
質疑に対する回答について

12
D-219
D-225

家具詳細図に共通仕様として、製作は日本家具保証協会認定工
場とすること、と記載されていますが、これは認定が取れている工場
で製作した物でなければ、納入することはできないということでしょう
か。御指示下さい。

左記の「製作は日本家具保証協会認定工場とすること」の記載は、削
除します。

※変更指示書による。

10
D-216
D-217
D-223

家具案内図で吊戸棚（FA-8）が5階には無く数量書にも3か所とあり
ますが、家具詳細図では5階に1か所と記載されて合計4か所となっ
ています。3か所を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

５階案内図K12－13間にFA-8記載があります。
４か所が正です。

※変更指示書による。

11
D-218
D-224

図面には７FVIP室収納棚（FA-17）が1か所ありますが、数量書には
ありません。あると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

宜しいです。

※変更指示書による。

8 D-178

FSD-2、3、5、6 図面に記載はありますが数量書には記載がありま
せん。図面を正として考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

9 D-179

図面ではSP-21は5か所、SP-21Aは2か所となっていますが、数量
書ではSP-21は2か所、SP-21Aは5か所となっています。図面を正
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

6 D-177

図面ではSSD-9は6か所となっていますが、数量書ではSSD-9は7
か所となっています。図面を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

7 D-177

数量書には建具のSSD-1、2、3、4、4A、5、5A、8、9、10、11、
12、14、16、23、24に ドアエンジン別途と記載されていますが、エ
ンジン装置の数量書には記載がありません。図面を正としてエンジン
装置はあると考えて宜しいでしょうか。　御指示下さい。
　又、電気錠が＝で消されているものもドアエンジンにバッテリー内
臓・G回路を含むと考えて宜しいでしょうか。合わせて御指示くださ
い。

4 D-173

図面ではAD-5が1か所ありますが、数量書には記載がありません。
図面を正として考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

5

D-2
D-173
D-174
D-175
D-177
D-179
D-180
D-181

建具表の備考欄にICカードリーダーの記載があるものがありますが、
数量書には記載がありません。工事区分表で操作盤から接続ボック
スまで電気工事となっているので、ICカードリーダーは電気工事と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

宜しいです。

2

D-84
D-103
D-107
D-165
D-178

シールド工事において建具は図面で×で消され数量書にも記載が
ありませんが、壁は図面及び数量書に記載があります。今回の見積
範囲は壁のみで建具は見積範囲に含まれないと考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。

宜しいです。

3 D-172

建具表でAAW-1、2、2A、1B、2B、1C、2C、3 室内側サッシが斜
線で消されていますが、数量書には記載があります。今回室内側
サッシは図面を正として見積範囲に含まれないと考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。

宜しいです。

1
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仕上

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ 回　　　　答

共通

図面で×、／及び＝で消され、数量書に記載が無いものは、今回の
見積範囲に含まれないと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

金属工事　屋外階段　目隠しルーバー及び１階目隠し両開き扉に含
みます。
変更修正した参考数量書を参照ください。

宜しいです。

数量表が正です。
D-164図１階建具案内図に（１箇所）あります。

※変更指示書による。

自動ドアエンジン（バッテリー内蔵含む）別途工事とします。
G回路は、電気設備工事とします。

※変更指示書による。

種目Ⅳ病棟Ⅰ改修にあります。

宜しいです。

1
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Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ 回　　　　答

25 S-43

柱「ＳＰ1」の柱脚において、詳細不明なものは下記のように仮定いた
しますが宜しいでしょうか。御指示下さい。
ＢＰＬ厚：PL28
BPL規格:SN490C
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格：ABR490

以下の通りとします。
B.PL:PL-28（SN490C）
アンカーボルト：ABR490
【添付図面８参照】

23
D-

96.97.191.
S-24

PHF設備基礎のヶ所数に関して、伏図では98ヶ所、平面詳細図で
は103ヶ所、設備基礎ﾘｽﾄでは91ヶ所と相違しています。平面詳細
図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

宜しいです。
【添付図面１０参照】

24 S-56～57

ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞDS1に関して、該当範囲が見当たらないため、使用しな
いと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

Ｓ-56の特記事項によります。

21
D-80～
82.191

1F設備基礎のヶ所数に関して、設備基礎ﾘｽﾄでは3400×1600×
150、3300×2100×150がありますが、平面詳細図にはなく相違し
ています。設備基礎ﾘｽﾄを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

仕上表及び設備基礎リストを正とします。
・3400×1600×150：１階洗濯室の洗濯機置場の基礎
・3300×2100×150：１階洗濯室の乾燥機置場の基礎

22
D-83～
85.191

2F設備基礎のヶ所数に関して、設備基礎ﾘｽﾄでは2080×960×
150がありますが、平面詳細図にはなく相違しています。設備基礎ﾘ
ｽﾄを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

平面詳細図（設備室２）に記載があります。

19 S-16～21

ｽﾗﾌﾞ増打に関して配筋が見当たりません。主配筋D13＠200ｼﾝｸﾞ
ﾙと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

打ち増し部に、XY両方向D10-200@シングル、端部筋のみD13とし
ます。

20 S-45

ﾃﾞｯｷに関して、柱周ﾃﾞｯｷ補強を柱周りに2-D13、L=柱幅+片側
750mm(四周)を考慮してよろしいでしょうか。御指示下さい。

宜しいです。

17 S-45

ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷS35.S40に関してﾃﾞｯｷの厚みが不明です。ｔ1.6と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。

在来型枠とします。

18 S-16.45

2FのS35Aのｽﾗﾌﾞﾘｽﾄが見当たりません。S35と同ﾘｽﾄと考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。

宜しいです。
【添付図面１参照】

躯体

16 S-1

鉄筋工事に関して、D13にｽﾊﾟｲﾗﾙ又は溶接閉鎖形鉄筋とあります
が適応なしと考えて宜しいでしょうか。適応する場合、範囲を御指示
下さい。

適応箇所はありません。

14

D-26～
D-33

D-258～
D-275

平面図にはＥＬＶ1～4の記載がありますが、エレベーター詳細図で
は×で消され、数量書にも記載がありません。ＥＬＶ1～4は今回の
見積範囲に含まれないと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

宜しいです。

15
別図

数量書

モデルルームですが、数量書にある4K×10Kの3か月で、仕上は4
床室、廊下、1床室の内装部分の仕上のみ（外部サッシは含む）で
外装の仕上はしないと考えて宜しいでしょうか。又、設備機器は別途
と考えて宜しいでしょうか。合わせて御指示下さい。

外装の仕上は無いです。
建築工事特記仕様書（５）その他に記載の「モデルルーム内に設置す
るものは別途工事（家具及びベッド等）を含む。」は各種設備機器の
設置取付も見込みます。各種設備機器については、各設備工事請
負業者より支給を想定しています。また、医療機器については別途支
給となります。

13
D-234～
D-235A

図面には免震EXP.Jの記載がありますが、数量書には記載がありま
せん。免震EXP.Jは今回の見積範囲に含まれないと考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。

宜しいです。
D-14図を合わせて参照ください。
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Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ 回　　　　答

33 S-16～30

下記は伏図と軸組図に相違があります。下記のようにいたしますが
宜しいでしょうか。御指示下さい。
4Ｆ/X13/Y1（Ｘ方向)
　　　　　伏図：ＳＧ9・・・・誤
　　　　　軸組図：無・・・・正

宜しいです。
【添付図面２参照】

34 S-44

大梁リストにおいて、Ｈ型鋼で記載の部材で既製品サイズでないもの
はＢＨ材に読み替えますが宜しいでしょうか。御指示下さい。
ＰＨＲ/ＳＧ3：Ｈ650ｘ350ｘ16ｘ32
ＰＨＲ/ＳＧ4：Ｈ650ｘ350ｘ12ｘ25
ＰＨＲ/ＳＧ5：Ｈ650ｘ350ｘ16ｘ32
3Ｆ・4Ｆ/ＳＧ8：Ｈ750ｘ400ｘ19ｘ32

宜しいです。
（左記の質疑で3Ｆ・4Ｆ/ＳＧ8：Ｈ750ｘ400ｘ19ｘ32記載は、2Ｆ・3Ｆ/
ＳＧ8：Ｈ750ｘ400ｘ19ｘ32の誤記と思われます）
【添付図面９参照】

31
S-31,16～

30

柱符号が図面により相違があります。
下記のようにいたしますが宜しいでしょうか。御指示下さい。
X5/Y1:鉄骨心図：Ｃ1・・・・・・誤
　　　　 伏図・軸組図：Ｃ3・・・・正

X7/Y1:鉄骨心図：Ｃ3・・・・・・誤
　　　　 伏図・軸組図：Ｃ2・・・・正

宜しいです。
【添付図面７参照】

32 S-16～30

下記は伏図に記載がありません。伏図を正とし未計上といたします
が宜しいでしょうか。御指示下さい。
Y3通り軸組図/PHRF/X6:CG9
Y3通り軸組図/3Ｆ＾PHRF/X6:CG9
X13通り軸組図/PHRF/Y1:CG9A
X13通り軸組図/PHRF/Y2:CG9

全て伏図を正とします。
【添付図面５参照】

29 S-18

4F伏図　X12^13/Y1に「ＳＢ9」の配置がございますが、リストに記載
がございません。「ＳＢ10」と同断面と仮定いたしますが宜しいでしょう
か。御指示下さい。

宜しいです。
【添付図面２参照】

30 S-18

4F伏図　X6＾8/Y1Aに、スラブレベル「-115」の記載がございます
が、Ｘ7、Ｘ8通りの大梁「ＳＧ5」に伏図、軸組図ともに梁天端レベル
下がりの記載がございません。梁天端レベル下がりはないものと考え
て宜しいでしょうか。御指示下さい。

宜しいです。
【添付図面２参照】

27 S-11,46

小梁のピン接合は【Ａ1タイプ】と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

宜しいです。

28
S-31,16～

30

柱芯が各図面で相違がございます。
下記のようにいたしますが宜しいでしょうか。御指示下さい。
鉄骨心図：X13/Y1(Y2)通り：C1(C2)・・・・誤
伏図・軸組図：Ｘ13-530＝柱芯・・・・正

鉄骨心図：X13/Y4+165通り：C2・・・・正
伏図：Ｙ4+165・・・・正
軸組図：Ｙ4+400・・・・誤

鉄骨心図：Y1B+470通り上：Ｃ4（全部)・・・・正
ＰＨ伏図：Y1B+470・・・・正
ＰＨＲ伏図：Ｙ1Ｂ-470・・・・誤
軸組図：Ｙ2-5530(＝Y1B+470) ・・・・正

宜しいです。
【添付図面３、６、７参照】

26 S-11

継手ﾘｽﾄにおいて、該当ないサイズはＳＣＳＳ又近似サイズ(BH材の
場合)で計上いたしますが宜しいでしょうか。御指示下さい。

宜しいです。
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Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ 回　　　　答

46
数量書　　Ｐ

107

犬走り先端水切とはどの部分でしょうか。御指示下さい。 D-230図記載の犬走先端金物です。

47
数量書　　Ｐ

107

金属成形板張り(8.7ｍ)とはどの部分でしょうか。御指示下さい。 左記の金属成形板張り部は、ECPに変更します。
※既存Y4A通りのSUSシーム防水立上げ下地。
変更修正した参考数量書を参照ください。

44
数量書　　Ｐ

106

塗膜防水(23.0m2)の犬走りとは1階部分のY4A･Y4B通り、X1通り
のY3～Y4と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

既存病棟Ⅰ西側の犬走部です。
※（既存病棟Ⅰ）通り符号X1左、Y1―Y３間。

45
数量書　　Ｐ

107

笠木取付の8.1mの撤去はないと考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

宜しいです。

42 －

渡り廊下部屋根防水がD-230・233図ではSUS防水ｼｰﾑ工法、木
片ｾﾒﾝﾄ板ｱ18+鋼製床組下地とありますがその数量はどこに明記さ
れているのでしょうか。御指示下さい。

D-230図の渡り廊下屋根部によります。
変更修正した参考数量書を参照ください。

43 DK-5

断面図の最上部に平場(撤去　防水･下地共)とありますが下地は何
でしょうか。御指示下さい。

耐火デッキプレートになります。

40
数量書　　Ｐ

106

Ⅳ病棟Ⅰ改修　2.防水改修　2　1撤去の屋上断熱ｼｰﾄ防水撤去
(3.9ｍ2)はどの部分の数量でしょうか。御指示下さい。

（既存）渡り廊下屋根（立上り含む）と今回工事の接続部のことです。

41 －

2.屋上改修　2　2改修の合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水(1.9ｍ2）はど
の部分を指すのでしょうか。御指示下さい。

設計図の通り、SUSシーム防水が正です。
変更修正した参考数量書を参照ください。

39

D271～
273,数量書

Ⅰ-7-5
（P15～16）

EV下地鉄骨数量について、数量書に記載数量はEV１～EV４は含
まれず、すべてEV5の数量と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

記載数量は、EV1～4を含む、すべてのEV下地鉄骨の数量としてくだ
さい。
（ＥＶの下地鉄骨は全て本工事範囲）

改修・撤去

37 S-26～30

軸組図Ｙ2通りの柱ジョイントが、Ｘ軸通りの柱ジョイント位置と相違し
ております。Ｘ軸通りの3Ｆ、5Ｆ、7Ｆを正といたしますが宜しいでしょう
か。御指示下さい。

宜しいです。
【添付図面４参照】

38 Ｓ-11

継手部ボルトについて、S10Tと考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

特記以外、超高力ボルト（SHTB同等品）としてください。

35 S-46

鉄骨部材リストにおいて、ＢＨ型鋼で記載の部材でＳＨ型鋼に該当が
ある場合でも、記載の通りＢＨ型鋼で計上いたしますが宜しいでしょう
か。御指示下さい。
ＳＢ5：ＢＨ650ｘ300ｘ12ｘ25
ＣＧ9：ＢＨ450ｘ200ｘ9ｘ12

外法Ｈ形鋼としてください。

36 S-46

横補剛材の詳細図が図示されておりますが、適用条件や伏図に記
載がありませんので未計上といたします。宜しいでしょうか。御指示
下さい。

SB1の端部に適用しています。
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60
数量書　　Ｐ
116・117
DK-18

軽量鉄骨壁下地(5.5m2、他ﾎﾞｰﾄﾞ・塗装)はどの部分でしょうか。ま
た、壁表記のW33の仕様について、御指示下さい。

61
数量書　　Ｐ

118

Ⅴ中央機械室改修　3.建具改修、3　1撤去にDK-7図に明記され
ているSD-5の撤去がございません。図面を正と考え、今回の見積
範囲に含むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

58
DK-6～
DK-8

Ⅴ中央機械室改修　A通り外部に明記されている仮設階段及び取
合いは別途と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

59
数量書　　Ｐ

117

Ⅴ中央機械室改修　2　2改修(外部階段)が明記されています。
DK-18図、DK-19図では×となっておりますが、図面を正と考え、
今回の見積範囲に含まれないと考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

56
数量書　　Ｐ

112

同上、5　2改修の手摺BがDK-2図の2階平面図及び3～7階平面
図で新設防火戸の戸袋部分にも明記されておりますが、戸袋部分
は取り付けないと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

新設防火戸の手摺設置範囲は、補強プレートＳｔ.2.3（Ｈ＝200）を見
込んでください。

57
数量書　　Ｐ

112

車摺(153m)はどの図面に明記されているのでしょうか。御指示下さ
い。

平面図（ＳＴＴ-4）記載部です。
ＳＴＴ-4はＤ-188図の共通詳細図（5）４図によります。

54
数量書　　Ｐ

110

5内装改修、5　1撤去の手摺A撤去(105m)とはDK-4図の2～7階
平面図に明記されている内部の手摺と考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。

D-188図共通詳細図（5）の15、16図によります。

55
数量書　　Ｐ
111　　DK-

1

廊下ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄの張替部分の下地補修は数量に含めないのでしょ
うか。御指示下さい。

下地補修としてください。

52
数量書　　Ｐ

108
P109

4建具改修、4　1撤去の建具取外し引渡しは場内に集積までと考え
て宜しいでしょうか。御指示下さい。

宜しいです。

53 －

同上のｱﾙﾐ製建具のｶﾞﾗｽは撤去・処分と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

アルミ製建具（ガラス含む）は、そのまま一緒に取外して場内に集積し
てください。

50
数量書　　Ｐ

107

3外壁改修、3　1撤去の外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板取外し引渡しとは場
内に集積までと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

宜しいです。場所については監督職員の指示とします。

51 －

同上引渡しの外壁は新設部分で転用すると考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。

転用しません。

48
数量書　　Ｐ

107

笠木取付(6.0ｍ)Ｗ600とはどの部分でしょうか。御指示下さい。 D-230図、Y4A通り斜線部の笠木です。
ただしW600をW475に変更します。
変更修正した参考数量書を参照ください。

49
数量書　　Ｐ

107

ｽﾁｰﾙ製手摺撤去(12.8m)とはDK-5図の1階部分のF.B手摺(ﾒｯｷ)
の事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

宜しいです。

本工事とし、仕様はDK-19図に準じます。

別途工事としてください。

D-186図　共通詳細図（3）の壁符号としてください。

宜しいです。

5



質疑に対する回答について

平成30年6月15日

山梨大学（医病）病棟Ⅱ新営その他工事

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ 回　　　　答

74
数量書　　Ｐ

129

5内装改修　5　1撤去の中にDK-25図の廊下通りSP-53が取付く
部分の壁撤去は含まれていると考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

宜しいです。

75 DK-25

同上部のＮ通り4～5へ向かう新設壁が開口部にぶつかっておりま
す。どのように考えれば宜しいでしょうか。御指示下さい。

軽量鉄骨間仕切壁をそのまま当て、シーリング処理を見込んでいま
す。

72
数量書　　Ｐ

126
DK-21

建具撤去部分に明記がございませんが同上部の建具はそのまま残
した状態で塞ぐと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

73
数量書　　Ｐ

128

車摺(84.6m)がわかる図面をご提示下さい。

70
数量書　　Ｐ

127

天井下地及び天井ｹｲｶﾙ板撤去(15.5m2)は撤去する階段部分の
天井と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

左記部分と便所部分の天井です。

71
数量書　　Ｐ

128

耐火遮音壁(14.8m2)は階段撤去後の開口塞ぎの内部側と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。

宜しいです。

68 DK-25

新設間仕切壁の壁表記W40、W20の仕様について御指示下さい。

69 －

同上工事の際は、備品什器類はなく、厨房での通常作業も行って
いないと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

66 DK-21

Ⅵ東病棟C階段とりこわし等　衛生器具、配管等の撤去･切り回し等
は別途と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

67 DK-21

同上部切断ラインですと手摺壁や階段が一部残ってしまうと思われ
ますが、宜しいでしょうか。御指示下さい。

64 DK-19A

同上内部改修の際、仮間仕切等は不要と考えて宜しいでしょうか。
また、再取付で外したものは(ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ)その場に集積と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。

65 －

同上部作業の際はその部屋での通常業務はないものと考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。

62 DK-7

同上部の床、壁、天井の仕上撤去･改修が数量表にございません。
図面を正と考え、今回の見積範囲に含むと考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

63
数量書　　Ｐ

119

４.内装改修、4　2改修の床ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ取外し再取付の仕上は
どの様にしたら宜しいでしょうか。御指示下さい。

D-186図　共通詳細図（3）の壁符号にして下さい。

宜しいです。

宜しいです。

現状復旧としてください。

仮設間仕切りは必要です。【添付図面１１参照】
二重床は取外し、再取り付けのため、処分は有りません。

宜しいです。同フロア内では業務を行いますが、改修場所では業務は
行いません。

宜しいです。

宜しいです。

宜しいです。

ＤＫ-25図のＳＴＧ-2記載部分です。

6



質疑に対する回答について

平成30年6月15日

山梨大学（医病）病棟Ⅱ新営その他工事

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ 回　　　　答

以上

Ｔ-6図建築工事特記仕様書（6）環境配慮改修工事に記載の範囲に
はあります。

84

病院関係の行事等で、工程上考慮すべき事項がございましたら御
指示下さい。

入試日と学園祭の開催日は休工としてください。

82
DK-6～
DK-8

中央機械室の南側の仮設屋外階段が平面図と数量表のみで詳細
が不明です。詳細を御指示下さい。又、仮設屋外階段はそのまま残
すと考えて宜しいでしょうか。合わせて御指示下さい。

83

解体・改修範囲のアスベストは内外装すべてにおいて無いものとして
宜しいでしょうか。御指示下さい。

80 D-24

東病棟階段解体において、東病棟の基礎・ピット部分も解体範囲に
含まれますが、図DK-21他等に具体的記載がなく、東側病棟の構
造仕様・仮壁設置の要否等、解体の詳細が不明です。御指示下さ
い。

81
DK-29
D-24

既存共同溝Ａ及び共同溝Ｂの間に挟まれた領域の解体範囲が2つ
の図面で異なります。DK-29を正として宜しいでしょうか。御指示下
さい。

78
DK-30
(D-7）

Ⅶ既存共同溝とりこわし等の解体共同溝Aの上部はAs舗装が打設
されていると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

79 －

とりこわし共同溝内部には配管等はないものと考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。

76 DK-26

屋上ﾊﾟﾗペット部分の躯体撤去は7　1躯体撤去の中に含まれてい
ると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

宜しいです。

77
数量書　　Ｐ

131

Ⅵ　9.解剖水槽及び上屋とりこわし時には水槽内に何もないものと考
えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

宜しいです。

宜しいです。

宜しいです。

DK-21～24図によります。

Ｄ-24図を正とします。
【添付図面１２参照】

仕様はDK-19図に準じます。
仮設階段は工事期間内に撤去とします。

7



入札説明書に対する質問の回答について

Ｎｏ 図面番号 Ｎｏ

以上

山梨大学（医病）病棟Ⅱ新営その他工事

平成30年6月15日

回　　　　答質　疑　事　項
入札公告に記載されている工期は予算上の工期である。工期について、ご協議頂けるものと考えて宜しいでしょうか。

入札公告及
び説明書

1



EFITOKYO
楕円

ozawa
タイプライターテキスト
【添付図面１】



EFITOKYO
楕円

EFITOKYO
楕円

EFITOKYO
楕円

ozawa
タイプライターテキスト
【添付図面２】



EFITOKYO
楕円

ozawa
タイプライターテキスト
【添付図面３】



EFITOKYO
楕円

EFITOKYO
楕円

ozawa
タイプライターテキスト
【添付図面４】



EFITOKYO
楕円

ozawa
タイプライターテキスト
【添付図面５】



EFITOKYO
楕円

ozawa
タイプライターテキスト
【添付図面6】



EFITOKYO
楕円

EFITOKYO
楕円

EFITOKYO
楕円

ozawa
タイプライターテキスト
【添付図面７】



EFITOKYO
楕円

ozawa
タイプライターテキスト
【添付図面８】



EFITOKYO
楕円

EFITOKYO
楕円

EFITOKYO
楕円

EFITOKYO
楕円

ozawa
タイプライターテキスト
【添付図面９】



ozawa
タイプライターテキスト
【添付図面１０】



ozawa
タイプライターテキスト
【添付図面１１】



ozawa
タイプライターテキスト
【添付図面１２】
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