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当前位置: 首页 > 福州人防 > 人防防护设备

关于发布2018年下半年福建省人防工程防护（化）设备信息价的公告

2019-01-19    来源：[人防办]    字号：大  中  　小  

　根据国家人民防空办公室《关于颁发〈人民防空工程防护（化）设备信息价管理办法〉的通知》(国人防〔2010〕291

号)，我站组织对人防工程防护（化）设备价格进行测算，编制了2018年下半年福建省人防工程防护（化）设备信息价

（详见附件），现予发布，供参与人防工程建设的各方参照使用。

　　附件：1、福建省人防工程防护（化）设备信息价（2018年下半年）

　　2、福建省人防工程防护（化）设备安装费

　　               福建省人防工程定额与质量监督站    

　　                2018年12月29日

　　

　　附件1：福建省人防工程防护（化）防护设备信息价（2018年下半年）

序号 　防护设备类型 　规格型号 　单位 除税价 含税价

　　1 　固定门槛钢筋混凝

土防护密闭门

　　BFM0716-15 　　樘 　3280 　3805

　　2 　　BFM0820-15 　　樘 　3745 　4344

　　3 　　BFM1020-15 　　樘 　4548 　5276

　　4 　　BFM1220-15 　　樘 　4755 　5516

　　5 　　BFM1520-15 　　樘 　5433 　6302

　　6 　　BFM2020-15 　　樘 　12420 　14407

　　7 　　BFM2525-15 　　樘 　18276 　21200

　　8 　　BFM3025-15 　　樘 　21915 　25421

　　9 　　BFM4025-15 　　樘 　29183 　33852

　　10 　　BFM5025-15 　　樘 　33770 　39173

　　11 　　BFM6025-15 　　樘 　43725 　50721

　　12 　　BFM0716-30 　　樘 　3441 　3992

　　13 　　BFM0820-30 　　樘 　4136 　4798

　　14 　　BFM1020-30 　　樘 　4776 　5540

　　15 　　BFM1220-30 　　樘 　5030 　5835

　　16 　　BFM1520-30 　　樘 　5708 　6621

　　17 　　BFM2020-30 　　樘 　13040 　15126
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　　18 　　BFM2525-30 　　樘 　19127 　22187

　　19 　　BFM4025-30 　　樘 　30595 　35490

　　20 　　BFM5025-30 　　樘 　38284 　44409

　　21 　　BFM6025-30 　　樘 　46000 　53360

　　22

活门槛钢筋混凝土防

护密闭门

　　BHFM0820-15 　　樘 　4423 　5131

　　23 　　BHFM1020-15 　　樘 　4709 　5462

　　24 　　BHFM1220-15 　　樘 　5263 　6105

　　25 　　BHFM1520-15 　　樘 　5967 　6922

　　26 　　BHFM2020-15 　　樘 　14530 　16855

　　27 　　BHFM4025-15 　　樘 　47560 　55170

　　28 　　BHFM5025-15 　　樘 　51884 　60185

　　29 　　BHFM6025-15 　　樘 　59895 　69478

　　30

　固定门槛钢筋混凝

土密闭门

　　BM0716 　　樘 　2989 　3467

　　31 　　BM0820 　　樘 　3528 　4092

　　32 　　BM1020 　　樘 　3909 　4534

　　33 　　BM1220 　　樘 　4245 　4924

　　34 　　BM1320 　　樘 　4546 　5273

　　35 　　BM1520 　　樘 　4915 　5701

　　36 　　BM2020 　　樘 　11200 　12992

　　37 　　BM2525 　　樘 　16481 　19118

　　38 　　BM3025 　　樘 　19757 　22918

　　39 　　BM4025 　　樘 　26308 　30517

　　40 　　BM5025 　　樘 　30448 　35320

　　41 　　BM6025 　　樘 　39413 　45719

　　42

　活门槛钢筋混凝土

密闭门

　　BHM0820 　　樘 　3871 　4490

　　43 　　BHM1020 　　樘 　4375 　5075

　　44 　　BHM1220 　　樘 　4790 　5556

　　45 　　BHM1320 　　樘 　4917 　5704

　　46 　　BHM1520 　　樘 　5322 　6174

　　47 　　BHM2020 　　樘 　15924 　18472

　　48 　　BHM2525 　　樘 　20680 　23989

　　49 　　BHM3025 　　樘 　32813 　38063

　　50 　　BHM4022 　　樘 　37847 　43903

　　51 　　BHM4025 　　樘 　41103 　47679

　　52 　　BHM5025 　　樘 　46073 　53445

　　53 　　BHM6022 　　樘 　48933 　56762

　　54 　　BHM6025 　　樘 　52982 　61459

　　55 　钢结构防护密闭门 　　BGFM4025-15 　　樘 　54931 　63720

　　56 　　BGFM5025-15 　　樘 　66155 　76740

　　57 　　BGFM6025-15 　　樘 　75042 　87049

　　58 　　BGFM7025-15 　　樘 　96760 　112242

　　59 　　BGFM4025-30 　　樘 　65916 　76463

　　60 　　BGFM5025-30 　　樘 　79386 　92088



2021/1/14 关于发布2018年下半年福建省人防工程防护（化）设备信息价的公告_人防防护设备

www.fuzhou.gov.cn/zgfzzt/srfb/fzrf/rffhsb/201903/t20190319_2783055.htm 3/8

　　61 　　BGFM6025-30 　　樘 　90968 　105523

　　62 　　BGFM7025-30 　　樘 116113 134691

　　63

　　钢结构密闭门

　　BGM4025 　　樘 　60430 　70099

　　64 　　BGM5025 　　樘 　72779 　84424

　　65 　　BGM6025 　　樘 　82556 　95765

　　66 　　BGM7025 　　樘 106449 123481

　　67

MH悬板式防爆波活门

　　BMH5700-15 　　樘 　3054 　3543

　　68 　　BMH5700-30 　　樘 　3332 　3865

　　69 　　BMH8000-15 　　樘 　3579 　4152

　　70 　　BMH8000-30 　　樘 　3739 　4337

　　71 　　BMH11000-15 　　樘 　5315 　6165

　　72 　　BMH11000-30 　　樘 　6066 　7037

　　73 　　BMH14500-15 　　樘 　6182 　7171

　　74 　　BMH14500-30 　　樘 　6302 　7310

　　75 　自动排气活门 　　YF-D200 　　只 　　265 　　307

　　76 　超压排气活门 　　PS-D250 　　只 　1427 　1655

　　77 　防爆超压排气活门 　　FCH250 　　只 　1500 　1740

　　78

　手动密闭阀

　　DN200 　　只 　271 　　314

　　79 　　DN300 　　只 　　360 　　418

　　80 　　DN400 　　只 　　534 　　618

　　81 　　DN500 　　只 　　875 　1015

　　82 　　DN600 　　只 　1356 　1573

　　83 　　DN800 　　只 　2379 　2760

　　84 　　DN1000 　　只 　2821 　3272

　　85

　铸铁防爆地漏

　　DN50 　　只 　　89 　　103

　　86 　　DN80 　　只 　　129 　　150

　　87 　　DN100 　　只 　　171 　　198

　　88 　　DN150 　　只 　　279 　　324

　　89

　不锈钢防爆地漏

　　DN50 　　只 　　239 　　277

　　90 　　DN80 　　只 　　271 　　314

　　91 　　DN100 　　只 　　326 　　378

　　92 脚踏、电动两用风机 　　DJF-1  4人 　　个 　3412 　3958

　　93

出入口型钢竖向封堵

(GLF)

　　封堵框 　　米 　　410 　　476

　　94
　　封堵构件(6

级）
　　m2 　2114 　2452

　　95
　　封堵构件(5

级）
　　m2 　2777 　3221

　　96 　相邻防护单元孔口

型钢封堵(ZF)

　　封堵框 　　米 　　410 　　476

　　97 　　封堵构件 　　m2 　1804 　2093

　　98 出入口临战预制梁封

堵(HLF)

　　封堵框 　　米 　　405 　　470

　　99 　　封堵构件 　　m2 　　967 　1122

　　100
　顶板通风采光孔钢

筋砼预制梁封堵
　　按平方计 　　m2 　　966 　1121
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　　101 通风竖井钢筋砼封堵 　　按平方计 　　m2 　　985 　1143

　　102 　换气堵头 　　DN315 　　只 　　300 　　348

　　103 　呼唤按钮 　　　 　　只 　　251 　　291

　　104 　过滤吸收器 　　RFP1000 　　台 　21552 　25000

　　105

　油网滤尘器

　　LWP-X 1*2管

式
　　台 　1910 　2216

　　106
　　LWP-X 1*3管

式
　　台 　2330 　2703

　　107
　　LWP-X 2*2管

式
　　台 　2750 　3190

　　108 　　LWP-X 　　块 　　440 　　510

　　109 　　LWP-D 　　块 　　650 　　754

　　110 　混流风机 　　1.5KW 　　台 　4300 　4988

　　111 　排气活门变径法兰 　　　 　　台 　　160 　　186

　　112 　工事超压测压装置 　　　 　　套 　　950 　1102

　　113 　插板阀 　　DN600 　　个 　　860 　　998

　　114 　风量调节阀 　　DN400 　　个 　　280 　　325

　　115 测压装置预埋管DN15 　　10米 　　套 　　130 　　151

　　116 　增压装置 　　DN25 　　套 　　220 　　255

　　117 　气密测量管 　　DN50 　　套 　　120 　　139

　　118 　放射性监测取样管 　　DN32 　　套 　　70 　　81

　　119 　尾气取样管DN15 　　　 　　套 　　50 　　58

　　120 　压差取样管DN15 　　　 　　套 　　70 　　81

　　121 　密闭盒 　　　 　　个 　　85 　　99

　　122 　风机电控箱 　　　 　　台 　　960 　1114

　　123 人防通风方式信号箱 　　　 　　个 　　450 　　522

　　124 人防通风方式控制箱 　　　 　　个 　1438 　1668

　　125

密闭穿墙管制作安装

　　(Ⅰ型

≤315mm)
　　个 　　135 　　157

　　126
　　(Ⅰ型

≤666mm)
　　个 　　246 　　285

　　127
　　 (Ⅰ型

≤1242mm)
　　个 　　447 　　519

　　128 　　(Ⅱ型≤20mm) 　　个 　　68 　　79

　　129
　　(Ⅲ型

≤349mm)
　　个 　　114 　　132

　　130
　　 (Ⅲ型

≤700mm)
　　个 　　189 　　219

　　131
　　(Ⅲ型

≤1276mm)
　　个 　　325 　　377

备注：本信息价包括企业管理费、利润、工地配合费、运输费、支撑、吊钩。不得重复计算。

　　

　　附件2：福建省人防工程防护（化）设备安装费　　

序号 　防护设备类型 　　规格型号 　单位 　安装费
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　1

固定门槛钢筋混凝土

防护密闭门

　　BFM0716-15 　　樘 　　630

　2 　　BFM0820-15 　　樘 　　660

　3 　　BFM1020-15 　　樘 　　873

　4 　　BFM1220-15 　　樘 　　930

　5 　　BFM1520-15 　　樘 　　1100

　6 　　BFM2020-15 　　樘 　　1400

　7 　　BFM2525-15 　　樘 　　1608

　8 　　BFM3025-15 　　樘 　　2487

　9 　　BFM4025-15 　　樘 　　3455

　10 　　BFM5025-15 　　樘 　　4150

　11 　　BFM6025-15 　　樘 　　5305

　12 　　BFM0716-30 　　樘 　　630

　13 　　BFM0820-30 　　樘 　　660

　14 　　BFM1020-30 　　樘 　　873

　15 　　BFM1220-30 　　樘 　　930

　16 　　BFM1520-30 　　樘 　　1100

　17 　　BFM2020-30 　　樘 　　1400

　18 　　BFM2525-30 　　樘 　　1608

　19 　　BFM4025-30 　　樘 　　3455

　20 　　BFM5025-30 　　樘 　　4150

　21 　　BFM6025-30 　　樘 　　5305

　22

　活门槛钢筋混凝土

防护密闭门

　　BHFM0820-15 　　樘 　　700

　23 　　BHFM1020-15 　　樘 　　886

　24 　　BHFM1220-15 　　樘 　　987

　25 　　BHFM1520-15 　　樘 　　1166

　26 　　BHFM2020-15 　　樘 　　1500

　27 　　BHFM4025-15 　　樘 　　3595

　28 　　BHFM5025-15 　　樘 　　4316

　29 　　BHFM6025-15 　　樘 　　5517

　30

固定门槛钢筋混凝土

密闭门

　　BM0716 　　樘 　　450

　31 　　BM0820 　　樘 　　500

　32 　　BM1020 　　樘 　　579

　33 　　BM1220 　　樘 　　658

　34 　　BM1320 　　樘 　　708

　35 　　BM1520 　　樘 　　800

　36 　　BM2020 　　樘 　　1050

　37 　　BM2525 　　樘 　　1214

　38 　　BM3025 　　樘 　　1955

　39 　　BM4025 　　樘 　　2712

　40 　　BM5025 　　樘 　　3255

　41 　　BM6025 　　樘 　　4563

　42 　活门槛钢筋混凝土

密闭门

　　BHM0820 　　樘 　　530

　43 　　BHM1020 　　樘 　　615

　44 　　BHM1220 　　樘 　　700
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　45 　　BHM1320 　　樘 　　750

　46 　　BHM1520 　　樘 　　850

　47 　　BHM2020 　　樘 　　1100

　48 　　BHM2525 　　樘 　　1326

　49 　　BHM3025 　　樘 　　2040

　50 　　BHM4022 　　樘 　　2830

　51 　　BHM4025 　　樘 　　2830

　52 　　BHM5025 　　樘 　　3396

　53 　　BHM6022 　　樘 　　4330

　54 　　BHM6025 　　樘 　　4330

　55

　钢结构防护密闭门

　　BGFM4025-15 　　樘 　　2767

　56 　　BGFM5025-15 　　樘 　　3322

　57 　　BGFM6025-15 　　樘 　　4247

　58 　　BGFM7025-15 　　樘 　　4672

　59 　　BGFM4025-30 　　樘 　　2767

　60 　　BGFM5025-30 　　樘 　　3322

　61 　　BGFM6025-30 　　樘 　　4247

　62 　　BGFM7025-30 　　樘 　　4672

　63

　　钢结构密闭门

　　BGM4025 　　樘 　　2360

　64 　　BGM5025 　　樘 　　2830

　65 　　BGM6025 　　樘 　　3610

　66 　　BGM7025 　　樘 　　3970

　67

MH悬板式防爆波活门

　　BMH5700-15 　　樘 　　310

　68 　　BMH5700-30 　　樘 　　310

　69 　　BMH8000-15 　　樘 　　390

　70 　　BMH8000-30 　　樘 　　390

　71 　　BMH11000-15 　　樘 　　450

　72 　　BMH11000-30 　　樘 　　450

　73 　　BMH14500-15 　　樘 　　532

　74 　　BMH14500-30 　　樘 　　532

 

75　　　
　自动防爆排气阀门

　　(直径200(mm) 密

闭套管制作、安装)
　　个 　　112

　　(直径200(mm) 阀

安装)
　　个 　　380

　76 　超压排气阀门

　　(直径250(mm) 密

闭套管制作、安装)
　　个 　　114

　　(直径250(mm) 阀

安装)
　　个 　　497

　77 　防爆超压排气阀门

　　(直径250(mm) 密

闭套管制作、安装)
　　个 　　264

　　(直径250(mm) 阀

安装)
　　个 　　596

　78 　手动密闭阀 　　DN200 　　只 　　321

　79 　　DN300 　　只 　　437
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　80 　　DN400 　　只 　　646

　81 　　DN500 　　只 　　771

　82 　　DN600 　　只 　　898

　83 　　DN800 　　只 　　1273

　84 　　DN1000 　　只 　　1554

　93 脚踏、电动两用风机 　　DJF-1  4人 　　个 　　2794

　93
出入口型钢竖向封堵

(GLF)

　　封堵框 　　米 　　23

　94 　　封堵构件(6级） 　　m2 　　119

　95 　　封堵构件(5级） 　　m2 　　155

　96 　相邻防护单元孔口

型钢封堵(ZF)

　　封堵框 　　米 　　23

　97 　　封堵构件 　　m2 　　101

　98 出入口临战预制梁封

堵(HLF)

　　封堵框 　　米 　　23

　99 　　封堵构件 　　m2 　　54

　100
　顶板通风采光孔钢

筋砼预制梁封堵
　　按平方计 　　m2 　　55

　101 通风竖井钢筋砼封堵 　　按平方计 　　m2 　　55

　102 　换气堵头 　　DN315 　　只 　　101

　103 　呼唤按钮 　　　 　　只 　　70

　104 　过滤吸收器 　　RFP1000 　　台 　　779

　105

　　LWP型滤尘器安装

　　立式 　　m2 　　375

　106 　　人字式 　　m2 　　582

　107 　　卧式 　　m2 　　619

　108 　　匣式 　　m2 　　1321

　110 　混流风机 　　1.5KW 　　台 　　300

　111 　排气活门变径法兰 　　　 　　台 　　59

　112 　工事超压测压装置 　　　 　　套 　　340

　113 　插板阀 　　DN600 　　个 　　80

　114 　风量调节阀 　　DN400 　　个 　　80

　115 测压装置预埋管DN15 　　10米 　　套 　　104

　116 　增压装置 　　DN25 　　套 　　50

　117 　气密测量管 　　DN50 　　套 　　30

　118 　放射性监测取样管 　　DN32 　　套 　　24

　119 　尾气取样管 　　DN15 　　套 　　15

　120 　压差取样管 　　DN15 　　套 　　15

　121 　密闭盒 　　　 　　个 　　20

　122 　风机电控箱 　　　 　　台 　　200

　123 人防通风方式信号箱 　　　 　　个 　　40

　124 人防通风方式控制箱 　　　 　　个 　　260

备注：1、本价格包括企业管理费、利润、税收。不得重复计算。

　　  2、过滤吸收器安装与叉车台班费：过滤吸收器安装费不包括支架制作、安装； 每个叉车台班费800元。（一个防

护单元按一个台班计取，二到三个防护单元按二个台班计取，三个以上防护单元按大于等于三个台班，以此类推计取。）
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