
アルミ製建具①　Installation of aluminum fittings (doors and windows)
引違い窓　枠見込70mm　1.62～3.15m2　水切り、額縁他の取付けは含まない　（\/m2）

Double sliding window, frame 70mm, 1.62～3.15m
2
, excl. water drainage, architrave installation　（\/m
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東京 Tokyo     物調 CRI 大阪 Osaka     物調 CRI 名古屋 Nagoya 物調 CRI

東京 Tokyo     経調 ERA 大阪 Osaka     経調 ERA 名古屋 Nagoya 経調 ERA

施工単価 Construction process unit price

折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線＞赤破線＞黒破線＞青実線＞赤実線＞黒実線である。



アルミ製建具②　Installation of aluminum fittings (doors and windows)
引違い窓　枠見込70mm　1.62～3.15m2　水切り、額縁他の取付けは含まない　（\/m2）

Double sliding window, frame 70mm, 1.62～3.15m
2
, excl. water drainage, architrave installation　（\/m
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札幌 Sapporo   物調 CRI 仙台 Sendai    物調 CRI 新潟 Niigata  物調 CRI

札幌 Sapporo   経調 ERA 仙台 Sendai    経調 ERA 新潟 Niigata  経調 ERA

施工単価 Construction process unit price

折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線＞赤破線＞黒破線＞青実線＞赤実線＞黒実線である。



アルミ製建具③　Installation of aluminum fittings (doors and windows)
引違い窓　枠見込70mm　1.62～3.15m2　水切り、額縁他の取付けは含まない　（\/m2）

Double sliding window, frame 70mm, 1.62～3.15m
2
, excl. water drainage, architrave installation　（\/m
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広島 Hiroshima 物調 CRI 高松 Takamatsu 物調 CRI 福岡 Fukuoka  物調 CRI

広島 Hiroshima 経調 ERA 高松 Takamatsu 経調 ERA 福岡 Fukuoka  経調 ERA

施工単価 Construction process unit price

折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線＞赤破線＞黒破線＞青実線＞赤実線＞黒実線である。



「アルミ製建具」の単価構成条件（施工単価） 

Configuration conditions of the unit price -  Installation of aluminum fittings (doors and windows) 

引違い窓 枠見込 70mm 1.62～3.15m2 水切り、額縁他の取付けは含まない （¥/m2） 

Double sliding window, frame 70mm, 1.62～3.15m2, excl. water drainage, architrave installation （¥/m2） 

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute) 経済調査会(ERA: the Economic Research Association) 

○2010年 1月～ 

 工種： 金属製建具工事 

 細目： アルミサッシ 

 規格・仕様： 引違い窓 1.62～3.15m2 枠見込 70程度 

 施工規模： 200m2 

 備考      構成項目 

労務費 取付[サッシアンカーとの溶接及び付属金物の取付け等] 

               場内小運搬[水平小運搬] 

諸経費 専門工事業者の経費等 

              （元請となる総合工事業者の諸経費等（共通費）は含まない） 

 

 

〇2011年4月～ 

          構成項目 

           諸経費 専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない） 

 

○2010年 1月～ 

 工種： 金属製建具工事 

 細目： 引き違い窓（単窓） 

 規格・仕様： W1600×H1500mm程度 枠見込 70mm 

 施工規模： 200m2 

 備考： 費目構成 

 労務費：取付手間[サッシ本体とサッシアンカーの溶接、付属金物の取付

手間など]、荷揚げ[揚重機への積込み・積下ろし手間]、場内小運搬[水平

小運搬]、発生材処理[指定場所への集積]、持込材管理[持込材の集積・片

付け・管理]、その他[施工中の養生、片付け・清掃] 

 雑費：機械器具費[専用工具の損料] 

 諸経費：[専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない）] 
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