
様式「2の2

① ���(り ��

資材名称 冩rﾈ��ｦ��単位 �>�o8���ｴﾈﾝｨｧ｢�紳親臨 們���ｧ｢�伊)xｹYX漁�hｧ｢��②/① �"���賠入先 �.�*(巍/h,X,ﾈ��ﾝ�+)$(*ｨ�)Eﾈ,謁ﾙu"�備　考 



様式-2の2

也) ���@) ��

資材名称 亢ｸ����ｦ��単位 �>�o8���%8ﾝｩ��見頼額・ ㈱軍勢綿密利) ����②/① �ｨt"�"�購入先 �*(廁ｦ�,X,ﾈ��ﾝ�+)$(*ｨ�)vﾈ,謁ﾒ����YOX��ﾖﾂ�

庁舎練 �5ｹ8ｨ�����9Hｫ)��� �� �� �� ����

分電盤 �(�X�bﾓ����面 �� �� �� �+yD�,ﾈ竧��1により資材の真髄開運可能 ��

分電盤 �(�X+X,C"�面 � �� ���+yD�,ﾈﾌHﾘb�Iこより賀材の安節婦遠胡き ��

分電盤 �$�+X�c2�音面 � �� ���+yh�,ﾉ:ｨ���により適材の安嘩閲渾可能 ��

分寧盤 �?ｨ,X�cB�雫 � �� ���+yD�,ﾈﾆ�*B�により適材の安田靭邁司郎“ ��

分電盤 ��bﾓ3"ﾓ������面 � �� ���+yD�,ﾈ�ｷﾂ�により適材の受閉演可能. ��

分電盤 ��h��3��面 � �� ��俑��,ﾈﾆ�.b�により習相の安価開運可賂 ��

分電盤 ��h��#b�面 � �� ���+yD�,ﾈ竧8��により資材の安価調達可鱒 ��

分電盤 �+Yt�){蔦��面・ � �� ���+yD�-�hｨH,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廁彊�h�)�����

分電盤　-. �+X��%C"�面¥ � �� ���+yD�,ﾈ竧ｿｨ+�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��lｩ+)$(ｪ�'����

分電盤 ��bﾒ��ﾃ2�面 � �� ���=�D�,ﾈ竧ﾅ�+�.h.�4ｸﾝ�,ﾈ��廂�施��)Eﾂ���

分電盤. 偖ﾈ�｣R�面ノ � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により資材の安価抽選可能 ��

分電盤 ��bﾓX�R�面. � �� ���+yD�,ﾈ竧*ｲ�こより資材の要価抽選可能 ��

分軍艦 �+X�ｸ�ｳ"�∴面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により遼相の安価調達可鱒 ��

分電盤 ��h�#�B�、面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�(こより賀相の軍師調達司鰹 ��

分電盤 ��h�8-�"�面 � �� ���+yD�,ﾉ4x*B�によ、り資材の貸晴間適可能 ��

分電盤 ��h�S3b�面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�こより資材の安価調法可能 ��

分電蟹 ��h�S#蔦"�面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により資材の安価掘達可能 ��

分電蟹 ��h�3R�.面 � �� ���+yD�,ﾉ:ｨ���により資材の安価間違可能 ��

分電盤 �+X,C#ふ"�面 � �� ���+yD�,ﾈ禛��により寅材の安田調選句能 ��

分電盤 ��c3B�面’ � �� ���+yD�,ﾈ竧甁�により寅櫨の安価調達国髄 ��

分屯盤∴　∴ ��X+Rﾓ��面 � �� ���+yD�,ﾄXｺ��Iこより適材の安田調適可随 ��

分電盤 ���c"�面 � �� ���+yD�,ﾈﾆ因B�により浅村の要衝調達可能 ��

題題漢書臆 俛��8��I���� �� �� �� ����
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音　　①　l　②　i　⑧　i 

資材名称　∴ 亢ｸ����ｦ��単位 �>�o8������ﾘｧ｢�見諒恕 硯聾対韓村蛤郭 ��|ﾉ�R��ﾈ����ｸ�-�r��②/① �"���購入先 �x��lｨｦ�,X,ﾈ��ﾝ�+)$(*ｨ�)Eﾈ,謁ﾒ�

庁舎椋 儷(ﾔI�ﾙOX尨���ﾉJ悪)�ﾂ� �� �� �� ��

分電盤・ ��X�h�S8���面 �� �� �� �+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により資材の安田調達可能 

分密饉 ��bﾓCb�面 � �� ���+yD�,ﾈ竧8��により資材の安田陶遠可能 

ギ電盤 ��cCB�面 � �� ��假iD�,ﾈﾆ井��により貧相の安価調達可能 

分電盤 �+Rﾘ�ｲ几��面 � �� ���+yD�,ﾈ竧8��により費階の安価調蓮軸 

分電盤 ��bﾘ�X�S��面 � �� ��假8�,ﾈﾆ因B�により資材の安価靭適す鎚 

分電盤 ��c�I{坪�ﾈ�2�〇　両 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により資材の安田調達可能 

分電盤 ��c�484�"��面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により資材の安田掲遥可能 

分電盤 ��c�Cx.(�����奇 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により質材の安田明達可能 

分電盤 ��c仍ﾂ�面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�iこより貧村の安郷関壁可能- 

分電璽 �6x4ﾃ���面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により貧相の軍師開演可能、 

分電盤 �(8ﾈ42�′面 � �� ��丶ﾉ<X,ﾈ竧ｷﾂ�により貧相の安田調達可能 

分電盤 �(�c"�甲 � �� ���+yD�,ﾈ竧8��により貧村ゐ真髄調達可能: 

分電盤 �(�c2�面 � �������� ���+yD�,ﾉ*��により資材の安価調達可能、 

分喧嘩 ��c�2�面 � �� ��儺ﾉD�,ﾈ竧ｷﾂ�により賀材の安価調浬可能二 

分電盤 �8ﾈ43��面 � �� ���+yD�,ﾈﾆ�*B�Iこより資材の安価鯖遠可能、 

分電盤 ��c��ﾘ�R�面’ � �� ���+yD�,ﾈ郢w�+�.h.�4ｸﾝ�,ﾈ��廁ｶH���)Eﾂ�

分電盤 ��cモﾓ��面 � �� ���+yD�,ﾉ4xﾅ�+�.h.�ｨﾝ�,ﾈ��69+)$(�)Eﾂ�

分電盤・ ��bﾓ�R�面 � �� ���+yD�,ﾈ竧､ﾘ+�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廂+)$(�)Eﾂ��

分窃盗 ��h�"�面 � �� ���+yD�,ﾈ竧8��により貧村の安脚選可能 

分電盤 ��bﾓ�B�・面 � �� ���+yD�,ﾉTﾂ�により資材の軸醐透す能 

分電盤 ��h�Sbﾂ�、面’ � �� ���+yD�,ﾉ7ｨ奉�lこより賓材の安田諏邁可能 

分翠銘 ��bﾓモﾓ"�.面 � �� ���+yD�,ﾈ神�により員材の安価嗣邁可能 



様式」2の乙　}へ

資　　　　　材_　　　　単　　　　　価　　　　　　　　　　　覧　　　　　表

し∴①　i　②　I　③ 

資材名称 亢ｸ����ｦ��単位 �>�o9Г��)鞏ｩ���《椅撥監 們���x｢�逸ｸ茯�8�-����②/① �r���時人先 �*(廁ｦ�,X,ﾈ��ﾝ�+)$(*ｨ�)Eﾈ,謁ﾒ�

庁舎椋 �;�9Igi����6I9Hｫ)�ﾂ� �� �� �� ��

分電盤 ��c宙6�"�面‾ �� �� �� �+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�こより資材の安聞達可能 

分雫盤 ��bﾓ�{��R�面 � �� ���+yD�,ﾈ竧��により適材の安田聞達可能 

分題鑑 ��h�c��面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�こより賀相の安田関連可能 

分電盤/. ��bﾓ�3��面¥ � �� ���+yD�,ﾉFｨ*ｲ�こより資材の安田陶蓮可蹄 

分電盤 ��c�32�面¥ � �� ���+yD�,ﾈ竧ﾅ�+�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廁ｩｾ{��)Eﾂ�

分電箪 �8�it���可 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により資材の安田脆遠可能 

分電盤 �8ｹ��S"�面 � �� ���+x荿,ﾈﾆ�.b�こより寅材の安価澱渥可能. 

分電盤/ �8�h,R�古 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により貧村の安田関連可能 

分電盤 ��h�S店��面 � �� ���+yD�,ﾈ竧.r�により資材の貴簡調達可能 

分電盤 ��bﾓ滴���琶 僮音_- �� ���+x�,ﾉ�ﾘｶr�こより資材の安輌掲選可強 

分牢盤 �+X+�滴�S"�面音 � �� ���+yD�,ﾈｬﾒ�により適材の安鶴泊遠可能 

分電盤 ��h�c津X�c"�前言 � �� ���+yD�,ﾉ4x*B�こより資材の要衝調達可能 

分離 ��bﾓ����面 � �?��h��將� ���+yD�,ﾈ竧��により資材の安腫靭蓮可能 

分電饉 ��bﾓ�"�面) � �� ���+yD�,ﾉ4x*B�により資材の安田漁連可能 

分電盤 ��bﾘｬc��面 � �� ���=�D�,ﾈ竧処,�.h.鰻��ｨ,ﾈ��69+)$(�)>B�

分電盤/ ��c����面 � �� ���+yD�,ﾈﾆ�*B�こより適材の質師調達可能 

分超盤 �+Rﾓ澱�面 � �� ���+x�,ﾉ����により適材の安田関連可能 

分電盤 ��bﾙ{釘�面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により寅材ゐ安田調達す能 

分電撃 ��bﾓ���面 � �� ���=�D�,ﾈ竧8��により適材の安価掘澄可能 

分電盤 �+X��s��S"�-・面 � �� ���+yD�,ﾈ靖���により適材の安田閑適可能 

分筆蟹 �+Rﾘ*ﾘ5h6s��面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により源櫓の買価痴選可能 

分垣鐙 ��i{��ﾓ��一面 � �� ���+yD�,ﾉFｨ*ｲ�により適材の真髄調達可能 
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① ���③. ��

資材名称 亢ｸ��ｦ��単位 ���>�o8ﾘx���ｴﾈﾝｨｧ｢�陥藷監, 們�Lﾙxｨ�b��IIXｵItﾉTｹ4"��②/① �"���購入先 �x��廁ｦ�,X,ﾈ��ﾝ�+)$(*ｨ�)Eﾈ,謁ﾒ�備　考 

庁舎珠’ �6I9Hﾋ�HX��6I9Hｫ(楪� �� �� �� �� 

分筆蟹 ��h48益Eb�面 �� �� �� �+yD�,ﾈ竧処,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��oﾉ+)$(�)Eﾂ� 

分電盤 ��bﾓs"�面 � �� ���+yD�,ﾉFｨｨH,�.h.��ﾉvx,ﾈ��廁ｭi��譏ﾄb� 

分電盤 ��cc��南 � �� ���+yD�,ﾈ竧処,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廂+)$(�)Eﾂ� 

分笛璧 ��h�csふ｣��面 � �� ���+yD�,ﾈ�鳧.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廁ⅸ�8�)Eﾂ� 

分蜜盤 ��c���・面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ﾅ�+�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廂(ｩ��)Eﾂ� 

分電盤 ��i{祷�S"�面 � �� ���+yD�,ﾈ竧処,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��68ﾄ�{��)Eﾂ� 

分電盤 ��bﾓcBﾓ"�面 � �� ���+yD�,ﾉ~ﾉ�苻,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��h鞁�戊�)Eﾂﾘ�R� 

牟亀鑑 ��cc)t���面 � �� ���+yD�,ﾈ竧巡�+�.h.磯�,ﾈ,ﾈ����4桀��)�｢� 

分電盤 ��ccRﾓ"�面 � �6ﾘ���B� ���+yD�,ﾉM�ｨH,�.h.��ﾈﾝ�,ﾈ��廁ｭi���)Eﾂ� 

分電盤 ��h�ssX將�面 � �� ���+yD�,ﾈ竧､ﾘ+�.h.烏ｨ,ﾈ��廂+)$(�)Eﾂ� 

分電盤 ��bﾓi{壷Eb�’面 � �� ���+yD�,ﾈ竧処+�.h.鰻��ｨ,ﾈ��廂4���)Eﾂ� 

分電熊 ��h.#��面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾉ�ｸ.h.磯�ﾝ�,ﾈ��:ﾘｨﾘ�)Eﾂ� 

分電盤 ��h.#b�面 � �� ���+yD�,ﾈ竧処,�.h.�=��ｨ,ﾉwh�YH���)Eﾂ� 

分瑳態 �+X�ｩ�x�ｩ{���������������%��面　音 � �� ���+yD�,ﾈ靖.H+�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廂+)$(ｯﾉe�� 

分亀鑑 ��c�,ﾒ�面 � �� ���+yD�,ﾉ*笘,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��69(H�)Eﾂ� 

分怒張. ��c閲��面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ﾅ�+�.h.�4ｸﾝ�,ﾉwh�X����)Eﾂ� 

分電盤 ��c�3B�:面 � �� ���+yY�,ﾈ竧処,�.h.�4ｸﾝ�,ﾈ����+)$(�)Eﾂ� 

分電盤 ��h耳�｣��面 � �� ���+yD�,ﾈ竧処,�.h.�=�ﾝ�,ﾈ��廁彊{��)Eﾈ�R� 

巨M-i巨電線 宕ﾙ+#"�m � �� ���� 

EM〇倍題掠 ��I-ﾆﾓ"�調 � �� ���� 

EM-IE種憩 �#&ﾙ�3"�m � �� ���� 

日M-I∈電線 田�ﾖﾓ"�rn � �� ����●　　　l 

易漢書題■題 �� �� �� �� �� 



様式-2の2

‾① ���⑧ ��

■　　資材名称 亢ｸ����ｦ��単位 �>�o8���ｴﾈﾝｩx｢�見請説 く持田淘細め卸) 忠<�Db�②/① �"���b�購入先 亅8*(廁ｦ�,X,ﾈ��(ｩ��*ｨ�)Eﾈ,謁ﾒ�亰(�Xﾖﾂ�

庁舎探 冏)9H�99ｸ�渥�9IZｨｯ"� �� �� �� ����

」巨D灯　A452 版53竸鼎着ｔﾄﾘ+T��_励 �� �� �� �+yD�,ﾈ竧処,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��68ｭn�h譎�����

LE・D灯　A425 ��e53蔦#3S��dﾙ?ｩ9b�固 � �� ���+yD�,ﾈ竧.��Iにより資材の安価鳴達可能 ��

」巨D灯　A216 版53��ST�ﾒﾓ"�個. � �� ���+yD�,ﾈ竧処,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廂+)o(�)4����

」上D灯　B432 版58�3�T�ﾔﾄ｢ｹ]�Kﾘ�ｧﾒ�.圃 � �� ���+yD�,ﾈ竧処,�.h.�=�ﾞ�,ﾈ��廂+)4ｸ�)Eﾈ�����

し巨D灯　C469、 ��hｹ�IIｩI)�c�C2��x��c��ｸ�ｳ�ﾒ�固. � �� ���+yD�,ﾉ4x*F�,�.h.�4ｹw�,ﾈ��廂(ｩ��)Eﾂ���

」巨、D灯　C4S之 ��hｹ�IIｩI)�b��偵Wv�3#���ﾒ�;固 � �� ���+yD�,ﾉ4x*B�こより適材の安価灘適可能 ��

LED灯　D469 版%8��bﾔsd�+Tﾘ��ﾄ����b�圃 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により資材の要衝調達可能 ��

」ED灯、D469D・ 版%8��bﾓcd�ﾄﾘ��ﾄ��¥個 � �� ���+yD�,ﾉ4x*B�こより適材の安価調達可能 ��

し巨D灯　D452 ��e%8��hｺ几鉄��dﾘ��+T��圃 � �� ���+yD�,ﾈ淙ﾘb�こより適材の安価調達可能 ��

しED灯　申.425 ��e%8��bﾓ##S��hｯｨ��+T��圃 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�こより賀軍の安価調達可能 ��

LED灯　D425S 版%8��bﾓ##T�ﾘ��ﾄ騏ｷCx�gExｺ����、同 � �� ���+yD�,ﾈｫI�ｸ.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廂+.{��)Eﾂ���

LED灯　D452D 版%8��bﾓI{典�ﾘ��ﾅ��r�固 � �� ���+yD�,ﾈ竧8��はり賀材の安価調法可能 ��

」∈D灯　戸401 ��hｮﾘｭ8�kh畑菱�vﾘ�R�回/ � ��ﾈ��ﾂ� ���+yD�,ﾈ*ｹHR�により貧相の安面調達可総∴ ��

」巨P灯　G41 ��hｹ�8ﾒ映�69�b鼎��Ex�填�-ﾈ�b���9f鵜��������ｸ�b�《圃 � �� ���+yD�,ﾈ�vR�こより賞揚の安田調達可諒 ��

LED灯　H18 �����-ﾈ�X5�4Y|ﾘ鰒ﾉhHﾙ霾｣�#X�2�固 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により黄材の安田調整可能 ��

しED灯　H十〇 ��hｹ�Cx�ｪ∫靂��ﾓ偵㎎��*C����ﾘ5�.�&ｩ�ｹ�xﾙ霾｣�#R��固 � �� ���+yD�,ﾈ竧�2�により寅材の寅師調達百態 ��

」ED灯　H8 几几��ﾘ���*ｨﾛｸ8�486r烏ﾈﾙ霾｣�#R��固 � �� ��冦��,ﾉ�ﾘ饕�により資材の安価謁琵可能・ ��

園■器題器臆 �� �� �� �� ����
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資　　　　材　　　　単　　　　　価　　　　　　　　　　覧　　　　表

① 豫r��③ ��

資材名称 亢ｸ��ｦ陳�単位 �>�o8���ｴﾈﾝｩ��㈱鶉, 們�ｧｨｧ｢�羽�4从洩xｷ"�②/① �"���騰入先 �;ﾘ*(廁ｦ�,X,ﾈ��ﾝ�+)$(*ｨ�)Eﾈ,謁ﾒ����OX��ﾖﾂ�

庁舎棟 �7Y9I*�h��實9IZｨｯ(����� �� �� �� ����

しきD灯十10W ��hｹ�H*I(tG坪5ﾈﾆ���偵����x�｣��:��固 �� �� �� �+yD�,ﾈ竧8��により適材の安田調達旬館 ��

し1ED灯J十〇W ��・圃 � �� ���+yD�,ﾈﾆ�*B�により貧村の安簡閲遠可能 ��

」冨D灯　K14 侈Xｴ(8ﾈ�ｸ8ｸ靖WB�固 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により資材の要衝掘達可能　一 ��

LED灯　L2OIW・ ��dDﾕ��"��ﾃ�ﾒ�虐 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により資材の安価珊蓮可謡 ��

蛍光灯　015 肺�c�Uu��(��膵ｽｹ9B�周 � �� ���+yD�,ﾈﾆ�.b�により費材の安田調速可能 ��

」ED灯　Q201 ��(�ｸ�ｶﾖﾈ���9C#�ﾆ��9I�ｩ9b�zﾈ8ﾈﾋ99B�固 � �� ���+yh�,ﾈ竧ｷﾂ�により費材の安田駒逮可能・ ��

」∈D灯　R432、 ��e58���3�S�ﾘ���dｨ�ﾂ�璽 � �� ��俑�ﾈ,ﾈ竧ｷﾂ�三より資材の安師灘選可能 ��

」巨D灯　S469 ��im88ﾙ;YI)~33ゅ5x��S3��ﾘ�R�i個 � �� ��傲ﾙh�,ﾈ竧ｷﾂ�により資材の安田姻遼可熊 ��

音」ED灯　S452 汎U�I迂)�b�#ょ�x��ｸ｣�4�ﾂ�個 � �� ��傲ﾙh�,ﾈ竧処,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廂+)$(�)Eﾂ���

」iED灯　∪3「0 ��・凪 � �� ���+yD�,ﾈﾆ井��により賞辞の妥価調達可能 ��

」ED灯　V十1了0 ��個 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により賓材の安田調達可能 ��

倫恩プレート付)1 ����T���X6ﾈ�ｸ8���.個 � �� ������

詰請うこ紹) ����*ｴ��(��6ﾈ�ｸ8�k2�個 � ���ｨｶ�����������や� ������

請謁玉等京) �%����T����6ﾈ�X8�|��固’ � �� ������
うIソノブイイツナ ぐ会園プレート付1‥ 僞e��T��(��6ﾈ�X8�k2ﾒ�個』 � �� ���� ��
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①　、 ���㊨) ��

資材名称　で 亢ｸ��ｦ��単位 �>�o9wr�ｴﾈﾝｨｧｨ���見舐額 (朋鵬腐観餓卯 們��ｧ｢���ﾙIXｷ)gB�②/① �"���購入先 冓ｸ+Vﾈ廁ｦ�,X,ﾈ��ﾝ�+)$(*ｨ�)Eﾈ,謁ﾒ�備　考 

庁舎襟 �*�9I�ﾙzｨ��O�ｸｸ�k�� �� �� �� �� 

LED灯　b9B �ﾈ�i>X.�ﾎｹDiz8�ux苒�〇　億 �� �� �� �+yD�,ﾈ竧ﾅ�+�.h.�4ｸﾝ�,ﾈ��69+)$(�)Eﾂ� 

LED灯　b13B 倩�I>Xﾚﾉ~I7ｸﾜﾃ�>俔9�ﾒ�回 � �� ���+yD�,ﾈ竧処+�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��ﾜ)�ｩ;�)Eﾂ� 

」ED灯b3〇日 LED灯e13B 」ED灯a401B 蛍光灯a631B ��個 � �� ���+yD�,ﾈ竧ﾅ�+�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��lｨｭY4ｸ�)Eﾂ� 

違憲擬盤識語鳴る」W爛 侘R��� �� 剪ｷ年の取引により習村の安田的簿可能 ��

」D」40×十人態勤一付階段灯 侘R��� �� 剄ｯ年の取引により適材の安田捌遷す館 ��

戸H戸6手WX「人忠勤一個階段灯 猛��� �� 剪ｷ年の取引により資材の安価靭澄可能 ��

EM十巨電線・ EM○○巨経緯 儘デﾖﾒ�nl � �� ���� 

之Om調 幡���� �� � ��

E¥MトビEF母線 僞d�-ﾈ��62�m � �� ���� 

厚錮電線管(G) 合駒脂可こう電線写 (PF単層)/ 合成樹脂興研時間跡 ��Sfﾘｽ����m � �� ���� 

22m巾∴ 耗ﾂ��� �� � ��

(恥’-) リ　ノl 倆H貶ｧ����8ﾅ腥崧B�固 � �� ���� 

金属製露出丸形相,狐　。 ���亦��b�)_ｸ��個 � ��fﾂ� ���� 

雪星星重畳 ������ｦﾈ�������� �� �� �� �� 

喜臆賀 �� �� ��

題題臆臆題題 ��������ｫ����ﾙ����臆臆 舒ﾈ����� �� �� �� 
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砂 ����.(⑳ ��

資材名称 ����X��輦�単位 �>�o8ｮﾂ�L8ﾝｨｧｲ�筋蕊 們���ｧ｢���H鮒���ｸﾞikﾘﾗｒ�②/① �"���購入先 �uﾈ廁ｦ�,X,ﾈ��ﾝ�+)$(*ｨ�)Eﾈ,謁ﾒ�備　考 

庁舎棟 ��9I*�X��ﾉﾈ憖9B� �� �� �� �� 

講習灯　で201B 汎TGB��c�ﾘ(���｣8亀$ﾈﾆ��b�忠 �� �� �� �+yD�,ﾈ竧処,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廂��$(�)Eﾂ� 

誘導灯　f202B音 ��hｹ�Hﾞｳrﾘ4x�ｸ8ｸ��(��+Y68��9B��(榮(�hﾆ��回 � �� ���+yD�,ﾈ竧ﾅ�+�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廂+)$(�)Eﾂ� 

通路誘暫灯　g201B「 �+TTHﾛｸ�ﾂﾘ/����?ｩ��(�hﾆ��個 � �� ���+yD�,ﾈ竧ﾄ8+�.h.磯�ﾝ�,ﾉwh�Xﾄ�{��)Eﾂ� 

通路誘導灯　患202B「 亳8������S"姐)nｲ�固“ � �� ���+yD�,ﾈ竧ﾅ�+�.h.�YI�,ﾈ��廁�),ｨ+yV｢� 

闘灯　h「01’B「“ ��hｹ�I:(�h8h�X����*H��8ｸ������桓 � �� ���+yD�,ﾈ竧処+�.h.�4ｸﾝ�,ﾈ��69+)$(�)Eﾂ� 

通路露暫灯†101B2 ��hｹ�I^ｨ�h4x�ｸ8ｸ��*B云�lｨ.D9U"�風 � �� ���+yD�,ﾈ竧処+�.h.�4ｸｫｸ,ﾈ��廁ｭi�仞Y}r� 

通路誌勢灯　門01B2 ��hｹ�H.(*(ﾍﾘ���¥ilｩ�ｨ�ﾆ9���筒音 � �� ���+yD�,ﾈ竧初�x.h.鰻隲ｸ,ﾈ��廂+)$(�)Eﾂ� 

田所-∈EF電線 僞e�ﾙ-ﾂﾓ62�m: � �� ���� 

合成樹脂可とう電線管 (P戸単層)・ �#&ﾙ-ﾂ�m、1 � �� ���� 

合成樹旨製勅のト充当クス ���貶ｧ����8ﾅ���I���個 � �� ���� 

子 �� �� ��

喜■臆臆S■臆臆 ��
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資　　　　材　　　　単、　　価　　　　　　　　　　賞　　　　表

①　　上　②　I　⑨　i 

資材名称 �,規　格. 剪P位 �>�o9xｲ���ﾝｨｧ｢�見舐嶺 的重岡紹鴎郷 冑��Bﾂ�②/① �"���/購入先 凉���廁ｦ�,X,ﾈ��ﾝ�+)$)|ﾘ�)Eﾈ,����

庁舎板 剴ｮ力殻騰∴動力翻哀 � �� �� �� ��

増力制御盤 傳l 匪)｢�面 �� �� �� �+yD�,ﾈ竧ﾅ�+�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��69+)$(�)Eﾂ�

動力絢 佩H�8���BIM-2 剿ﾊ � �� ��亊�ｿ�,ﾈ竧処,�.h.磯�ﾝ�,ﾉwh�Xｾ驂�)Eﾂ�

動中尉 佩I�B�岳「M-8 �/面’ � �� ���$9D�,ﾈ竧ｷﾂ�より資材の安聞達可能 

動力制御盤 傳」M-4、 剿ﾊ � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�より劉嘩晒聴亘腐 

動力剃 佩Hｭ2�B「M置5 剿ﾊ � �� ���+yD�,ﾈ竧.r�より賞揚の安肺閏澄可能 

動力制御攣 傳「M-6 剿ﾊ � �� ���=�D�,ﾈ竧処,�.h.杏偉X,ﾈ�(ﾎ施��)Eﾂ�

動力制紺屋 �1M「 剿ﾊ � �� ���+yD�,ﾈ竧処+�.h.�4ｸﾝ�,ﾈ��廂+)$(�)Eﾈ���

動瑚 佩I�r�「M-3 剿ﾊ � �� ���+yD�,ﾈ竧処,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��蹣+)$(�)>B�

蓮如卸 佩IMR�1M÷41∴言、▲ 兔面 � �� ���+yD�,ﾉ�ﾘ饕�より資材の鄭申達可能、 

動力制御盤 �1M-5 剿ﾊ � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�より剤の安田絢連覇 

動力細釦盤 �2M「「 剿ﾊ’ � �� ���+yD�,ﾉ5�ｷﾂ�より資材の妻崎調達可能 

動力制御盤　- �2Mセ 刮ｹ　面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ﾋ��より賢材の要田調達司餞 

動力制御盤 �2M+3/ 剿ﾊ � �� ���+yD�,ﾈ踊ｷﾂ�より資材の警衛瞬華可鎚∴- 

動力制御盤 �2M尋 剿ﾊ � �� ���+yD�,ﾈ竧処,�.h.磯�ﾝ�,ﾉwh廂+)$)YI�"�

動力制約盤 �3Mこて 剩J � ��/　　♭ ���+yD�,ﾈﾆ姐ﾂ�り賀弦の安田駒蓮可能 

動力制御鑑 �3M:2 剿ﾊ � �� ���+yD�,ﾈ竧処ｮ�.h.�ｩYX,ﾈ��68ｭY��(ｨ�42�

動力榔樹盤 �3柄や 剿ﾊ � �� ���+yD�,ﾈ竧処,�.h.鰻��,ﾈ��69+)$(�(拠�

動力稀的盤 儚M-12酎基 剏ﾃ � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�より賓相の真髄調達可能. 

動力制御盤 儚博之　2耐塞 剿ﾊ � �� ���+yD�,ﾉe��ｸ.h.��ﾈ霾,ﾈ��69+)$(�)Eﾂ�

動力制御盤 儚M薫　3面1塾 兪面 � �� ���+x�(竧初�x.h.磯�ﾝ�,ﾈ�����H�)Eﾈ���

∴E∴M∵ 嚢�､r�ま5m町2 冦音 � �� ����

∈的場 悩6I�ﾈ�つ�8m巾之∴ 剪ｲl・ � �� ����


