾌﾟ-60×60×2.3
ﾌﾚｰﾑ:ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上
ﾗﾝﾅｰ共
(表面仕上別計上)

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

TB-101 W5546×H2600
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(木目調)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-102 W4300×H2600
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(木目調)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-103 W2800×H2600
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            2   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-201 W4300×H2000
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(木目調)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-202 W9800×H2000
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-203 W12000×H2000
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-501 W(3044+1380×3)×H2400
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-502 W715×H2000
隔て板 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-503 W(2817.5+1000×2)×H2400
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-504 W(3000+1400×3)×H2400
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-505 W715×H2000
隔て板 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-506 W(2059+1380)×H2400
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-507 W500×H2000
隔て板 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            2   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-508 W(2059+1380)×H2400
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所

建築工事(県) 金属製建具工事 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ

建築工事(県) 金属製建具工事 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

TB-509 W(1922.5+1961)×H2400
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-510 W800×H2000
隔て板 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            2   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-*** W700×H2000
隔て板 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(一般建具)

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚さ5  特寸 2.18㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途            3.1 

㎡
強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 6㎜  平面 2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途            2.6 
㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 8㎜  平面 2.0㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途           15.6 

㎡
強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 10㎜ 平面 2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途            5.2 
㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 10㎜ 平面 4.0㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途            6.2 

㎡
ｶﾞﾗｽ清掃

          32.8 
㎡

ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾌｨﾙﾑ貼 <中山ｹﾐｶﾙ:ﾌｫｸﾞﾗｽ C-45同等品>
           5.7 

㎡
(内部)

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚さ6  特寸 2.18㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途            1.4 

㎡
ｶﾞﾗｽ清掃

           1.4 
㎡

計

建築工事(県) 金属製建具工事 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

建築工事(県) ｶﾞﾗｽ工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

ＳＯＰ塗り 鉄骨面         工程B種 塗料1種
錆止工程B現場2回目共          377   

㎡
ＳＯＰ塗り 鉄鋼面         工程B種 塗料1種

錆止工程B塗料B          317   
㎡

ＳＯＰ塗り 鉄鋼面         工程B種
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共        3,320   

ｍ
ＥＰ－１塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)

素地A種            2.8 
㎡

ＥＰ－２塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)
素地A種        3,086   

㎡
ＥＰ－２塗り 耐火被覆ｹｲｶﾙ板面  工程B種(一般)

素地B種           37.9 
㎡

ＥＰ－２塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(見上)
素地A種          853   

㎡
ＥＰ－２塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)

素地B種  寒冷紗ﾊﾟﾃしごき共        1,149   
㎡

ＥＰ－２塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)
素地B種          168   

㎡
ＥＰ－２塗り 合板面           工程B種(見上)

素地Ａ種           10.3 
㎡

ＥＰ－２塗り 人工木材面       素地A種
(糸幅300㎜以下)           22.3 

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)

素地B種           13   
<ｴｽｹｰ化研:ｾﾗﾐﾌﾚｯｼｭIN同等品> ㎡

ＥＰ－Ｇ塗り 押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種(一般)
素地B種          111   
<ｴｽｹｰ化研:ｾﾗﾐﾌﾚｯｼｭIN同等品> ㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)
素地A種          627   
<ｴｽｹｰ化研:ｾﾗﾐﾌﾚｯｼｭIN同等品> ㎡

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＶＥ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)
素地A種          165   

㎡
ＶＥ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)

素地B種            3.7 
㎡

ＶＥ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)
素地B種           71.1 

㎡
ＯＳＣＬ塗り 木部             工程B種

素地B種        2,495   
㎡

ＯＳＣＬ塗り 木部             工程B種
(糸幅300㎜以下) 素地B種           15   

ｍ
ＣＬ塗り 木部             工程B種
(糸幅300㎜以下) 素地B種            6.3 

ｍ
ＵＶ塗り 木部           －
(糸幅300㎜以下) 素地A種           93.5 

ｍ
ＦＥ塗り 鉄鋼面         工程B種

錆止工程A種    現場2回目            2.4 
B種一般用1種(屋内)   1回目別途 ㎡

油性ｸﾘｱｰ塗装仕上 LVL面
素地A種          823   
<日本ｵｽﾓ:ｵｽﾓｶﾗｰｳｯﾄﾞﾜｯｸｽ程度> ㎡

ｱｸﾘﾙｸﾘｱﾗｯｶｰ A-CL
木部 素地B種           87.8 

㎡
ｱｸﾘﾙｸﾘｱﾗｯｶｰ A-CL
(糸幅300㎜以下) 木部 素地B種           40.9 

ｍ
ＳＯＰ塗り 鋼製建具面     工程B種 塗料1種

錆止工程A現場2回目共        1,010   
㎡

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面     工程B種 塗料1種
(糸幅300㎜以下) 錆止工程A現場2回目共           70.4 

ｍ
ＥＰ－２塗り 鋼建張付ｹｲｶﾙ板面  工程B種(一般)

素地B種            7.8 
㎡

計

建築工事(県) 塗装工事

建築工事(県) 塗装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

中庭床 再生木 t=25
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ (鋼製根太組:H=70別途計上)          292   

<ﾊﾝﾃﾞｨﾃｸﾉ:ﾊﾝﾃﾞｨｳｯﾄﾞ程度> ㎡
(内部)

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄA t2 熱溶接工法
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑﾌﾟﾚｰﾝ同等品>            5.6 

㎡
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄA t2 熱溶接工法

OA面          137   
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑﾌﾟﾚｰﾝ同等品> ㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄA t2 熱溶接工法
水廻り ｴﾎﾟｷｼ接着           23.7 
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑﾌﾟﾚｰﾝ同等品> ㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄB t2 熱溶接工法
水廻り ｴﾎﾟｷｼ接着           24.8 
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑｿｲﾙﾄﾞ同等品> ㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄC t2 熱溶接工法
水廻り ｴﾎﾟｷｼ接着          162   
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑﾘｯﾁ同等品> ㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄC t2 熱溶接工法
水廻り ｴﾎﾟｷｼ接着 OA面           65.6 
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑﾘｯﾁ同等品> ㎡

床 置敷ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t5 OA面
<東ﾘ:ﾙｰｽﾚｲﾀｲﾙLL300同等品>          172   

㎡
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙB t3 450×450 表面硬化樹脂

<東ﾘ:ｼｶﾞﾊｰﾄﾞ同等品>            8   
㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙB t3.0 450×450 表面硬化樹脂 OA面
<東ﾘ:ｼｶﾞﾊｰﾄﾞ同等品>            8.6 

㎡
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄB t6.5 500×500 無地

<東ﾘ:GA100同等品>          188   
㎡

床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄB t6.5 500×500 無地 OA面
<東ﾘ:GA100同等品>        1,358   

㎡
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄC t6.5 250×1000 柄物

OA面           65.5 
<東ﾘ:GX-9200V同等品> ㎡

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床 ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟ <東ﾘ:O.I.C同等品>
ｯﾄ          232   

㎡
1･2F床 t15 なら 釘止め工法 C種
天然木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 重歩行用          262   

㎡
床 塗床C <ABC商会:ﾌｪﾛｺﾝ同等品>

         365   
㎡

床 防塵塗装A OAﾌﾛｱ下
<ABC商会:ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP同等品>        1,808   

㎡
床 防塵塗装B <ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟU同等品>

           0.4 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60
       1,790   

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100

          86.3 
ｍ

巾木 塗床C H100
<ABC商会:ﾌｪﾛｺﾝ同等品>           90.3 

ｍ
巾木 防塵塗装B H100

<ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟU同等品>            2   
ｍ

壁 厚12.5   不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理          249   
張り(GB-R) －            － ㎡
壁　不燃積層 厚 9.5   不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け           24.3 
張り(GB-NC) －            － ㎡
壁　不燃積層 厚 9.5   不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け            4   
張り(GB-NC) 下張GB-F      厚21.0共 ㎡
壁　不燃積層 厚 9.5   不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理          436   
張り(GB-NC) 下張GB-F      厚21.0共 ㎡
壁 厚 9.5
硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理          572   
り(GB-R-H) ㎡
壁 厚 9.5
硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け          196   
り(GB-R-H) 下張GB-R      厚12.5共 ㎡

建築工事(県) 内外装工事

建築工事(県) 内外装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁 厚 9.5
硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理        1,104   
り(GB-R-H) 下張GB-R      厚12.5共 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5   準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け          429   
張り(GB-S) －            － ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5   準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理           50.3 
張り(GB-S) －            － ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5   準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理           97.1 
張り(GB-S) 下張耐水合板  厚12.0共 ㎡
壁　せっこうﾗｽ 厚 9.5   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-L) ｶﾞﾗｽｸﾛｽ共          410   

㎡
壁 ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ t3 ﾒﾗﾐﾝ化粧板

           5.5 
㎡

壁　けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り            9.4 

－            － ㎡
壁　けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け          192   

下張GB-R      厚12.5共 ㎡
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽA ﾎﾞｰﾄﾞ面

<東ﾘ:防汚ｹﾅﾌｳｫｰﾙ WEN5249同等品>          946   
㎡

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽB ﾎﾞｰﾄﾞ面
<東ﾘ:ｱｰｽｳｫｰﾙ WEN5049同等品>           58.4 

㎡
壁 不燃化粧ﾌｨﾙﾑA ﾎﾞｰﾄﾞ面

<住友3M:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄPSｼﾘｰｽﾞ同等品>          672   
㎡

壁 不燃化粧ﾌｨﾙﾑA ｹｲｶﾙ面
<住友3M:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄPSｼﾘｰｽﾞ同等品>           34   

㎡
壁 不燃化粧ﾌｨﾙﾑB ﾎﾞｰﾄﾞ面

<住友3M:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄFWｼﾘｰｽﾞ同等品>          623   
㎡

壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ張り t50 32k
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑt0.02          306   
ｶﾞﾗｽｸﾛｽﾋﾟﾝ止め共 ㎡

壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ張り t25 32k
ｶﾞﾗｽｸﾛｽﾋﾟﾝ止め共           55.7 

㎡

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ張り t50 32k
ｶﾞﾗｽｸﾛｽﾋﾟﾝ止め共          356   

㎡
壁 UF t25
断熱材吹付          317   

㎡
梁型 強化石膏ﾎﾞｰ 厚15.0  不燃
ﾄﾞ(ｶﾞﾗｽ網入) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理        1,113   
(GB-F(N)) 下張GB-F　　　厚21.0共 ㎡
梁底 強化石膏ﾎﾞｰ 厚15.0  不燃
ﾄﾞ(ｶﾞﾗｽ網入) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理        1,474   
(GB-F(N)) 下張GB-F　　　厚21.0共 ㎡
梁型 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t25 10Kg/m3

       1,113   
㎡

梁底 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t25 10Kg/m3
       1,474   

㎡
耐火遮音壁部
継目処理        3,026   

㎡
天井　不燃積層 厚 9.5   不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 化粧無し          継目処理           85   
張り(GB-NC) ㎡
天井　不燃積層 厚 9.5   不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 化粧無し          継目処理        1,125   
張り(GB-NC) 下張GB-R      厚12.5共 ㎡
天井 厚12.5   不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理          239   
張り(GB-R) 下張GB-R-H     厚9.5共 ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃
化粧吸音板張り 下張GB-NC    厚 9.5共        1,249   
(DR) ㎡
天井　けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け           71.1 

下張GB-NC    厚 9.5共 ㎡
天井 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
有孔けい酸 有孔 塗装下          168   
ｶﾙｼｳﾑ板張り ㎡
1Fﾎｰﾙ吸音天井 t25 32k
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ張り ｶﾞﾗｽｸﾛｽﾋﾟﾝ止め          194   

㎡
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ張り t25 32k

ｶﾞﾗｽｸﾛｽﾋﾟﾝ止め          265   
㎡

建築工事(県) 内外装工事

建築工事(県) 内外装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t25 32k
         168   

㎡
天井 UF t25
断熱材吹付           37.7 

㎡
下り天井 厚12.5   不燃   継目処理
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ            8.9 
張り(GB-R) ㎡
下り天井 厚 9.5
硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理          242   
り(GB-R-H) 下張GB-R      厚12.5共 ㎡
下り天井　けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け            3.7 

下張GB-NC    厚 9.5共 ㎡
下り天井 ﾎﾞｰﾄﾞ面
不燃化粧ﾌｨﾙﾑA <住友3M:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄPSｼﾘｰｽﾞ同等品>            8.9 

㎡
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ部 ﾛｯｸｳｰﾙ t50
断熱材吹付            4.4 

㎡
層間塞ぎ ﾛｯｸｳｰﾙ t50
断熱材吹付          160   

㎡
ｻｯｼｭ間仕切取合部 ﾛｯｸｳｰﾙ t50 80Kg/m3
断熱材充填           45.8 

㎡
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ ﾎﾞｰﾄﾞ面
不燃化粧ﾌｨﾙﾑB <住友3M:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄFWｼﾘｰｽﾞ同等品>          986   

㎡
けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け           60.1 

鋼建面 ㎡
化粧単板貼 OSCL塗装品 鋼建面

          45.1 
㎡

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)

中庭床ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ用 H=70
鋼製根太組          292   

㎡
(内部)

床OAﾌﾛｱｰ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=150 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ用          202   
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱｰ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=150 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ 汚垂石用            2.5 
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱｰ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=150 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ用          180   
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱｰ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=150 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ        1,423   
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱｰﾎﾞｰﾀﾞｰ H150用
         677   

ｍ
計

建築工事(県) 内外装工事

建築工事(県) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 OAﾌﾛｱｰ類
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

5F商工団体E W1200×D500
ｶｳﾝﾀｰ 面材: ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ合板t30ﾒﾗﾐﾝ化粧合板            1   

補強材:SUS 50×300×300 3箇所 か所
埋込隠蔽
開口部:W2100×H1800
ｱｸﾘﾙ板t8 通声穴有り共

5F受付用室C W1200×D600
受付ｶｳﾝﾀｰ 表面:化粧単板張t3.0            1   

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ合板下地t30 か所
補強材:SUS 50×300×300 3箇所
埋込隠蔽
開口枠:木製 60×45 W2400×H1200
(ｶﾞﾗｽ別計上)

5F受付 W1040×D500×H900
造付ｶｳﾝﾀｰ 柱欠            1   

表面:ﾒﾗﾐﾝ化粧板張 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地t30 か所
側板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板張 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地t18
補強材:SUS 50×300×300 3箇所
埋込隠蔽

5F受付 W1410×D800×H720
造付ｶｳﾝﾀｰ 柱欠            1   

表面:ﾒﾗﾐﾝ化粧板張 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地t30 か所
側板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板張 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地t18
補強材:SUS 50×300×300 3箇所
埋込隠蔽

5F倉庫B W1200×D450×H2100
文書棚 ｽﾁｰﾙ製 7段           21   

<ｺｸﾖ:ﾉﾝﾎﾞﾙﾄｼｪﾙﾋﾞﾝｸﾞ同等品> か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1FWC:SK W300×L1060
棚板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上t25            1   

集成板下地　(取付下地は別途) か所

2FWC:SK W300×L1050
棚板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上t25            1   

集成板下地　(取付下地は別途) か所

4･5FWC:SK W300×L800
棚板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上t25            1   

集成板下地　(取付下地は別途) か所

5FWC:SK W300×L700
棚板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上t25            1   

集成板下地　(取付下地は別途) か所

5Fﾛﾋﾞｰ W1120×H1200
案内板 表示板:ｶﾞﾗｽ色ｱｸﾘﾙ板 t5 1000×400            1   

表示(表):点字UV印刷 か所
表示(裏):ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼り
支柱:ｽﾃﾝﾚｽ製 焼付塗装仕上

計

建築工事(県) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 造作家具類

建築工事(県) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 造作家具類
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

身障者用手摺 小便器用 27φ
ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕上            5   
<UNION:HB-2918-01同等品> か所

身障者用手摺 身障者便所用 27φ
固定用(L型-800/700)+はね上げ式            6   
ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕上 か所
<UNION
:HB-2911-01+HB-2900-01同等品>

身障者用手摺 洗面ｶｳﾝﾀｰ用
ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕上            8   

か所
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

1Fﾊﾟﾝﾄﾘｰ W2400
ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ W1200水栓 2層式ｼﾝｸ            1   

W1200 2口(5KW×2)IHﾋｰﾀｰ か所
ｺﾝﾛ台･ｼﾛｯｺﾌｧﾝBLⅢ型･ﾌｰﾄﾞ･棚付
W1200 H850 調理台 下部ｽﾉｺ2台
<ｻﾝｳｪｰﾌﾞ:Tio+W435同等品>

5F給湯室 W1200
ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ ｼﾝｸのみ･水栓･棚付            1   

<ｻﾝｳｪｰﾌﾞ:Tio+W435同等品> か所

6F休憩室 W1500
ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ ｼﾝｸのみ･水栓･棚付            1   

<ｻﾝｳｪｰﾌﾞ:Tio+W435同等品> か所
計

建築工事(県) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 身障者手摺

建築工事(県) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 流し台
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

1FWC-1:女 W750×L3950  (鼻)H170
洗面ｶｳﾝﾀｰ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ30  洗面穴:5箇所            1   

耐水合板t12下地 か所
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-3加工共

1FWC-1:男 W750×L3000  (鼻)H170
洗面ｶｳﾝﾀｰ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ30  洗面穴:4箇所            1   

耐水合板t12下地 か所
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-3加工共

2FWC W750×L5500  (鼻)H170
洗面ｶｳﾝﾀｰ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ30  洗面穴:7箇所            1   

耐水合板t12下地 か所
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-3加工共

2FWC W750×L3900  (鼻)H170
洗面ｶｳﾝﾀｰ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ30  洗面穴:5箇所            1   

耐水合板t12下地 か所
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-3加工共

5FWC-1:女 W750×L2000  (鼻)H170
洗面ｶｳﾝﾀｰ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ30  洗面穴:2箇所            1   

耐水合板t12下地 か所
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-3加工共

5FWC-1:男 W750×L1800  (鼻)H170
洗面ｶｳﾝﾀｰ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ30  洗面穴:2箇所            1   

耐水合板t12下地 か所
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-3加工共

5FWC-2:女 W750×L2600  (鼻)H170
洗面ｶｳﾝﾀｰ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ30  洗面穴:3箇所            1   

耐水合板t12下地 か所
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-3加工共

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

5FWC-2:男 W750×L2000  (鼻)H170
洗面ｶｳﾝﾀｰ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ30  洗面穴:2箇所            1   

耐水合板t12下地 か所
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-3加工共

WC W150 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt15  ﾁﾘなし
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板           86.9 

ｍ
WC W200 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt15  ﾁﾘなし
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板            0.3 

ｍ
WC W247 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt15  ﾁﾘなし
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板            2   

ｍ
WC W300 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt15  ﾁﾘなし
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板            1.8 

ｍ
計

建築工事(県) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 洗面ｶｳﾝﾀｰ

建築工事(県) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 洗面ｶｳﾝﾀｰ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

1FWC-1:女 t5  W3950×H1500
化粧鏡 合板t12下地            1   

か所
1FWC-1:男 t5  W3000×H1500
化粧鏡 合板t12下地            1   

か所
2FWC:女 t5  W5500×H1610
化粧鏡 合板t12下地            1   

か所
2FWC:男 t5  W3900×H1610
化粧鏡 合板t12下地            1   

か所
5FWC-1:女 t5  W2000×H1300
化粧鏡 合板t12下地            1   

か所
5FWC-1:男 t5  W1800×H1300
化粧鏡 合板t12下地            1   

か所
5FWC-2:女 t5  W2600×H1300
化粧鏡 合板t12下地            1   

か所
5FWC-2:男 t5  W2000×H1300
化粧鏡 合板t12下地            1   

か所
WC t6 W900×H2400
姿見 ﾎﾞｰﾄﾞ壁埋込み合せ            2   

か所
1FWC-2 t6 W600×H1600
姿見 ﾎﾞｰﾄﾞ壁埋込み合せ            2   

か所
1F控室 t5 W600×H1200 縁なし
姿見            3   

か所
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ W300×H1700
ﾜﾝﾀｯﾁﾁｪｰﾝ式            4   
<ﾆﾁﾍﾞｲ:ﾒｯｼｭｽﾄﾗｲﾌﾟ N-5415同等品> か所

手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ W600×H1700
ﾜﾝﾀｯﾁﾁｪｰﾝ式            1   
<ﾆﾁﾍﾞｲ:ﾒｯｼｭｽﾄﾗｲﾌﾟ N-5415同等品> か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W300×H2400 手動
ｱﾙﾐ製 ﾖｺ型 遮熱ｽﾗｯﾄW=25            1   
ｷﾞｱ式 ﾜﾝｺﾄﾛｰﾙ か所
<ﾆﾁﾍﾞｲ:ﾕﾆｺﾝﾓｱ25 C-059S同等品>

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W600×H2730 手動
ｱﾙﾐ製 ﾖｺ型 遮熱ｽﾗｯﾄW=25            1   
ｷﾞｱ式 ﾜﾝｺﾄﾛｰﾙ か所
<ﾆﾁﾍﾞｲ:ﾕﾆｺﾝﾓｱ25 C-059S同等品>

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1200×H2730 手動
ｱﾙﾐ製 ﾖｺ型 遮熱ｽﾗｯﾄW=25            1   
ｷﾞｱ式 ﾜﾝｺﾄﾛｰﾙ か所
<ﾆﾁﾍﾞｲ:ﾕﾆｺﾝﾓｱ25 C-059S同等品>

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1750×H2730 手動
ｱﾙﾐ製 ﾖｺ型 遮熱ｽﾗｯﾄW=25           78   
ｷﾞｱ式 ﾜﾝｺﾄﾛｰﾙ か所
<ﾆﾁﾍﾞｲ:ﾕﾆｺﾝﾓｱ25 C-059S同等品>

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1750×H2900 手動
ｱﾙﾐ製 ﾖｺ型 遮熱ｽﾗｯﾄW=25           12   
ｷﾞｱ式 ﾜﾝｺﾄﾛｰﾙ か所
<ﾆﾁﾍﾞｲ:ﾕﾆｺﾝﾓｱ25 C-059S同等品>

建築工事(県) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 化粧鏡

建築工事(県) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1Fｴﾝﾄﾗﾝｽｷﾞｬﾗﾘｰ W1160×H3200 ｿﾌｨｰﾃｸﾉﾀｲﾌﾟNICS仕様
電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ ｼﾙﾊﾞｰｽｸﾘｰﾝ           36   

<ﾆﾁﾍﾞｲ:N5389･N5395同等品> か所

1F多目的ﾎｰﾙ W1940×H6170
電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ 遮光1級           11   

<ﾆﾁﾍﾞｲ:N5389同等品> か所

1F多目的ﾎｰﾙ W1960×H6170
電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ 遮光1級            1   

<ﾆﾁﾍﾞｲ:N5389同等品> か所

3Fｷﾞｬﾗﾘｰ W20500×H1850
電動暗幕 遮光1級 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100% ﾌｯ素樹脂入            1   

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾗﾐﾈｰﾄ加工 か所
1.5倍ﾋﾀﾞ  引分 重り部分500

3Fｷﾞｬﾗﾘｰ ｱﾙﾐ(ﾎﾞｯｸｽ付)
電動暗幕ﾚｰﾙ 引分け用 L=15000+15000            1   

両開き交叉ﾗﾝﾅｰ か所
ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ･配管･配線共
<ﾄｰｿｰ:中型(ｱﾙﾐ)+ﾊﾟﾜﾌﾙ同等品>

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

3F環境ｷﾞｬﾗﾘｰ W10054.8×D4500×H7380
木製ﾊﾟｰｺﾞﾗ 柱:杉 210角 8本 上下取付金物            1   

梁:杉 450×105 400×105 か所
5F廊下1-4間 杉材 210×210 H=2600
化粧木柱 (塗装別計上)            2   

か所
洗面ｶｳﾝﾀｰ部 乳白ｱｸﾘﾙ板t5  W=220
照明ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ 鏡用ｱﾝｸﾞﾙ止           15.4 

(ﾎﾞｯｸｽ合板 別計上) ｍ
洗面ｶｳﾝﾀｰ部 乳白ｱｸﾘﾙ板t5  W=350
照明ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30×30×2.0            7   

(ﾎﾞｯｸｽ合板 別計上) ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 天井-天井 ｱﾙﾐ製 t2.0
Exp.J下地:C-60×30×10×2.3            3.6 
ｾﾗﾐｯｸﾌｧｲﾊﾞｰt12.5共 ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 壁-壁 ｱﾙﾐ製 t2.0
Exp.J下地:□-100×100･200×100           16.8 
ｾﾗﾐｯｸﾌｧｲﾊﾞｰt12.5共 ｍ

1Fｴﾝﾄﾗﾝｽｷﾞｬﾗﾘｰ L3900×W200×H30
ﾗｼﾞｴｰﾀｰ用ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 曲げ加工 t3.0            9   

St L-30×30×3.0通し か所
取付:SUS FB-50×50×3.0
<ﾋﾟｰｴｽ工業同等品>

2F交流ｽﾍﾟｰｽ L1700×W170×H100
ﾗｼﾞｴｰﾀｰ用ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 曲げ加工 t3.0            5   

St L-30×30×2.3通し か所
取付:SUS FB-50×50×3.0
<ﾋﾟｰｴｽ工業同等品>

3F環境ｷﾞｬﾗﾘｰ 半円形L973×W80×H40(半径310)
ﾗｼﾞｴｰﾀｰ用ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ ｽﾁｰﾙ t1.6曲げ加工           12   

か所

建築工事(県) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

建築工事(県) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ3 H2000
W90+90 合成ｺﾞﾑ又は塩ﾋﾞ           33   
<ﾅｶ工業:NPC-9090V同等品> か所

ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ H150
耐衝撃硬質樹脂製           82.3 

ｍ

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ﾎﾜｲﾄ ﾌｯｸ2個/m,ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共
(中重級30kg/ﾌｯｸ)           12   
<ﾀｷﾔ:ｺﾚﾀﾞｰﾗｲﾝM4･C1同等品> ｍ

ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄ <ｺﾝﾋﾞｳｨｽﾞ:ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄMP-FL同等品>
           6   

か所

かぎ箱 30本用
           1   

か所

身障者誘導ﾌﾞﾛｯｸ ｽﾃﾝﾚｽ製 位置表示鋲(ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ部分)
300×300/25ﾋﾟﾝ           15   
ﾋﾞｽ･接着併用工法 か所
<ﾅｶ工業:
ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟNSN22-G(Y)同等品>

1F多目的ﾎｰﾙ 椅子48席
ﾛｰﾙﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ ｽﾀﾝﾄﾞ:RCS-5404 特注品            6   
客席 間口:5120mm か所

床:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2.8(ﾀｼﾞﾏACﾌﾛｱﾏｰﾌﾞﾙ)
踏板:ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ化粧合板t18
支柱:100×50×t2.3 角鋼板
    合成樹脂焼付塗装仕上(KS-280)
ｱｰﾑ:鋼板曲げ加工t3.2
    合成樹脂焼付塗装仕上(KS-280)
ﾛｰﾗｰｶﾊﾞｰ･走行ｶﾊﾞｰ･ﾌﾛﾝﾄﾋﾞｰﾑ･
ﾘｱﾋﾞｰﾑ･ﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共
本体付属部品共

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾁｪｱｰ:客席用連結椅子
背･座･肘連動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｽ自動折り畳
み式
上張地:ﾋﾞﾆﾙﾚｻﾞｰ
背:ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ入張り包み
背裏下部:鋼板ﾌﾟﾚｽ加工品
座:鋼管曲げ加工ﾌﾚｰﾑ ﾌﾟﾙﾏﾌﾚｯｸｽ
   ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ入張り包み
肘･肘支柱･連結材･脚支柱共

計

建築工事(県) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他

建築工事(県) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EX2 SUS t5.0 切文字 焼付塗装
ｴﾝﾄﾗﾝｽ表示1 200×200            1   

「東部地域振興ふれあい拠点施設」 か所
SUS t5.0 切文字 焼付塗装
100×100
「埼玉県+春日部市」

EX3 SUS t5.0 切文字 焼付塗装
ｴﾝﾄﾗﾝｽ表示2 200×200            1   

「東部地域振興ふれあい拠点施設」 か所
SUS t5.0 切文字 焼付塗装
100×100
「埼玉県+春日部市」

EX4 SUS加工 焼付塗装
搬入車駐車場表示 t80 W600×H1800            1   

表示:ﾚｰｻﾞｰ抜き加工 か所
乳半ｱｸﾘﾙ板裏当て LED 内照式
ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ加工
(基礎 900×450×300 別計上)

EX5 SUS加工 焼付塗装
駐車場･駐輪場 t200 W600×H1800            1   

満空:LED 内照式 か所
表示:ﾚｰｻﾞｰ抜き加工
乳半ｱｸﾘﾙ板裏当て LED 内照式
ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ加工
ﾊﾟﾄﾗｲﾄ
(基礎 900×550×300 別計上)

EX6 SUS加工 焼付塗装
駐車場利用案内表 W600×H1800            2   
示 表示:透明ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼 か所

支柱:SUS 角ﾊﾟｲﾌﾟ 焼付塗装
(基礎 900×700×300 別計上)

EX9 ｱﾙﾐ焼付塗装
入口誘導表示 t6 W600×H600            2   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字

EX10 ｱﾙﾐ焼付塗装
駐車場注意書表示 t6 W600×H900            3   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EX11 ｱﾙﾐ焼付塗装
身障者用駐車場表 t6 W800×H800            2   
示 ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所

表示:ｼｰﾄ切文字

A1 SUS F.B加工 5×25
総合案内1 t25 W900×H1600            1   

表示面:強化ｶﾞﾗｽ 10.0t+10.0t か所
表示:透明ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼
下部本体:SUS加工 焼付塗装

A2 SUS加工 焼付塗装
総合案内2 t40 W5000×H1600            1   

表示:ｼｰﾄ切文字 か所
ﾏｯﾌﾟ:ｼﾙｸﾌﾟﾘﾝﾄ
ﾎﾟｽﾀｰｹｰｽ:強化ｶﾞﾗｽ
触知案内:SUS加工 焼付塗装
表示:ｼﾙｸﾌﾟﾘﾝﾄ
点字:凸印刷(高さ0.3mm以上)
催事案内:紙差しﾀｲﾌﾟ
透明ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ

A3 透明ｱｸﾘﾙ
各ﾌﾛｱ案内 t8 W400×H1200            5   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字

A4 SUS加工 焼付塗装
屋内用ﾎﾟｽﾀｰ表示 t150 W1100×H2000            3   

ｶﾊﾞｰ:強化ｶﾞﾗｽ か所
LED 内照式
表示:ｼｰﾄ切文字

A6 透明ｱｸﾘﾙ
誘導表示 t8 W550×H1200            2   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼

B1 SUS t5.0 切文字 焼付塗装
多目的ﾎｰﾙ表示 150×150            5   

「多目的ﾎｰﾙ1」 か所

建築工事(県) ｻｲﾝ工事

建築工事(県) ｻｲﾝ工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SUS t5.0 切文字 焼付塗装
75×75
「Hall1」

B2a 透明ｱｸﾘﾙ
室名表示1a t8 W220×H220            5   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼

B4 透明ｱｸﾘﾙ
室名表示3 在空付 t9 W220×H220           12   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼
在空表示 ｼｰﾄ貼

B5 透明ｱｸﾘﾙ
室名表示4 紙差付 t8 W220×H220            8   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼
紙差 透明ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ

B6 透明ｱｸﾘﾙ
室名表示5 ﾍﾟｰﾊﾟｰ t8 W220×H368.5            3   
ｸﾘｯﾌﾟ ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所

表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼
紙差 透明ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ

B7 ｼｰﾄ切文字 25×25
室名表示6 「休憩室」           12   

か所
B8 ｼｰﾄ切文字 50×50
ｽﾀｯﾌｵﾝﾘｰ表示 「STAFF ONLY」            5   

ｼｰﾄ切文字 25×25 か所
「これより先は関係者以外
ご遠慮下さい」

B9 ｼｰﾄ切文字 25×25
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ室名表示 「倉庫B」･「DS」           28   

か所
C1 透明ｱｸﾘﾙ
ﾋﾟｸﾄ表示1 t8 220×H220           19   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

C2 透明ｱｸﾘﾙ
ﾋﾟｸﾄ表示2 t12 W235×H220           11   

表示:ｼｰﾄ切文字 表貼 か所
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS加工 焼付塗装

C3 ｼｰﾄ貼
ﾋﾟｸﾄ表示3 150×150            5   

か所
C4 透明ｱｸﾘﾙ
触知案内表示 t8 220×220            3   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ 裏貼
点字 UV印刷

D3 SUS t5.0 切文字 焼付塗装
階数表示3 EV前 180×180            3   

か所
E1 SUS t3.0 切文字 焼付塗装
受付表示 180×180            1   

「受付」 か所
SUS t3.0 切文字 焼付塗装
90×90
「Reception」

E2 ｼｰﾄ切文字 100×100
名称表示 「ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ」            4   

ｼｰﾄ切文字 50×50 か所
「Passport center」

E3 st R加工 焼付塗装
掲示板 t40 W1800×H1600            2   

枠:SUS-FB か所
表示:ｼｰﾄ切文字
表示板:耐水+ｺﾙｸ2.0t+掲示ｼｰﾄ
+ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ6φ @12
st R加工 焼付塗装

E4 SUS加工 焼付塗装
ｽﾀﾝﾄﾞｻｲﾝ･大 t80 W600×H1600            3   

表示面:強化ｶﾞﾗｽ か所
表示:ｼｰﾄ切文字
ｷｬｽﾀｰ

建築工事(県) ｻｲﾝ工事

建築工事(県) ｻｲﾝ工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

E5 SUS加工 焼付塗装
ｽﾀﾝﾄﾞｻｲﾝ･小 t60 W300×H1300            4   

表示面:強化ｶﾞﾗｽ か所
210×297(A4ｻｲｽﾞ)
表示:ｼｰﾄ切文字
ｷｬｽﾀｰ

E6 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ加工 2.0t
避難経路表示 t2 W450×H450            3   

表示:ｼﾙｸ印刷2色 か所
E7 ｼﾙｸ印刷
衝突防止表示 W10×H120 8枚            4   

か所
E8 ｱﾙﾐ箔
点字表示 点字加工ｼｰﾙ 手摺に貼付け            6   

W30×H60 か所
ｻｲﾝ基礎 県

           1   
式

(その他建具)

衝突防止用 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL仕上 35φ
ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 両面数量           68   

か所
自動ﾄﾞｱ用ｻｲﾝ <ﾕﾆｵﾝ:E-10同等品>

           3   
か所

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

多目的ﾎｰﾙ
吊物機構            1   

式
計

建築工事(県) ｻｲﾝ工事

建築工事(県) 舞台機構工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

便所床 t2.0 S-F2
合成高分子系 <田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟ防水           55.5 
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 (接着工法)VT-920-CC同等品> ㎡
便所立上り t2.0 S-F2
合成高分子系 <田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟ防水           25.8 
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 (接着工法)VT-920-CC同等品> ㎡
6F床 t2.0 S-F2
合成高分子系 <田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟ防水          243   
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 (接着工法)VT-920-CC同等品> ㎡
6F立上り t2.0 S-F2
合成高分子系 <田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟ防水           30.2 
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 (接着工法)VT-920-CC同等品> ㎡
6F立上り PF板 45×45(ｼｰﾄ防水用)
防水入隅処理          199   

ｍ
6F立上り ｱﾙﾐ製 FB-20×2 ｼｰﾄ防水用
防水押え金物          199   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ

           1   
式

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

便所 花崗岩t25  本磨き W550
汚垂石 中国産 G654            6.7 

ｍ
計

建築工事(市) 防水工事

建築工事(市) 石工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

床 t15 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下
耐水合板           38.3 

㎡
木製巾木 ｹﾝﾊﾟｽ t9

H=60           27.7 
(塗装別計上) ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 t12
耐水合板           21.8 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 t12
耐水合板            2   

㎡
便所照明ﾎﾞｯｸｽ t12
合板            7.3 

㎡
梁型野縁組 杉又は松 45×45 @333

       1,029   
㎡

梁底野縁組 杉又は松 45×45 @333
       1,457   

㎡
4Fｷｯｽﾞﾙｰﾑ 堅木(化粧材) 45×90
上り框 土台:杉又は松90×90+45×60共            5.8 

(塗装別計上) ｍ
4F会議室6 堅木(化粧材) 100×45
上り框 土台:杉又は松90×65共            4.5 

(塗装別計上) ｍ
6F前室 堅木(化粧材) 100×45
上り框 (塗装別計上)            1.2 

ｍ
膳板 ﾀﾓ集成材 t25 W=300

(塗装別計上)          281   
ｍ

洗面ｶｳﾝﾀｰ照明ﾎﾞｯ 人工木材  50×20
ｸｽ部 天井見切縁           13.3 

ｍ
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

6F防水ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｱﾙﾐ製 L-50×50×3
立上押え金物          199   

ｍ
壁ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ見切 ｱﾙﾐ製 10×10 ｱﾙﾏｲﾄ仕上

          13.6 
ｍ

4～5F WC ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ
SK棚板取付ｱﾝｸﾞﾙ W300×L800  3方配置            1   

か所
6F WC ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ
SK棚板取付ｱﾝｸﾞﾙ W300×L790  3方配置            1   

か所
6F WC-2 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ
棚板取付ｱﾝｸﾞﾙ W300×L900  3方配置            1   

か所
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上

W120×H200 ｺ型            4.5 
ｍ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上
W200×H200 L型           34.8 

ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上

W200×H200 ｺ型            4.5 
ｍ

計

建築工事(市) 木工事 意匠用

建築工事(市) 金属工事 ｱﾙﾐ製金物
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

2～4F吹抜廻り等 H=1200
手摺B 笠木:ｽﾁｰﾙ FB-9×32           12.1 

支柱:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @600 ｍ
手摺子:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @120
下桟:ｽﾁｰﾙ FB-9×32
(塗装別計上)

4-6F W=2000 吊下げ型
天井輻射ﾊﾟﾈﾙ(2) 設備ﾌﾟﾚｰﾄ:ｽﾁｰﾙ製 t1.6 280×2000           99.2 
下地 　　　　　@1800 ｍ

下地:ｱﾙﾐPL C-2×10×30×280
下地:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ骨材StPL
　　 L-25×25×1.6
吊ﾎﾞﾙﾄ:羽子板 受ｱﾝｸﾞﾙ共
間接照明ﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上 t2
糸=150+100+150 両端部設置
(輻射ﾊﾟﾈﾙは設備工事)

5-6F W=2000 吊下げ型
天井輻射ﾊﾟﾈﾙ(1) 設備ﾌﾟﾚｰﾄ:ｽﾁｰﾙ製 t1.6 280×2000          225   
下地 　　　　　@1800 ｍ

下地:ｱﾙﾐPL C-2×10×30×280
下地:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ骨材StPL
　　 L-25×25×1.6
吊ﾎﾞﾙﾄ:羽子板 受ｱﾝｸﾞﾙ共
間接照明ﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上 t2
糸=150+100+150 両端部設置
(輻射ﾊﾟﾈﾙは設備工事)

窓膳板 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=150
(塗装別計上)           20.7 

ｍ
窓膳板 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=200

(塗装別計上)          193   
ｍ

窓膳板 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=250
(塗装別計上)           35.7 

ｍ
窓額縁 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=150

(塗装別計上)          104   
ｍ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

窓額縁 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=200
(塗装別計上)           13.4 

ｍ
窓額縁 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=250

(塗装別計上)           25.1 
ｍ

ｻｯｼｭ～間仕切 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=154
取合金物(枠) (塗装別計上)           11.2 

ｍ
ｻｯｼｭ～間仕切 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=160
取合金物(枠) (塗装別計上)           82   

ｍ
ｻｯｼｭ～間仕切 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=200
取合金物(ﾊﾟﾈﾙ) (ﾛｯｸｳｰﾙ･塗装別計上)           11.2 

ｍ
ｻｯｼｭ～間仕切 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=(440+300)
取合金物(ﾊﾟﾈﾙ) (ﾛｯｸｳｰﾙ･塗装別計上)            2.6 

ｍ
ｻｯｼｭ～間仕切 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=440
取合金物(ﾊﾟﾈﾙ) (ﾛｯｸｳｰﾙ･塗装別計上)           79.4 

ｍ
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙ製 t1.6

W120×H150 ｺ型           29.9 
側面塞ぎ共　(塗装別計上) ｍ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙ製 t1.6
W120×H200          141   
側面塞ぎ共　(ﾛｯｸｳｰﾙ･塗装別計上) ｍ

4F会議室ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ ｽﾁｰﾙ製 t1.6
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ W250×H200 ｺ型           40.3 

側面塞ぎ共　(塗装別計上) ｍ
4F給湯室 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 曲げ加工
開口枠 W=154            7.6 

(塗装別計上) ｍ
5～6F給湯室等 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 曲げ加工
開口枠 W=120            5.1 

(塗装別計上) ｍ
1～6FWC ｽﾁｰﾙ製 t1.6 曲げ加工
壁見切枠 W=120 D=10           19.2 

(塗装別計上) ｍ
1～4F成形板取合 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 W=75
層間塞ぎ 取付金物共          142   

(RW吹付別計上) ｍ
5～6F吹抜側 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 糸=150
層間塞ぎ 取付金物共           94.8 

(RW吹付別計上) ｍ

建築工事(市) 金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

建築工事(市) 金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

6F吹抜側 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 糸=200
層間塞ぎ 取付金物共           94.8 

(RW吹付別計上) ｍ
6F外壁側 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 糸=300
層間塞ぎ 取付金物共          181   

(RW吹付別計上) ｍ
5～6F便所1 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 糸=400
層間塞ぎ 取付金物共           13.8 

(RW吹付別計上) ｍ
5～6F外壁側 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 糸=550+10+200
層間塞ぎ 取付金物共          181   

(RW吹付別計上) ｍ
4F交流ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ｽﾁｰﾙ製 t1.6 A-BE
SSﾚｰﾙ方立ｶﾊﾞｰ W450×D100×H3000            1   

か所
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ｽﾁｰﾙ製 吊込H=468
下地金物 ｱﾝｸﾞﾙ:L-50×50×6           19.5 

ﾎﾞﾙﾄ:AMﾎﾞﾙﾄ100@450 ｍ
便所天井 ｽﾁｰﾙ製 t1.2加工 W30×H100
ﾘﾀｰﾝｽﾘｯﾄ 配管接続補強:ｽﾁｰﾙt1.2加工 20×20           25.3 

補強･取付金物共　(塗装別計上) ｍ
WCﾗｲﾆﾝｸﾞ ｽﾁｰﾙ製 L-30×30×3 通し
甲板補強材           13.5 

ｍ
4F WC:女 W2900×H1100×D150
化粧鏡持出用 ｽﾁｰﾙ製 L-30×30×3            1   
壁下地金物 四周(合板下地用) か所
4F WC:男 W1580×H1100×D150
化粧鏡持出用 ｽﾁｰﾙ製 L-30×30×3            1   
壁下地金物 四周(合板下地用) か所
6F WC-1:女 W2028×H900×D150
化粧鏡持出用 ｽﾁｰﾙ製 L-30×30×3            1   
壁下地金物 四周(合板下地用) か所
6F WC-1:男 W1676×H900×D150
化粧鏡持出用 ｽﾁｰﾙ製 L-30×30×3            1   
壁下地金物 四周(合板下地用) か所
6F WC-2:女 W2109×H900×D150
化粧鏡持出用 ｽﾁｰﾙ製 L-30×30×3            1   
壁下地金物 四周(合板下地用) か所
6F WC-2:男 W2842×H900×D150
化粧鏡持出用 ｽﾁｰﾙ製 L-30×30×3            1   
壁下地金物 四周(合板下地用) か所
ｼｽﾃﾑﾄｲﾚﾌﾞｰｽ内 KS-612設置部
壁補強 W400×H400            8   

ｽﾀｯﾄﾞ:50×45×0.8@300 か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾗﾝﾅｰ:52×40×0.8

ｼｽﾃﾑﾄｲﾚﾌﾞｰｽ内 L型 身障者用手摺部
壁補強 W780×H900(欠形状)            4   

ｽﾀｯﾄﾞ:50×45×0.8@300 か所
ﾗﾝﾅｰ:52×40×0.8

ｼｽﾃﾑﾄｲﾚ多目的内 身障者用手摺部
壁補強 W780×H350+W200×H200            1   

ｽﾀｯﾄﾞ:50×45×0.8@300 か所
ﾗﾝﾅｰ:52×40×0.8

ｼｽﾃﾑﾄｲﾚ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ設置部
壁補強 W400×H350            4   

ｽﾀｯﾄﾞ:50×45×0.8@300 か所
ﾗﾝﾅｰ:52×40×0.8

計

建築工事(市) 金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物

建築工事(市) 金属工事 ｽﾁｰﾙ製金物
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

床見切金物 ｽﾃﾝﾚｽ製 4×12
下地:10×10 @300            2.2 

ｍ
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

4F交流ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｽ ｽﾃﾝﾚｽ製 W200 受枠共
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 <ｶﾈｿｳ:           19.3 

SMG-12020/200×994×20×15同等品> ｍ
6F栄養室 ｱﾙﾐ製 300×300
床点検口            1   

か所
天井点検口 ｱﾙﾐ製 目地ﾀｲﾌﾟ 450×450

<ﾅｶ工業:ﾊｲﾊｯﾁMM指定色焼付同等品>          115   
か所

天井点検口 ｱﾙﾐ製 目地ﾀｲﾌﾟ 600×600
<ﾅｶ工業:ﾊｲﾊｯﾁMM指定色焼付同等品>           46   

か所
1F WC SK ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) FB-6×60
掃除用具掛け L=1200  ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸφ9φ:7箇所共            1   

か所
2･3･5･6F WC SK ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) FB-6×60
掃除用具掛け L=1000  ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸφ9φ:6箇所共            1   

か所
ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製 W3000×H150

<杉田ｴｰｽ:AL-X288W同等品>            3   
か所

計

建築工事(市) 金属工事 ｽﾃﾝﾚｽ製金物

建築工事(市) 金属工事 既製金物
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りあり @360   ｲﾝｻｰﾄ別途          974   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満

下地張りあり @360   ｲﾝｻｰﾄ別途          376   
㎡

4F交流ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ等 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
軽量鉄骨天井下地 下地張りあり @360   ｲﾝｻｰﾄ別途          458   

耐震天井 ㎡
軽量鉄骨天井
開口部補強            1   

式
天井ｲﾝｻｰﾄ

           1   
式

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=200
下地           17.7 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=378
下地            3.8 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=448
下地          130   

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=578
下地           13.6 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=668
下地           66   

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=750
下地            6.9 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=868
下地           13   

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=918
下地           41.2 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=968
下地           28.3 

ｍ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事(市) 金属工事 軽量鉄骨下地

建築工事(市) 金属工事 軽量鉄骨下地
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

6F立上り 平ﾗｽ 2号 ﾌｪﾙﾄ共
ﾒﾀﾙﾗｽ            1.4 

㎡
天井廻り縁 塩ﾋﾞ製 ﾎﾜｲﾄ

       2,098   
ｍ

天井廻り縁 塩ﾋﾞ製 ﾎﾜｲﾄ 円柱曲面
           6.2 

ｍ
下り壁見切縁 塩ﾋﾞ製 ﾎﾜｲﾄ

         170   
ｍ

壁ﾎﾞｰﾄﾞ出隅
ｺｰﾅｰ保護金物        1,339   

ｍ
木造柱･LGS壁取合 塩ﾋﾞ製 ﾎﾜｲﾄ
壁見切縁          393   

ｍ
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて ｼｰﾄ防水下地
仕上げ           55.5 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて VS･VT下地
仕上げ           43   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて OAﾌﾛｱ下防塵下地
仕上げ        1,125   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 根太ﾌﾛｱ下地
仕上げ           45.4 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて ｸﾞﾗｽｳｰﾙ下地
仕上げ (浮き床)          637   

㎡
排水溝ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 糸幅500

防塵塗装下地           19.3 
ｍ

6F 立上り ｼｰﾄ防水下地
保護ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾗｽこすり共            1.4 

㎡
建具周囲 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填          166   

ｍ
計

建築工事(市) 金属工事 その他

建築工事(市) 左官工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り
･塗装別計上
･附属金物一式共

(内部)

SD-403 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ
片開き框扉 W950×H2100            1   

か所
SD-432 特定防火設備 遮煙性能有
防火扉 随時閉鎖式 煙感連動            1   

W1500×H3000 か所
FB枠
電気錠付
ﾊﾟﾆｯｸｵｰﾌﾟﾝ付

SD-602 W950×H2100
ｶﾞﾗﾘ付片開き扉            1   

か所
SD-603 W950×H2600
欄間付額入り片開 (ｶﾞﾗｽ別計上)            2   
き扉 か所
SD-605 W1200×H2100
親子開き扉            2   

か所
SD-607 特定防火設備 遮煙性能有
片開き框扉 W950×H2100            1   

FB枠 か所
電気錠付
超耐熱性結晶化ｶﾞﾗｽt8.0共

SD-621 W600×H2000
片開き点検扉 FB枠            6   

か所
SD-623 W1500×H2000
両開き点検扉 FB枠            1   

か所
SW-402 W5780×H2900
FIX窓            1   

か所
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り
･塗装別計上
･付属金物一式共

(内部)

LSD-401 W950×H2100
額入り片開き扉 (ｶﾞﾗｽ別計上)            4   

か所
LSD-402 W950×H2100
ｶﾞﾗﾘ付額入り (ｶﾞﾗｽ別計上)            2   
片開き扉 か所
LSD-403 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板
折り戸 W1200×H2000            1   

非常時外開き開放機能付 か所
LSD-604 W1200×H2000
両開き点検扉            1   

か所
LSD-608 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板
折り戸 W1200×H2000            2   

非常時外開き開放機能付 か所
計

建築工事(市) 金属製建具工事 鋼製建具

建築工事(市) 金属製建具工事 軽量鋼製建具
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り
･自閉装置(上吊)
･塗装別計上
･付属金物一式共

(内部)

LSD-421 W1050×H2310
ｶﾞﾗﾘ付額入り (ｶﾞﾗｽ別計上)            1   
片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ か所
LSD-422 W1050×H2310
ｶﾞﾗﾘ付片引き            1   
ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ か所
LSD-422 W1050×H2310
ｶﾞﾗﾘ付片引き 電気錠付            5   
ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ か所
LSD-423 W1050×H2310
額入り片引き (ｶﾞﾗｽ別計上)            4   
ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ か所
LSD-423 W1050×H2310
額入り片引き 電気錠付　(ｶﾞﾗｽ別計上)            1   
ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ か所
LSD-424 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ
片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1050×H2310            1   

か所
LSD-425 W1800×H2310
ｶﾞﾗﾘ付両引き            1   
ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ か所
LSD-426 W1800×H2310
ｶﾞﾗﾘ付額入り (ｶﾞﾗｽ別計上)            2   
ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ か所
LSD-601 W1050×H2310
ｶﾞﾗﾘ付額入り (ｶﾞﾗｽ別計上)            1   
片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ か所
LSD-602 W1050×H2310
ｶﾞﾗﾘ付額入り (ｶﾞﾗｽ別計上)            5   
ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ か所
LSD-603 W1050×H2310
ｶﾞﾗﾘ付額入り (ｶﾞﾗｽ別計上)           18   
ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ か所
LSD-605 W1050×H2310
ｶﾞﾗﾘ付額入り 幼児指詰め防止対策           17   
ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ (ｶﾞﾗｽ別計上) か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LSD-605 W1050×H2310
ｶﾞﾗﾘ付額入り 幼児指詰め防止対策            3   
ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 電気錠付　(ｶﾞﾗｽ別計上) か所
LSD-606 W1050×H2310
片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ            3   

か所
LSD-607 W2100×H2310
両引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ            1   

か所
計

建築工事(市) 金属製建具工事 軽量鋼製ﾊﾝｶﾞｰ建具

建築工事(市) 金属製建具工事 軽量鋼製ﾊﾝｶﾞｰ建具
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り
･塗装別計上
･附属金物一式共

(内部)

SS-401 防火設備 遮煙性 能有
電動防火防煙 煙感連動            1   
ｼｬｯﾀｰ W8600×H3000 か所

障害物感知安全装置
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:St FB

SS-402 防火設備 遮煙性 能有
電動防火防煙 煙感連動            1   
ｼｬｯﾀｰ W2810×H3000 か所

障害物感知安全装置
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:St FB

SS-403 W3000×H3000
管理用ｼｬｯﾀｰ 障害物感知安全装置            1   

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:St FB か所
SS-405 W2600×H3000
管理用ｼｬｯﾀｰ 障害物感知安全装置            1   

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:St FB か所
SS-406 特定防火設備 遮煙性能有
電動防火防煙 煙感連動            1   
ｼｬｯﾀｰ W5900×H2900 か所

障害物感知安全装置
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:St FB

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

BS-401 煙感連動
防煙ｽｸﾘｰﾝ W3000×H500            1   

電動装置一式(煙感知連動) か所
BS-402 煙感連動
防煙ｽｸﾘｰﾝ W2500×H500            1   

電動装置一式(煙感知連動) か所
BS-601 煙感連動
防煙ｽｸﾘｰﾝ W1800×H500            3   

電動装置一式(煙感知連動) か所
BS-602 煙感連動
防煙ｽｸﾘｰﾝ W3186×H500            2   

電動装置一式(煙感知連動) か所
計

建築工事(市) 金属製建具工事 ｼｬｯﾀｰ

建築工事(市) 金属製建具工事 防煙ｽｸﾘｰﾝ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

PT-401 焼付塗装 t0.6
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W19855×H3000            1   

片引扉×4 透明ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽt5.0･ か所
ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾌｨﾙﾑ貼共
<ｺﾏﾆｰ:SW80同等品>

PT-601 焼付塗装 t0.6
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W30966×H2600            1   

片引扉×3 透明ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽt5.0･ か所
飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼共
<ｺﾏﾆｰ:SW80同等品>

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

SLW-401 焼付塗装鋼板 t0.6
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ W9295×H3000            1   

<ｺﾏﾆｰ:DP-60S同等品> か所
SLW-601 木質系下地板 t2.5
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ W6684×H3058            1   

(不燃化粧ﾌｨﾙﾑ別計上) か所
<ｺﾏﾆｰ:DP-30同等品>

SLW-602 木質系下地板 t2.5
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ W8326×H3058            2   

(不燃化粧ﾌｨﾙﾑ別計上) か所
<ｺﾏﾆｰ:DP-30同等品>

SLW-603 焼付塗装鋼板 t0.6
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ W5906×H3178            1   

遮音性能: か所
標準施工時(500HZ時)35dB以上
<ｺﾏﾆｰ:DP-60S同等品>

SLW-604 焼付塗装鋼板 t0.6
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ W5906×H3178            1   

遮音性能: か所
標準施工時(500HZ時)35dB以上
<ｺﾏﾆｰ:DP-60S同等品>

SLW-611 ﾒﾗﾐﾝ化粧板
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ W4339×H2600            2   

か所
SLW-611 診察室(3 ﾒﾗﾐﾝ化粧板
)(4) W4048×H2600            1   
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ か所

計

建築工事(市) 金属製建具工事 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

建築工事(市) 金属製建具工事 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

TB-401 W(3000+1380×2)×H2400
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-403 W(4000+1380×3)×H2400
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-601 W(1960+1465×2)×H2400
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-602 W(3938+1465×3)×H2400
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-603 W(1940+1465)×H2400
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-604 W(970+1465)×H2400
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
TB-605 W(1940+1465)×H2400
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板(単色)            1   

<ｺﾏﾆｰ:CB-ACR同等品> か所
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(一般建具)

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚さ5  特寸 2.18㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途           13   

㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚さ5  特寸 4.45㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途            2.4 
㎡

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚さ6  特寸 2.18㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途            1.1 

㎡
強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 6㎜  平面 2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途            1.3 
㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 8㎜  平面 6.0㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃別途           16.8 

㎡
ｶﾞﾗｽ清掃

          34.6 
㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼 <住友3M:ｶﾞﾗｽｼｪｰﾄﾞﾌｧｻﾗ同等品>
          16.8 

㎡
ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾌｨﾙﾑ貼 <中山ｹﾐｶﾙ:ﾌｫｸﾞﾗｽ C-45同等品>

          17.8 
㎡

計

建築工事(市) 金属製建具工事 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

建築工事(市) ｶﾞﾗｽ工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

ＳＯＰ塗り 鉄鋼面         工程B種 塗料1種
錆止工程B塗料B          233   

㎡
ＳＯＰ塗り 鉄鋼面         工程B種
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共          547   

ｍ
ＥＰ－１塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)

素地A種            0.6 
㎡

ＥＰ－２塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)
素地A種        2,099   

㎡
ＥＰ－２塗り 耐火被覆ｹｲｶﾙ板面  工程B種(一般)

素地B種           81.4 
㎡

ＥＰ－２塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(見上)
素地A種          637   

㎡
ＥＰ－２塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)

素地B種  寒冷紗ﾊﾟﾃしごき共          567   
㎡

ＥＰ－２塗り 合板面           工程B種(見上)
素地Ａ種            7.3 

㎡
ＥＰ－２塗り 人工木材面       素地A種
(糸幅300㎜以下)           13.3 

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)

素地A種        1,257   
<ｴｽｹｰ化研:ｾﾗﾐﾌﾚｯｼｭIN同等品> ㎡

ＶＥ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)
素地A種          375   

㎡
ＶＥ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)

素地B種            6.7 
㎡

ＶＥ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)
素地B種           84.6 

㎡
ＣＬ塗り 木部             工程B種
(糸幅300㎜以下) 素地B種            9.8 

ｍ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＵＣ塗り 工程B種 1液形
(糸幅300㎜以下)           11.5 

ｍ
ＵＶ塗り 木部           －
(糸幅300㎜以下) 素地A種           27.7 

ｍ
油性ｸﾘｱｰ塗装仕上 LVL面

素地A種          822   
<日本ｵｽﾓ:ｵｽﾓｶﾗｰｳｯﾄﾞﾜｯｸｽ程度> ㎡

ｱｸﾘﾙｸﾘｱﾗｯｶｰ A-CL
木部 素地B種           91.4 

㎡
ＳＯＰ塗り 鋼製建具面     工程B種 塗料1種
(糸幅300㎜以下) 錆止工程A現場2回目共          858   

ｍ
計

建築工事(市) 塗装工事

建築工事(市) 塗装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄA t2 熱溶接工法
OA面           11.4 
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑﾌﾟﾚｰﾝ同等品> ㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄB t2 熱溶接工法
OA面           59.2 
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑｿｲﾙﾄﾞ同等品> ㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄC t2 熱溶接工法
水廻り ｴﾎﾟｷｼ接着 OA面           55.5 
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑﾘｯﾁ同等品> ㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄC t2 熱溶接工法
水廻り ｴﾎﾟｷｼ接着 根太ﾌﾛｱｰ面           44   
<東ﾘ:ﾌﾛｱﾘｳﾑﾘｯﾁ同等品> ㎡

床 置敷ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t5
<東ﾘ:ﾙｰｽﾚｲﾀｲﾙLL300同等品>           43   

㎡
床 置敷ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t5 OA面

<東ﾘ:ﾙｰｽﾚｲﾀｲﾙLL300同等品>          666   
㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙB t3.0 450×450 表面硬化樹脂 OA面
<東ﾘ:ｼｶﾞﾊｰﾄﾞ同等品>            8.6 

㎡
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄB t6.5 500×500 無地 OA面

<東ﾘ:GA100同等品>        1,573   
㎡

床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄC t6.5 250×1000 柄物
OA面          128   
<東ﾘ:GX-9200V同等品> ㎡

1･2F床 t15 なら 釘止め工法 C種
天然木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 重歩行用           38.3 

㎡
6F床 t15 W=150 無垢
化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ <藤井木材工業:          357   
ﾎﾞｰﾄﾞ ｲﾝﾃﾘｱｱｶｼｱFJLﾀｲﾌﾟ同等品> ㎡
床 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚21.0　不燃
(ｶﾞﾗｽ網入) 突付け        1,873   
GB-F(N) 下張GB-F　　　厚21.0共 ㎡
床 防塵塗装A OAﾌﾛｱ下

<ABC商会:ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP同等品>        1,125   
㎡

浮床用 t50 96k
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き          637   

㎡

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

浮床周囲床 H80 t50 96k
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填          270   

ｍ
6F床 t25 ｼｰﾄ防水下
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板           74.4 

㎡
床 制振遮音ｼｰﾄ t6.5 ｱｽﾌｧﾙﾄ系

<ｾﾞｵﾝ化成:ｻﾝﾀﾞﾑ S-65同等品>          357   
㎡

排水溝 W200×H150 ｺ型
防塵塗装B <ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟU同等品>           19.3 

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60

       1,640   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60  円柱面
           6.2 

ｍ
壁 厚12.5   不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理          288   
張り(GB-R) －            － ㎡
壁 厚12.5   不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け           71.5 
張り(GB-R) 下張GB-R      厚12.5共 ㎡
壁 厚 9.5
硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理          521   
り(GB-R-H) ㎡
壁 厚 9.5
硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け          481   
り(GB-R-H) 下張GB-R      厚12.5共 ㎡
壁 厚 9.5
硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理        1,543   
り(GB-R-H) 下張GB-R      厚12.5共 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5   準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け            2.9 
張り(GB-S) －            － ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5   準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理           11.8 
張り(GB-S) －            － ㎡
壁 ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ t3 ﾒﾗﾐﾝ化粧板

           6.4 
㎡

6F立上り
木毛ｾﾒﾝﾄ板           28.7 

㎡

建築工事(市) 内外装工事

建築工事(市) 内外装工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  125

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽA ﾎﾞｰﾄﾞ面
<東ﾘ:防汚ｹﾅﾌｳｫｰﾙ WEN5249同等品>          850   

㎡
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽA ﾎﾞｰﾄﾞ面 円柱

<東ﾘ:防汚ｹﾅﾌｳｫｰﾙ WEN5249同等品>           17   
㎡

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽB ﾎﾞｰﾄﾞ面
<東ﾘ:ｱｰｽｳｫｰﾙ WEN5049同等品>          240   

㎡
壁 不燃化粧ﾌｨﾙﾑA ﾎﾞｰﾄﾞ面

<住友3M:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄPSｼﾘｰｽﾞ同等品>          238   
㎡

壁 不燃化粧ﾌｨﾙﾑB ﾎﾞｰﾄﾞ面
<住友3M:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄFWｼﾘｰｽﾞ同等品>           23.8 

㎡
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ t100 32kg/m3
懐壁           35.8 
ﾛｯｸｳｰﾙ充填 ㎡
壁 UF t25
断熱材吹付          379   

㎡
梁型 強化石膏ﾎﾞｰ 厚15.0  不燃
ﾄﾞ(ｶﾞﾗｽ網入) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理          995   
(GB-F(N)) 下張GB-F　　　厚21.0共 ㎡
梁底 強化石膏ﾎﾞｰ 厚15.0  不燃
ﾄﾞ(ｶﾞﾗｽ網入) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理        1,457   
(GB-F(N)) 下張GB-F　　　厚21.0共 ㎡
TPL立下 強化石膏 厚15.0  不燃
ﾎﾞｰﾄﾞ(ｶﾞﾗｽ網入) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理           89.3 
(GB-F(N)) 下張GB-F　　　厚21.0共 ㎡
梁型天端強化石膏 厚15.0  不燃
ﾎﾞｰﾄﾞ(ｶﾞﾗｽ網入) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理           21.6 
(GB-F(N)) 下張GB-F　　　厚21.0共 ㎡
梁型 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t25 10Kg/m3

       1,051   
㎡

梁底 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t25 10Kg/m3
       1,457   

㎡
耐火遮音壁部
継目処理        1,802   

㎡
天井　不燃積層 厚 9.5   不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 化粧無し          継目処理          567   
張り(GB-NC) 下張GB-R      厚12.5共 ㎡

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃
化粧吸音板張り 下張GB-NC    厚 9.5共        1,157   
(DR) ㎡
天井　けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け           84.6 

下張GB-NC    厚 9.5共 ㎡
下り天井 厚 9.5
硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理          190   
り(GB-R-H) 下張GB-R      厚12.5共 ㎡
下り天井　けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け            6.7 

下張GB-NC    厚 9.5共 ㎡
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ部 ﾛｯｸｳｰﾙ t50
断熱材吹付            5.1 

㎡
層間塞ぎ ﾛｯｸｳｰﾙ t50
断熱材吹付          295   

㎡
ｻｯｼｭ間仕切取合部 ﾛｯｸｳｰﾙ t50 80Kg/m3
断熱材充填           39.1 

㎡
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ ﾎﾞｰﾄﾞ面
不燃化粧ﾌｨﾙﾑB <住友3M:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄFWｼﾘｰｽﾞ同等品>          143   

㎡
計

建築工事(市) 内外装工事

建築工事(市) 内外装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

床OAﾌﾛｱ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=100 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ用           28.5 
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱｰ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=100 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ用          159   
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=100 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ用          409   
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=100 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ用           38.3 
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱｰ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=150 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ用          326   
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=300 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ用          101   
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱｰ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=300 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ下          186   
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=300 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ        1,292   
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱ ﾊﾟﾈﾙ構法 H=300 10G 3000N/㎡
GRC系ﾊﾟﾈﾙ 汚垂石用            2.3 
<ﾆﾁｱｽ:ｼｸﾞﾏﾌﾛｱｰM300A同等品> ㎡

床OAﾌﾛｱｰﾎﾞｰﾀﾞｰ H100用
         503   

ｍ
床OAﾌﾛｱｰﾎﾞｰﾀﾞｰ H100用 曲面

           6.2 
ｍ

床OAﾌﾛｱｰﾎﾞｰﾀﾞｰ H150用
          76.5 

ｍ
床OAﾌﾛｱｰﾎﾞｰﾀﾞｰ H300用

         735   
ｍ

床 鋼製二重床 H=320 防振ｺﾞﾑ付
支柱:ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ付 @875 ﾀﾃﾖｺ          357   
大引鋼:50×50×1.6 @875 ㎡

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根太鋼:35×29×64×1.2 @300
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t25共
<三洋工業:ｽﾘｰﾍﾞｰｽSS10
床高280ﾀｲﾌﾟ同等品>

4FWC床 H=300
根太ﾌﾛｱｰ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ用           44   

下地:ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt25 ㎡
ﾅｲﾛﾝ製支持足 15φ
緩衝材:SBR

5FWC床 H=300
根太ﾌﾛｱｰ 汚垂石用            1.4 

下地:ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt25 ㎡
ﾅｲﾛﾝ製支持足 15φ
緩衝材:SBR

計

建築工事(市) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 OAﾌﾛｱｰ類

建築工事(市) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 OAﾌﾛｱｰ類

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  127

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

6F前室 W2700×D450×H1100 4段
下駄箱(造付) 面材:ﾒﾗﾐﾝ化粧板張            2   

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ合板下地t30 か所

6F栄養指導室 W1800×D450×H2600
造付棚 面材:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ﾊﾟﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ下地            1   

引違扉:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 か所
<ﾔｶﾞﾐ:GFI-13+SCI-18S同等品>

6F栄養指導室 W6300×D450×H2600
造付棚 面材:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ﾊﾟﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ下地            1   

引違扉:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 か所
<ﾔｶﾞﾐ:GFI-13+SCI-18S同等品>

6F接種室検診指導 W3600×D450×H2600
室 面材:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ﾊﾟﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ下地            1   
 造付棚 両開扉･折戸:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 か所

<ﾔｶﾞﾐ:GSI-11同等品>

6F接種室歯科指導 W1000×D450×H2600
室 面材:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ﾊﾟﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ下地            1   
 棚 両開扉･折戸:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 か所

6F接種室歯科指導 W2000×D450×H2600
室 面材:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ﾊﾟﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ下地            2   
 棚 両開扉･折戸:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 か所

6F成人室･講習室 W2700×D600×H2600
壁面収納 面材:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ﾊﾟﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ下地            1   

引違扉ｶﾞﾗｽ:強化ｶﾞﾗｽt4 か所
<ﾔｶﾞﾐ:NX-4同等>

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

6F成人室･講習室 W4500×D600×H2600
壁面収納 面材:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ﾊﾟﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ下地            1   

引違扉ｶﾞﾗｽ:強化ｶﾞﾗｽt4 か所
<ﾔｶﾞﾐ:NX-4同等>

6F成人室･講習室 W8100×D600×H2600
壁面収納 面材:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ﾊﾟﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ下地            1   

引違扉ｶﾞﾗｽ:強化ｶﾞﾗｽt4 か所
<ﾔｶﾞﾐ:NX-4同等>

6F成人室･講習室 W9000×D450×H2600
壁面収納 面材:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ﾊﾟﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ下地            1   

両開扉:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 か所
<ﾔｶﾞﾐ:GFI-13+SCI-18S同等品>

6F成人検講習室 W4000×H2500
扉付鏡 鏡:t5 ｽﾃﾝﾚｽ製受金物            1   

扉:W2000×H2500 合板t15 か所
扉裏面:ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ巻込

4･5FWC:SK W300×L800
棚板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上t25            1   

集成板下地　(取付下地は別途) か所

6FWC:SK W300×L790
棚板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上t25            1   

集成板下地　(取付下地は別途) か所

6FWC-2 W300×L900
棚板 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板仕上t25            1   

集成板下地　(取付下地は別途) か所

計

建築工事(市) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 造作家具類

建築工事(市) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 造作家具類

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  128

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

身障者用手摺 小便器用 27φ
ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕上            1   
<UNION:HB-2918-01同等品> か所

身障者用手摺 身障者便所用 27φ
固定用(L型-800/700)+はね上げ式            1   
ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕上 か所
<UNION:
HB-2911-01+HB-2900-01同等品>

身障者用手摺 洗面ｶｳﾝﾀｰ用
ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕上            2   

か所

6Fｼｽﾃﾑﾄｲﾚ 洋風大便器ﾕﾆｯﾄ用 27φ
身障者用手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕上            4   

<INAX:KF-920ER/L60同等品> か所

6Fｼｽﾃﾑﾄｲﾚ 小便器ﾕﾆｯﾄ用 27φ
身障者用手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕上            2   

<INAX:KF-701E同等品> か所

6Fｼｽﾃﾑﾄｲﾚ 幼児用小便器ﾕﾆｯﾄ用 27φ
身障者用手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕上            1   

<INAX:KF-551(400)同等品> か所

6Fｼｽﾃﾑﾄｲﾚ 洗面器ﾕﾆｯﾄ用 27φ
身障者用手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕上            2   

<INAX:KF-312E55同等品> か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

6Fｼｽﾃﾑﾄｲﾚ 汚物ﾕﾆｯﾄ用 27φ
身障者用手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕上            1   

<INAX:KF-312E55同等品> か所

6Fｼｽﾃﾑﾄｲﾚ 多目的大便器ﾕﾆｯﾄ用 27φ
身障者用手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕上            1   

<INAX:KF-920ER+470EH70> か所
計

建築工事(市) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 身障者手摺

建築工事(市) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 身障者手摺
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

4Fｺﾐｭﾆﾃｨｰ W2100水栓 ｼﾝｸ
ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ 3口IHﾋｰﾀｰ            1   

ｼﾛｯｺﾌｧﾝBLⅢ型･ﾌｰﾄﾞ･棚付 か所
<ｻﾝｳｪｰﾌﾞ:Tio+W435同等品>

4F給湯室他 W1200 ｼﾝｸﾕﾆｯﾄのみ 水栓 ｼﾝｸ 棚付
ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ <ｻﾝｳｪｰﾌﾞ:Tio+W435同等品>            2   

か所

6F給湯室 W1200
ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ ｼﾝｸのみ･水栓･棚付            1   

<ｻﾝｳｪｰﾌﾞ:Tio+W435同等品> か所

6F接歯科 検診指 延L7000×D600×H800(一部H450)
導室 流し台(水) 天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ製            1   

側面･扉:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t20 か所
棚板:ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20
大人用流し台
子供用流し台
<伊藤忠:TOTOL830+CRU同等品>
<伊藤忠:TOTOL831+CRU同等品>

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

4FWC:女 W750×L2900  (鼻)H170
洗面ｶｳﾝﾀｰ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ30  洗面穴:3箇所            1   

耐水合板t12下地 か所
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-3加工共

4FWC:男 W750×L1780  (鼻)H170
洗面ｶｳﾝﾀｰ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ30  洗面穴:2箇所            1   

耐水合板t12下地 か所
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-3加工共

WC W150 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt15  ﾁﾘなし
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板           20.4 

ｍ
計

建築工事(市) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 流し台

建築工事(市) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 洗面ｶｳﾝﾀｰ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

4FWC:女 t5  W2900×H1300
化粧鏡 合板t12下地            1   

か所
4FWC:男 t5  W1780×H1300
化粧鏡 合板t12下地            1   

か所
6FWC-1:女 t5  W2028×H1100
化粧鏡 合板t12下地            1   

か所
6FWC-1:男 t5  W1676×H1100
化粧鏡 合板t12下地            1   

か所
6FWC-2:女 t5  W2109×H1100
化粧鏡 合板t12下地            1   

か所
6FWC-2:男 t5  W2842×H1100
化粧鏡 合板t12下地            1   

か所
栄養指導室 2400×900
天井吊鏡 下地共            1   

か所
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

洗面ｶｳﾝﾀｰ部 乳白ｱｸﾘﾙ板t5  W=350
照明ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30×30×2.0           13.3 

(ﾎﾞｯｸｽ合板 別計上) ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 床-床 ｽﾃﾝﾚｽ製 t5.0
塩ﾋﾞｼｰﾄ張            3.6 
受下地:St □-25×25×2.3 @500 ｍ
固定ｱﾝｸﾞﾙ:St L-90×90×6
Exp.J下地:□-100×100ﾀﾌﾞｼｰﾄt1.0
ｾﾗﾐｯｸﾌｧｲﾊﾞｰt12.5共

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 天井-天井 ｱﾙﾐ製 t2.0
Exp.J下地:C-60×30×10×2.3            3.6 
ｾﾗﾐｯｸﾌｧｲﾊﾞｰt12.5共 ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 壁-壁 ｱﾙﾐ製 t2.0
Exp.J下地:□-100×100･200×100           16.8 
ｾﾗﾐｯｸﾌｧｲﾊﾞｰt12.5共 ｍ

4F市民交流ﾐｰﾃｨﾝｸ L1400×W200×H140
ﾞｽﾍﾟｰｽ ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 曲げ加工 t3.0            8   
ﾗｼﾞｴｰﾀｰ用ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ St L-30×30×2.3通し か所

取付:SUS FB-50×50×3.0
<ﾋﾟｰｴｽ工業同等品>

4F市民交流ﾐｰﾃｨﾝｸ L2800×W200×H140
ﾞｽﾍﾟｰｽ ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 曲げ加工 t3.0            8   
ﾗｼﾞｴｰﾀｰ用ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ St L-30×30×2.3通し か所

取付:SUS FB-50×50×3.0
<ﾋﾟｰｴｽ工業同等品>

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ1 H1200
軟質樹脂製            3   
<ﾅｶ工業:SFﾀｲﾌﾟ SFT-55V同等品> か所

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ﾎﾜｲﾄ ﾌｯｸ2個/m,ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共
(中重級30kg/ﾌｯｸ)           29   
<ﾀｷﾔ:ｺﾚﾀﾞｰﾗｲﾝM4･C1同等品> ｍ

建築工事(市) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 化粧鏡

建築工事(市) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

4F会議室4～6 ｱﾙﾐ製 天付(ﾎﾞｯｸｽ)
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ           40.3 

ｍ
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ <ｺﾝﾋﾞｳｲｽﾞ:ﾍﾞﾋﾞｰｷｰﾌﾟｽﾘﾑ同等品>

           5   
か所

ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄ <ｺﾝﾋﾞｳｨｽﾞ:ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄMP-FL同等品>
           2   

か所

かぎ箱 30本用
           1   

か所

6F成人指導室 W4000×H900
読影室 枠:ﾀﾓ集成材 30×100            1   
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ (塗装別計上) か所

<東京黒板:ﾏｰｶｰﾎﾞｰﾄﾞ同等品>

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)

6F WC-1 男･女便所
ｼｽﾃﾑﾄｲﾚ ﾌﾚｰﾑ･ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板･            1   

前板･巾木･ｿﾌﾄｼｰﾙ 式
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ･
衛生器具ﾕﾆｯﾄ
配管ﾕﾆｯﾄ･配線ﾕﾆｯﾄ
(ﾍﾞﾋﾞｰ備品･鏡･棚･
手摺 ｼｽﾃﾑ対象外)

6F WC-2 男･女便所
ｼｽﾃﾑﾄｲﾚ ﾌﾚｰﾑ･ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板･            1   

前板･巾木･ｿﾌﾄｼｰﾙ 式
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ･
衛生器具ﾕﾆｯﾄ
配管ﾕﾆｯﾄ･配線ﾕﾆｯﾄ
(ﾍﾞﾋﾞｰ備品･鏡･棚･
手摺 ｼｽﾃﾑ対象外)

計

建築工事(市) ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他

建築工事(市) ｼｽﾃﾑﾄｲﾚ工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

A3 透明ｱｸﾘﾙ
各ﾌﾛｱ案内 t8 W400×H1200            4   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合版 か所
表示:ｼｰﾄ切文字

A6 透明ｱｸﾘﾙ
誘導表示 t8 W550×H1200            1   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼

B2a 透明ｱｸﾘﾙ
室名表示1a t8 W220×H220           25   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼

B2b 透明ｱｸﾘﾙ
室名表示1a t8 W220×H220            6   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼
担当医師名表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ差込式

B3 透明ｱｸﾘﾙ
室名表示2 在空･ t8 W220×H240            8   
紙差付 ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所

表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼
在空表示 ｼｰﾄ貼
紙差 透明ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ

B4 透明ｱｸﾘﾙ
室名表示3 在空付 t9 W220×H220            3   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼
在空表示　ｼｰﾄ貼

B5 透明ｱｸﾘﾙ
室名表示4 紙差付 t8 W220×H240            5   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼
紙差 透明ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

B9 ｼｰﾄ切文字 25×25
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ室名表示 「倉庫」･「DS」            8   

か所
B10 透明ｱｸﾘﾙ
ﾌﾞｰｽ番号表示 t8 W120×H120           16   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼

C1 透明ｱｸﾘﾙ
ﾋﾟｸﾄ表示1 t8 W220×H220           10   

ｽﾃ板:ｱﾙﾐ複合板 か所
表示:ｼｰﾄ切文字 表貼
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼

C2 透明ｱｸﾘﾙ
ﾋﾟｸﾄ表示2 t12 W235×H220           10   

表示:ｼｰﾄ切文字 表貼 か所
ｼｰﾄﾍﾞﾀ 裏貼
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS加工 焼付塗装

C3 ｼｰﾄ貼
ﾋﾟｸﾄ表示3 150×150            3   

か所
D3 SUS t5.0 切文字 焼付塗装
階数表示3 EV前 180×180            3   

か所
E3 st R加工 焼付塗装
掲示板 t40 W1800×H1600            2   

枠:SUS-FB か所
表示:ｼｰﾄ切文字
表示板:耐水+ｺﾙｸ2.0t+掲示ｼｰﾄ
+ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ6φ @12
st R加工 焼付塗装

E5 SUS加工 焼付塗装
ｽﾀﾝﾄﾞｻｲﾝ･小 t60 W300×H1300            2   

表示面:強化ｶﾞﾗｽ か所
210×297(A4ｻｲｽﾞ)
表示:ｼｰﾄ切文字
ｷｬｽﾀｰ

E6 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ加工 2.0t
避難経路表示 t2 W450×H450            3   

表示:ｼﾙｸ印刷2色 か所

建築工事(市) ｻｲﾝ工事

建築工事(市) ｻｲﾝ工事

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  133

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(その他建具)

衝突防止用 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL仕上 35φ
ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 両面数量          228   

か所
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

囲障ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1500
ﾒｯｼｭ:亜鉛ﾒｯｷ鉄線 SWM           61.9 
GH-3(ﾊｲﾃﾝｼｮﾝ線) ｍ
ﾀﾃ:3φ･ﾖｺ:3.6φ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ流動浸漬塗装
支柱:溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼管
STKM-11A相当品
t2.3 30×50 @2000
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂静電粉体塗装
基礎ﾌﾞﾛｯｸ･砕石共

目隠し壁-1 W(14810+2828+1250)×H1500 t200
           1   

か所
目隠し壁-2 W3600×H1500 t200

           1   
か所

(土工)

根切り 小規模土工
－           10   

ｍ3
埋戻し(B種) 小規模土工

発生土            9.1 
ｍ3

土工機械運搬
           1   

式
計

建築工事(市) ｻｲﾝ工事

外構工事(共用) 囲障
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 表層:密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物t50
ﾀｯｸｺｰﾄ          159   
基層:粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物t50 ㎡
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
上層路盤:M-40 t150
下層路盤:RC-40 t150

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ舗装 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ t60 300×300
研磨仕上 砂目地          251   
ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ t30 ㎡
路盤:RC-40 t100

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ舗装 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ t60 300×300
(側溝上) 研磨仕上 砂目地            1.8 

敷ﾓﾙﾀﾙ共 ㎡
自然石舗装-1 花崗岩 中国産 G360 白系 JB

t45 495×495          332   
目地ﾓﾙﾀﾙ･敷ﾓﾙﾀﾙ共 ㎡

自然石舗装-1 花崗岩 中国産 G360 白系
(側溝上) t45 495×495            7.4 

敷ﾓﾙﾀﾙ共 ㎡
自然石舗装-2 花崗岩 中国産 G360 白系 JB

t45 162×745          116   
目地ﾓﾙﾀﾙ･敷ﾓﾙﾀﾙ共 ㎡

自然石舗装-2 花崗岩 中国産 G360 白系
(側溝上) t45 162×745            2.8 

敷ﾓﾙﾀﾙ共 ㎡
芝目地舗装 ｺｳﾗｲｼﾊﾞ ｸﾞﾗｽｽﾍﾟｰｻｰ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ t80 148×148           54.4 
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ仕上 ㎡
ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ t20 透水ｼｰﾄ
路盤:M-30 t100
路盤:RC-40 t100

縁石 9-11-7,9 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ   県南
          68.7 

ｍ
見切金物 ｽﾁｰﾙ製 t3 H100 樹脂系塗料塗装
(ｽﾁｰﾙｴｯｼﾞ) ｱﾝｶｰ:St 13φ L400 7個/2.725m           49.4 

固定金具:AK-21 2個/2.725m ｍ
電気亜鉛ﾒｯｷ

(土工)

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

すきとり 積み込み共 H300程度
          27.5 

ｍ3
すきとり 積み込み共 H300程度

         416   
ｍ3

土工機械運搬
           1   

式
計

外構工事(共用) 構内舗装

外構工事(共用) 構内舗装

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  135

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(新設)

ﾋﾞﾆｰﾙ管(E-100) VU-100
           8   

ｍ
ﾋﾞﾆｰﾙ管(E-200) VU-200

           0.8 
ｍ

ﾋﾞﾆｰﾙ管(E-250) VU-250
           5.8 

ｍ
ﾋﾞﾆｰﾙ管保護(E-10 VU-100
0C) 地業共           20.4 

ｍ
ﾋﾞﾆｰﾙ管保護(E-20 VU-200
0C) 地業共           40.3 

ｍ
ﾋﾞﾆｰﾙ管保護(E-30 VU-300
0C) 地業共           47.9 

ｍ
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H750
(10) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H740
(16) 蓋:GS-1M            1   

地業共 か所
化粧蓋桝(17) 600×600×H760

蓋:KS-M            1   
地業共 か所

浸透桝 (19) 600×600×H1300
蓋:GS-3M            1   
地業共 か所

浸透桝 (20) 600×600×H1300
蓋:GS-3M            1   
地業共 か所

浸透桝 (21) 600×600×H1300
蓋:GS-3M            1   
地業共 か所

浸透桝 (22) 600×600×H1300
蓋:GS-3M            1   
地業共 か所

浸透桝 (23) 600×600×H1300
蓋:GS-3M            1   
地業共 か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H1300
(24) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H1300
(25) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H1300
(26) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H670
(27) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H1080
(28) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H720
(29) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝桝 600×600×H670
(32) 蓋:SLS-M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H700
(33) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H600
(34) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 150×400×H650
(36-2) 蓋:GS-2M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 150×400×H650
(36-3) 蓋:GS-2M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 150×400×H650
(36-4) 蓋:GS-2M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝-1 W200×H325

蓋:GS-1           29.8 
地業共 ｍ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝-2 W150×H270
蓋:GS-2            5.1 
地業共 ｍ

ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝(SLS) W220×H220
蓋:SLS           42.8 
地業共 ｍ

外構工事(共用) 屋外排水

外構工事(共用) 屋外排水

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  136

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(改修)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝蓋 ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ
(GS-3) t32 W=300 T14 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ細目          120   

※蓋のみやり替 ｍ
(土工)

根切り つぼ,布掘り
深さ2.5m程度          162   

ｍ3
床付け つぼ,布掘り

         113   
㎡

埋戻し(B種) －
発生土          110   

ｍ3
土工機械運搬

           1   
式

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外構植栽】

消火水槽上部 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙt1.0
耐根ｼｰﾄ           19.6 

㎡
計

外構工事(共用) 屋外排水

外構工事(共用) 植栽

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  137

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ H=12000
地業共            3   

か所
位置警告用点字ﾌﾞ 花崗岩 中国産 G360 黒系 JB
ﾛｯｸ t60 298×298            6   
自然石 ﾓﾙﾀﾙt30 か所

路盤:RC-40 t100

注意警告用点字ﾌﾞ 花崗岩 中国産 G360 黒系 JB
ﾛｯｸ t60 298×298           23   
自然石 ﾓﾙﾀﾙt30 か所

路盤:RC-40 t100

ｻｲｸﾙﾗｯｸ ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ
W5950×D1498 16台用            1   

か所
ｻｲｸﾙﾗｯｸ ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ

W8750×D1498 24台用            1   
か所

ｻｲｸﾙﾗｯｸ ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ
W16800×D1498 47台用            2   

か所
消火水槽 PC製 4900φ×H6890

水槽容量:60t            1   
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾗｲﾆﾝｸﾞ共 か所
日本消防設備安全ｾﾝﾀｰ認定製品
(ﾏﾝﾎｰﾙ別計上)

ﾏﾝﾎｰﾙふた 密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式)
 5KN(T-2)  内径600            1   

か所
(土工)

根切り つぼ,布掘り
深さ2.5m程度          491   

ｍ3
床付け つぼ,布掘り

          20.8 
㎡

埋戻し(B種) －
発生土          383   

ｍ3

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土工機械運搬
           1   

式
計

外構工事(共用) 工作物

外構工事(共用) 工作物

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  138

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝蓋撤 W=300
去          120   

ｍ
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材 運搬
           1   

式
発生材 処分

           1   
式

計

外構工事(共用) 撤去

外構工事(共用) 発生材処理

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  139

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【東側駐車場】

ﾀｲﾔ止め ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 120×200×600
2個/か所 28    
ｱﾝｶｰ:φ11 L=180 か所
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾎﾞﾝﾄﾞ 2本/個

計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 表層:密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物t50
ﾀｯｸｺｰﾄ          211   
基層:粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物t50 ㎡
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
上層路盤:M-40 t150
下層路盤:RC-40 t150

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 表層:密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物t50
(躯体上) ﾀｯｸｺｰﾄ           32.1 

基層:粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物t50 ㎡
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｺﾞﾛﾀ敷 川石ｺﾞﾛﾀ t200 φ60～150程度
透水ｼｰﾄ共            5.3 

㎡
縁石 9-11-7,9 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ   県南

          76.7 
ｍ

(土工)

すきとり 積み込み共 H300程度
          14.6 

ｍ3
すきとり 積み込み共 H300程度

         123   
ｍ3

土工機械運搬
           1   

式
【東側駐車場】

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 表層:密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物t50
ﾀｯｸｺｰﾄ           55.7 
基層:粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物t50 ㎡
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
上層路盤:M-40 t150
下層路盤:RC-40 t150

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 表層:透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物t50
路盤:RC-40 t150          782   
ﾌｨﾙﾀｰ層 t150 ㎡

芝目地舗装 ｺｳﾗｲｼﾊﾞ ｸﾞﾗｽｽﾍﾟｰｻｰ
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ t80 148×148           20.1 
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ仕上 ㎡

外構工事(県) 囲障

外構工事(県) 構内舗装

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  140

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ t20 透水ｼｰﾄ
路盤:M-30 t100
路盤:RC-40 t100

白線引き 溶融塗布t1.5 W=100
(直線)          135   

ｍ
白線引き 溶融塗布t1.5 W=100
(ｾﾞﾌﾞﾗﾏｰｸ)           34   

ｍ
白線引き 溶融塗布t1.5 W=100
(身障者ﾏｰｸ) 1500×2000 (3.90m/か所)            2   

か所
縁石 9-11-7,9 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ   県南

          14.6 
ｍ

(土工)

すきとり 積み込み共 H300程度
          11.2 

ｍ3
すきとり 積み込み共 H300程度

         430   
ｍ3

土工機械運搬
           1   

式
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(新設)

ﾋﾞﾆｰﾙ管保護(E-10 VU-100
0C) 地業共            3   

ｍ
ﾋﾞﾆｰﾙ管保護(E-20 VU-200
0C) 地業共            1.6 

ｍ
ﾋﾞﾆｰﾙ管保護(E-25 VU-250
0C) 地業共           15.7 

ｍ
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H1300
(9) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H710
(18) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H760
(30) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H700
(31) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 150×400×H650
(36-1) 蓋:GS-2M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝-2 W150×H270

蓋:GS-2            1.4 
地業共 ｍ

横断溝(OD) W200×H325
蓋:DO           11.5 
地業共 ｍ

(改修)

横断溝(OD) W200×H325
蓋:DO            6.8 
地業共 ｍ

(土工)

根切り つぼ,布掘り
深さ2.5m程度           57.1 

ｍ3

外構工事(県) 構内舗装

外構工事(県) 屋外排水

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  141

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床付け つぼ,布掘り
          42.7 

㎡
埋戻し(B種) －

発生土           38.6 
ｍ3

土工機械運搬
           1   

式
【東側駐車場】

(新設)

ﾋﾞﾆｰﾙ管保護(E-20 VU-200
0C) 地業共           73.3 

ｍ
ﾋﾞﾆｰﾙ管保護(E-30 VU-300
0C) 地業共           61.6 

ｍ
浸透桝 (1) 600×600×H1300

蓋:GS-3M            1   
地業共 か所

浸透桝 (2) 600×600×H1300
蓋:GS-3M            1   
地業共 か所

浸透桝 (3) 600×600×H1300
蓋:GS-3M            1   
地業共 か所

浸透桝 (4) 600×600×H1300
蓋:GS-3M            1   
地業共 か所

浸透桝 (5) 600×600×H1300
蓋:GS-3M            1   
地業共 か所

浸透桝 (6) 600×600×H1300
蓋:GS-3M            1   
地業共 か所

浸透桝 (7) 600×600×H1300
蓋:GS-3M            1   
地業共 か所

浸透桝 (8) 600×600×H1300
蓋:GS-3M            1   
地業共 か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H820
(11) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H770
(12) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H830
(13) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H970
(14) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝桝 600×600×H730
(15) 蓋:GS-3M            1   

地業共 か所
L型側溝 9-11-2 250B 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

県南           77.2 
ｍ

横断溝(OD) W200×H325
蓋:DO            5.1 
地業共 ｍ

(改修)

横断溝(OD) W200×H325
蓋:DO            4.8 
地業共 ｍ

(土工)

根切り つぼ,布掘り
深さ2.5m程度          209   

ｍ3
床付け つぼ,布掘り

         111   
㎡

埋戻し(B種) －
発生土          147   

ｍ3
土工機械運搬

           1   
式

計

外構工事(県) 屋外排水

外構工事(県) 屋外排水

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  142

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【4F中庭植栽】

[高木] ※特記無き限り、
　樹木は材料費のみとする

ｶﾗﾀﾈｵｶﾞﾀﾏ H 3.0 C 0.40 5本立内外
株立            1   

本
ｻｻﾞﾝｶ H 3.0 C 0.40 5本立内外

株立            1   
本

ｿﾖｺﾞ H 3.0 C 0.40 5本立内外
株立            1   

本
ﾕｽﾞﾘﾊ H 3.0 C 0.40 5本立内外

株立            1   
本

ｱｽﾞｷﾅｼ H 3.0 C 0.40 5本立内外
株立            1   

本
ｴｺﾞﾉｷ H 3.0 C 0.40 5本立内外

株立            1   
本

ｺﾅﾗ H 3.0 C 0.40 5本立内外
株立            1   

本
ｺﾌﾞｼ H 3.0 C 0.40 5本立内外

株立            1   
本

ｼｬﾗﾉｷ H 3.0 C 0.40 5本立内外
株立            1   

本
ﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ H 3.0 C 0.40 5本立内外

株立            1   
本

ﾋﾒｼｬﾗ H 3.0 C 0.40 5本立内外
株立            1   

本
ﾌｼﾞｻﾞｸﾗ H 3.0 C 0.40 5本立内外

株立            1   
本

ﾏﾝｻｸ H 3.0 C 0.40 5本立内外
株立            1   

本

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾔﾏﾎﾞｳｼ H 3.0 C 0.40 5本立内外
株立            1   

本
ﾔﾏﾓﾐｼﾞ H 3.0 C 0.40 5本立内外

株立            1   
本

ｱｵｷ H 1.5 W 1.0
           1   

本
ｱｾﾋﾞ H 0.8 W 0.5

           1   
本

ｶﾝﾂﾊﾞｷ H 0.5 W 0.6
           1   

本
ｸﾁﾅｼ H 0.6 W 0.4

           1   
本

ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ H 0.6 W 0.5
           1   

本
ﾊｲﾉｷ H 1.5 3本立以上

株立            1   
本

ﾔﾏﾂﾂｼﾞ H 1.0 W 0.5
           1   

本
ｴﾆｼﾀﾞ H 0.8 W 0.5

           1   
本

ｶｼﾜﾊﾞﾊﾞｱｼﾞｻｲ H 0.8 3本立
           1   

本
ｷﾚﾝｹﾞﾂﾂｼﾞ H 0.8 W0.5

           1   
本

ｸﾛﾓｼﾞ H 1.5 3本立以上
株立            1   

本
ｼﾛﾔﾏﾌﾞｷ H 1.0 3本立

           1   
本

ﾋｮｳｶﾞﾐｽﾞｷ H 1.0 W 0.5
           1   

本

外構工事(県) 植栽

外構工事(県) 植栽

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  143

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ H 1.0 W 0.35
           1   

本
ﾐﾔｷﾞﾉﾊｷﾞ H 0.8 5芽立

           1   
本

ﾔﾏﾌﾞｷ H 1.0 3本立
           1   

本
ﾕｷﾔﾅｷﾞ H 1.0 3本立

           1   
本

ﾚﾝｷﾞｮｳ H 1.0 3本立
           1   

本
ﾛｳﾊﾞｲ H 1.5 W 1.0

           1   
本

[地被植物]

ｱｼﾞｭｶ 9.0VP
         175   

株
ｷﾁｼﾞｮｳｿｳ 3芽立 10.5VP

         366   
株

ｼﾏｶﾝｽｹﾞ 9.0VP
         493   

株
ﾋﾒｼｬｶﾞ 3芽立 10.5VP

         159   
株

ﾌｨﾘﾔﾌﾞﾗﾝ 3芽立 10.5VP
         253   

株
ﾌｯｷｿｳ 3芽立 9.0VP

         565   
株

ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ 3芽立 9.0VP
         217   

株
ﾔﾌﾞﾗﾝ 3芽立 10.5VP

          83   
株

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾕｷﾉｼﾀ 9.0VP
         112   

株
[地被補植植物]

ｴﾋﾞﾈ 9VP
           5   

株
ｷﾞﾎﾞｳｼ 10.5VP

           5   
株

ｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞ 9.0VP
           5   

株
ｻｸﾗｿｳ 10.5VP

           5   
株

ｼｮｳｶｲﾄﾞｳ 10.5VP
           3   

株
ｼｭﾝﾗﾝ 10.5VP

           5   
株

ｽｲｾﾝ 球 10.5VP
          10   

株
ﾂﾜﾌﾞｷ 3枚葉 10.5VP

           5   
株

ﾄｸｻ 5本立 10.5VP
          11   

株
ﾍﾞﾆｼﾀﾞ 1本立 12.0VP

          22   
株

ﾎﾄﾄｷﾞｽ 10.5VP
          10   

株
(植栽基盤等)

植栽基盤整備 無機質軽量土壌t500
ﾏﾙﾁﾝｸﾞt40 天然樹木皮(糊入)t40           59.7 
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ･ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ混合不織布t10 ㎡

外構工事(県) 植栽

外構工事(県) 植栽

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  144

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

立上り ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ･ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ混合不織布t10
植栽基盤流止          112   

㎡
植栽基盤下 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙt1.0
耐根ｼｰﾄ           59.7 

㎡
ﾌﾄﾝｶｺﾞﾍﾞﾝﾁ下 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙt1.0
耐根ｼｰﾄ           23.6 

㎡
植栽基盤下 t30
耐圧透水通気板            7.2 

㎡
ﾌﾄﾝｶｺﾞ下 t30
耐圧透水通気板           23.6 

㎡
(植付け)

植付け(中低木) 樹高 50㎝未満
           1   

本
植付け(中低木) 樹高 50～100㎝未満

           7   
本

植付け(中低木) 樹高 100～200㎝未満
          11   

本
植付け(高木) 幹周 40～60㎝未満

          15   
本

植付け(地被類) りゅうのひげ類
          59.4 

㎡
(植栽支柱)

支柱 八つ掛け 竹三本
          15   

本
【外構･植栽】

[高木]

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾗｶｼ H 5.0 C 0.40 W 2.0
株立            4   

本
ｼﾗｶｼ(大) H 7.0 C 0.40 W 2.5

           1   
本

ｼﾗｶｼ H 4.0 C 0.30 W 1.5
           6   

本
ｴｺﾞﾉｷ H 5.0 C 0.30 W 2.0

株立            1   
本

ｶﾂﾗ H 8.0 C 0.70 W 5.0
株立            1   

本
ｹﾔｷ H10.0 C 0.80 W 5.0

           1   
本

ｹﾔｷ H 8.0 C 0.60 W 4.0
株立            1   

本
ﾔﾏｻﾞｸﾗ(大) H10.0 C 0.60 W 4.0

株立            1   
本

ﾔﾏｻﾞｸﾗ H 7.0 C 0.40 W 2.5
株立            1   

本
ﾔﾏﾓﾐｼﾞ H 8.0 C 0.60 W 3.0

           1   
本

ﾎｳｷｹﾔｷ H 7.0 C 0.40 W 2.0
           1   

本
ﾌｼﾞ C 0.15 W2.0

           4   
本

[地被植物]

ﾌｨﾘﾔﾌﾞﾗﾝ 3芽立 10.5VP
         666   

株
ﾔﾌﾞﾗﾝ 3芽立 10.5VP

          56   
株

外構工事(県) 植栽

外構工事(県) 植栽

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  145

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ 10.5VP
         418   

株
ｾｷｼｮｳ 3芽立 10.5VP

         208   
株

芝張り 野芝 目地張り
材工共            1.4 

㎡
芝張り こうらい芝 目地張り －

         200   
㎡

(植付け)

植付け(高木) 幹周 15㎝未満
           4   

本
植付け(高木) 幹周 25～40㎝未満

           7   
本

植付け(高木) 幹周 40～60㎝未満
           7   

本
植付け(高木) 幹周 60～90㎝未満

           5   
本

植付け(地被類) りゅうのひげ類
          37.5 

㎡
(植栽基盤等)

植穴客土 畑土(80%)+土壌改良材(20%)
比率は体積比           28.3 

ｍ3
植栽客土-A 畑土(80%)+土壌改良材(20%) t200

比率は体積比          300   
㎡

植栽客土-B 荒木田土 t250
          13.3 

㎡
植栽客土-C 畑土(80%)+土壌改良材(20%) t600

比率は体積比            4.6 
㎡

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(植栽支柱)

丸太支柱-1 400×1400
ｽﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ ﾋﾞﾆﾙ被覆ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ           15   
直交ﾘﾝｸﾞ 杭丸太 根鉢 本

丸太支柱-2 400×1700
ｽﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ ﾋﾞﾆﾙ被覆ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ            4   
直交ﾘﾝｸﾞ 杭丸太 根鉢 本

(土工)

すきとり 積み込み共 H300程度
          14.1 

ｍ3
すきとり 積み込み共 H300程度

         143   
ｍ3

土工機械運搬
           1   

式
計

外構工事(県) 植栽

外構工事(県) 植栽

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  146

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

水路 W39600×D2760
地業共            1   

か所
【4F中庭】

ﾌﾄﾝｶｺﾞ W1350×D150×H500
ﾒｯｼｭｶｺﾞ:亜鉛 ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ鉄線            8   
6φ-50×50 か所
表面処理:粉体焼付塗装
補強鉄線6φ
中間ﾊﾟﾈﾙ:溶接金網 6φ-100×100
(切込砕石別計上)

ﾌﾄﾝｶｺﾞ W1400×D150×H500
ﾒｯｼｭｶｺﾞ:亜鉛 ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ鉄線            9   
6φ-50×50 か所
表面処理:粉体焼付塗装
補強鉄線6φ
中間ﾊﾟﾈﾙ:溶接金網 6φ-100×100
(切込砕石別計上)

ﾌﾄﾝｶｺﾞ W1400×D350×H500
ﾒｯｼｭｶｺﾞ:亜鉛 ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ鉄線            3   
6φ-50×50 か所
表面処理:粉体焼付塗装
補強鉄線6φ
中間ﾊﾟﾈﾙ:溶接金網 6φ-100×100
(切込砕石別計上)

ﾌﾄﾝｶｺﾞ W1500×D150×H500
ﾒｯｼｭｶｺﾞ:亜鉛 ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ鉄線           36   
6φ-50×50 か所
表面処理:粉体焼付塗装
補強鉄線6φ
中間ﾊﾟﾈﾙ:溶接金網 6φ-100×100
(切込砕石別計上)

ﾌﾄﾝｶｺﾞ W1500×D350×H500
ﾒｯｼｭｶｺﾞ:亜鉛 ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ鉄線            8   
6φ-50×50 か所

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

表面処理:粉体焼付塗装
補強鉄線6φ
中間ﾊﾟﾈﾙ:溶接金網 6φ-100×100
(切込砕石別計上)

ﾌﾄﾝｶｺﾞﾍﾞﾝﾁ W1500×D350×H500
ﾒｯｼｭｶｺﾞ:亜鉛 ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ鉄線           12   
6φ-50×50 か所
表面処理:粉体焼付塗装
補強鉄線6φ
中間ﾊﾟﾈﾙ:溶接金網 6φ-100×100
(座板･切込砕石別計上)

ﾌﾄﾝｶｺﾞ φ90～150
切込砕石詰込           11.8 

ｍ3
ﾌﾄﾝｶｺﾞﾍﾞﾝﾁ W1400×D350
座板 ｲﾍﾟ材 t30 W350×D98            3   

取付金物:SUS PL-4 40×40 ﾋﾞｽ止 か所
取付金物:SUS FB-3×50

ﾌﾄﾝｶｺﾞﾍﾞﾝﾁ W1500×D350
座板 ｲﾍﾟ材 t30 W350×D98           12   

取付金物:SUS PL-4 40×40 ﾋﾞｽ止 か所
取付金物:SUS FB-3×50

(土工)

根切り つぼ,布掘り
深さ2.5m程度          135   

ｍ3
床付け つぼ,布掘り

         111   
㎡

埋戻し(B種) －
発生土           27.9 

ｍ3
土工機械運搬

           1   
式

外構工事(県) 工作物

外構工事(県) 工作物

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  147

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【劇場広場ｽﾛｰﾌﾟ
】

劇場広場ｽﾛｰﾌﾟ W22500×D8000
ｽﾛｰﾌﾟ 地業共            1   

か所
劇場広場ｽﾛｰﾌﾟ W12500×H150～944
擁壁-1 地業共            1   

か所
劇場広場ｽﾛｰﾌﾟ W9500×H150～944
擁壁-2 地業共            1   

か所
(土工)

根切り つぼ,布掘り
深さ2.5m程度           58.8 

ｍ3
床付け つぼ,布掘り

         103   
㎡

埋戻し(B種) －
発生土            6   

ｍ3
埋戻し(A種) －         山砂の類

          34   
ｍ3

土工機械運搬
           1   

式
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

横断側溝撤去 W400×H425
           6.8 

ｍ
横断側溝蓋撤去 W=300

           6.8 
ｍ

【東側駐車場】

横断側溝撤去 W400×H425
           4.8 

ｍ
横断側溝蓋撤去 W=300

           4.8 
ｍ

計

外構工事(県) 工作物

外構工事(県) 撤去

                                        



直　接　工　事　費　細目別内訳  148

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材 積込
           1   

式
発生材 運搬

           1   
式

発生材 処分
           1   

式
【東側駐車場】

発生材 積込
           1   

式
発生材 運搬

           1   
式

発生材 処分
           1   

式
計

直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

No.1 用途:常用兼車いす用
昇降機設備 積載量:1000kg(15人)            1   

速度:60m/min 台
制御方式:交流ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御方式
操作方式:2台郡乗合全自動方式
停止箇所:1-6F 6か所
出入口:1方向
かご内法:1.60×1.50×2.25
出入口:0.90×2.10

No.2 用途:常用兼車いす用
昇降機設備 積載量:1000kg(15人)            1   

速度:60m/min 台
制御方式:交流ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御方式
操作方式:2台郡乗合全自動方式
停止箇所:1-6F 6か所
出入口:1方向
かご内法:1.60×1.50×2.25
出入口:0.90×2.10

No.3 用途:常用兼車いす用
昇降機設備 積載量:750kg(11人)            1   

速度:60m/min 台
制御方式:交流ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御方式
操作方式:2台群乗合全自動方式
停止箇所:1-6Ｆ6か所
出入口:1方向
かご内法:1.40×1.35×2.30
出入口:0.80×2.10

No.4 用途:常用兼車いす用
昇降機設備 積載量:750kg(11人)            1   

速度:60m/min 台
制御方式:交流ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御方式
操作方式:2台群乗合全自動方式
停止箇所:1-6Ｆ6か所
出入口:1方向
かご内法:1.40×1.35×2.30
出入口:0.80×2.10

計

外構工事(県) 発生材処理

昇降設備工事(共用) 昇降機設備工事 昇降機設備

                                        



共通仮設費（積上分）　細目別内訳 149

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い
           1   

式
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ
(第1ｹﾞｰﾄ)            1   

式
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ
(第2ｹﾞｰﾄ)            1   

式
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ
(第3ｹﾞｰﾄ)            1   

式
交通誘導員

           1   
式

化学物質の濃度測 30カ所
定            1   

式
電波障害影響調査

           1   
式

環境調査 工事前及び工事後
周辺建築物　14軒            1   
（近隣商業施設外壁面含む） 式

ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 回送費･運搬費･組立費･解体費
           1   

式
計

                                        


