
費用分担方法

巡回点検 12回 /1年 【全体共用】建築設備巡視点検 全体

簡易専用水道検査 1回 /1年
【住宅共用】有効10m3以上対象施設
【店公共用】有効10m3以上対象施設

設備規模

(11項目)飲料水水質検査 1回 /1年 【店公共用】1検体（消毒副生物） 店公のみ

(15項目)飲料水水質検査 1回 /1年 【店公共用】1検体（飲料水全項目） 店公のみ

(10項目)飲料水水質検査 1回 /1年
【全体共用】1検体（省略不可項目）
【住宅共用】1検体（省略不可項目）
【店公共用】1検体（省略不可項目）

設備規模

受水槽清掃　 1回 /1年
【全体共用】1基（0.75m3 1槽式）
【住宅共用】1基（容量120m3有効80m3）
【店公共用】1基（容量160m3有効112m3）

設備規模

汚水槽清掃　　　　　　 2回 /1年 【全体共用】1基（40.56m3と想定） 全体

湧水槽清掃　　　　　　 1回 /1年 【全体共用】5箇所（釜場のみ1m3として積算） 全体

排水ポンプ点検　　　　 1回 /1年 【全体共用】12台（汚水:3.7kw､湧水0.75kw､雑排水1.5kw） 全体

ディスポーザー保守点検　　　　 12回 /1年 【住宅共用】617人･計画水量2160m3 住宅のみ

汚泥引抜費　 2回 /1年 【住宅共用】1基（20m3と想定） 住宅のみ

ガス湯沸器点検　　　　 1回 /1年 【住宅共用】1基（32号） 住宅のみ

電気湯沸器点検　　　　 1回 /1年
【全体共用】2台（460L･5.4kw､6L･1.1kw）
【住宅共用】2台（6L･1.1kw）
【店公共用】18台（貯湯式）

設備規模

加圧給水ﾕﾆｯﾄ保守点検 1回 /1年
【住宅共用】6台（5.5kw×3台､7.5kw×3台）
【店公共用】4台（5.5kw）

設備規模

防
災
設
備

消防用設備保守点検 2回 /1年
【全体共用】消火器､屋内消火栓設備､自火報､非常放送､誘導灯､自家発電設備
【住宅共用】消火器､ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火設備､自火報､ｶﾞｽ漏れ警報､非常放送､誘導灯､防火防煙設備
【店公共用】消火器､ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火設備､自火報､ｶﾞｽ漏れ警報､非常放送､誘導灯､防火防煙設備

設備規模

エレベ－タ－保守点検 12回 /1年
【全体共用】1台（11人60m/分4停止 №7駐車場 FMﾘﾓｰﾄ）
【住宅共用】3台（9人2台､17人1台150m/分25.26停止）
【店公共用】3台（13人60m/分5停2台･45m/分3停1台 FMﾘﾓｰﾄ）

設備規模

空気環境測定　 6回 /1年 【店公共用】4,720m2 店公のみ

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟＰＡＣ保守点検 2回 /1年
【全体共用】6台（室外機2､室内機4）
【住宅共用】室外機53､室内機69
【店公共用】室外機19､室内機118

設備規模

PACｴｱｰ･ﾌｨﾙﾀｰ清掃 2回 /1年
【全体共用】4台（PAC室内機1､全熱交換器3）
【住宅共用】PAC64､全熱交換器10
【店公共用】61台（PAC室内機51､全熱交換器10）

設備規模

全熱交換器点検　 2回 /1年
【全体共用】3台天井隠蔽型ﾛｽﾅｲ
【住宅共用】10台（天井隠蔽型ﾛｽﾅｲ）
【店公共用】10台（天井隠蔽型ﾛｽﾅｲ）

設備規模

中性能フィルタ－交換　 1回 /1年
【全体共用】3台（PAC室内機用(NBS65%想定)）
【住宅共用】5台（PAC室内機用(NBS65%想定)）
【店公共用】67台（PAC室内機(NBS65%想定)）

設備規模

空気清浄器点検　　　　 4回 /1年 【店公共用】2台（天井ｶｾｯﾄ型） 店公のみ

空調設備保守点検　　　 2回 /1年 【店公共用】1台（天井ｶｾｯﾄ型加湿器） 店公のみ

酸素クラスター点検整備 1回 /1年 【全体共用】2台（酸素ｸﾗｽﾀ脱臭装置） 全体

日常清掃 6名（月～金曜日・年末年始12/29～1/3除く　7:00～12:00　休憩有り） 全体

床面定期清掃 4回 /1年
【全体共用】対象面積803.56㎡
【住宅共用】対象面積1258.94㎡
【店公共用】対象面積823.49㎡

面積按分

カーペットクリーニング 1回 /1年 【住宅共用】対象面積2614.04㎡ 住宅のみ

窓ガラス清掃 4回 /1年
【住宅共用】対象面積4026.28㎡
【店公共用】対象面積612.61㎡

面積按分

照明器具清掃 1回 /1年
【全体共用】対象数量931基
【住宅共用】対象数量1455基
【店公共用】対象数量535基

設備規模

常駐警備業務（防災センター要員） 2ﾎﾟｽﾄ（365日　24h、休憩・仮眠あり） 全体

緊急対応業務 【全体共用】1回出動あたり別途15,000円とします｡ 全体

管理員業務 1ﾎﾟｽﾄ（月～金曜日・年末年始12/29～1/3除く　9:00～17:00 休憩有り） 住宅

植栽管理業務 3回 /1年 剪定・刈込み（1回/年）、薬剤散布、除草（2回/年） 全体

駐車場監視設備保守点検 1回 /1年 【全体共用】発行機1台､精算機1台他 全体

排水管清掃　　　　　　 1回 /1年 【住宅共用】184戸 住宅

自動ドア－保守点検 4回 /1年
【住宅共用】1F3台 2F2台
【店公共用】1F2台･2F6台･3F2台

設備規模

宅配ロッカー保守点検 12回 /1年 【住宅共用】ﾌﾙﾀｲﾑ(FTS-510H) 住宅

自家用電気設備定期点検 1回 /1年
【住宅共用】容量700KVA,
【店公共用】容量3250KVA,非発高圧625KVA

設備規模

電気設備月例点検 11回 /1年
【住宅共用】容量700KVA,
【店公共用】容量3250KVA,非発高圧625KVA

設備規模

建築物定期検査 1回 /1年 【全体共用】1B･27F･事務所店舗､共同住宅 全体

特殊建築物定期検査 1回 /3年 【全体共用】1B･27F･事務所店舗､共同住宅 全体

防火設備定期検査 1回 /1年 【全体共用】1B･27F･事務所店舗､共同住宅 全体

ＩＴＶ装置保守点検 1回 /1年
【住宅共用】ｶﾒﾗ27台他
【店公共用】ｶﾒﾗ53台他

設備規模

航空障害灯設備点検 1回 /1年 【全体共用】制御盤他､想定 全体

中央監視ｼｽﾃﾑ保守点検 1回 /1年 【全体共用】中央監視のみ､ﾒｰｶｰ不明のため想定 全体

点）ねずみ衛生害虫駆除 12回 /1年 【店公共用】延床4,720m2(店舗･公益施設) 店公のみ

避雷針接地抵抗測定点検 1回 /1年 【全体共用】避雷針､接地極 全体

建築物環境衛生管理名義料 12回 /1年 【全体共用】ビル管法 全体

シャッタ－保守点検 1回 /1年 【店公共用】1F14台･2F9台(防火ｼｬｯﾀｰ10台除く) 店公のみ
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