
【 地域資材単価 】　令和4年10月

９．管類（コルゲート管類）

名　　　　　称 規　　　格 単位
単　価

　　(円)
備　　　考

・コルゲート管類

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径400   厚1.6mm（めっき） ｍ -            

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径400   厚2.0mm（めっき） ｍ -            

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径400   厚2.7mm（めっき） ｍ -            

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径500   厚1.6mm（めっき） ｍ -            

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径500   厚2.0mm（めっき） ｍ -            

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径500   厚2.7mm（めっき） ｍ -            

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径500   厚3.2mm（めっき） ｍ -            

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600   厚1.6mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600   厚2.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600   厚2.7mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600   厚3.2mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600   厚4.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800   厚1.6mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800   厚2.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800   厚2.7mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800   厚3.2mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800   厚4.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200　厚1.6mm（めっき） ｍ -            

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm（めっき） ｍ ***



【 地域資材単価 】　令和4年10月

９．管類（コルゲート管類）

名　　　　　称 規　　　格 単位
単　価

　　(円)
備　　　考

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.0mm（めっき） ｍ -            

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1800　厚2.7mm（めっき） ｍ -            

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm（めっき） ｍ ***
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９．管類（コルゲート管類）

名　　　　　称 規　　　格 単位
単　価

　　(円)
備　　　考

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径2500　厚2.7mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径2500　厚3.2mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径2500　厚4.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径2500　厚4.5mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径2500　厚5.3mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径2500　厚6.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径2500　厚7.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3000　厚2.7mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3000　厚3.2mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3000　厚4.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3000　厚4.5mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3000　厚5.3mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3000　厚6.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3000　厚7.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3500　厚2.7mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3500　厚3.2mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3500　厚4.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3500　厚4.5mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3500　厚5.3mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3500　厚6.0mm（めっき） ｍ ***

コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3500　厚7.0mm（めっき） ｍ ***
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９．管類（コルゲート管類）

名　　　　　称 規　　　格 単位
単　価

　　(円)
備　　　考

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚2.7mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚3.2mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚4.0mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚4.5mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚5.3mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚6.0mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚7.0mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚2.7mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚3.2mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚4.0mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚4.5mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚5.3mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚6.0mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚7.0mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚2.7mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚3.2mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚4.0mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚4.5mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚5.3mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚6.0mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚7.0mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚2.7mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚3.2mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚4.0mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚4.5mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚5.3mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚6.0mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚7.0mm ｍ ***
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９．管類（コルゲート管類）

名　　　　　称 規　　　格 単位
単　価

　　(円)
備　　　考

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚2.7mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚3.2mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚4.0mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚4.5mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚5.3mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚6.0mm ｍ ***

コルゲートパイプ パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚7.0mm ｍ ***

・接合部品（コルゲート管類）

コルゲートパッキング 円形1形　SCP1R　径400 ｍ -            

コルゲートパッキング 円形1形　SCP1R　径500 ｍ -            

コルゲートパッキング 円形1形　SCP1R　径600 ｍ ***

コルゲートパッキング 円形1形　SCP1R　径800 ｍ ***

コルゲートパッキング 円形1形　SCP1R　径1000 ｍ ***

コルゲートパッキング 円形1形　SCP1R　径1200 ｍ ***

コルゲートパッキング 円形1形　SCP1R　径1350 ｍ ***

コルゲートパッキング 円形1形　SCP1R　径1500 ｍ ***

コルゲートパッキング 円形1形　SCP1R　径1650 ｍ ***

コルゲートパッキング 円形1形　SCP1R　径1800 ｍ ***

コルゲートパッキング 円形2形　SCP2R　径1500 ｍ ***

コルゲートパッキング 円形2形　SCP2R　径1750 ｍ ***

コルゲートパッキング 円形2形　SCP2R　径2000 ｍ ***

コルゲートパッキング 円形2形　SCP2R　径2500 ｍ ***

コルゲートパッキング 円形2形　SCP2R　径3000 ｍ ***

コルゲートパッキング 円形2形　SCP2R　径3500 ｍ ***

コルゲートパッキング パイプアーチ形　SCP2P　径2000 ｍ 13,400       

コルゲートパッキング パイプアーチ形　SCP2P　径2300 ｍ 16,200       

コルゲートパッキング パイプアーチ形　SCP2P　径2700 ｍ 16,800       

コルゲートパッキング パイプアーチ形　SCP2P　径3000 ｍ 17,600       
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９．管類（コルゲート管類）

名　　　　　称 規　　　格 単位
単　価

　　(円)
備　　　考

コルゲートパッキング パイプアーチ形　SCP2P　径3700 ｍ 21,200       

・フリューム

コルゲートＵ字フリューム A形 幅400×高400mm　板厚1.6mm（めっき） ｍ ***

コルゲートＵ字フリューム A形 幅400×高400mm　板厚2.0mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム A形 幅400×高400mm　板厚2.7mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム A形 幅600×高600mm　板厚1.6mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム A形 幅600×高600mm　板厚2.0mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム A形 幅600×高600mm　板厚2.7mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム A形 幅600×高600mm　板厚3.2mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径400mm　 板厚1.6mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径400mm　 板厚2.0mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径400mm　 板厚2.7mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径600mm　 板厚1.6mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径600mm　 板厚2.0mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径600mm　 板厚2.7mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径600mm　 板厚3.2mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径600mm　 板厚4.0mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径800mm　 板厚1.6mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径800mm　 板厚2.0mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径800mm　 板厚2.7mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径800mm　 板厚3.2mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径800mm　 板厚4.0mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径1000mm　板厚1.6mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径1000mm　板厚2.0mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径1000mm　板厚2.7mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径1000mm　板厚3.2mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径1000mm　板厚4.0mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径1200mm　板厚1.6mm（めっき） ｍ -            
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９．管類（コルゲート管類）

名　　　　　称 規　　　格 単位
単　価

　　(円)
備　　　考

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径1200mm　板厚2.0mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径1200mm　板厚2.7mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径1200mm　板厚3.2mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム D形 呼径1200mm　板厚4.0mm（めっき） ｍ -            

コルゲートＵ字フリューム A形 幅350×高350mm　板厚1.6mm（めっき） ｍ ***

コルゲートＵ字フリューム A形 幅450×高450mm　板厚1.6mm（めっき） ｍ ***

コルゲートＵ字フリューム A形 幅500×高500mm　板厚1.6mm（めっき） ｍ ***


