
質　疑　回　答　書
平成27年12月26日

一般財団法人　空港環境整備協会
　工事名称　　松山空港新立体駐車場新築その他工事　

No. 図面番号等 質　　疑 回　　答

1 A-03
押出成形ｾﾒﾝﾄ板目地 ｼｰﾘﾝｸﾞは､ﾎﾟﾘｳﾚ
ﾀﾝ系で宜しいですか｡

変性ｼﾘｺｰﾝ系とする
（JASS8防水工事に準ずる）

2
A-13
A-37､38

EV棟 屋根仕上が､立体駐車場設計概
要書:ｼｰﾄ防水t=1.0とEV棟詳細図(1)(2):
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水とで相違しています｡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水を正で宜しいですか｡

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水を正とする

3 A-13､38

屋内階段 踏面･踊場の仕上が､立体駐
車場設計概要書:ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて仕上と､
EV棟詳細図(2):防滑性塩ﾋﾞｼｰﾄt=2.0とで
相違しています｡
防滑性塩ﾋﾞｼｰﾄt=2.0を正で宜しいです
か｡

宜しい

4 A-13､38

屋内階段 手摺の仕様が､立体駐車場設
計概要書:手摺格子φ13-@110(溶融亜
鉛めっき仕上)と､EV棟詳細図(2):手摺
塩ﾋﾞ42φ2段 ｽﾁｰﾙFB-50x6 SOP ｱﾙﾐ
複合板とで相違しています｡
EV棟詳細図(2)を正で宜しいですか｡

宜しい

5 A-37

EV棟詳細図(1) EXP.J部 ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ
(SUS)t=6.0下地ｱﾝｸﾞﾙ補強とあります
が､下地ｱﾝｸﾞﾙのｻｲｽﾞ･ﾋﾟｯﾁ等詳細を御
指示下さい。

L-50×50×5＠225とする

6 A-37
EV棟詳細図(1) 基準階平面図 EVﾎｰﾙ
から排水管の表記がありますが､R階の
みで基準階にはなしで宜しいですか｡

R階の床、屋根のみ

7 A-37
EV棟詳細図(1) 各雨水桝の高さを御指
示下さい。

GL-600とする

8 A-37.38
EVﾎｰﾙ　床防滑性ｴﾝﾋﾞｼｰﾄのﾒｰｶｰ品番
をご指示下さい。

A-08参照のこと

9 A-37.38
RF階Vﾎｰﾙ　床樹脂ﾏｯﾄのﾒｰｶｰ品番を
ご指示下さい。

A-08参照のこと

10 A-37､38
EV棟 外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板 ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ
は､L=300+300で宜しいですか｡

ﾊﾟﾈﾙ900直角製作ｺｰﾅｰ

11 A-37､38
EV棟 外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板の足元金
物･定規金物･開口補強金物は､L-
65x65x6 防錆処理で宜しいですか｡

溶融亜鉛メッキとする

12 A-37､38
EV棟 外壁 ｽﾁｰﾙPL1.6の下地の仕様を
御指示下さい。

L-65×65×6（溶融亜鉛ﾒｯｷ）

13 A-37､38
EV棟 間仕切押出成形ｾﾒﾝﾄ板の足元金
物･定規金物･開口補強金物は､L-
65x65x6 防錆処理で宜しいですか｡

溶融亜鉛メッキとする

14 A-37､38
EV棟 間仕切押出成形ｾﾒﾝﾄ板頂部～
ﾃﾞｯｷ取合は､ﾛｯｸｳｰﾙ充填で宜しいです

宜しい



No. 図面番号等 質　　疑 回　　答

15 A-37､48

入口ｹﾞｰﾄ廻り平面図 雨水桝600角とあ
りますが､EV棟詳細図(1)では500角と相
違しています｡
EV棟詳細図(1)を正で宜しいですか｡

蓋：500角、桝：600角

16 A-37､63

EV棟詳細図(1) 1階平面詳細図 L型側
溝:ｺﾝｸﾘｰﾄ現場打ちとありますが､工作
物詳細図(2) 側溝(復旧)の断面で宜しい
ですか｡
既製ではなく現場打ちなら断面･配筋等
詳細を御指示下さい。

A-46図　L型：L＝18000
L型側溝は既存縁石+コンクリート舗
装(D=150,ﾒｯｼｭ敷込)とする

17 A-38

EV棟屋内階段のｻｻﾗ桁について、ｱﾝ
ｶｰﾎﾞﾙﾄ径・本数・埋込長さ・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ､
無収縮ﾓﾙﾀﾙ厚みは屋外階段詳細図
(A-40図)の部分詳細図に同じとして宜し
いですか。

宜しい

18 A-38
EV棟詳細図(2) R階屋根 水勾配用のｺﾝ
ｸﾘｰﾄは､ﾃﾞｯｷと同じｺﾝｸﾘｰﾄ 増打で宜し
いですか｡

宜しい

19 A-38
EV棟 外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板～RC取合
に､ｱﾙﾐ腰水切が必要と考えて宜しいで

不要とする

20 A-38
EV棟 PEY2通り 外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板
頂部～ﾃﾞｯｷ取合は､ﾛｯｸｳｰﾙ充填で宜し
いですか｡

宜しい

21 A-38
EV棟詳細図(2) 屋内階段 踏面･踊場 ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ t=50とありますが､Fc-18 S-15 無
筋で宜しいですか｡

Fc-21 S-15ﾒｯｼｭ筋敷込み

22 A-38
EV棟詳細図(2) 屋内階段 最上階 天井:
ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ部の廻り縁は､塩ﾋﾞで宜しいです
か｡

宜しい

23 A-38､45

EV棟 2～R階EVﾎｰﾙ ACW-1の開口高
さが､EV棟詳細図(2):H=965と建具
表:H=953とで相違しています｡H=965を
正で宜しいですか｡

開口高さはH=953、誤差は付け枠と
のチリ

24
A-38
EV-02

EV棟詳細図(2) EVｼｬﾌﾄ内 柱･梁:SOPと
ありますが､EV詳細図内 立柱A･Bには
SOPはなしで宜しいですか｡

SOP塗装とする

25 A-42
移動式粉末消火設備基礎 屋上照明基
礎 設備基礎 立上は､打放補修で宜しい
ですか｡

宜しい

26 A-42
ﾗｲﾝ詳細図 2～R階:黄色 R階:白色とあ
ります｡2～R階は､2～5階と読み替えて
宜しいですか｡

宜しい

27 A-43
便所　汚垂れ石(御影石)の仕上及び産
地等をご指示下さい。

黒御影,水磨き程度
産地は問わない

28 A-43
便所　床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄのﾒｰｶｰ品番をご
指示下さい。

A-08参照のこと

29 A-43
便所　補助手摺の仕様･ﾒｰｶｰ品番をご
指示下さい。

大便器：TOTO/T114CL10
小便器：TOTO/T112CU2
同等品とする



No. 図面番号等 質　　疑 回　　答

30 A-43
便所下配管ﾋﾟｯﾄ 塗布防水のﾒｰｶｰ品番
をご指示下さい。

日本バンデックス(株)G+G工法
同等品とする

31 A-43
ﾄｲﾚ周囲 外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板～RC取
合に､ｱﾙﾐ腰水切が必要と考えて宜しい
ですか｡

不要

32 A-43
ﾄｲﾚ周囲 外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板 ｺｰﾅｰﾊﾟ
ﾈﾙは､ﾄｲﾚ詳細図(1)よりL=150+150で宜
しいですか｡

宜しい

33 A-43
ﾄｲﾚ周囲 外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板の足元
金物･定規金物･開口補強金物は､L-
65x65x6 防錆処理で宜しいですか｡

溶融亜鉛メッキとする

34 A-43
ﾄｲﾚ周囲 外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板頂部～
ﾃﾞｯｷ取合は､ﾛｯｸｳｰﾙ充填で宜しいです
か｡

宜しい

35 A-43
ﾄｲﾚ詳細図(1) 各ﾄｲﾚ 外壁面の壁下地
は､Mﾊﾞｰで宜しいですか｡

上部：LGS65形、RC立上り腰部：M
ﾊﾞｰとする

32 A-43
ﾄｲﾚ詳細図(1) 遮音壁内 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50
は､24Kで宜しいですか｡

宜しい

37 A-43､44
ﾄｲﾚ詳細図(1)(2) 各ﾄｲﾚ 廻り縁は､塩ﾋﾞ
で宜しいですか｡

宜しい

38 A-44
ﾄｲﾚ詳細図(2) 各ﾄｲﾚ 下り天井見切縁
は､塩ﾋﾞで宜しいですか｡

宜しい

39 A-44
ﾄｲﾚ詳細図(2) 天井点検口は､450角で
宜しいですか｡

宜しい

40 A-46
入口ｹﾞｰﾄ廻り平面図(既存) iX1 の下部
に既存ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ塗装とありますが､撤去
で宜しいですか｡

既存のまま再塗装とする

47
A-46､48
A-49

入口ｹﾞｰﾄ廻り平面図(既存) 入口ｹﾞｰﾄ廻
り平面図(完成) 出口ｹﾞｰﾄ廻り平面図(完
成)L型側溝とありますが､工作物詳細図
(2) 側溝(復旧)の断面 U字溝と考えて宜
しいですか｡
L型側溝ならば､断面詳細を御指示下さ

A-46図　L型：L＝18000
A-46図　U型：L＝49300
A-48図　U型：L＝49300（上記に同
じ）とする
L型側溝は既存縁石+コンクリート舗
装(D=150,ﾒｯｼｭ敷込)とする

48 A-61
工作物等一覧表 ﾏｰｷﾝｸﾞ 直進 新設2箇
所とありますが､図内では3箇所です｡
3箇所を正で宜しいですか｡

直進　新設　2（薄字は既存です）
なお、A-61図を別添のとおり修正し
ます。
1方向指定 新設 　8→7
2方向指定-2 新設 　1→0

49 A-62
工作物詳細図(1)36 事前精算機上屋 基
礎下に､再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝt=100を見込ん
で宜しいですか｡

宜しい

50 A-62
工作物詳細図(1)37 38 二輪車置場A､B
土間下にも､再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝt=100を見
込んで宜しいですか｡

宜しい

51 A-62
工作物詳細図(1)37 38 二輪車置場A､B
基礎の配筋は､D10@150 ｼﾝｸﾞﾙ ﾀﾃ･ﾖｺ
で宜しいですか｡

宜しい



No. 図面番号等 質　　疑 回　　答

52 A-63
工作物詳細図(2)39 43 44 ﾊﾞﾘｶｰ(新設)
の基礎は､無筋で宜しいですか｡

宜しい

53 A-63
工作物詳細図(2) 電気盤基礎とあります
が、300x3000 1箇所で宜しいですか｡

不要とする

54 A-63

工作物詳細図(2) 側溝(復旧)の断面が
ありますが､既製Ｕ字溝 W=500で宜しい
ですか｡
また､蓋の仕様も合わせて御指示下さ
い。

宜しい
蓋はコンクリート製既製品とする

55 A-76

全体工事ｽﾃｯﾌﾟ図が、建築図ﾌｧｲﾙにあ
るものと内部ｻｲﾝ図ﾌｧｲﾙにあるものと
の2種類あり、内容が異なっています。
内部ｻｲﾝ図ﾌｧｲﾙにある全体工事ｽﾃｯﾌﾟ
図を正として宜しいですか。

質疑にある該当ファイルが不明です
が、A-76の工事ステップ図を基本と
します。

56 A-76

全体工程ステップ図において、2018年3
月より「1工区杭打ち」と表記されていま
すが、受注者決定後の杭材料の納期が
3ヶ月必要となり、杭施工開始が2018年
4月中旬頃となります。全体工期の変更
協議は可能でしょうか。
杭施工開始が2018年4月中旬頃となり
ます。全体工期の変更協議は可能で
しょうか。
御指示下さい。

ステップ図は、当協会が工期検証に
使用したものであり、着手時期等を
拘束するものではない。
やむを得ない事由により、工期に影
響が出る場合は、甲乙協議とする。

57 S-01

ﾃﾞｯｷ上立上りｺﾝｸﾘｰﾄの仕様は、ﾃﾞｯｷｽ
ﾗﾌﾞ同様 Fc=21 S-15 とし、膨張材は不
要として宜しいですか。　また、添付の
工事数量書に「地上部 21N S-18」とあ
るｺﾝｸﾘｰﾄはﾃﾞｯｷ上立上りｺﾝｸﾘｰﾄを示
すものとし、S-18をS-15と読替えて宜し
いですか。

宜しい

58 S-09

ﾋﾟｯﾄ伏図で、EV棟のFS51のﾚﾍﾞﾙが<-
1,250>とあり、凡例では< >内は設計GL
からのｽﾗﾌﾞ天端を示す とありますが、
A-38図によりEV棟1FL(GL+250)-1,250
を正として宜しいですか。

宜しい

59 S-11～15

各階伏図の凡例で、斜線の範囲はDS2
を示す とありますが、DS2の範囲はDS2
のﾘｽﾄにより、EV部分(EV棟)・ｽﾛｰﾌﾟ部
分 として宜しいですか。

スロープ部分のみとする

60 S-17

PY4通軸組図で、PSX3～PSX4間の地
中梁符号が FB21 とありますが、ﾋﾟｯﾄ伏
図(S-09図)により FB21A を正として宜
しいですか。

FB21Aを正とする

61 S-26
柱、柱脚ﾘｽﾄで、保護ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21 と
ありますが、ｽﾗﾝﾌﾟは18cmとして宜しい
ですか。

宜しい

62 S-26,01
壁ﾘｽﾄで、ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc21 とあります
が、構造特記仕様書(S-01図)により
Fc=24 S-18 として宜しいですか。

宜しい

63 S-33
入口､出口ｹﾞｰﾄ 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･後打ちｺﾝ
ｸﾘｰﾄは､Fc-21 S-18で宜しいですか｡

宜しい



No. 図面番号等 質　　疑 回　　答

64 S-33
入口､出口ｹﾞｰﾄ 根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ打直し部
後打ちｺﾝｸﾘｰﾄと同様3-D13が必要と考
えて宜しいですか｡

宜しい

65 E-20
防災監視盤（W550×H1100×D160）（本
工事）と記載ありますが、仕様等の図面
が見当たりませんのでお教え願います。

E-20図の防災監視盤は不要
E-02図自火報受信機に接続とする

66
掘削開始ﾚﾍﾞﾙは、添付の工事数量書に
よりSGL-190として宜しいですか。

A-16図に記入された現状ﾚﾍﾞﾙより
設定する

67
土間ｺﾝと取合う地中梁天増打のｺﾝｸﾘｰ
ﾄ仕様は、土間ｺﾝに同じとして宜しいで
すか。

宜しい

68 EV-02

EVｼｬﾌﾄ受け鉄骨の立柱A・立柱Bそれ
ぞれについて、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ径・本数・埋込
長さ・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ､無収縮ﾓﾙﾀﾙ厚みを御
指示下さい。

B.PL　16×200×200
ABT　2-M20　L=450　D.ﾅｯﾄ締め
とする

69 -
参考明細に仕様及び数量の記載があ
り､図面上で記載が無い場合は参考明
細に倣うと考えてよろしいでしょうか。

基本事項は設計図書による。提示し
た参考数量書は、あくまで参考資料
である。

70

添付の工事数量書 土工事 (4-1・2工区)
で、残土仮置の内容欄に「4-1・1-1・1-2
工区」とありますが、全体工事ｽﾃｯﾌﾟ図
(A-76図)により、「4-2・1工区」と読替え
て宜しいですか。

1-2、2-2工区に仮置きとする

71
見積説明書
6.(5)

公共工事標準請負契約約款に準じて、
管理機器設置工事などの別途工事との
調整については、発注者にて主体的に
実施いただけるものと考えて宜しいです
か。
（受注者は、発注者の調整に従って、別
途工事の円滑な施工に協力する立場と
いう理解で宜しいですか。）

宜しい

72
見積説明書
8.(3)

起工式、竣工式について、あらかじめ想
定されている規模（人数）がありましたら
ご教示願います。

起工式及び竣工式は、考えていな
い。なお、安全祈願祭を実施する場
合は、当協会も参加する。

73
見積説明書
8.(6)

近隣対策の具体的な内容について、ご
教示願います。

工事の実施に伴う現地説明会の開
催。
工事用車両の走行、騒音の発生、
夜間工事の実施等で事前に周知が
必要なものへの対応等。

また、公共工事標準請負契約約款に準
じて、近隣住民等の反対等により工事
施工が妨げられ、工期の延長または請
負代金の変更が必要となった場合に
は、これらを認めて頂くことは可能でしょ
うか。ご教示願います。

内容にもよるが、変更が必要な場合
は甲乙協議による。

74
見積説明書
10.(1)

「当協会が定める工事請負契約書」と
は、公共工事標準請負契約約款と同
一、もしくは公共工事標準請負契約約
款と同様の内容であるという理解で宜し
いですか。
また、異なる内容等がありましたらご教
示願います。

公共工事標準請負契約約款に準拠
しているが、次の条項はない。
・支給材料及び貸与品・部分払い及
び部分引き渡し・請負代金額の変更
方法等・賃金又は物価の変動に基
づく請負代金額の変更・債務負担行
為。



No. 図面番号等 質　　疑 回　　答

75
見積説明書11
入札説明書15

前払金（請負代金額の40％以内）及び
竣工払いについては、各々現金払いと
いうことで宜しいですか。

宜しい

【追加指示事項】

EV-01

エレベーター設備に画像表示装置として
　かご内カメラ　2台
　ホールモニタ15ｲﾝﾁ　12台
を追加すること。
EV-01に上記事項を追記。



管理事務所

旅客ターミナルビル

N
40°
28'

入口ゲート 出口ゲート

立体駐車場
A	棟

立体駐車場
C	棟

U U U

利用計画図
新設,改修,移設工作物

A	-	61

記号 名　　称 数量 単位

工	作	物	等	一	覧	表（新設、改修、移設、補修）

摘要 番号 名　　称 数量 単位摘要

箇所新設 2

箇所

マーキング	直進

箇所

〃

箇所

〃

6

7

3

〃

1方向指定

止まれ

停止線

記号 名　　称 数量 単位摘要

新設

新設

新設

箇所2新設

駐車枠150w m234

m225〃 車路制限150w

〃

新設

新設

鉄骨造　5層6段立体駐車場　B棟

事前精算機上屋　C

箇所

箇所

箇所

新設35

36

37

鉄骨造　ｱﾙﾐ仕上

鉄骨造

新設

新設

1

1

1

1物　置

1

出口ゲート上屋

入口ゲート上屋

ガードレール

1

20 m

プレハブ式

鉄骨造　平屋建

ガードレール

鉄骨造　平屋建

棟

棟

棟

補修

新設

新設

新設

3 -1

4

5

6

ご注意看板 2 箇所補修24

二輪車置場上屋　A

箇所38 鉄骨造 新設 1二輪車置場上屋　B

本39 W1000,H800　ｽﾁｰﾙ 新設 4バリカー

24 2414 14

4

14

5

36

35

3 -1

37 38

39

39

〃 バイク

駐車枠150w m111〃 再塗装

3管理規則看板 補修 箇所14

6

6

40

40 H1800　片開き扉1ヶ所 新設メッシュフェンス 箇所1

42

41

41 新設全体誘導表示灯・監視カメラ 箇所1

42 新設受水槽 箇所1

本43 W1000,H800　ｽﾁｰﾙ 新設 2バリカー

44 本W1500,H800　ｽﾁｰﾙ 新設 4バリカー

43
44

〃 箇所2出口 新設

バイク

バイク

U

立体駐車場
B	棟

本部 事務所

縮　尺

製作日

検図

図番

図　面

名　称

担当

H29

松山空港新立体駐車場新築その他工事

一般財団法人		空港環境整備協会

A1:1/400
A3:1/800

TOBE
多角形



昇降路内全品指定色(塗装)昇降路内全品指定色(塗装)昇降路内全品指定色(塗装)昇降路内全品指定色(塗装)昇降路内全品指定色(塗装)昇降路内全品指定色(塗装)昇降路内全品指定色(塗装) - (D)T -- (D)T -- (D)T -- (D)T -- (D)T -- (D)T -- (D)T -

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺図　面図　面図　面図　面図　面図　面図　面
名　称名　称名　称名　称名　称名　称名　称 製作日製作日製作日製作日製作日製作日製作日 H29H29H29H29H29H29H29

本部本部本部本部本部本部本部 事務所事務所事務所事務所事務所事務所事務所 検図検図検図検図検図検図検図 担当担当担当担当担当担当担当

一般財団法人  空港環境整備協会一般財団法人  空港環境整備協会一般財団法人  空港環境整備協会一般財団法人  空港環境整備協会一般財団法人  空港環境整備協会一般財団法人  空港環境整備協会一般財団法人  空港環境整備協会 図番図番図番図番図番図番図番

鋼板単色塗装仕上鋼板単色塗装仕上鋼板単色塗装仕上鋼板単色塗装仕上鋼板単色塗装仕上鋼板単色塗装仕上鋼板単色塗装仕上

オーバーヘッド短縮オーバーヘッド短縮オーバーヘッド短縮オーバーヘッド短縮オーバーヘッド短縮オーバーヘッド短縮オーバーヘッド短縮

非常放送用スピーカー付(かご天井上)非常放送用スピーカー付(かご天井上)非常放送用スピーカー付(かご天井上)非常放送用スピーカー付(かご天井上)非常放送用スピーカー付(かご天井上)非常放送用スピーカー付(かご天井上)非常放送用スピーカー付(かご天井上)

かご側板にガラス窓付かご側板にガラス窓付かご側板にガラス窓付かご側板にガラス窓付かご側板にガラス窓付かご側板にガラス窓付かご側板にガラス窓付

かご内荷摺り付(床面より450mm)かご内荷摺り付(床面より450mm)かご内荷摺り付(床面より450mm)かご内荷摺り付(床面より450mm)かご内荷摺り付(床面より450mm)かご内荷摺り付(床面より450mm)かご内荷摺り付(床面より450mm)

乗り場側利用者検知機能乗り場側利用者検知機能乗り場側利用者検知機能乗り場側利用者検知機能乗り場側利用者検知機能乗り場側利用者検知機能乗り場側利用者検知機能

多光軸ドアセンサー多光軸ドアセンサー多光軸ドアセンサー多光軸ドアセンサー多光軸ドアセンサー多光軸ドアセンサー多光軸ドアセンサー

煙感知器点検用ドアスイッチ付煙感知器点検用ドアスイッチ付煙感知器点検用ドアスイッチ付煙感知器点検用ドアスイッチ付煙感知器点検用ドアスイッチ付煙感知器点検用ドアスイッチ付煙感知器点検用ドアスイッチ付

運転休止スイッチ付(1階に取付)運転休止スイッチ付(1階に取付)運転休止スイッチ付(1階に取付)運転休止スイッチ付(1階に取付)運転休止スイッチ付(1階に取付)運転休止スイッチ付(1階に取付)運転休止スイッチ付(1階に取付)

かご内クーラー付かご内クーラー付かご内クーラー付かご内クーラー付かご内クーラー付かご内クーラー付かご内クーラー付

音声案内装置付音声案内装置付音声案内装置付音声案内装置付音声案内装置付音声案内装置付音声案内装置付

視覚障がい者仕様付(全ての操作盤と乘場ボタンに点字銘板付)視覚障がい者仕様付(全ての操作盤と乘場ボタンに点字銘板付)視覚障がい者仕様付(全ての操作盤と乘場ボタンに点字銘板付)視覚障がい者仕様付(全ての操作盤と乘場ボタンに点字銘板付)視覚障がい者仕様付(全ての操作盤と乘場ボタンに点字銘板付)視覚障がい者仕様付(全ての操作盤と乘場ボタンに点字銘板付)視覚障がい者仕様付(全ての操作盤と乘場ボタンに点字銘板付)

車いす仕様付車いす仕様付車いす仕様付車いす仕様付車いす仕様付車いす仕様付車いす仕様付

遮煙性能付乗場戸(大臣認定品)(火災､停電付)(全階)遮煙性能付乗場戸(大臣認定品)(火災､停電付)(全階)遮煙性能付乗場戸(大臣認定品)(火災､停電付)(全階)遮煙性能付乗場戸(大臣認定品)(火災､停電付)(全階)遮煙性能付乗場戸(大臣認定品)(火災､停電付)(全階)遮煙性能付乗場戸(大臣認定品)(火災､停電付)(全階)遮煙性能付乗場戸(大臣認定品)(火災､停電付)(全階)

建築基準法適用年度:2014年改正建築基準法適用年度:2014年改正建築基準法適用年度:2014年改正建築基準法適用年度:2014年改正建築基準法適用年度:2014年改正建築基準法適用年度:2014年改正建築基準法適用年度:2014年改正

特特特特特特特

記記記記記記記

仕仕仕仕仕仕仕

様様様様様様様

AAAAAAA 14141414141414耐震クラス耐震クラス耐震クラス耐震クラス耐震クラス耐震クラス耐震クラス

無し無し無し無し無し無し無し監  視  盤監  視  盤監  視  盤監  視  盤監  視  盤監  視  盤監  視  盤

ステンレスパイプ:ステンレスヘアライン仕上ステンレスパイプ:ステンレスヘアライン仕上ステンレスパイプ:ステンレスヘアライン仕上ステンレスパイプ:ステンレスヘアライン仕上ステンレスパイプ:ステンレスヘアライン仕上ステンレスパイプ:ステンレスヘアライン仕上ステンレスパイプ:ステンレスヘアライン仕上

ガラス製ガラス製ガラス製ガラス製ガラス製ガラス製ガラス製

カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上

凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)

カラー液晶表示(背景色:白)　前側板に組込カラー液晶表示(背景色:白)　前側板に組込カラー液晶表示(背景色:白)　前側板に組込カラー液晶表示(背景色:白)　前側板に組込カラー液晶表示(背景色:白)　前側板に組込カラー液晶表示(背景色:白)　前側板に組込カラー液晶表示(背景色:白)　前側板に組込

カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上

凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)

硬質アルミ硬質アルミ硬質アルミ硬質アルミ硬質アルミ硬質アルミ硬質アルミ

化粧鋼板化粧鋼板化粧鋼板化粧鋼板化粧鋼板化粧鋼板化粧鋼板

ビニールタイル(2T)ビニールタイル(2T)ビニールタイル(2T)ビニールタイル(2T)ビニールタイル(2T)ビニールタイル(2T)ビニールタイル(2T)

ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上

ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上

化粧鋼板化粧鋼板化粧鋼板化粧鋼板化粧鋼板化粧鋼板化粧鋼板

ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上ステンレスヘアライン仕上

スタンダード(メーカー標準)スタンダード(メーカー標準)スタンダード(メーカー標準)スタンダード(メーカー標準)スタンダード(メーカー標準)スタンダード(メーカー標準)スタンダード(メーカー標準)

かかかかかかか

ごごごごごごご

仕仕仕仕仕仕仕

様様様様様様様

ハンドレールハンドレールハンドレールハンドレールハンドレールハンドレールハンドレール

    鏡    鏡    鏡    鏡    鏡    鏡    鏡

車いす用操作盤車いす用操作盤車いす用操作盤車いす用操作盤車いす用操作盤車いす用操作盤車いす用操作盤

インジケーターインジケーターインジケーターインジケーターインジケーターインジケーターインジケーター

操  作  盤操  作  盤操  作  盤操  作  盤操  作  盤操  作  盤操  作  盤

敷      居敷      居敷      居敷      居敷      居敷      居敷      居

幅      木幅      木幅      木幅      木幅      木幅      木幅      木

    床    床    床    床    床    床    床

出入口上部出入口上部出入口上部出入口上部出入口上部出入口上部出入口上部

    戸    戸    戸    戸    戸    戸    戸

側      板側      板側      板側      板側      板側      板側      板

前  側  板前  側  板前  側  板前  側  板前  側  板前  側  板前  側  板

天      井天      井天      井天      井天      井天      井天      井

インジケーターに組込インジケーターに組込インジケーターに組込インジケーターに組込インジケーターに組込インジケーターに組込インジケーターに組込

凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)凸文字ステンレスボタン(φ35)1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階

カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上カバー:ステンレスヘアライン仕上

縦型デジタル表示縦型デジタル表示縦型デジタル表示縦型デジタル表示縦型デジタル表示縦型デジタル表示縦型デジタル表示1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階

無し無し無し無し無し無し無し1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階

硬質アルミ硬質アルミ硬質アルミ硬質アルミ硬質アルミ硬質アルミ硬質アルミ1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階

1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階

1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階

大枠　鋼板単色塗装仕上大枠　鋼板単色塗装仕上大枠　鋼板単色塗装仕上大枠　鋼板単色塗装仕上大枠　鋼板単色塗装仕上大枠　鋼板単色塗装仕上大枠　鋼板単色塗装仕上1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階1～5,PH 階

乗乗乗乗乗乗乗

場場場場場場場

仕仕仕仕仕仕仕

様様様様様様様

ホールボタンホールボタンホールボタンホールボタンホールボタンホールボタンホールボタン

インジケーターインジケーターインジケーターインジケーターインジケーターインジケーターインジケーター

ホールランタンホールランタンホールランタンホールランタンホールランタンホールランタンホールランタン

敷    居敷    居敷    居敷    居敷    居敷    居敷    居

幕    板幕    板幕    板幕    板幕    板幕    板幕    板

乗 場 戸乗 場 戸乗 場 戸乗 場 戸乗 場 戸乗 場 戸乗 場 戸

三 方 枠三 方 枠三 方 枠三 方 枠三 方 枠三 方 枠三 方 枠

無し無し無し無し無し無し無し

有り有り有り有り有り有り有り

有り(火報と連動した接点による自動式)有り(火報と連動した接点による自動式)有り(火報と連動した接点による自動式)有り(火報と連動した接点による自動式)有り(火報と連動した接点による自動式)有り(火報と連動した接点による自動式)有り(火報と連動した接点による自動式)

有り(P波およびS波感知)(リスタート機能付)有り(P波およびS波感知)(リスタート機能付)有り(P波およびS波感知)(リスタート機能付)有り(P波およびS波感知)(リスタート機能付)有り(P波およびS波感知)(リスタート機能付)有り(P波およびS波感知)(リスタート機能付)有り(P波およびS波感知)(リスタート機能付)

していただく必要があります)していただく必要があります)していただく必要があります)していただく必要があります)していただく必要があります)していただく必要があります)していただく必要があります)

(リモートメンテナンスを提供するためには､別途保守契約を(リモートメンテナンスを提供するためには､別途保守契約を(リモートメンテナンスを提供するためには､別途保守契約を(リモートメンテナンスを提供するためには､別途保守契約を(リモートメンテナンスを提供するためには､別途保守契約を(リモートメンテナンスを提供するためには､別途保守契約を(リモートメンテナンスを提供するためには､別途保守契約を

リモートメンテナンス用インターフェースリモートメンテナンス用インターフェースリモートメンテナンス用インターフェースリモートメンテナンス用インターフェースリモートメンテナンス用インターフェースリモートメンテナンス用インターフェースリモートメンテナンス用インターフェース

同時通話式インターホン同時通話式インターホン同時通話式インターホン同時通話式インターホン同時通話式インターホン同時通話式インターホン同時通話式インターホン

AC  1φ 100V 60HzAC  1φ 100V 60HzAC  1φ 100V 60HzAC  1φ 100V 60HzAC  1φ 100V 60HzAC  1φ 100V 60HzAC  1φ 100V 60Hz

AC  3φ 200V 60HzAC  3φ 200V 60HzAC  3φ 200V 60HzAC  3φ 200V 60HzAC  3φ 200V 60HzAC  3φ 200V 60HzAC  3φ 200V 60Hz

AC 6.2kW／台AC 6.2kW／台AC 6.2kW／台AC 6.2kW／台AC 6.2kW／台AC 6.2kW／台AC 6.2kW／台

2枚戸中央開き2枚戸中央開き2枚戸中央開き2枚戸中央開き2枚戸中央開き2枚戸中央開き2枚戸中央開き

幅900mm  高さ2100mm幅900mm  高さ2100mm幅900mm  高さ2100mm幅900mm  高さ2100mm幅900mm  高さ2100mm幅900mm  高さ2100mm幅900mm  高さ2100mm

間口1600mm  奥行1500mm  天井高さ2300mm間口1600mm  奥行1500mm  天井高さ2300mm間口1600mm  奥行1500mm  天井高さ2300mm間口1600mm  奥行1500mm  天井高さ2300mm間口1600mm  奥行1500mm  天井高さ2300mm間口1600mm  奥行1500mm  天井高さ2300mm間口1600mm  奥行1500mm  天井高さ2300mm

6 箇所  (1～5,PH 階)6 箇所  (1～5,PH 階)6 箇所  (1～5,PH 階)6 箇所  (1～5,PH 階)6 箇所  (1～5,PH 階)6 箇所  (1～5,PH 階)6 箇所  (1～5,PH 階)

インバータ制御方式(マイコン制御)インバータ制御方式(マイコン制御)インバータ制御方式(マイコン制御)インバータ制御方式(マイコン制御)インバータ制御方式(マイコン制御)インバータ制御方式(マイコン制御)インバータ制御方式(マイコン制御)

群乗合全自動方式群乗合全自動方式群乗合全自動方式群乗合全自動方式群乗合全自動方式群乗合全自動方式群乗合全自動方式

60m／min60m／min60m／min60m／min60m／min60m／min60m／min

1000kg／15人乗1000kg／15人乗1000kg／15人乗1000kg／15人乗1000kg／15人乗1000kg／15人乗1000kg／15人乗
乗用兼車いす用乗用兼車いす用乗用兼車いす用乗用兼車いす用乗用兼車いす用乗用兼車いす用乗用兼車いす用

機械室レス標準型エレベーター機械室レス標準型エレベーター機械室レス標準型エレベーター機械室レス標準型エレベーター機械室レス標準型エレベーター機械室レス標準型エレベーター機械室レス標準型エレベーター

NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2

基基基基基基基

本本本本本本本

仕仕仕仕仕仕仕

様様様様様様様

自家発自家発自家発自家発自家発自家発自家発

停 電停 電停 電停 電停 電停 電停 電

火 災火 災火 災火 災火 災火 災火 災

地 震地 震地 震地 震地 震地 震地 震

管 制 運 転管 制 運 転管 制 運 転管 制 運 転管 制 運 転管 制 運 転管 制 運 転

設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所

連絡装置連絡装置連絡装置連絡装置連絡装置連絡装置連絡装置

照明用電源照明用電源照明用電源照明用電源照明用電源照明用電源照明用電源

動力用電源動力用電源動力用電源動力用電源動力用電源動力用電源動力用電源

電  動  機電  動  機電  動  機電  動  機電  動  機電  動  機電  動  機

戸  型  式戸  型  式戸  型  式戸  型  式戸  型  式戸  型  式戸  型  式

出入口寸法出入口寸法出入口寸法出入口寸法出入口寸法出入口寸法出入口寸法

か ご 寸 法か ご 寸 法か ご 寸 法か ご 寸 法か ご 寸 法か ご 寸 法か ご 寸 法

停  止  階停  止  階停  止  階停  止  階停  止  階停  止  階停  止  階

制 御 方 式制 御 方 式制 御 方 式制 御 方 式制 御 方 式制 御 方 式制 御 方 式

運 転 方 式運 転 方 式運 転 方 式運 転 方 式運 転 方 式運 転 方 式運 転 方 式

定 格 速 度定 格 速 度定 格 速 度定 格 速 度定 格 速 度定 格 速 度定 格 速 度

定格積載質量／定員定格積載質量／定員定格積載質量／定員定格積載質量／定員定格積載質量／定員定格積載質量／定員定格積載質量／定員

用      途用      途用      途用      途用      途用      途用      途

型      式型      式型      式型      式型      式型      式型      式

号  機  名号  機  名号  機  名号  機  名号  機  名号  機  名号  機  名

エ レ ベ ー タ ー 仕 様エ レ ベ ー タ ー 仕 様エ レ ベ ー タ ー 仕 様エ レ ベ ー タ ー 仕 様エ レ ベ ー タ ー 仕 様エ レ ベ ー タ ー 仕 様エ レ ベ ー タ ー 仕 様

鋼板単色塗装仕上鋼板単色塗装仕上鋼板単色塗装仕上鋼板単色塗装仕上鋼板単色塗装仕上鋼板単色塗装仕上鋼板単色塗装仕上

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】
エレベーター設備計画にあたっては､以下の事項にご注意願います｡エレベーター設備計画にあたっては､以下の事項にご注意願います｡エレベーター設備計画にあたっては､以下の事項にご注意願います｡エレベーター設備計画にあたっては､以下の事項にご注意願います｡エレベーター設備計画にあたっては､以下の事項にご注意願います｡エレベーター設備計画にあたっては､以下の事項にご注意願います｡エレベーター設備計画にあたっては､以下の事項にご注意願います｡

1.昇降路内にエレベーターに関係のない用途の配管･ダクトなどが露出しないようにしてください｡1.昇降路内にエレベーターに関係のない用途の配管･ダクトなどが露出しないようにしてください｡1.昇降路内にエレベーターに関係のない用途の配管･ダクトなどが露出しないようにしてください｡1.昇降路内にエレベーターに関係のない用途の配管･ダクトなどが露出しないようにしてください｡1.昇降路内にエレベーターに関係のない用途の配管･ダクトなどが露出しないようにしてください｡1.昇降路内にエレベーターに関係のない用途の配管･ダクトなどが露出しないようにしてください｡1.昇降路内にエレベーターに関係のない用途の配管･ダクトなどが露出しないようにしてください｡
2.昇降路内温度は最低+5℃､最高40℃以内とし､湿度は月平均90%､日平均95%を超えないようにしてください｡2.昇降路内温度は最低+5℃､最高40℃以内とし､湿度は月平均90%､日平均95%を超えないようにしてください｡2.昇降路内温度は最低+5℃､最高40℃以内とし､湿度は月平均90%､日平均95%を超えないようにしてください｡2.昇降路内温度は最低+5℃､最高40℃以内とし､湿度は月平均90%､日平均95%を超えないようにしてください｡2.昇降路内温度は最低+5℃､最高40℃以内とし､湿度は月平均90%､日平均95%を超えないようにしてください｡2.昇降路内温度は最低+5℃､最高40℃以内とし､湿度は月平均90%､日平均95%を超えないようにしてください｡2.昇降路内温度は最低+5℃､最高40℃以内とし､湿度は月平均90%､日平均95%を超えないようにしてください｡
3.昇降路は有毒ガスや､はなはだしい塵埃などが入らないようにしてください｡3.昇降路は有毒ガスや､はなはだしい塵埃などが入らないようにしてください｡3.昇降路は有毒ガスや､はなはだしい塵埃などが入らないようにしてください｡3.昇降路は有毒ガスや､はなはだしい塵埃などが入らないようにしてください｡3.昇降路は有毒ガスや､はなはだしい塵埃などが入らないようにしてください｡3.昇降路は有毒ガスや､はなはだしい塵埃などが入らないようにしてください｡3.昇降路は有毒ガスや､はなはだしい塵埃などが入らないようにしてください｡
4.昇降路内壁や鉄骨部材に使用する塗料､接着剤､モルタルなどはホルムアルデヒドの発散が少ない材料を使用してください｡4.昇降路内壁や鉄骨部材に使用する塗料､接着剤､モルタルなどはホルムアルデヒドの発散が少ない材料を使用してください｡4.昇降路内壁や鉄骨部材に使用する塗料､接着剤､モルタルなどはホルムアルデヒドの発散が少ない材料を使用してください｡4.昇降路内壁や鉄骨部材に使用する塗料､接着剤､モルタルなどはホルムアルデヒドの発散が少ない材料を使用してください｡4.昇降路内壁や鉄骨部材に使用する塗料､接着剤､モルタルなどはホルムアルデヒドの発散が少ない材料を使用してください｡4.昇降路内壁や鉄骨部材に使用する塗料､接着剤､モルタルなどはホルムアルデヒドの発散が少ない材料を使用してください｡4.昇降路内壁や鉄骨部材に使用する塗料､接着剤､モルタルなどはホルムアルデヒドの発散が少ない材料を使用してください｡
5.電源電圧の変動は-10～+10%以内､電圧不平衡率5%以内に保つよう電源を設置願います｡5.電源電圧の変動は-10～+10%以内､電圧不平衡率5%以内に保つよう電源を設置願います｡5.電源電圧の変動は-10～+10%以内､電圧不平衡率5%以内に保つよう電源を設置願います｡5.電源電圧の変動は-10～+10%以内､電圧不平衡率5%以内に保つよう電源を設置願います｡5.電源電圧の変動は-10～+10%以内､電圧不平衡率5%以内に保つよう電源を設置願います｡5.電源電圧の変動は-10～+10%以内､電圧不平衡率5%以内に保つよう電源を設置願います｡5.電源電圧の変動は-10～+10%以内､電圧不平衡率5%以内に保つよう電源を設置願います｡

NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2

4)コンクリート基準圧縮強度 21N／mm 以上とする4)コンクリート基準圧縮強度 21N／mm 以上とする4)コンクリート基準圧縮強度 21N／mm 以上とする4)コンクリート基準圧縮強度 21N／mm 以上とする4)コンクリート基準圧縮強度 21N／mm 以上とする4)コンクリート基準圧縮強度 21N／mm 以上とする4)コンクリート基準圧縮強度 21N／mm 以上とする

医療機器､放送用機器､コンピューター機器などの電源とエレベーター動力用電源およびアース線の系統分離工事医療機器､放送用機器､コンピューター機器などの電源とエレベーター動力用電源およびアース線の系統分離工事医療機器､放送用機器､コンピューター機器などの電源とエレベーター動力用電源およびアース線の系統分離工事医療機器､放送用機器､コンピューター機器などの電源とエレベーター動力用電源およびアース線の系統分離工事医療機器､放送用機器､コンピューター機器などの電源とエレベーター動力用電源およびアース線の系統分離工事医療機器､放送用機器､コンピューター機器などの電源とエレベーター動力用電源およびアース線の系統分離工事医療機器､放送用機器､コンピューター機器などの電源とエレベーター動力用電源およびアース線の系統分離工事

エレベーター運転調整用電力の供給(動力用および照明用電源ともに本設電源配管経路で引き込み)エレベーター運転調整用電力の供給(動力用および照明用電源ともに本設電源配管経路で引き込み)エレベーター運転調整用電力の供給(動力用および照明用電源ともに本設電源配管経路で引き込み)エレベーター運転調整用電力の供給(動力用および照明用電源ともに本設電源配管経路で引き込み)エレベーター運転調整用電力の供給(動力用および照明用電源ともに本設電源配管経路で引き込み)エレベーター運転調整用電力の供給(動力用および照明用電源ともに本設電源配管経路で引き込み)エレベーター運転調整用電力の供給(動力用および照明用電源ともに本設電源配管経路で引き込み)5555555

エレベーター据付工事用電力の供給(動力用および照明用電源)エレベーター据付工事用電力の供給(動力用および照明用電源)エレベーター据付工事用電力の供給(動力用および照明用電源)エレベーター据付工事用電力の供給(動力用および照明用電源)エレベーター据付工事用電力の供給(動力用および照明用電源)エレベーター据付工事用電力の供給(動力用および照明用電源)エレベーター据付工事用電力の供給(動力用および照明用電源)4444444

不停止階の昇降路救出口扉の設置工事(施行令 129条の7の1による)不停止階の昇降路救出口扉の設置工事(施行令 129条の7の1による)不停止階の昇降路救出口扉の設置工事(施行令 129条の7の1による)不停止階の昇降路救出口扉の設置工事(施行令 129条の7の1による)不停止階の昇降路救出口扉の設置工事(施行令 129条の7の1による)不停止階の昇降路救出口扉の設置工事(施行令 129条の7の1による)不停止階の昇降路救出口扉の設置工事(施行令 129条の7の1による)28282828282828

PC構造に於けるインサート埋め込み工事またはプレート設置工事PC構造に於けるインサート埋め込み工事またはプレート設置工事PC構造に於けるインサート埋め込み工事またはプレート設置工事PC構造に於けるインサート埋め込み工事またはプレート設置工事PC構造に於けるインサート埋め込み工事またはプレート設置工事PC構造に於けるインサート埋め込み工事またはプレート設置工事PC構造に於けるインサート埋め込み工事またはプレート設置工事27272727272727

レール･三方枠･敷居･ホールボタン･インジケーターなどの固定用鋼材設置工事および誤差是正工事レール･三方枠･敷居･ホールボタン･インジケーターなどの固定用鋼材設置工事および誤差是正工事レール･三方枠･敷居･ホールボタン･インジケーターなどの固定用鋼材設置工事および誤差是正工事レール･三方枠･敷居･ホールボタン･インジケーターなどの固定用鋼材設置工事および誤差是正工事レール･三方枠･敷居･ホールボタン･インジケーターなどの固定用鋼材設置工事および誤差是正工事レール･三方枠･敷居･ホールボタン･インジケーターなどの固定用鋼材設置工事および誤差是正工事レール･三方枠･敷居･ホールボタン･インジケーターなどの固定用鋼材設置工事および誤差是正工事26262626262626

23232323232323 昇降路頂部への吊りビーム設置工事昇降路頂部への吊りビーム設置工事昇降路頂部への吊りビーム設置工事昇降路頂部への吊りビーム設置工事昇降路頂部への吊りビーム設置工事昇降路頂部への吊りビーム設置工事昇降路頂部への吊りビーム設置工事

22222222222222 昇降路頂部への吊りフックの設置工事昇降路頂部への吊りフックの設置工事昇降路頂部への吊りフックの設置工事昇降路頂部への吊りフックの設置工事昇降路頂部への吊りフックの設置工事昇降路頂部への吊りフックの設置工事昇降路頂部への吊りフックの設置工事

21212121212121 昇降路内配管工事に伴う区画貫通部の耐火処理工事昇降路内配管工事に伴う区画貫通部の耐火処理工事昇降路内配管工事に伴う区画貫通部の耐火処理工事昇降路内配管工事に伴う区画貫通部の耐火処理工事昇降路内配管工事に伴う区画貫通部の耐火処理工事昇降路内配管工事に伴う区画貫通部の耐火処理工事昇降路内配管工事に伴う区画貫通部の耐火処理工事

20202020202020 昇降路出入口側内壁(敷居下および出入口上部)とかご前端が125mm以上離れる場合の昇降路出入口側内壁(敷居下および出入口上部)とかご前端が125mm以上離れる場合の昇降路出入口側内壁(敷居下および出入口上部)とかご前端が125mm以上離れる場合の昇降路出入口側内壁(敷居下および出入口上部)とかご前端が125mm以上離れる場合の昇降路出入口側内壁(敷居下および出入口上部)とかご前端が125mm以上離れる場合の昇降路出入口側内壁(敷居下および出入口上部)とかご前端が125mm以上離れる場合の昇降路出入口側内壁(敷居下および出入口上部)とかご前端が125mm以上離れる場合の フェッシャープレートフェッシャープレートフェッシャープレートフェッシャープレートフェッシャープレートフェッシャープレートフェッシャープレート設置工事設置工事設置工事設置工事設置工事設置工事設置工事

19191919191919 昇降路出入口側内壁(敷居下および出入口上部)とかご前端が125mm以上離れる場合の昇降路出入口側内壁(敷居下および出入口上部)とかご前端が125mm以上離れる場合の昇降路出入口側内壁(敷居下および出入口上部)とかご前端が125mm以上離れる場合の昇降路出入口側内壁(敷居下および出入口上部)とかご前端が125mm以上離れる場合の昇降路出入口側内壁(敷居下および出入口上部)とかご前端が125mm以上離れる場合の昇降路出入口側内壁(敷居下および出入口上部)とかご前端が125mm以上離れる場合の昇降路出入口側内壁(敷居下および出入口上部)とかご前端が125mm以上離れる場合の フェッシャープレートフェッシャープレートフェッシャープレートフェッシャープレートフェッシャープレートフェッシャープレートフェッシャープレート取付用下地設置工事取付用下地設置工事取付用下地設置工事取付用下地設置工事取付用下地設置工事取付用下地設置工事取付用下地設置工事

18181818181818

昇降路頂部の煙感知器の設置工事(昇降路外部から保守点検可能な構造)(点検扉は､厚さ1.5mm以上の鉄板製)昇降路頂部の煙感知器の設置工事(昇降路外部から保守点検可能な構造)(点検扉は､厚さ1.5mm以上の鉄板製)昇降路頂部の煙感知器の設置工事(昇降路外部から保守点検可能な構造)(点検扉は､厚さ1.5mm以上の鉄板製)昇降路頂部の煙感知器の設置工事(昇降路外部から保守点検可能な構造)(点検扉は､厚さ1.5mm以上の鉄板製)昇降路頂部の煙感知器の設置工事(昇降路外部から保守点検可能な構造)(点検扉は､厚さ1.5mm以上の鉄板製)昇降路頂部の煙感知器の設置工事(昇降路外部から保守点検可能な構造)(点検扉は､厚さ1.5mm以上の鉄板製)昇降路頂部の煙感知器の設置工事(昇降路外部から保守点検可能な構造)(点検扉は､厚さ1.5mm以上の鉄板製)

17171717171717 昇降路頂部の煙感知器点検扉ELV連動停止スイッチ取付昇降路頂部の煙感知器点検扉ELV連動停止スイッチ取付昇降路頂部の煙感知器点検扉ELV連動停止スイッチ取付昇降路頂部の煙感知器点検扉ELV連動停止スイッチ取付昇降路頂部の煙感知器点検扉ELV連動停止スイッチ取付昇降路頂部の煙感知器点検扉ELV連動停止スイッチ取付昇降路頂部の煙感知器点検扉ELV連動停止スイッチ取付

16161616161616

14141414141414

ピット点検用コンセント設置工事(1ヶ／台)ピット点検用コンセント設置工事(1ヶ／台)ピット点検用コンセント設置工事(1ヶ／台)ピット点検用コンセント設置工事(1ヶ／台)ピット点検用コンセント設置工事(1ヶ／台)ピット点検用コンセント設置工事(1ヶ／台)ピット点検用コンセント設置工事(1ヶ／台)

11111111111111

10101010101010

ピット点検用タラップまたは梯子の設置工事ピット点検用タラップまたは梯子の設置工事ピット点検用タラップまたは梯子の設置工事ピット点検用タラップまたは梯子の設置工事ピット点検用タラップまたは梯子の設置工事ピット点検用タラップまたは梯子の設置工事ピット点検用タラップまたは梯子の設置工事

オーバヘッド･ピット寸法が図面と異なる場合のはつり･埋め戻し工事オーバヘッド･ピット寸法が図面と異なる場合のはつり･埋め戻し工事オーバヘッド･ピット寸法が図面と異なる場合のはつり･埋め戻し工事オーバヘッド･ピット寸法が図面と異なる場合のはつり･埋め戻し工事オーバヘッド･ピット寸法が図面と異なる場合のはつり･埋め戻し工事オーバヘッド･ピット寸法が図面と異なる場合のはつり･埋め戻し工事オーバヘッド･ピット寸法が図面と異なる場合のはつり･埋め戻し工事

4444444
･コンクリートの躯体誤差が30mmを超えないこと･コンクリートの躯体誤差が30mmを超えないこと･コンクリートの躯体誤差が30mmを超えないこと･コンクリートの躯体誤差が30mmを超えないこと･コンクリートの躯体誤差が30mmを超えないこと･コンクリートの躯体誤差が30mmを超えないこと･コンクリートの躯体誤差が30mmを超えないこと
各階出入口まわり壁の穴あけ工事(出入口､押しボタン､かご位置表示灯､ホールモニターなど)各階出入口まわり壁の穴あけ工事(出入口､押しボタン､かご位置表示灯､ホールモニターなど)各階出入口まわり壁の穴あけ工事(出入口､押しボタン､かご位置表示灯､ホールモニターなど)各階出入口まわり壁の穴あけ工事(出入口､押しボタン､かご位置表示灯､ホールモニターなど)各階出入口まわり壁の穴あけ工事(出入口､押しボタン､かご位置表示灯､ホールモニターなど)各階出入口まわり壁の穴あけ工事(出入口､押しボタン､かご位置表示灯､ホールモニターなど)各階出入口まわり壁の穴あけ工事(出入口､押しボタン､かご位置表示灯､ホールモニターなど)

範囲範囲範囲範囲範囲範囲範囲
SSSSSSSRCRCRCRCRCRCRC

建屋構造建屋構造建屋構造建屋構造建屋構造建屋構造建屋構造 工事区分工事区分工事区分工事区分工事区分工事区分工事区分

32323232323232 昇降路内温度が5℃未満又は40℃超過の場合の空調設備設置工事昇降路内温度が5℃未満又は40℃超過の場合の空調設備設置工事昇降路内温度が5℃未満又は40℃超過の場合の空調設備設置工事昇降路内温度が5℃未満又は40℃超過の場合の空調設備設置工事昇降路内温度が5℃未満又は40℃超過の場合の空調設備設置工事昇降路内温度が5℃未満又は40℃超過の場合の空調設備設置工事昇降路内温度が5℃未満又は40℃超過の場合の空調設備設置工事

昇降路内温度が40℃超過の場合の換気扇設置工事昇降路内温度が40℃超過の場合の換気扇設置工事昇降路内温度が40℃超過の場合の換気扇設置工事昇降路内温度が40℃超過の場合の換気扇設置工事昇降路内温度が40℃超過の場合の換気扇設置工事昇降路内温度が40℃超過の場合の換気扇設置工事昇降路内温度が40℃超過の場合の換気扇設置工事31313131313131

併設されたエレベーターの最下階が異なる場合のピット間仕切り工事(H=1800以上)併設されたエレベーターの最下階が異なる場合のピット間仕切り工事(H=1800以上)併設されたエレベーターの最下階が異なる場合のピット間仕切り工事(H=1800以上)併設されたエレベーターの最下階が異なる場合のピット間仕切り工事(H=1800以上)併設されたエレベーターの最下階が異なる場合のピット間仕切り工事(H=1800以上)併設されたエレベーターの最下階が異なる場合のピット間仕切り工事(H=1800以上)併設されたエレベーターの最下階が異なる場合のピット間仕切り工事(H=1800以上)

空衛空衛空衛空衛空衛空衛空衛

15151515151515

14141414141414

監視盤用電源の監視盤までの引き込み工事監視盤用電源の監視盤までの引き込み工事監視盤用電源の監視盤までの引き込み工事監視盤用電源の監視盤までの引き込み工事監視盤用電源の監視盤までの引き込み工事監視盤用電源の監視盤までの引き込み工事監視盤用電源の監視盤までの引き込み工事

ALC継目の補修､セパボルトの撤去ALC継目の補修､セパボルトの撤去ALC継目の補修､セパボルトの撤去ALC継目の補修､セパボルトの撤去ALC継目の補修､セパボルトの撤去ALC継目の補修､セパボルトの撤去ALC継目の補修､セパボルトの撤去

昇降路がガラスの場合の養生施工および塗装工事昇降路がガラスの場合の養生施工および塗装工事昇降路がガラスの場合の養生施工および塗装工事昇降路がガラスの場合の養生施工および塗装工事昇降路がガラスの場合の養生施工および塗装工事昇降路がガラスの場合の養生施工および塗装工事昇降路がガラスの場合の養生施工および塗装工事

エレベーター承認図と躯体が異なる場合の手直しエレベーター承認図と躯体が異なる場合の手直しエレベーター承認図と躯体が異なる場合の手直しエレベーター承認図と躯体が異なる場合の手直しエレベーター承認図と躯体が異なる場合の手直しエレベーター承認図と躯体が異なる場合の手直しエレベーター承認図と躯体が異なる場合の手直し

昇降路内仮設足場の設置および解体工事昇降路内仮設足場の設置および解体工事昇降路内仮設足場の設置および解体工事昇降路内仮設足場の設置および解体工事昇降路内仮設足場の設置および解体工事昇降路内仮設足場の設置および解体工事昇降路内仮設足場の設置および解体工事

13131313131313
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30303030303030 昇降路内温度が40℃超過の場合のガラリ設置工事昇降路内温度が40℃超過の場合のガラリ設置工事昇降路内温度が40℃超過の場合のガラリ設置工事昇降路内温度が40℃超過の場合のガラリ設置工事昇降路内温度が40℃超過の場合のガラリ設置工事昇降路内温度が40℃超過の場合のガラリ設置工事昇降路内温度が40℃超過の場合のガラリ設置工事

29292929292929 かごドレン式ク-ラ-設置時のピット排水管工事かごドレン式ク-ラ-設置時のピット排水管工事かごドレン式ク-ラ-設置時のピット排水管工事かごドレン式ク-ラ-設置時のピット排水管工事かごドレン式ク-ラ-設置時のピット排水管工事かごドレン式ク-ラ-設置時のピット排水管工事かごドレン式ク-ラ-設置時のピット排水管工事

昇降路内の中間ビーム設置工事　　　　(コンクリート階)昇降路内の中間ビーム設置工事　　　　(コンクリート階)昇降路内の中間ビーム設置工事　　　　(コンクリート階)昇降路内の中間ビーム設置工事　　　　(コンクリート階)昇降路内の中間ビーム設置工事　　　　(コンクリート階)昇降路内の中間ビーム設置工事　　　　(コンクリート階)昇降路内の中間ビーム設置工事　　　　(コンクリート階)

25252525252525 昇降路内の中間ビーム及び立柱設置工事(鉄骨階)昇降路内の中間ビーム及び立柱設置工事(鉄骨階)昇降路内の中間ビーム及び立柱設置工事(鉄骨階)昇降路内の中間ビーム及び立柱設置工事(鉄骨階)昇降路内の中間ビーム及び立柱設置工事(鉄骨階)昇降路内の中間ビーム及び立柱設置工事(鉄骨階)昇降路内の中間ビーム及び立柱設置工事(鉄骨階)

エレベーター据付後の出入口壁および床その他建築仕上げ及び補修工事エレベーター据付後の出入口壁および床その他建築仕上げ及び補修工事エレベーター据付後の出入口壁および床その他建築仕上げ及び補修工事エレベーター据付後の出入口壁および床その他建築仕上げ及び補修工事エレベーター据付後の出入口壁および床その他建築仕上げ及び補修工事エレベーター据付後の出入口壁および床その他建築仕上げ及び補修工事エレベーター据付後の出入口壁および床その他建築仕上げ及び補修工事

3)コンクリート厚さは150mm以上とする3)コンクリート厚さは150mm以上とする3)コンクリート厚さは150mm以上とする3)コンクリート厚さは150mm以上とする3)コンクリート厚さは150mm以上とする3)コンクリート厚さは150mm以上とする3)コンクリート厚さは150mm以上とする

2222222

　 おいて 15mmを超える変形や塑性変形が発生しないこと　 おいて 15mmを超える変形や塑性変形が発生しないこと　 おいて 15mmを超える変形や塑性変形が発生しないこと　 おいて 15mmを超える変形や塑性変形が発生しないこと　 おいて 15mmを超える変形や塑性変形が発生しないこと　 おいて 15mmを超える変形や塑性変形が発生しないこと　 おいて 15mmを超える変形や塑性変形が発生しないこと
2)昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は､任意の5cm の面にこれと直角な方向の300Nの力が昇降路外から作用した場合に2)昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は､任意の5cm の面にこれと直角な方向の300Nの力が昇降路外から作用した場合に2)昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は､任意の5cm の面にこれと直角な方向の300Nの力が昇降路外から作用した場合に2)昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は､任意の5cm の面にこれと直角な方向の300Nの力が昇降路外から作用した場合に2)昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は､任意の5cm の面にこれと直角な方向の300Nの力が昇降路外から作用した場合に2)昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は､任意の5cm の面にこれと直角な方向の300Nの力が昇降路外から作用した場合に2)昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は､任意の5cm の面にこれと直角な方向の300Nの力が昇降路外から作用した場合に
1)壁または囲いは間隙なきものとする1)壁または囲いは間隙なきものとする1)壁または囲いは間隙なきものとする1)壁または囲いは間隙なきものとする1)壁または囲いは間隙なきものとする1)壁または囲いは間隙なきものとする1)壁または囲いは間隙なきものとする

出入口が直接外気と接する乗場における雨水よけ工事(庇,水切り等)出入口が直接外気と接する乗場における雨水よけ工事(庇,水切り等)出入口が直接外気と接する乗場における雨水よけ工事(庇,水切り等)出入口が直接外気と接する乗場における雨水よけ工事(庇,水切り等)出入口が直接外気と接する乗場における雨水よけ工事(庇,水切り等)出入口が直接外気と接する乗場における雨水よけ工事(庇,水切り等)出入口が直接外気と接する乗場における雨水よけ工事(庇,水切り等)

エレベーター着工前の各階出入り口開口部の塞ぎ材支給および施工エレベーター着工前の各階出入り口開口部の塞ぎ材支給および施工エレベーター着工前の各階出入り口開口部の塞ぎ材支給および施工エレベーター着工前の各階出入り口開口部の塞ぎ材支給および施工エレベーター着工前の各階出入り口開口部の塞ぎ材支給および施工エレベーター着工前の各階出入り口開口部の塞ぎ材支給および施工エレベーター着工前の各階出入り口開口部の塞ぎ材支給および施工

昇降路内建築工事仮設床(水平養生)用の金網､デッキプレートなどの撤去工事昇降路内建築工事仮設床(水平養生)用の金網､デッキプレートなどの撤去工事昇降路内建築工事仮設床(水平養生)用の金網､デッキプレートなどの撤去工事昇降路内建築工事仮設床(水平養生)用の金網､デッキプレートなどの撤去工事昇降路内建築工事仮設床(水平養生)用の金網､デッキプレートなどの撤去工事昇降路内建築工事仮設床(水平養生)用の金網､デッキプレートなどの撤去工事昇降路内建築工事仮設床(水平養生)用の金網､デッキプレートなどの撤去工事

昇降路と居室が隣接する場合の居室側防音および防振工事昇降路と居室が隣接する場合の居室側防音および防振工事昇降路と居室が隣接する場合の居室側防音および防振工事昇降路と居室が隣接する場合の居室側防音および防振工事昇降路と居室が隣接する場合の居室側防音および防振工事昇降路と居室が隣接する場合の居室側防音および防振工事昇降路と居室が隣接する場合の居室側防音および防振工事

エレベーター据付工事員現場詰所および材料置場の確保エレベーター据付工事員現場詰所および材料置場の確保エレベーター据付工事員現場詰所および材料置場の確保エレベーター据付工事員現場詰所および材料置場の確保エレベーター据付工事員現場詰所および材料置場の確保エレベーター据付工事員現場詰所および材料置場の確保エレベーター据付工事員現場詰所および材料置場の確保

エレベーター重量部品搬入の際の仮設揚重機の貸与エレベーター重量部品搬入の際の仮設揚重機の貸与エレベーター重量部品搬入の際の仮設揚重機の貸与エレベーター重量部品搬入の際の仮設揚重機の貸与エレベーター重量部品搬入の際の仮設揚重機の貸与エレベーター重量部品搬入の際の仮設揚重機の貸与エレベーター重量部品搬入の際の仮設揚重機の貸与

エレベーター部品搬入経路の確保(必要に応じてコンクリートの穴あけおよび埋め戻し工事)エレベーター部品搬入経路の確保(必要に応じてコンクリートの穴あけおよび埋め戻し工事)エレベーター部品搬入経路の確保(必要に応じてコンクリートの穴あけおよび埋め戻し工事)エレベーター部品搬入経路の確保(必要に応じてコンクリートの穴あけおよび埋め戻し工事)エレベーター部品搬入経路の確保(必要に応じてコンクリートの穴あけおよび埋め戻し工事)エレベーター部品搬入経路の確保(必要に応じてコンクリートの穴あけおよび埋め戻し工事)エレベーター部品搬入経路の確保(必要に応じてコンクリートの穴あけおよび埋め戻し工事)

そそそそそそそ

ののののののの
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配線工事(配線サイズ､本数は電気設備欄による)配線工事(配線サイズ､本数は電気設備欄による)配線工事(配線サイズ､本数は電気設備欄による)配線工事(配線サイズ､本数は電気設備欄による)配線工事(配線サイズ､本数は電気設備欄による)配線工事(配線サイズ､本数は電気設備欄による)配線工事(配線サイズ､本数は電気設備欄による)
リモートメンテナンス用として電話中継盤から昇降路までの配管(最小直径25mm)､リモートメンテナンス用として電話中継盤から昇降路までの配管(最小直径25mm)､リモートメンテナンス用として電話中継盤から昇降路までの配管(最小直径25mm)､リモートメンテナンス用として電話中継盤から昇降路までの配管(最小直径25mm)､リモートメンテナンス用として電話中継盤から昇降路までの配管(最小直径25mm)､リモートメンテナンス用として電話中継盤から昇降路までの配管(最小直径25mm)､リモートメンテナンス用として電話中継盤から昇降路までの配管(最小直径25mm)､

(監視盤配置場所より昇降路最下階の制御盤位置まで引き込み)(監視盤配置場所より昇降路最下階の制御盤位置まで引き込み)(監視盤配置場所より昇降路最下階の制御盤位置まで引き込み)(監視盤配置場所より昇降路最下階の制御盤位置まで引き込み)(監視盤配置場所より昇降路最下階の制御盤位置まで引き込み)(監視盤配置場所より昇降路最下階の制御盤位置まで引き込み)(監視盤配置場所より昇降路最下階の制御盤位置まで引き込み)
監視盤がある場合の監視盤用配管配線工事監視盤がある場合の監視盤用配管配線工事監視盤がある場合の監視盤用配管配線工事監視盤がある場合の監視盤用配管配線工事監視盤がある場合の監視盤用配管配線工事監視盤がある場合の監視盤用配管配線工事監視盤がある場合の監視盤用配管配線工事

(配線サイズ､本数は電気設備欄による)(配線サイズ､本数は電気設備欄による)(配線サイズ､本数は電気設備欄による)(配線サイズ､本数は電気設備欄による)(配線サイズ､本数は電気設備欄による)(配線サイズ､本数は電気設備欄による)(配線サイズ､本数は電気設備欄による)
昇降路内の受電制御盤への動力電源､照明用電源およびアース線の引き込みならびにつなぎ込み工事昇降路内の受電制御盤への動力電源､照明用電源およびアース線の引き込みならびにつなぎ込み工事昇降路内の受電制御盤への動力電源､照明用電源およびアース線の引き込みならびにつなぎ込み工事昇降路内の受電制御盤への動力電源､照明用電源およびアース線の引き込みならびにつなぎ込み工事昇降路内の受電制御盤への動力電源､照明用電源およびアース線の引き込みならびにつなぎ込み工事昇降路内の受電制御盤への動力電源､照明用電源およびアース線の引き込みならびにつなぎ込み工事昇降路内の受電制御盤への動力電源､照明用電源およびアース線の引き込みならびにつなぎ込み工事

13131313131313

12121212121212

配線工事(配線サイズ､本数は電気設備欄による)配線工事(配線サイズ､本数は電気設備欄による)配線工事(配線サイズ､本数は電気設備欄による)配線工事(配線サイズ､本数は電気設備欄による)配線工事(配線サイズ､本数は電気設備欄による)配線工事(配線サイズ､本数は電気設備欄による)配線工事(配線サイズ､本数は電気設備欄による)
インターホンならびにその他の機器(放送(一般･非常)･自家発商用電源識別接点･火災時管制用接点･防犯カメラ等)用配管､インターホンならびにその他の機器(放送(一般･非常)･自家発商用電源識別接点･火災時管制用接点･防犯カメラ等)用配管､インターホンならびにその他の機器(放送(一般･非常)･自家発商用電源識別接点･火災時管制用接点･防犯カメラ等)用配管､インターホンならびにその他の機器(放送(一般･非常)･自家発商用電源識別接点･火災時管制用接点･防犯カメラ等)用配管､インターホンならびにその他の機器(放送(一般･非常)･自家発商用電源識別接点･火災時管制用接点･防犯カメラ等)用配管､インターホンならびにその他の機器(放送(一般･非常)･自家発商用電源識別接点･火災時管制用接点･防犯カメラ等)用配管､インターホンならびにその他の機器(放送(一般･非常)･自家発商用電源識別接点･火災時管制用接点･防犯カメラ等)用配管､
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7777777

6666666
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2222222

1111111

ピット内防水仕上げ工事(ピット仕上げ面の水平度は 1／200 以下)ピット内防水仕上げ工事(ピット仕上げ面の水平度は 1／200 以下)ピット内防水仕上げ工事(ピット仕上げ面の水平度は 1／200 以下)ピット内防水仕上げ工事(ピット仕上げ面の水平度は 1／200 以下)ピット内防水仕上げ工事(ピット仕上げ面の水平度は 1／200 以下)ピット内防水仕上げ工事(ピット仕上げ面の水平度は 1／200 以下)ピット内防水仕上げ工事(ピット仕上げ面の水平度は 1／200 以下)

三方枠､インジケーターなどと壁間のすきま塞ぎ工事(ふさぎ板またはラス材)三方枠､インジケーターなどと壁間のすきま塞ぎ工事(ふさぎ板またはラス材)三方枠､インジケーターなどと壁間のすきま塞ぎ工事(ふさぎ板またはラス材)三方枠､インジケーターなどと壁間のすきま塞ぎ工事(ふさぎ板またはラス材)三方枠､インジケーターなどと壁間のすきま塞ぎ工事(ふさぎ板またはラス材)三方枠､インジケーターなどと壁間のすきま塞ぎ工事(ふさぎ板またはラス材)三方枠､インジケーターなどと壁間のすきま塞ぎ工事(ふさぎ板またはラス材)

三方枠､インジケーターなどと壁間の防火区画処理三方枠､インジケーターなどと壁間の防火区画処理三方枠､インジケーターなどと壁間の防火区画処理三方枠､インジケーターなどと壁間の防火区画処理三方枠､インジケーターなどと壁間の防火区画処理三方枠､インジケーターなどと壁間の防火区画処理三方枠､インジケーターなどと壁間の防火区画処理

各階出入口床の敷居取り付け用かき込みまたは敷居受け持ち出し工事各階出入口床の敷居取り付け用かき込みまたは敷居受け持ち出し工事各階出入口床の敷居取り付け用かき込みまたは敷居受け持ち出し工事各階出入口床の敷居取り付け用かき込みまたは敷居受け持ち出し工事各階出入口床の敷居取り付け用かき込みまたは敷居受け持ち出し工事各階出入口床の敷居取り付け用かき込みまたは敷居受け持ち出し工事各階出入口床の敷居取り付け用かき込みまたは敷居受け持ち出し工事

昇降路内鉄骨構造階の構造耐火処理工事および補修工事昇降路内鉄骨構造階の構造耐火処理工事および補修工事昇降路内鉄骨構造階の構造耐火処理工事および補修工事昇降路内鉄骨構造階の構造耐火処理工事および補修工事昇降路内鉄骨構造階の構造耐火処理工事および補修工事昇降路内鉄骨構造階の構造耐火処理工事および補修工事昇降路内鉄骨構造階の構造耐火処理工事および補修工事

昇降路の築造と誤差是正工事昇降路の築造と誤差是正工事昇降路の築造と誤差是正工事昇降路の築造と誤差是正工事昇降路の築造と誤差是正工事昇降路の築造と誤差是正工事昇降路の築造と誤差是正工事

昇昇昇昇昇昇昇

降降降降降降降

路路路路路路路

ELVELVELVELVELVELVELV電気電気電気電気電気電気電気建築建築建築建築建築建築建築
工  事  名工  事  名工  事  名工  事  名工  事  名工  事  名工  事  名項目項目項目項目項目項目項目

号機名号機名号機名号機名号機名号機名号機名

工 事 区 分 表工 事 区 分 表工 事 区 分 表工 事 区 分 表工 事 区 分 表工 事 区 分 表工 事 区 分 表

2222222

配管配線は電気工事配管配線は電気工事配管配線は電気工事配管配線は電気工事配管配線は電気工事配管配線は電気工事配管配線は電気工事

および工事区分は別図によるおよび工事区分は別図によるおよび工事区分は別図によるおよび工事区分は別図によるおよび工事区分は別図によるおよび工事区分は別図によるおよび工事区分は別図による

有りの場合:総合監視端末のシステム系統図(警備､設備)有りの場合:総合監視端末のシステム系統図(警備､設備)有りの場合:総合監視端末のシステム系統図(警備､設備)有りの場合:総合監視端末のシステム系統図(警備､設備)有りの場合:総合監視端末のシステム系統図(警備､設備)有りの場合:総合監視端末のシステム系統図(警備､設備)有りの場合:総合監視端末のシステム系統図(警備､設備)

総合監視端末への信号伝送(　有　･　無　)総合監視端末への信号伝送(　有　･　無　)総合監視端末への信号伝送(　有　･　無　)総合監視端末への信号伝送(　有　･　無　)総合監視端末への信号伝送(　有　･　無　)総合監視端末への信号伝送(　有　･　無　)総合監視端末への信号伝送(　有　･　無　)

遠隔監視システム遠隔監視システム遠隔監視システム遠隔監視システム遠隔監視システム遠隔監視システム遠隔監視システム

HP 1.2-3C／台HP 1.2-3C／台HP 1.2-3C／台HP 1.2-3C／台HP 1.2-3C／台HP 1.2-3C／台HP 1.2-3C／台非常放送用スピーカー用配管配線非常放送用スピーカー用配管配線非常放送用スピーカー用配管配線非常放送用スピーカー用配管配線非常放送用スピーカー用配管配線非常放送用スピーカー用配管配線非常放送用スピーカー用配管配線

2480W／台2480W／台2480W／台2480W／台2480W／台2480W／台2480W／台

換気設備を設置してください｡換気設備を設置してください｡換気設備を設置してください｡換気設備を設置してください｡換気設備を設置してください｡換気設備を設置してください｡換気設備を設置してください｡

②②②②②②②昇降路内に日射(西日等)が入る場合は日射量の熱量を考慮した昇降路内に日射(西日等)が入る場合は日射量の熱量を考慮した昇降路内に日射(西日等)が入る場合は日射量の熱量を考慮した昇降路内に日射(西日等)が入る場合は日射量の熱量を考慮した昇降路内に日射(西日等)が入る場合は日射量の熱量を考慮した昇降路内に日射(西日等)が入る場合は日射量の熱量を考慮した昇降路内に日射(西日等)が入る場合は日射量の熱量を考慮した

①①①①①①①昇降路の最高室温を40℃以下に保つ換気設備を対角位置に2箇所設置昇降路の最高室温を40℃以下に保つ換気設備を対角位置に2箇所設置昇降路の最高室温を40℃以下に保つ換気設備を対角位置に2箇所設置昇降路の最高室温を40℃以下に保つ換気設備を対角位置に2箇所設置昇降路の最高室温を40℃以下に保つ換気設備を対角位置に2箇所設置昇降路の最高室温を40℃以下に保つ換気設備を対角位置に2箇所設置昇降路の最高室温を40℃以下に保つ換気設備を対角位置に2箇所設置

   WX   H (鋼板製 FD付 防虫網付)   WX   H (鋼板製 FD付 防虫網付)   WX   H (鋼板製 FD付 防虫網付)   WX   H (鋼板製 FD付 防虫網付)   WX   H (鋼板製 FD付 防虫網付)   WX   H (鋼板製 FD付 防虫網付)   WX   H (鋼板製 FD付 防虫網付)

1650m／h･台1650m／h･台1650m／h･台1650m／h･台1650m／h･台1650m／h･台1650m／h･台

直径　　cm(鋼板製 FD付､サーモスイッチと連動)直径　　cm(鋼板製 FD付､サーモスイッチと連動)直径　　cm(鋼板製 FD付､サーモスイッチと連動)直径　　cm(鋼板製 FD付､サーモスイッチと連動)直径　　cm(鋼板製 FD付､サーモスイッチと連動)直径　　cm(鋼板製 FD付､サーモスイッチと連動)直径　　cm(鋼板製 FD付､サーモスイッチと連動)

1600W／台1600W／台1600W／台1600W／台1600W／台1600W／台1600W／台

NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2

注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項

ガラリガラリガラリガラリガラリガラリガラリ

所要換気量所要換気量所要換気量所要換気量所要換気量所要換気量所要換気量

換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇

機器からの発熱量機器からの発熱量機器からの発熱量機器からの発熱量機器からの発熱量機器からの発熱量機器からの発熱量

号機名号機名号機名号機名号機名号機名号機名

換 気 設 備換 気 設 備換 気 設 備換 気 設 備換 気 設 備換 気 設 備換 気 設 備

労基法適用(本設用): 有 (設置届･設置報告)･ 無労基法適用(本設用): 有 (設置届･設置報告)･ 無労基法適用(本設用): 有 (設置届･設置報告)･ 無労基法適用(本設用): 有 (設置届･設置報告)･ 無労基法適用(本設用): 有 (設置届･設置報告)･ 無労基法適用(本設用): 有 (設置届･設置報告)･ 無労基法適用(本設用): 有 (設置届･設置報告)･ 無

注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項

印加電圧 DC24V 接点容量 1A／台印加電圧 DC24V 接点容量 1A／台印加電圧 DC24V 接点容量 1A／台印加電圧 DC24V 接点容量 1A／台印加電圧 DC24V 接点容量 1A／台印加電圧 DC24V 接点容量 1A／台印加電圧 DC24V 接点容量 1A／台

(最下階FL+200の出入口付近に設置)(最下階FL+200の出入口付近に設置)(最下階FL+200の出入口付近に設置)(最下階FL+200の出入口付近に設置)(最下階FL+200の出入口付近に設置)(最下階FL+200の出入口付近に設置)(最下階FL+200の出入口付近に設置)

AC 100V 1.5kVA以上 X1個／台AC 100V 1.5kVA以上 X1個／台AC 100V 1.5kVA以上 X1個／台AC 100V 1.5kVA以上 X1個／台AC 100V 1.5kVA以上 X1個／台AC 100V 1.5kVA以上 X1個／台AC 100V 1.5kVA以上 X1個／台

CPEV 0.9-1P , 配管サイズφ25CPEV 0.9-1P , 配管サイズφ25CPEV 0.9-1P , 配管サイズφ25CPEV 0.9-1P , 配管サイズφ25CPEV 0.9-1P , 配管サイズφ25CPEV 0.9-1P , 配管サイズφ25CPEV 0.9-1P , 配管サイズφ25

FCPEV 0.9-5P／台FCPEV 0.9-5P／台FCPEV 0.9-5P／台FCPEV 0.9-5P／台FCPEV 0.9-5P／台FCPEV 0.9-5P／台FCPEV 0.9-5P／台

3.5mm (D種)／台3.5mm (D種)／台3.5mm (D種)／台3.5mm (D種)／台3.5mm (D種)／台3.5mm (D種)／台3.5mm (D種)／台

AC 1φ 100V 60Hz 2mmφ X 1回路 2.0kVA／台AC 1φ 100V 60Hz 2mmφ X 1回路 2.0kVA／台AC 1φ 100V 60Hz 2mmφ X 1回路 2.0kVA／台AC 1φ 100V 60Hz 2mmφ X 1回路 2.0kVA／台AC 1φ 100V 60Hz 2mmφ X 1回路 2.0kVA／台AC 1φ 100V 60Hz 2mmφ X 1回路 2.0kVA／台AC 1φ 100V 60Hz 2mmφ X 1回路 2.0kVA／台

20kVA／台20kVA／台20kVA／台20kVA／台20kVA／台20kVA／台20kVA／台起動KVA起動KVA起動KVA起動KVA起動KVA起動KVA起動KVA

8kVA／台8kVA／台8kVA／台8kVA／台8kVA／台8kVA／台8kVA／台トランス容量トランス容量トランス容量トランス容量トランス容量トランス容量トランス容量

50A／台50A／台50A／台50A／台50A／台50A／台50A／台MCB容量MCB容量MCB容量MCB容量MCB容量MCB容量MCB容量

最大引込距離(m)最大引込距離(m)最大引込距離(m)最大引込距離(m)最大引込距離(m)最大引込距離(m)最大引込距離(m)

8.08.08.08.08.08.08.05.55.55.55.55.55.55.53.53.53.53.53.53.53.5線サイズ(mm )線サイズ(mm )線サイズ(mm )線サイズ(mm )線サイズ(mm )線サイズ(mm )線サイズ(mm )

AC 3φ 200V 60Hz 線サイズX1回路(CV)／台AC 3φ 200V 60Hz 線サイズX1回路(CV)／台AC 3φ 200V 60Hz 線サイズX1回路(CV)／台AC 3φ 200V 60Hz 線サイズX1回路(CV)／台AC 3φ 200V 60Hz 線サイズX1回路(CV)／台AC 3φ 200V 60Hz 線サイズX1回路(CV)／台AC 3φ 200V 60Hz 線サイズX1回路(CV)／台

NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2NO.1,2

ピット点検用コンセントピット点検用コンセントピット点検用コンセントピット点検用コンセントピット点検用コンセントピット点検用コンセントピット点検用コンセント

リモートメンテナンス用配管配線リモートメンテナンス用配管配線リモートメンテナンス用配管配線リモートメンテナンス用配管配線リモートメンテナンス用配管配線リモートメンテナンス用配管配線リモートメンテナンス用配管配線

インターホン用配管配線インターホン用配管配線インターホン用配管配線インターホン用配管配線インターホン用配管配線インターホン用配管配線インターホン用配管配線

アース線アース線アース線アース線アース線アース線アース線

照明用電源照明用電源照明用電源照明用電源照明用電源照明用電源照明用電源

動力用電源動力用電源動力用電源動力用電源動力用電源動力用電源動力用電源

号機名号機名号機名号機名号機名号機名号機名

電 気 設 備電 気 設 備電 気 設 備電 気 設 備電 気 設 備電 気 設 備電 気 設 備

2222222

2222222

3333333

クーラーからの発熱量クーラーからの発熱量クーラーからの発熱量クーラーからの発熱量クーラーからの発熱量クーラーからの発熱量クーラーからの発熱量

火災報知信号無電圧a接点支給及び配管配線火災報知信号無電圧a接点支給及び配管配線火災報知信号無電圧a接点支給及び配管配線火災報知信号無電圧a接点支給及び配管配線火災報知信号無電圧a接点支給及び配管配線火災報知信号無電圧a接点支給及び配管配線火災報知信号無電圧a接点支給及び配管配線

上記の配管配線はエレベーター制御盤から各設備ならびに機器の設置場所まで引込み上記の配管配線はエレベーター制御盤から各設備ならびに機器の設置場所まで引込み上記の配管配線はエレベーター制御盤から各設備ならびに機器の設置場所まで引込み上記の配管配線はエレベーター制御盤から各設備ならびに機器の設置場所まで引込み上記の配管配線はエレベーター制御盤から各設備ならびに機器の設置場所まで引込み上記の配管配線はエレベーター制御盤から各設備ならびに機器の設置場所まで引込み上記の配管配線はエレベーター制御盤から各設備ならびに機器の設置場所まで引込み

上記の配管配線はエレベーターの着工前までに本設配線で引込み上記の配管配線はエレベーターの着工前までに本設配線で引込み上記の配管配線はエレベーターの着工前までに本設配線で引込み上記の配管配線はエレベーターの着工前までに本設配線で引込み上記の配管配線はエレベーターの着工前までに本設配線で引込み上記の配管配線はエレベーターの着工前までに本設配線で引込み上記の配管配線はエレベーターの着工前までに本設配線で引込み

ＥＶ詳細図（１）ＥＶ詳細図（１）ＥＶ詳細図（１）ＥＶ詳細図（１）ＥＶ詳細図（１）ＥＶ詳細図（１）ＥＶ詳細図（１）
（機械設備）（機械設備）（機械設備）（機械設備）（機械設備）（機械設備）（機械設備）

EV - 01EV - 01EV - 01EV - 01EV - 01EV - 01EV - 01

1階(管理棟)1階(管理棟)1階(管理棟)1階(管理棟)1階(管理棟)1階(管理棟)1階(管理棟)

松山空港新立体駐車場新築その他工事松山空港新立体駐車場新築その他工事松山空港新立体駐車場新築その他工事松山空港新立体駐車場新築その他工事松山空港新立体駐車場新築その他工事松山空港新立体駐車場新築その他工事松山空港新立体駐車場新築その他工事

1201201201201201201207979797979797946464646464646

かご内カメラ(同軸ケーブル含む)及び各階ホールに15インチモニター(12ヵ所)付きかご内カメラ(同軸ケーブル含む)及び各階ホールに15インチモニター(12ヵ所)付きかご内カメラ(同軸ケーブル含む)及び各階ホールに15インチモニター(12ヵ所)付きかご内カメラ(同軸ケーブル含む)及び各階ホールに15インチモニター(12ヵ所)付きかご内カメラ(同軸ケーブル含む)及び各階ホールに15インチモニター(12ヵ所)付きかご内カメラ(同軸ケーブル含む)及び各階ホールに15インチモニター(12ヵ所)付きかご内カメラ(同軸ケーブル含む)及び各階ホールに15インチモニター(12ヵ所)付き

TOBE
多角形
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