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「基本単価一覧表」について 

 

 

・ 本資料は、名古屋市緑政土木局が発注する工事・委託業務の積算に用いる単価のうち、名古屋市

緑政土木局が独自の調査に基づき定めた単価を一覧にしたものです。 

 

・ 本資料に掲載する単価は、令和３年10月１日以降に積算する工事・委託業務に適用します。 

 

・ (一財)建設物価調査会が発行する「建設物価」(「Web建設物価」を含む。)「土木コスト情報」等または

(一財)経済調査会が発行する「積算資料」(「積算資料電子版」を含む。)「土木施工単価」等（以下「物

価資料」という。）に取引価格が掲載されており、物価資料掲載価格を採用している品目については、

「単価」欄を空欄としています。物価資料は９月号(季刊のものは７月号)を使用しています。 

 

・ 労務単価は、農林水産省および国土交通省が定める「公共工事設計労務単価」(令和３年３月)、国

土交通省が定める「設計業務委託等技術者単価」(令和３年度版)を使用しています。 

 

・ 機械損料は、国土交通省が定める「建設機械等損料算定表」(令和２年度版)を使用しています。 

 

・ 物価の変動その他の事情により、単価を改定することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

担当課：名古屋市緑政土木局技術指導課 
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名             称 規             格 単 位 単  価

１　資材単価

１－１　鋼材

１－１－１　異形棒鋼

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１０ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１３ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１６ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１０ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３５ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３８ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ４１ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ５１ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ２５ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ２９ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ３２ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ３５ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ３８ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ４１ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ４９０　Ｄ３５ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ４９０　Ｄ３８ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ４９０　Ｄ４１ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　径１３ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　径１６～２５ ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　径９ ｔ

ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ１３ ｔ

ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ１６ ｔ

ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ１９ ｔ

ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ２２ ｔ

ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ２５ ｔ

ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ２９ ｔ

ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ３２ ｔ

ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ３５ ｔ

ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ３８ ｔ

ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ４１ ｔ

ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ５１ ｔ

１－１－２　形鋼

ＣＴ形鋼[橋梁用]Ｓエキストラ ｔ

ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用） １５０シリーズ以下 ｔ

ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用） １７５～２５０シリーズ ｔ

ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用） ３００シリーズ以上 ｔ

H形鋼 (販売) G3192 無規格 広幅300以下中300以下細400以下 ｔ

H形鋼 (販売) G3192 無規格 広幅350中幅500以下細幅500以下 ｔ

H形鋼 (販売) G3192 無規格 広幅400中幅600細幅600以下 ｔ

Ｈ形鋼　規格エキストラ ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ ｔ

Ｈ形鋼　規格エキストラ ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ ｔ

Ｈ形鋼　規格エキストラ ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８ ｔ

Ｈ形鋼　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０ ｔ

Ｈ形鋼（ＣＴ形鋼用）　規格ｴｷｽﾄﾗ ＳＳ４００　ｔ≦３８ ｔ

Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００ ２００×２００ ｔ

Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００ ２５０×２５０ ｔ

Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００ ３００×３００ ｔ

Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００ ３５０×３５０ ｔ

Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００ ４００×４００ ｔ
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名             称 規             格 単 位 単  価

Ｉ形鋼（大形）　（販売） 無規格　２００ ｔ

Ｉ形鋼（大形）　（販売） 無規格　２５０以上 ｔ

橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格 広300以下 中300以下 細400以下 ｔ

橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格 広幅350中幅500以下細幅500以下 ｔ

形鋼（大形）　規格エキストラ ＳＭ４００Ａ ｔ

形鋼（大形）　規格エキストラ ＳＭ４９０Ａ ｔ

形鋼（大形）　規格エキストラ ＳＳ４００ ｔ

溝形鋼（大形）　（販売） 無規格　３００ ｔ

溝形鋼（大形）　（販売） 無規格　３８０ ｔ

等辺山形鋼（大形）　（販売） 無規格　２５０ ｔ

１－１－３　鋼板

鋼板（厚板）　（販売） 無規格　１２≦ｔ≦２５ ｔ

鋼板（中板）　（販売） 無規格　３．０以上 ｔ

寸法エキストラ（鋼橋製作用） ガーダ形式 ｔ 1,000

寸法エキストラ（鋼橋製作用） トラス・アーチ形式 ｔ 1,600

寸法エキストラ（鋼橋製作用） ボックス形式 ｔ 1,600

中厚板　規格エキストラ ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ４００Ｃ　ｔ≦２５ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦２５ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ５２０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ５２０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦２５ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ５７０（Ｑ）　６≦ｔ≦２０ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ５７０（Ｑ）２０＜ｔ≦３８ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭ５７０（Ｑ）３８＜ｔ≦５０ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４００ＡＷ　６≦ｔ≦３８ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４００ＢＷ　６≦ｔ≦２５ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４００ＢＷ２５＜ｔ≦３８ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４００ＣＷ　６≦ｔ≦２５ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４００ＣＷ２５＜ｔ≦３８ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４００ＣＷ３８＜ｔ≦５０ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦ｔ≦５０ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦ｔ≦２５ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＢＷ２５＜ｔ≦３８ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＣＷ　６≦ｔ≦２５ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＣＷ２５＜ｔ≦３８ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＣＷ３８＜ｔ≦５０ ｔ

中厚板　規格エキストラ ＳＳ４００ ｔ

厚みエキストラ ２５＜ｔ≦３０ ｔ

厚みエキストラ ３０＜ｔ≦３５ ｔ

厚みエキストラ ３５＜ｔ≦４０ ｔ
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厚みエキストラ ４０＜ｔ≦４５ ｔ

厚みエキストラ ４５＜ｔ≦５０ ｔ

冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　２≦ｔ≦３ ｋｇ

冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　ｔ＝１ ｋｇ

構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） ３．２×９０×９０ ｔ 138,000

１－１－４　鋼矢板

鋼矢板 ＳＹ２９５ ｔ

鋼矢板 SY295 VL､VIL型 ｔ

鋼矢板 ＳＹＷ２９５ ｔ

鋼矢板 SYW295 VL､VIL型 ｔ

鋼矢板 SYW295 ﾊｯﾄ型(10H､25H､45H) ｔ

鋼矢板 SYW295 ハット型（50H） ｔ

鋼矢板　規格エキストラ ＳＹ３９０ ｔ

鋼矢板　規格エキストラ ＳＹＷ３９０ ｔ

鋼矢板　規格エキストラ ＳＹＷ３９０　ハット型 ｔ

鋼矢板　形状エキストラ ＶＬ、ＶＩＬ型 ｔ

１－１－５　スクラップ

スクラップ ステンレス　新切　１３ｃｒ ｋｇ

スクラップ ステンレス　新切　１８ｃｒ ｋｇ

スクラップ ヘビーＨ１ ｔ

１－２　セメント・生コンクリート

１－２－１　セメント

セメント（高炉Ｂ） ２５ｋｇ袋入 ｔ

セメント（高炉Ｂ） バラ ｔ

セメント（白色ポルトランド） ｔ

セメント（普通ポルトランド） ２５ｋｇ袋入 ｔ

セメント（普通ポルトランド） バラ ｔ

１－２－２　生コンクリート

生コンクリート １８－５－４０　高炉 ｍ３

生コンクリート １８－５－４０ ｍ３

生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 ｍ３

生コンクリート １８－８－２５（２０） ｍ３

生コンクリート 18-8-25(20)　高炉　W/C60%以下 ｍ３

生コンクリート １８－８－４０　高炉 ｍ３

生コンクリート １８－８－４０ ｍ３

生コンクリート 18-8-40　高炉　W/C60%以下 ｍ３

生コンクリート １８－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３

生コンクリート ２１－５－４０　高炉 ｍ３

生コンクリート 21-5-40　高炉　W/C55%以下 ｍ３ 11,900

生コンクリート 21-5-40　高炉　W/C60%以下 ｍ３

生コンクリート ２１－８－２５（２０） ｍ３

生コンクリート 21-8-25(20)　W/C55%以下 ｍ３ 11,900

生コンクリート 21-8-25(20)　W/C60%以下 ｍ３ 11,600

生コンクリート ２１－８－２５（２０）　高炉 ｍ３

生コンクリート 21-8-25(20)　高炉　W/C55%以下 ｍ３

生コンクリート 21-8-25(20)　高炉　W/C60%以下 ｍ３

生コンクリート ２１－８－４０　高炉 ｍ３

生コンクリート ２１－８－４０ ｍ３

生コンクリート 21-8-40　高炉　W/C55%以下 ｍ３ 11,900

生コンクリート 21-8-40　高炉　W/C60%以下 ｍ３

生コンクリート ２１－１２－２５（２０） ｍ３

生コンクリート ２１－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３

生コンクリート ２４－８－２５（２０） ｍ３

生コンクリート 24-8-25(20)　W/C55%以下 ｍ３

生コンクリート ２４－８－２５（２０）　高炉 ｍ３
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生コンクリート 24-8-25(20)　高炉　W/C55%以下 ｍ３

生コンクリート ２４－８－４０　高炉 ｍ３

生コンクリート ２４－８－４０ ｍ３

生コンクリート ２４－１２－２５（２０） ｍ３

生コンクリート ２４－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３

生コンクリート ２７－８－２５（２０） ｍ３

生コンクリート ２７－１２－２５（２０） ｍ３

生コンクリート 27-8-25(20)　W/C55%以下 ｍ３ 11,900

生コンクリート 30-15-25(20) C=350 高炉 W/C55%以下 ｍ３ 12,200

生コンクリート ３０－１５－２５(20)C=350 高炉 ｍ３

生コンクリート ３０－８－２５（２０） ｍ３

生コンクリート 30-8-25(20)　W/C50%以下 ｍ３ 12,200

生コンクリート 30-8-25(20)　W/C55%以下 ｍ３

生コンクリート ３０－１２－２５（２０） ｍ３

生コンクリート ４０－８－２５（２０） ｍ３

生コンクリート 40-8-25(20)　W/C55%以下 ｍ３ 14,800

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　工場渡し ｍ３

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　高炉 工場渡し ｍ３

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０ ｍ３

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３

１－２－３　生コンクリート（早強）

生コンクリート １８－８－２５（２０）　早強 ｍ３

生コンクリート ２１－８－２５（２０）　早強 ｍ３

生コンクリート ２１－１２－２５（２０）　早強 ｍ３

生コンクリート ２１－８－４０　早強 ｍ３

生コンクリート ２４－８－２５（２０）　早強 ｍ３

生コンクリート ２４－１２－２５（２０）　早強 ｍ３

生コンクリート ２７－８－２５（２０）　早強 ｍ３

生コンクリート ３０－８－２５（２０）　早強 ｍ３

生コンクリート ４０－８－２５（２０）　早強 ｍ３

生コンクリート 曲４．５－２．５－４０　早強　工場渡し ｍ３

生コンクリート 曲４．５－６．５－４０　早強 ｍ３

１－２－４　モルタル

モルタル １：１　高炉 ｍ３

モルタル １：１ ｍ３

モルタル １：２　高炉 ｍ３

モルタル １：２ ｍ３

モルタル １：３　高炉 ｍ３

モルタル １：３ ｍ３

１－２－５　空練りコンクリート

空練りコンクリート １７０ｋｇ／ｍ３ ｍ３ 16,000

１－２－６　混和剤

コンクリート減水剤 ポゾリス ｋｇ

起泡剤 アルミ粉 ｋｇ

着色材 ｋｇ 1,000

無収縮剤 セメント系　プレミックスタイプ ｋｇ

繊維材 モルタル添加剤 ｋｇ

１－３　骨材・土・石材

１－３－１　砂・砂利

スクリーニングス ２．５ｍｍ ｍ３

砂 クッション用 ｍ３

コンクリ-ト用骨材　砂 洗い　荒目 ｍ３

コンクリ-ト用骨材　砂 洗い　細目 ｍ３ 4,400

コンクリ-ト用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い） ｍ３

コンクリ-ト用骨材 砂利４０ｍｍ（洗い） ｍ３
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溶融スラグ細骨材 ＦＭ－２．５　(JIS A 5032) ｍ３ 1,400

１－３－２　砕石

クラッシャーラン Ｃ－２０ ｍ３

クラッシャーラン Ｃ－３０ ｍ３

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３

改良砕石 ＫＣ－４０ 修正CBR80%以上 A工場渡し ｍ３ 3,000

改良砕石 ＫＣ－４０ 修正CBR80%以上 B工場渡し ｍ３ 3,100

改良砕石 ＫＣ－４０ 修正CBR80%以上 C工場渡し ｍ３ 3,000

高炉スラグ ＨＭＳ　２５－０ ｍ３

高炉スラグ クラッシャーラン　４０－０ ｍ３

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３

種石 人造砕石 ｋｇ 120

石粉 ＪＩＳ－Ａ－５００８ ｋｇ

単粒度砕石 ４号３０－２０ｍｍ ｍ３

単粒度砕石 ５号２０－１３ｍｍ ｍ３

単粒度砕石 ７号５－２．５ｍｍ ｍ３

粒度調整砕石 Ｍ－２５ ｍ３

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３

１－３－３　土

改良土（石灰系） ２５－０　Ａ工場渡し ｍ３ 1,120

改良土（石灰系） ５０－０　Ａ工場渡し ｍ３ 1,120

改良土（石灰系） ２５－０　Ｂ工場渡し ｍ３ 1,250

改良土（石灰系） ５０－０　Ｂ工場渡し ｍ３ 1,250

改良土（石灰系） ２５－０　Ｃ工場渡し ｍ３ 1,200

改良土（石灰系） ５０－０　Ｃ工場渡し ｍ３ 1,200

改良土（石灰系） ２５－０　Ｄ工場渡し ｍ３ 1,400

改良土（石灰系） ５０－０　Ｄ工場渡し ｍ３ 1,400

山土 ｍ３ 2,750

流動化処理土 昼間,地区A(千種,東,北,西,中村,中,名東) ｍ３ 10,100

流動化処理土 夜間,地区A(千種,東,北,西,中村,中,名東) ｍ３ 15,900

流動化処理土 昼間,地区B（地区A以外） ｍ３ 11,800

流動化処理土 夜間,地区B（地区A以外） ｍ３ 17,600

１－３－４　割石・石材

花崗岩 厚50mm　；人孔底部石張用 ｍ２ 30,600

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３

詰石 鉄線蛇枠用(13－15㎝） ｍ３ 3,700

割詰石 鉄線蛇枠用(15㎝） ｍ３ 3,700

捨石 50kg内外 ｍ３ 7,500

捨石 200kg内外 ｍ３ 8,250

捨石 500kg内外 ｍ３ 9,600

捨石 1,000kg内外 ｍ３ 10,700

橋名板 本磨 厚45×巾150×長450mm(黒御影石) 枚 44,900

玉石 φ１５０～１８０ 個 450

玉石 径40㎝ ｍ３ 20,700

雑割石（四方落し） 控35cm 個 2,300

鉄平石 方形 厚20mm(諏訪産) ｍ２ 12,000

鉄平石 乱形 厚20mm内外(諏訪産) ｍ２ 6,750

那智黒 8分 ｋｇ 81

木曽ごろた石 φ150～200mm内外、床張・縁石用 ｔ 37,800

木曽ごろた石 φ300mm内外、縁石用 ｔ 34,600

門柱(野面石) さび系花こう岩(恵那産) ｔ 105,000

門柱(野面石) 自然石（揖斐石等） ｔ 81,500

１－４　木材
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１－４－１　丸太材

松丸太 １．５ｍ×９ｃｍ 本 510

松丸太 ２．３ｍ×９ｃｍ 本 672

松丸太 ２．４ｍ×１２ｃｍ 本 1,180

松丸太 ４．０ｍ×１２ｃｍ 本 1,910

松丸太 末口１５ｃｍ　Ｌ＝３．０ｍ 本 2,010

松丸太杭 ；（材積） ｍ３ 40,200

松丸太太鼓落し（円木用） 長2m 厚18cm 防腐剤加圧注入処理 本 25,100

松丸太太鼓落し（円木用） 長4m 厚18cm 防腐剤加圧注入処理 本 49,800

松丸太太鼓落し（管渠基礎用） ；（材積） ｍ３ 49,000

杉丸太（防腐剤加圧注入処理品） 長０．６ｍ　末口６ｃｍ 本

杉丸太（防腐剤加圧注入処理品） 長０．６ｍ　末口７．５ｃｍ 本

杉丸太（防腐剤加圧注入処理品） 長０．７５ｍ　末口７．５ｃｍ 本

杉丸太（防腐剤加圧注入処理品） 長４．０ｍ　末口６ｃｍ 本

杉丸太（防腐剤加圧注入処理品） 長６．３ｍ　中径６ｃｍ 本

杉丸太杭（非防腐処理） 長１．５ｍ　末口６ｃｍ 本 420

杉丸太杭（防腐剤加圧注入処理品） 長０．６ｍ　末口６ｃｍ 本

杉丸太杭（防腐剤加圧注入処理品） 長１．５ｍ　末口６ｃｍ 本

杉丸太杭（防腐剤加圧注入処理品） 長１．８ｍ　末口６ｃｍ 本

杉丸太杭（防腐剤加圧注入処理品） 長１．８ｍ　末口７．５ｃｍ 本

杉丸太杭（防腐剤加圧注入処理品） 長２．１ｍ　末口７．５ｃｍ 本

切丸太 ２．０ｍ×７．５ｃｍ 本

檜小丸太 １．０ｍ×６ｃｍ 本 275

檜小丸太 １．５ｍ×６ｃｍ 本 425

檜小丸太 ２．０ｍ×７．５ｃｍ 本 760

檜小丸太（二ツ割） １．５ｍ×９ｃｍ 本 390

檜小丸太（二ツ割） ４．０ｍ×６ｃｍ 本 600

１－４－２　板材・角材

型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×900×1800 枚

合板 １２×９００×１８００(型枠用) ｍ２

雑背板 長２ｍ　巾１０ｃｍ　厚７．５ｍｍ ｍ２ 550

雑矢板 ２．０ｍ×３～４．５cm×１２cm ｍ３

三角材(杉正角1等) 3.0m×7.5cm×7.5cm ｍ３ 53,000

松正割（管渠基礎用くさび材） ；（材積） ｍ３ 102,000

正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等 ｍ３

板材（内地材） 杉 4m×1.1cm×15cm 1等 ｍ３ 52,500

米栂平割（防腐剤加圧注入処理品） ４ｍ×６ｃｍ×３ｃｍ 本 950

枕木 ２．１×０．１４×０．２ｍ 本

１－５　接着剤・塗料

１－５－１　接着剤

カプセルアンカー エポキシ樹脂系SBアンカー同等品以上 φ25 本

カプセルアンカー エポキシ樹脂系SBアンカー同等品以上 φ28 本

コンクリート接着剤 打継用 ｋｇ 2,630

シール材 エポキシ ｋｇ

支管接着剤 塩ビ管用 ｋｇ

注入材 エポキシ ｋｇ 2,550

１－５－２　塗料

エッチングプライマー Ｋ－５６３３　１種　短バク型 ｋｇ

エッチングプライマー Ｋ－５６３３　２種　長バク型 ｋｇ

エッチングプライマー 原板ブラスト ｍ２ 340

エポキシ樹脂ＭＩＯ塗料 下塗り ｋｇ

エポキシ樹脂ＭＩＯ塗料 中・上塗り ｋｇ

エポキシ樹脂塗料 下塗り ｋｇ

エポキシ樹脂塗料 中塗り ｋｇ

エポキシ樹脂塗料 中塗、淡彩 ｋｇ
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エポキシ樹脂塗料 上塗、淡彩 ｋｇ

ウレタン樹脂塗料 上塗り ｋｇ

エッチングプライマー用シンナー Ｌ

エポキシ樹脂塗料用シンナー Ｌ

ジンクリッチ　ペイント 有機厚膜 ｋｇ

ジンクリッチ　ペイント 無機厚膜 ｋｇ

ジンクリッチプライマー 原板ブラスト ｍ２ 340

ジンクリッチプライマー 無機系 ｋｇ

ジンクリッチプライマー 有機系 ｋｇ

ジンクリッチプライマー用シンナー 無機 Ｌ

タールエポキシ樹脂塗料 Ｋ５６６４　１種　黒・ブラウン ｋｇ

タールエポキシ樹脂塗料用シンナー Ｌ

タールフリー変性エポキシ樹脂塗料 （中、上塗） ｋｇ

塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用 Ｌ

塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用 Ｌ

フェノール樹脂ＭＩＯ塗料 下塗り ｋｇ

フェノール樹脂ＭＩＯ塗料 中・上塗り ｋｇ

ポリウレタン樹脂塗料　K5659 上塗り塗料3級 kg

ポリウレタン樹脂用塗料　K5659 中塗り塗料 kg

鉛・クロムフリー合成樹脂調合ペイント Ｋ５５１６　１種 ｋｇ

塩化ゴム系塗料 下塗り ｋｇ

塩化ゴム系塗料 上塗り用　青・緑系 ｋｇ

塩化ゴム系塗料 上塗り用　赤系 ｋｇ

塩化ゴム系塗料 上塗り用　中彩Ｂ ｋｇ

塩化ゴム系塗料 上塗り用　黄・オレンジ系 ｋｇ

塩化ゴム系塗料 上塗り用　中彩Ａ ｋｇ

塩化ゴム系塗料 上塗り用　淡彩 ｋｇ

塩化ゴム系塗料 上塗り用　白 ｋｇ

塩化ゴム系塗料 中塗り用　青・緑系 ｋｇ

塩化ゴム系塗料 中塗り用　赤系 ｋｇ

塩化ゴム系塗料 中塗り用　黄・オレンジ系 ｋｇ

塩化ゴム系塗料 中塗り用　中彩Ａ ｋｇ

塩化ゴム系塗料 中塗り用　中彩Ｂ ｋｇ

塩化ゴム系塗料 中塗り用　淡彩 ｋｇ

塩化ゴム系塗料 中塗り用　白 ｋｇ

塩化ゴム系塗料用シンナー Ｌ

下塗さび止め塗料 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674 ｋｇ

原板ブラスト 原板ブラストのみ ｍ２ 82

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　青・緑系 ｋｇ

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　赤系 ｋｇ

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　淡彩 ｋｇ

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　黄・オレンジ系 ｋｇ

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　白 ｋｇ

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　淡彩Ａ ｋｇ

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　中彩Ｂ ｋｇ

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　青・緑系 ｋｇ

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種  中塗り用  黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 ｋｇ

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　淡彩 ｋｇ

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　中彩Ａ ｋｇ

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　中彩Ｂ ｋｇ

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　赤系 ｋｇ

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　白 ｋｇ

弱溶剤形変性エポキシ樹脂さび止め塗料 下塗り ｋｇ

弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上塗兼用塗料 白色系 ｋｇ 4,550

弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上塗兼用塗料 淡彩色系 ｋｇ 4,890
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弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上塗兼用塗料 赤色系 ｋｇ 11,000

弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上塗兼用塗料 黄・オレンジ色系 ｋｇ 11,200

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗、淡彩 ｋｇ

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗、淡彩 ｋｇ

貼紙防止塗料 鉄面下塗り ｋｇ 1,100

貼紙防止塗料 鉄面上塗り 着色 ｋｇ 2,400

貼紙防止塗料 鉄面中塗り 着色 ｋｇ 610

塗料用シンナー Ｋ－２２０１ Ｌ

ジンクリッチプライマー用シンナー 有機 Ｌ

非水分散型アクリル樹脂塗料 蛍光黄 ｋｇ 10,500

非水分散型アクリル樹脂塗料 黒 ｋｇ 2,800

非水分散型アクリル樹脂塗料 透明 ｋｇ 5,320

非水分散型アクリル樹脂塗料 白 ｋｇ 2,800

変性エポキシ樹脂塗料 下塗り ｋｇ

変性エポキシ樹脂塗料 内面用 ｋｇ

木部下塗用ペイント ＪＡＳＳ　１８Ｍ－３０４ ｋｇ

１－５－３　塗装関連資材

研磨紙 Ｐ１２０～２２０（２３０mm×２８０mm） 枚

研磨紙 Ｐ２２０～２４０（２３０mm×２８０mm） 枚

ブラスト材 フェロニッケルスラグ ｋｇ

ブラスト材 鋳鋼製（ショット） kg

１－６　コンクリート製品

１－６－１　歩車道境界ブロック

歩車道境界ブロック 180/190×130×600(D) 個 900

歩車道境界ブロック 180/190×150×600(E) 個 900

歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600(A) 個

歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B) 個

歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C) 個

歩車道境界ブロック 両面 150/190×200×600(A) 個 910

歩車道境界ブロック 両面 180/230×250×600(B) 個 1,230

歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×600(C) 個 1,500

歩車道境界ブロック（アンカー付） 片面150/170×200×600（Ａ） 個 1,270

ベース付片面ブロックＢ Ｌ＝2000、防草タイプ 本 10,900

ベース付両面ブロックＢ Ｌ＝2000、防草タイプ 本 10,700

１－６－２　地先境界ブロック

コンクリート根囲ブロック Ａ 組 8,280

コンクリート根囲ブロック Ｂ 組 7,950

コンクリート根囲ブロック Ｃ 組 8,220

コンクリート根囲ブロック Ｄ 組 7,960

ベース付地先境界ブロック 120/170×120/170×1000(A) 個 2,190

ベース付地先境界ブロック 120/170×120/170×1000,切欠(右型・左型) 個 2,570

擬石ブロック １２０×１２０×６００（一面仕上） 個

擬石ブロック １２０×１２０×６００（二面仕上） 個 2,020

擬石ブロック １５０×１５０×６００（二面仕上） 個 3,690

洗出ブロック １２０×１２０×６００（一面仕上） 個

洗出ブロック １２０×１２０×６００（二面仕上） 個 1,870

地先境界ブロック １２０×１２０×６００（Ａ） 個

地先境界ブロック １５０×１２０×６００（Ｂ） 個

地先境界ブロック １５０×１５０×６００（Ｃ） 個

１－６－３　街渠ブロック

Ｌ形街渠ブロック（歩道切下げタイプ） ２Ｒ、１８／６９×１７／１５×１０４．７ 個 7,520

Ｌ形街渠ブロック（歩道切下げタイプ） ３Ｒ、１８／６９×１７／１５×９４．２ 個 7,520

Ｌ形街渠ブロック（歩道切下げタイプ） ４Ｒ、１８／６９×１７／１５×１０４．７ 個 7,520

Ｌ形街渠ブロック（歩道切下げタイプ） ５Ｒ、１８／６９×１７／１５×９８ 個 7,520

Ｌ形街渠ブロックＡ（横断歩道タイプ） １８／６９×１７／１５×２００ 個 11,300
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Ｌ形街渠ブロックＡ（乗り入れタイプ） １６．５／６７．５×１６／１５×２００ 個 11,300

Ｌ形街渠ブロックＡ（切り下げタイプ） １５／６７．５×２７／１５×１００ 個 5,780

Ｌ形街渠ブロックＡ（標準タイプ） １５／６７．５×２７／１５×２００ 個 11,300

Ｌ形街渠ブロックＢ（標準タイプ） １８／７１×３２／１５×２００ 個 12,100

Ｌ形街渠ブロックＣ（標準タイプ） １８／７１．５×３７／１５×２００ 個 13,800

１－６－４　側溝ブロック

コンクリートＬ形 １８０　３３０×１４０×６００ 個 1,020

コンクリートＬ形 ２５０A ３５０×１７５×６００ 個

コンクリートＬ形 ２５０B ４５０×１７５×６００ 個

コンクリートＬ形（鉄筋脚付） １８０　３３０×１４０×６００ 個 1,310

コンクリートＬ形（頭なし） １８０　２５５×１１４×６００ 個 800

コンクリートＬ形（頭なし、歩道用） ２５５　２５５×１００×６００ 個 920

コンクリートＬ形（歩道用） ２５５　３３０×１５０×６００ 個 1,290

鉄筋コンクリートＬ形 ３００　５００×１５５×６００ 個

コンクリ-トV形 ２２５　３３０×１２０×６００ 個 1,240

コンクリ-トV形（乗入用） ２２５　３８０×１２０×６００ 個 1,360

コンクリ-トV形（頭なし） ２２５　２５５×１００×６００ 個 1,020

横断側溝２５０   Ｔ－２５ ２５０×２８３×２０００ 本 66,700

横断側溝３００Ａ Ｔ－２５ ３００×３３４×２０００ 本 74,800

横断側溝３００Ｂ Ｔ－２５ ３００×４３４×２０００ 本 79,800

横断側溝３００Ｃ Ｔ－２５ ３００×５３４×２０００ 本 98,900

横断側溝４００Ａ Ｔ－２５ ４００×４３９×２０００ 本 95,900

横断側溝４００Ｂ Ｔ－２５ ４００×５３９×２０００ 本 103,000

自由勾配側溝　300×300 300×300×2000 個

自由勾配側溝　300×400 300×400×2000 個

自由勾配側溝　300×500 300×500×2000 個

自由勾配側溝　300×600 300×600×2000 個

自由勾配側溝　300×700 300×700×2000 個

自由勾配側溝　300×800 300×800×2000 個

自由勾配側溝　400×400 400×400×2000 個

自由勾配側溝　400×500 400×500×2000 個

自由勾配側溝　400×600 400×600×2000 個

自由勾配側溝　400×700 400×700×2000 個

自由勾配側溝　400×800 400×800×2000 個

自由勾配側溝　500×500 500×500×2000 個

自由勾配側溝　500×600 500×600×2000 個

自由勾配側溝　500×700 500×700×2000 個

自由勾配側溝　500×800 500×800×2000 個

鉄筋コンクリートＵ形 １８０　１８０×１８０×６００ 個

鉄筋コンクリートＵ形 ２４０　２４０×２４０×６００ 個

鉄筋コンクリートＵ形 ３００B ３００×３００×６００ 個

鉄筋コンクリートＵ形 ３００C ３００×３６０×６００ 個

鉄筋コンクリートＵ形 ３６０B ３６０×３６０×６００ 個

鉄筋コンクリートＵ形 ４５０　４５０×４５０×６００ 個

鉄筋コンクリートＵ形 ６００　６００×６００×６００ 個

道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 250 250×250×2000 個

道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000 個

道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000 個

道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300C 300×500×2000 個

道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400A 400×400×2000 個

道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400B 400×500×2000 個

道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500A 500×500×2000 個

道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500B 500×600×2000 個

道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250 250×250×2000 個

道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000 個
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道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B 300×400×2000 個

道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C 300×500×2000 個

道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000 個

道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B 400×500×2000 個

道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A 500×500×2000 個

道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B 500×600×2000 個

透水性Ｕ形側溝 １８０×１８０×６００、片面 本 1,860

透水性Ｕ形側溝 ２４０×２４０×６００、片面 本 2,070

透水性Ｕ形側溝 ３００×３００×６００、片面 本 3,360

電柱除けU形側溝 ２５０ ２５０×２５０×７０２ 個 8,840

電柱除けU形側溝 ３００Ａ ３００×３００×７０２ 個 10,500

電柱除けU形側溝 ３００Ｂ ３００×４００×７０２ 個 12,800

電柱除けU形側溝 ３００Ｃ ３００×５００×７０２ 個 15,500

１－６－５　桝用ブロック

Ｌ形桝上部ブロック 425×600×150/104（受枠含、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ別） 個 10,900

Ｌ形桝上部ブロック 450×600×185/159（受枠含、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ別） 個 10,000

V形桝上部ブロック 450×600×120/100(受枠含、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ別) 個 10,900

コンクリート角桝 ４５０×１５０×９０ｍｍ 個 2,820

コンクリート角桝 ４５０×３００×９０ｍｍ 個 4,680

雨水桝ブロックＣ ２４０用、Ｗ＝７５０ｋｇ 個 51,100

雨水桝ブロックＣ ３００用、Ｗ＝８８０ｋｇ 個 61,700

雨水桝ブロックＣ ３６０用、Ｗ＝１１１０ｋｇ 個 73,600

雨水桝ブロックＣ ４５０用、Ｗ＝１３４０ｋｇ 個 76,800

雨水桝ブロックＣ（浸透用） ２４０用、Ｗ＝７５０ｋｇ 個 53,800

雨水桝ブロックＣ（浸透用） ３００用、Ｗ＝８８０ｋｇ 個 64,400

雨水桝ブロックＣ（浸透用） ３６０用、Ｗ＝１１１０ｋｇ 個 76,300

雨水桝ブロックＣ（浸透用） ４５０用、Ｗ＝１３４０ｋｇ 個 79,500

雨水桝ブロックＤ ２５０用　Ｗ＝３８９ｋｇ 個 31,500

雨水桝ブロックＤ ３００用　Ｗ＝５３８ｋｇ 個 41,700

雨水桝ブロックＤ ４００用　Ｗ＝５６１ｋｇ 個 48,100

雨水桝ブロックＤ ５００用　Ｗ＝６５９ｋｇ 個 57,800

雨水桝ブロックＤ　(浸透用) ２５０用　Ｗ＝３８９ｋｇ 個 34,000

雨水桝ブロックＤ　(浸透用) ３００用　Ｗ＝５３８ｋｇ 個 44,200

雨水桝ブロックＤ　(浸透用) ４００用　Ｗ＝５６１ｋｇ 個 50,800

雨水桝ブロックＤ　(浸透用) ５００用　Ｗ＝６５９ｋｇ 個 60,500

街渠特殊桝ブロック 300×970×1020（T-14細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付） 個 84,700

街渠特殊桝ブロック 300×970×1020（T-14並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付） 個 67,200

街渠特殊桝ブロック 300×970×1020（T-20並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付） 個 67,200

街渠特殊枡ブロック 300×970×1020（落葉対策蓋付） 個 87,400

街渠特殊桝ブロック（浸透用） 300×970×1020（T-14細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付） 個 88,400

街渠特殊桝ブロック（浸透用） 300×970×1020（T-14並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付） 個 69,800

街渠特殊桝ブロック（浸透用） 300×970×1020（T-20並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付） 個 69,800

街渠特殊枡ブロック（浸透用） 300×970×1020（落葉対策蓋付） 個 90,400

街渠桝用ブロック Ａ　５０．５×１２×１２ 個 1,000

街渠桝用ブロック Ｂ　３８×１２×１２ 個 900

街渠桝用境界ブロック（穴あき） Ｂ　１８／２０．５×２５×６０ 個 1,650

街渠桝用境界ブロック（穴あき） Ｃ　１８／２１×３０×６０ 個 1,850

浸透桝ラベル ４０×１００ 枚 450

浸透桝ラベル ７０×１００ 枚 560

透水性底ふた φ１３０　ｔ＝８０ｍｍ 枚 980

透水性底ふた φ１９０　ｔ＝５０ｍｍ 枚 1,070

特殊街渠桝ブロック　H=600用 650×900×750（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付） 個 63,900

特殊街渠桝ブロック　H=900用 650×900×1050（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付） 個 76,100

特殊桝ブロック Ｌ形側溝用 300×900×1071（T-20並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付） 組 69,100

特殊桝ブロック Ｌ形側溝用（浸透用） 300×900×1071（T-20並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付） 個 71,600
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桝縁ブロック（コの字形） １２×１２×６０ 個

桝境界ブロック Ｃ　１４×７．５×６０ 個

桝用ブロック （１）３０×３０×５０．５　受枠付 個 16,700

桝用ブロック Ａ　４．５×３０×６０ 個

桝用ブロック Ｃ　４．５×３０×２２．５／２０ 個

桝用ブロック Ｄ　４．５×３０×２０ 個 3,110

桝用ブロック Ｅ　４．５×３０×３０ 個 3,710

桝用ブロック Ｆ　４．５×３０×１０ 個 1,580

桝用ブロック（まどあり） Ｂ　４．５×３０×２２．５／２０ 個

桝用ブロック（穴あき） （２）３０×３０×５０ 個 12,200

桝用ブロック（浸透用） Ｄ　６．５×３０×２０ 個 4,700

桝用ブロック（浸透用） Ｅ　６．５×３０×３０ 個 5,700

桝用ブロック（浸透用） Ｆ　６．５×３０×１０ 個 2,520

桝用ブロックＡ’ 600×300×45　浸透用底穴付 個 9,280

１－６－６　コンクリート製溝蓋・桝蓋

Ｕ形用蓋（１種） １８０　２５×４×６０ 枚

Ｕ形用蓋（１種） ２４０　３３×４．５×６０ 枚

Ｕ形用蓋（１種） ３００　４０×６×６０ 枚

Ｕ形用蓋（１種） ３６０　４６×６．５×６０ 枚

Ｕ形用蓋（１種） ４５０　５６×７×６０ 枚

Ｕ形用蓋（１種） ６００　７４×７．５×６０ 枚

Ｕ形用蓋（２種） １８０　２５×９×６０ 枚

Ｕ形用蓋（２種） ２４０　３３×１０×６０ 枚

Ｕ形用蓋（２種） ３００　４０×１０×６０ 枚

Ｕ形用蓋（２種） ３６０　４６×１０×６０ 枚

Ｕ形用蓋（２種） ４５０　５６×１２×６０ 枚

Ｕ形用蓋（２種） ６００　７４×１５×６０ 枚

街渠桝蓋 Ａ　３６×３６×８ 枚 2,640

街渠桝蓋 Ｂ　３８×３５×８ 枚 2,640

街渠桝蓋 Ｃ　３８×３８×８ 枚 2,280

自由勾配側溝用蓋　軽荷重用 300用　400×55/95×500 枚 1,160

自由勾配側溝用蓋　軽荷重用 400用　500×65/110×500 枚 1,600

自由勾配側溝用蓋　軽荷重用 500用　600×70/125×500 枚 1,990

自由勾配側溝用蓋　車道用 300用　400×95×500 枚

自由勾配側溝用蓋　車道用 400用　500×110×500 枚

自由勾配側溝用蓋　車道用 500用　600×125×500 枚

側溝桝蓋 ３４×３２×５ 枚

道路用側溝カラー蓋（１種） ２５０　36.2×9×50　溝付　標準色 枚 3,560

道路用側溝カラー蓋（１種） ３００　41.2×9.5×50　溝付　標準色 枚 4,140

道路用側溝カラー蓋（３種） ２５０　36.2×9×50　溝付　標準色 枚 4,680

道路用側溝カラー蓋（３種） ３００　41.2×9.5×50　溝付　標準色 枚 5,670

道路用側溝蓋　３種 ２５０　３６．２×９×５０ 枚

道路用側溝蓋　３種 ３００　４１．２×９．５×５０ 枚

道路用側溝蓋　３種 ４００　５１．２×１１×５０ 枚

道路用側溝蓋　３種 ５００　６２.２×１２.５×５０ 枚

道路用側溝蓋（１種） ２５０　３６．２×９×５０ 枚

道路用側溝蓋（１種） ３００　４１．２×９．５×５０ 枚

道路用側溝蓋（１種） ４００　５１．２×１１×５０ 枚

道路用側溝蓋（１種） ５００　６２．２×１２．５×５０ 枚

洗出Ｕ形側溝蓋（１種） １８０　２５０×６００×４０ 枚 1,540

洗出Ｕ形側溝蓋（１種） ２４０　３３０×６００×４５ 枚 2,160

洗出Ｕ形側溝蓋（２種） ２４０　３３０×６００×１００ 枚 4,080

洗出Ｕ形側溝蓋（２種） ３００　４００×６００×１００ 枚 5,110

電柱除けＵ形側溝用蓋 ２５０用 ３６．２×９×３５．１ 枚 1,880

電柱除けＵ形側溝用蓋 ３００用 ４１．２×９×３５．１ 枚 2,080
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１－６－７　横断暗渠

暗渠ブロック ２４０×２４０×１０００ｍｍ　Ｔ＝２５ 本 11,700

暗渠ブロック ３００×３００×１０００ｍｍ　Ｔ＝２５ 本 15,300

暗渠ブロック ３６０×３６０×１０００ｍｍ　Ｔ＝２５ 本 18,200

暗渠ブロック ４５０×４５０×１０００ｍｍ　Ｔ＝２５ 本 24,400

横断暗渠２５０   Ｔ－２５ 250*240*1000 本 12,600

横断暗渠３００Ａ Ｔ－２５ 300*290*1000 本 13,900

横断暗渠３００Ｂ Ｔ－２５ 300*390*1000 本 15,200

横断暗渠３００Ｃ Ｔ－２５ 300*490*1000 本 18,400

横断暗渠４００Ａ Ｔ－２５ 400*390*1000 本 22,100

横断暗渠４００Ｂ Ｔ－２５ 400*490*1000 本 24,300

横断暗渠５００Ａ Ｔ－２５ 500*490*1000 本 29,200

横断暗渠５００Ｂ Ｔ－２５ 500*590*1000 本 31,500

１－６－８　平板ブロック

擬石平板（非透水） ３００×３００×６０ｍｍ 枚

擬石平板（非透水） ３００×３００×８０ｍｍ 枚 640

擬石平板（非透水） ３００×６００×６０ｍｍ 枚

洗出平板（非透水） ３００×３００×６０ｍｍ 枚

洗出平板（非透水） ３００×３００×８０ｍｍ 枚 590

洗出平板（非透水） ３００×６００×６０ｍｍ 枚

歩道用カラー平板ブロック（透水性） ３００×３００×６０ｍｍ 枚

歩道用平板ブロック（カラー） ３００×３００×６０ 枚

歩道用平板ブロック ３００×３００×６０ 枚

１－６－９　インターロッキングブロック

インターロッキングブロック ブロック厚６ｃｍ　標準品 ｍ２

インターロッキングブロック ブロック厚８ｃｍ　標準品 ｍ２

透水性インターロッキングブロック ブロック厚６ｃｍ　カラー ｍ２

透水性インターロッキングブロック ブロック厚８ｃｍ　カラ－ ｍ２

１－６－１０　コンクリート先端壁ブロック

コンクリート先端壁ブロック１号 Ｗ４０／６０ Ｈ７５ Ｌ５０／６０ 基 82,900

コンクリート先端壁ブロック２号 Ｗ８０／１００ Ｈ８５ Ｌ７０／８０ 基 171,000

コンクリート先端壁ブロック３号Ａ Ｗ１１０／１５０ Ｈ８５ Ｌ９０／１１０ 基 282,000

コンクリート先端壁ブロック３号Ｂ Ｗ１１０／１５０ Ｈ１１０ Ｌ９０／１１０ 基 318,000

コンクリート先端壁ブロック４号Ａ Ｗ４５／６０ Ｈ９０ Ｌ２００ 基 227,000

コンクリート先端壁ブロック４号Ｂ Ｗ４０／５５ Ｈ９０ Ｌ２００ 基 227,000

コンクリート先端壁ブロック５号 Ｗ３０／５０ Ｈ７０ Ｌ２０／３０ 基 71,000

コンクリート先端壁ブロック６号 Ｗ５０／１１０ Ｈ７０ Ｌ４５／５５ 基 117,000

１－６－１１　コンクリート製境界杭

道路境界杭 国土交通省型　１２０×１２０ 本

１－６－１２　コンクリート擬木・階段ブロック

コンクリート擬木 クヌギ　φ100×1000mm　２穴 本 3,010

コンクリート擬木 クヌギ　φ100×1200mm　２穴 本 3,570

コンクリート擬木 クヌギ　φ100×1500mm　２穴 本 4,320

コンクリート擬木 クヌギ　φ100×2000mm　２穴 本 5,610

コンクリート擬木 クヌギ　径１００　長１２００ｍｍ 本 3,200

コンクリート擬木 クヌギ　径１００　長１５００ｍｍ 本 3,890

コンクリート擬木 クヌギ　径６０　長２５０ｍｍ 本 468

コンクリート擬木杭 クヌギ　φ80×500mm　2穴ｲﾝｻｰﾄ加工 本 1,440

階段ブロック ４５０×５００×１００／６０ｍｍ 個 3,320

１－６－１３　基礎用ブロック

コンクリートブロック １５０×１５０×３５０ｍｍ 個 410

コンクリートブロック ２００×２００×４００ｍｍ 個 610

コンクリートブロック ２５０×２５０×４５０ｍｍ 個 1,040

コンクリートブロック ３００×３００×４００ｍｍ 個 1,450

コンクリートブロック ３００×３００×４５０ｍｍ 個 1,560
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コンクリートブロック ４５０×５００×５００ｍｍ 個 5,900

コンクリートブロック ６００×６００×８００ｍｍ 個 13,100

コンクリートブロック １８０×１８０×３５０ｍｍ 個 460

コンクリートブロック １８０×１８０×４５０ｍｍ 個 570

コンクリートブロック ３５０×３５０×６００ｍｍ 個 3,070

コンクリートブロック ３００×３００×５００ｍｍ 個 1,740

コンクリートブロック ４００×４００×４５０ｍｍ 個 3,090

コンクリートブロック ５００×５００×６００ｍｍ 個 7,010

コンクリートブロック ５００×５００×９００ｍｍ 個 10,500

コンクリートブロック（ベンチＡ用） 350/250×500×150/100mm 個 6,040

コンクリートブロック（ベンチＢ用） ４００×１４０×１５０ｍｍ 個 4,530

コンクリートブロック（ベンチＦ、Ｆ’用） ６５０×１８０×１８０ｍｍ 個 13,200

コンクリートブロック（ベンチＣ’用） ６７０×２００×１８０ｍｍ 個 7,800

コンクリートブロック（ベンチＧ用） ６００×１５０×２００ｍｍ 個 7,800

コンクリートブロック（円木用） １００／３００×５００×２００ｍｍ 個 4,420

コンクリートブロック（標識用） （Ａ）　５００×５００×６００ｍｍ 個 7,010

コンクリートブロック（標識用） （Ｂ）　５００×５００×９００ｍｍ 個 10,500

コンクリートブロック（標識用） （Ｃ）　５００×５００×１２００ｍｍ 個 13,400

コンクリートブロック（標識用） （Ｄ）　３００×３００×４００ｍｍ 個 1,450

コンクリートブロック（標識用） （Ｅ）　４００×４００×５００ｍｍ 個 3,440

防護柵基礎用コンクリートブロック ３０×３０×２３ 個 890

防護柵基礎用コンクリートブロック ３０×３０×４０ 個 1,450

防護柵基礎用コンクリートブロック ３５／５０×２０／３０×２３ 個 2,220

防護柵基礎用コンクリートブロック ５０×２５×２３ 個 1,190

１－６－１４　組立式マンホール

躯体ブロック　０号丸　１２００ 径７５０×高１２００ 個

躯体ブロック　０号丸　１５００ 径７５０×高１５００ 個

躯体ブロック　０号丸　６００ 径７５０×高６００ 個

躯体ブロック　０号丸　９００ 径７５０×高９００ 個

躯体ブロック　１号丸  １２００ 径９００×高１２００ 個

躯体ブロック　１号丸  １５００ 径９００×高１５００ 個

躯体ブロック　１号丸  １８００ 径９００×高１８００ 個

躯体ブロック　１号丸  ６００ 径９００×高６００ 個

躯体ブロック　１号丸  ９００ 径９００×高９００ 個

躯体ブロック　２号丸  １２００ 径１２００×高１２００ 個

躯体ブロック　２号丸  １５００ 径１２００×高１５００ 個

躯体ブロック　２号丸  １８００ 径１２００×高１８００ 個

躯体ブロック　２号丸  ２１００ 径１２００×高２１００ 個

躯体ブロック　２号丸  ２４００ 径１２００×高２４００ 個

躯体ブロック　２号丸  ９００ 径１２００×高９００ 個

斜壁ブロック　０号丸　３００ 上径６００×下径７５０×高３００ 個

斜壁ブロック　０号丸　４５０ 上径６００×下径７５０×高４５０ 個

斜壁ブロック　１号丸  ３００ 上径６００×下径９００×高３００ 個

斜壁ブロック　１号丸  ４５０ 上径６００×下径９００×高４５０ 個

斜壁ブロック　１号丸  ６００ 上径６００×下径９００×高６００ 個

斜壁ブロック　２号丸  ３００ 上径６００×下径１２００×高３００ 個

斜壁ブロック　２号丸  ４５０ 上径６００×下径１２００×高４５０ 個

斜壁ブロック　２号丸  ６００ 上径６００×下径１２００×高６００ 個

調整リング　各号共通　１００ 径６００×高１００ 個

調整リング　各号共通　１５０ 径６００×高１５０ 個

調整リング　各号共通　５０ 径６００×高５０ 個

直壁ブロック　０号丸　１２００ 径７５０×高１２００ 個

直壁ブロック　０号丸　１５００ 径７５０×高１５００ 個

直壁ブロック　０号丸　３００ 径７５０×高３００ 個

直壁ブロック　０号丸　６００ 径７５０×高６００ 個
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直壁ブロック　０号丸　９００ 径７５０×高９００ 個

直壁ブロック　１号丸  １２００ 径９００×高１２００ 個

直壁ブロック　１号丸  １５００ 径９００×高１５００ 個

直壁ブロック　１号丸  １８００ 径９００×高１８００ 個

直壁ブロック　１号丸  ３００ 径９００×高３００ 個

直壁ブロック　１号丸  ６００ 径９００×高６００ 個

直壁ブロック　１号丸  ９００ 径９００×高９００ 個

直壁ブロック　２号丸  １２００ 径１２００×高１２００ 個

直壁ブロック　２号丸  １５００ 径１２００×高１５００ 個

直壁ブロック　２号丸  １８００ 径１２００×高１８００ 個

直壁ブロック　２号丸  ６００ 径１２００×高６００ 個

直壁ブロック　２号丸  ９００ 径１２００×高９００ 個

底版ブロック　０号丸 個

底版ブロック　１号丸 個

底版ブロック　２号丸 個

１－６－１５　ヒューム管（外圧管）

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １０００×８２×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １１００×８８×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １２００×９５×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １３５０×１０３×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １５０×２６×２０００ 本

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ２００×２７×２０００ 本

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ２５０×２８×２０００ 本

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ３００×３０×２０００ 本

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ３５０×３２×２０００ 本

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ４００×３５×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ４５０×３８×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ５００×４２×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ６００×５０×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ７００×５８×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ８００×６６×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ９００×７５×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ２００×２７×２０００ 本

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ２５０×２８×２０００ 本

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ３００×３０×２０００ 本

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ３５０×３２×２０００ 本

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ４００×３５×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ４５０×３８×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ５００×４２×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ６００×５０×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ７００×５８×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ８００×６６×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １０００×８２×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １１００×８８×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １２００×９５×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １３５０×１０３×２４３０ 本

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ９００×７５×２４３０ 本

ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 1000×82×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 1100×88×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 1200×95×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 1350×103×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 150×26×1000　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 200×27×1000　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 250×28×1000　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 300×30×1000　ｺﾞﾑ輪付 本
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ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 350×32×1000　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 400×35×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 450×38×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 500×42×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 600×50×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 700×58×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 800×66×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形 900×75×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧２種）Ｂ形 1000× 82×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧２種）Ｂ形 1100× 88×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧２種）Ｂ形 1200× 95×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧２種）Ｂ形 1350×103×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

ヒューム管（半切管、外圧２種）Ｂ形 900× 75×1200　ｺﾞﾑ輪付 本

１－６－１６　ヒューム管（推進管）

ヒューム管（推進管１種） 1000×100×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本

ヒューム管（推進管１種） 1000×100×2430　ｶﾗｰなし 本 89,200

ヒューム管（推進管１種） 1100×105×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本

ヒューム管（推進管１種） 1100×105×2430　ｶﾗｰなし 本 101,000

ヒューム管（推進管１種） 1200×115×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本

ヒューム管（推進管１種） 1200×115×2430　ｶﾗｰなし 本 119,000

ヒューム管（推進管１種） 1350×125×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本

ヒューム管（推進管１種） 1350×125×2430　ｶﾗｰなし 本 149,000

ヒューム管（推進管１種） 1500×140×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本

ヒューム管（推進管１種） 1500×140×2430　ｶﾗｰなし 本 180,000

ヒューム管（推進管１種） 1650×150×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本

ヒューム管（推進管１種） 1650×150×2430　ｶﾗｰなし 本 228,000

ヒューム管（推進管１種） 1800×160×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本

ヒューム管（推進管１種） 1800×160×2430　ｶﾗｰなし 本 246,000

ヒューム管（推進管１種） 600×80×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本

ヒューム管（推進管１種） 600×80×2430　ｶﾗｰなし 本 62,600

ヒューム管（推進管１種） 700×90×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本

ヒューム管（推進管１種） 700×90×2430　ｶﾗｰなし 本 71,600

ヒューム管（推進管１種） 800×80×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本

ヒューム管（推進管１種） 800×80×2430　ｶﾗｰなし 本 61,900

ヒューム管（推進管１種） 900×90×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本

ヒューム管（推進管１種） 900×90×2430　ｶﾗｰなし 本 74,800

ヒューム管（半切管、推進１種） 1000×100×1200　ｶﾗｰなし 本 75,800

ヒューム管（半切管、推進１種） 1100×105×1200　ｶﾗｰなし 本 86,000

ヒューム管（半切管、推進１種） 1200×115×1200　ｶﾗｰなし 本 101,000

ヒューム管（半切管、推進１種） 1350×125×1200　ｶﾗｰなし 本 126,000

ヒューム管（半切管、推進１種） 1500×140×1200　ｶﾗｰなし 本 153,000

ヒューム管（半切管、推進１種） 1650×150×1200　ｶﾗｰなし 本 194,000

ヒューム管（半切管、推進１種） 1800×160×1200　ｶﾗｰなし 本 209,000

ヒューム管（半切管、推進１種） 600×80×1200　ｶﾗｰなし 本 53,200

ヒューム管（半切管、推進１種） 700×90×1200　ｶﾗｰなし 本 60,900

ヒューム管（半切管、推進１種） 800×80×1200　ｶﾗｰなし 本 52,700

ヒューム管（半切管、推進１種） 900×90×1200　ｶﾗｰなし 本 63,600

１－６－１７　ボックスカルバート

ボックスカルバート １０００×１０００×２０００ｍｍＴ＝１４ 本 141,000

ボックスカルバート １０００×１０００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 150,000

ボックスカルバート １０００×６００×２０００ｍｍ　Ｔ＝１４ 本 118,000

ボックスカルバート １０００×６００×２０００ｍｍ　Ｔ＝２５ 本 125,000

ボックスカルバート １０００×８００×２０００ｍｍ　Ｔ＝１４ 本 129,000

ボックスカルバート １０００×８００×２０００ｍｍ　Ｔ＝２５ 本 137,000

ボックスカルバート １２００×１０００×２０００ｍｍＴ＝１４ 本 153,000
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ボックスカルバート １２００×１０００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 163,000

ボックスカルバート １２００×１２００×２０００ｍｍＴ＝１４ 本 164,000

ボックスカルバート １２００×１２００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 174,000

ボックスカルバート １２００×９００×２０００ｍｍ　Ｔ＝１４ 本 150,000

ボックスカルバート １２００×９００×２０００ｍｍ　Ｔ＝２５ 本 160,000

ボックスカルバート １３００×１０００×２０００ｍｍＴ＝１４ 本 163,000

ボックスカルバート １３００×１０００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 173,000

ボックスカルバート １３００×１３００×２０００ｍｍＴ＝１４ 本 180,000

ボックスカルバート １３００×１３００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 191,000

ボックスカルバート １３００×８００×２０００ｍｍ　Ｔ＝１４ 本 151,000

ボックスカルバート １３００×８００×２０００ｍｍ　Ｔ＝２５ 本 161,000

ボックスカルバート １５００×１０００×２０００ｍｍＴ＝１４ 本 187,000

ボックスカルバート １５００×１０００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 199,000

ボックスカルバート １５００×１２００×２０００ｍｍＴ＝１４ 本 198,000

ボックスカルバート １５００×１２００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 211,000

ボックスカルバート １５００×１５００×２０００ｍｍＴ＝１４ 本 216,000

ボックスカルバート １５００×１５００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 230,000

ボックスカルバート １５００×９００×２０００ｍｍ　Ｔ＝１４ 本 181,000

ボックスカルバート １５００×９００×２０００ｍｍ　Ｔ＝２５ 本 192,000

ボックスカルバート １８００×１０００×２０００ｍｍＴ＝１４ 本 215,000

ボックスカルバート １８００×１０００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 229,000

ボックスカルバート １８００×１２００×２０００ｍｍＴ＝１４ 本 227,000

ボックスカルバート １８００×１２００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 242,000

ボックスカルバート １８００×１５００×２０００ｍｍＴ＝１４ 本 246,000

ボックスカルバート １８００×１５００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 261,000

ボックスカルバート １８００×１８００×２０００ｍｍＴ＝１４ 本 264,000

ボックスカルバート １８００×１８００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 281,000

ボックスカルバート ２０００×１０００×２０００ｍｍＴ＝１４ 本 256,000

ボックスカルバート ２０００×１０００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 272,000

ボックスカルバート ２０００×１２００×２０００ｍｍＴ＝１４ 本 269,000

ボックスカルバート ２０００×１２００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 286,000

ボックスカルバート ２３００×１４００×１５００ｍｍＴ＝１４ 本 262,000

ボックスカルバート ２３００×１４００×１５００ｍｍＴ＝２５ 本 279,000

ボックスカルバート ２３００×１８００×１５００ｍｍＴ＝１４ 本 285,000

ボックスカルバート ２３００×１８００×１５００ｍｍＴ＝２５ 本 311,000

ボックスカルバート ２３００×２３００×１５００ｍｍＴ＝１４ 本 314,000

ボックスカルバート ２３００×２３００×１５００ｍｍＴ＝２５ 本 334,000

ボックスカルバート ２４００×１５００×１５００ｍｍＴ＝１４ 本 286,000

ボックスカルバート ２４００×１５００×１５００ｍｍＴ＝２５ 本 304,000

ボックスカルバート ２４００×１８００×１５００ｍｍＴ＝１４ 本 303,000

ボックスカルバート ２４００×１８００×１５００ｍｍＴ＝２５ 本 322,000

ボックスカルバート ２４００×２０００×１５００ｍｍＴ＝１４ 本 315,000

ボックスカルバート ２４００×２０００×１５００ｍｍＴ＝２５ 本 335,000

ボックスカルバート ２４００×２４００×１５００ｍｍＴ＝１４ 本 339,000

ボックスカルバート ２４００×２４００×１５００ｍｍＴ＝２５ 本 361,000

ボックスカルバート ２５００×１５００×１５００ｍｍＴ＝１４ 本 303,000

ボックスカルバート ２５００×１５００×１５００ｍｍＴ＝２５ 本 322,000

ボックスカルバート ２５００×１８００×１５００ｍｍＴ＝１４ 本 321,000

ボックスカルバート ２５００×１８００×１５００ｍｍＴ＝２５ 本 342,000

ボックスカルバート ２５００×２０００×１５００ｍｍＴ＝１４ 本 334,000

ボックスカルバート ２５００×２０００×１５００ｍｍＴ＝２５ 本 355,000

ボックスカルバート ２５００×２５００×１５００ｍｍＴ＝１４ 本 365,000

ボックスカルバート ２５００×２５００×１５００ｍｍＴ＝２５ 本 388,000

ボックスカルバート ５００×５００×１０００ｍｍ　Ｔ＝１４ 本 37,800

ボックスカルバート ５００×５００×１０００ｍｍ　Ｔ＝２５ 本 40,200
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ボックスカルバート ６００×５００×１０００ｍｍ　Ｔ＝１４ 本 46,900

ボックスカルバート ６００×５００×１０００ｍｍ　Ｔ＝２５ 本 50,000

ボックスカルバート ８００×６００×２０００ｍｍ　Ｔ＝１４ 本 109,000

ボックスカルバート ８００×６００×２０００ｍｍ　Ｔ＝２５ 本 116,000

ボックスカルバート ８００×８００×２０００ｍｍ　Ｔ＝１４ 本 114,000

ボックスカルバート ８００×８００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 121,000

ボックスカルバート ９００×６００×２０００ｍｍ　Ｔ＝１４ 本 113,000

ボックスカルバート ９００×６００×２０００ｍｍ　Ｔ＝２５ 本 121,000

ボックスカルバート ９００×９００×２０００ｍｍ　Ｔ＝１４ 本 127,000

ボックスカルバート ９００×９００×２０００ｍｍＴ＝２５ 本 136,000

１－６－１８　Ｕ形プレハブ水路

ＲＣ柵板（Ｕ形柵渠用） ３００×５０×１４９５ 枚

Ｕ型アーム Ｈ１２００×Ｗ１０００ｍｍ 本

Ｕ型アーム Ｈ１２００×Ｗ８００ｍｍ 本 8,280

Ｕ型アーム Ｈ６００×Ｗ１０００ｍｍ 本

Ｕ型アーム Ｈ６００×Ｗ６００ｍｍ 本

Ｕ型アーム Ｈ９００×Ｗ１０００ｍｍ 本

Ｕ型アーム Ｈ９００×Ｗ６００ｍｍ 本

１－６－１９　開渠ブロック

開渠ブロック １０００×１０００×２０００ｍｍ 本

開渠ブロック １１００×１１００×２０００ｍｍ 本 67,500

開渠ブロック １２００×１２００×２０００ｍｍ 本

開渠ブロック ６００×６００×２０００ｍｍ 本 27,700

開渠ブロック ６００×８００×２０００ｍｍ 本 38,300

開渠ブロック ７００×７００×２０００ｍｍ 本 33,300

開渠ブロック ８００×１０００×２０００ｍｍ 本 55,700

開渠ブロック ８００×１２００×２０００ｍｍ 本 65,400

開渠ブロック ８００×８００×２０００ｍｍ 本 41,900

開渠ブロック ９００×１２００×２０００ｍｍ 本 67,500

開渠ブロック ９００×９００×２０００ｍｍ 本 47,300

１－６－２０　コンクリート床版

コンクリート床版 Ｔ－１４　Ｗ＝１ｍ　ｔ＝１５０ｍｍ 枚 26,100

コンクリート床版 Ｔ－２０　Ｗ＝１ｍ　ｔ＝２００ｍｍ 枚 30,100

コンクリート床版 歩道用(500kg/m2)　W=1m　t=100mm 枚 13,600

１－６－２１　コンクリート柵

ＲＣ丸杭 径１２７　Ｌ＝２．５ｍ 本 4,860

ＲＣ丸杭 径１２７　Ｌ＝２．７ｍ 本 5,070

ＲＣ柵板（コンクリート柵用） 長１４９５×３００×５０ｍｍ 枚 1,720

ＲＣ柵板（コンクリート柵用） 長１９９５×３００×５０ｍｍ 枚 2,130

１－６－２２　積ブロック・張ブロック

コンクリート積ブロック ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満 ｍ２

コンクリート積ブロック ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満 ｍ２

積ブロック ｋｇ

積ブロック（スプリットン間知） ４００×２５０×３５０ｍｍ 個

張ブロック ｋｇ

間知ブロック 控350 ｍ２

１－６－２３　平ブロック・連節ブロック

平ブロック 控１２０ ｍ２

１－６－２４　消波・根固めブロック

消波・根固めブロック ０．５ｔ 個 12,200

消波・根固めブロック １．０ｔ 個 22,500

消波・根固めブロック ２．０ｔ 個 36,300

１－６－２５　カロート

カロートＡ 800×680×750 組 45,800

カロートＢ 800×680×300,t=150 個 15,100
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名             称 規             格 単 位 単  価

１－７　鋼材二次製品

１－７－１　鉄線・くぎ

亜鉛メッキ鋼より線 ２種Ａ級　２２ｍｍ２ ｋｇ

亜鉛引鉄線 ＃８　径４　JISG3547 ｋｇ

鉄丸くぎ Ｎ１００　＃８×１００ ｋｇ

鉄丸くぎ Ｎ６５　＃１１×６５ ｋｇ

鉄丸くぎ Ｎ７５　＃１０×７５ ｋｇ

１－７－２　ワイヤロープ

ワイヤロープ（４号品　６×２４） 径１６　Ａ種 ｍ

ワイヤロープ（４号品　６×２４） 径９　Ａ種 ｍ

１－７－３　金網

メタルラス 平ラス ０号 ｍ２

鉄筋金網（ＳＤ２９５） Ｄ１３×１００～２５０ ｔ

鉄筋金網（ＳＤ２９５） Ｄ６×１５０×１５０ ｍ２

溶接金網（Ｇ３５５１） 径５．０×１５０×１５０ ｍ２

１－７－４　摩擦接合用高力ボルト

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×５０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×５５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×６０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×６５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×７０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×７５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１００ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×８０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×９０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１００ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１０５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１１０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１１５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１２０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１２５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１３０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１３５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１４０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１４５ 組
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摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×５０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×５５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×６０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×６５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×７０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×７５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×８０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×８５ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×９０ 組

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×６０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×６５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×７０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×７５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×８０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１００ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１０５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×６０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×６５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×７０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×７５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×８０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×８５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×９０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×９５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１００ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１０５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１１０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１１５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１２０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１２５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１３０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１３５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１４０ 組
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摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１４５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１５０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×５０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×５５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×６０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×６５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×７０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×７５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×８０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×８５ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×９０ 組

摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×９５ 組

１－７－５　各種ボルト

Ｕボルト 目隠し板用 式 135

六角ボルト Ｍ１２×１４０ｍｍ 本

１－７－６　スタッド

スタッドジベル（設置費込み） φ１９×２５０ 本 351

スタッドジベル（設置費込み） φ２２×２５０ 本 452

１－７－７　ロープ用金物

ターンバックル 両フック型　φ９×１５０ｍｍ 本

ワイヤクリップ ２５ｍｍ 鋳物 個

１－７－８　グレーチング

グレーチング L形側溝桝用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14細目 290×390×25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 4,480

グレーチング L形側溝桝用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14細目 320×340×38 枚 5,880

グレーチング L形側溝桝用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14細目 320×340×38 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 5,880

グレーチング L形側溝桝用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 320×340×38 枚 4,020

グレーチング L形側溝桝用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 320×340×38 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 4,020

グレーチング L形側溝桝用 (ﾁｪｰﾝ付) T-2細目 292×390×25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 4,480

グレーチング V形側溝桝用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 296×400×50 枚 9,360

グレーチング V形側溝桝用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14細目 296×400×50 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 10,900

グレーチング V形側溝桝用 (ﾁｪｰﾝ付) T-2細目 296×400×50 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 10,100

グレーチング U形側溝180用 T-14細目 498×240×25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 4,930

グレーチング U形側溝180用 T-14並目 995×240×25 枚 5,520

グレーチング U形側溝180用 T-14並目 995×240×25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 5,520

グレーチング U形側溝180用 T-2細目 498×225×25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 2,870

グレーチング U形側溝180用 T-2並目 995×240×25 枚 5,440

グレーチング U形側溝180用 T-2並目 995×240×25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 5,440

グレーチング U形側溝240用 T-14細目 498×300×25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 5,670

グレーチング U形側溝240用 T-14並目 995×300×32 枚 6,200

グレーチング U形側溝240用 T-14並目 995×300×32 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 6,200

グレーチング U形側溝240用 T-2細目 498×285×25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 3,860

グレーチング U形側溝240用 T-2並目 995×300×25 枚 6,010

グレーチング U形側溝240用 T-2並目 995×300×25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 6,010

グレーチング U形側溝300用 T-14細目 498×360×32 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 7,570

グレーチング U形側溝300用 T-14並目 995×375×44 枚 8,820

グレーチング U形側溝300用 T-14並目 995×375×44 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 8,820

グレーチング U形側溝300用 T-2細目 498×360×25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 7,080

グレーチング U形側溝300用 T-2並目 995×360×25 枚 6,610

グレーチング U形側溝300用 T-2並目 995×360×25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 6,610

グレーチング 雨水桝C240用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14細目 494×450×38/50 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 12,600

グレーチング 雨水桝C240用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 995×450×50 枚 13,500

グレーチング 雨水桝C240用 (ﾁｪｰﾝ付) T-20並目 995×450×50 枚 15,100

グレーチング 雨水桝C240用 (ﾁｪｰﾝ付) T-2細目 997×450×25/50 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 18,700

グレーチング 雨水桝C300用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14細目 494×500×38/50 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 13,900

グレーチング 雨水桝C300用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 995×500×50 枚 15,300
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グレーチング 雨水桝C300用 (ﾁｪｰﾝ付) T-20並目 995×500×50 枚 16,300

グレーチング 雨水桝C300用 (ﾁｪｰﾝ付) T-2細目 997×500×25/50 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 20,500

グレーチング 雨水桝C360用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14細目 494×550×38/54 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 15,300

グレーチング 雨水桝C360用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 995×550×55 枚 17,800

グレーチング 雨水桝C360用 (ﾁｪｰﾝ付) T-20並目 995×550×55 枚 19,800

グレーチング 雨水桝C360用 (ﾁｪｰﾝ付) T-2細目 997×550×32/52 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 24,900

グレーチング 雨水桝C450用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14細目 494×700×44/64 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 22,800

グレーチング 雨水桝C450用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 490×700×65 枚 15,700

グレーチング 雨水桝C450用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 501×700×65 枚 15,700

グレーチング 雨水桝C450用 (ﾁｪｰﾝ付) T-20並目 490×700×65 枚 15,700

グレーチング 雨水桝C450用 (ﾁｪｰﾝ付) T-20並目 501×700×65 枚 16,000

グレーチング 雨水桝C450用 (ﾁｪｰﾝ付) T-2細目 494×700×38/63 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 17,300

グレーチング 雨水桝D250用 (ﾁｪｰﾝ･取手付) T-14細目 972×350×44/50 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 24,900

グレーチング 雨水桝D250用 (ﾁｪｰﾝ･取手付) T-2細目 972×350×45/50 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 20,200

グレーチング 雨水桝D250用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 965×350×44/50 枚 11,800

グレーチング 雨水桝D250用 (ﾁｪｰﾝ付) T-20並目 965×350×44/50 枚 11,800

グレーチング 雨水桝D300用 (ﾁｪｰﾝ･取手付) T-14細目 972×400×48/56 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 29,700

グレーチング 雨水桝D300用 (ﾁｪｰﾝ･取手付) T-2細目 972×400×50/56 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 21,900

グレーチング 雨水桝D300用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 960×400×50/56 枚 15,700

グレーチング 雨水桝D300用 (ﾁｪｰﾝ付) T-20並目 960×400×50/56 枚 15,700

グレーチング 雨水桝D400用 (ﾁｪｰﾝ･取手付) T-14細目 485×500×54/61 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 21,000

グレーチング 雨水桝D400用 (ﾁｪｰﾝ･取手付) T-2細目 972×500×55/61 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 25,400

グレーチング 雨水桝D400用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 960×500×55/61 枚 19,100

グレーチング 雨水桝D400用 (ﾁｪｰﾝ付) T-20並目 960×500×55/61 枚 18,800

グレーチング 雨水桝D500用 (ﾁｪｰﾝ･取手付) T-14細目 485×600×75/81 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 32,400

グレーチング 雨水桝D500用 (ﾁｪｰﾝ･取手付) T-2細目 972×600×75/81 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 34,900

グレーチング 雨水桝D500用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 466×600×75/81 枚 15,300

グレーチング 雨水桝D500用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 501×600×75/81 枚 16,400

グレーチング 雨水桝D500用 (ﾁｪｰﾝ付) T-20並目 466×600×75/81 枚 15,300

グレーチング 雨水桝D500用 (ﾁｪｰﾝ付) T-20並目 501×600×75/81 枚 16,200

グレーチング 街渠桝450用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14細目 330×400×38 枚 6,960

グレーチング 街渠桝450用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14細目 330×400×38 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 6,960

グレーチング 街渠桝450用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 335×400×38 枚 4,700

グレーチング 街渠桝450用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 335×400×38 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 4,700

グレーチング 街渠桝D用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14細目 292×410×33 枚 5,230

グレーチング 街渠桝D用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 292×410×38 枚 4,260

グレーチング 集水桝300用 (ﾁｪｰﾝ付) T-2並目 370×365×32 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 4,050

グレーチング 集水桝300用 (受枠・ﾁｪｰﾝ付) T-14細目 393×400×25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 8,900

グレーチング 集水桝450用 (ﾁｪｰﾝ付) T-14並目 537×550×50 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 14,800

グレーチング 集水桝450用 (ﾁｪｰﾝ付) T-2並目 545×550×32 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 11,100

グレーチング 集水桝450用 (受枠・ﾁｪｰﾝ付) T-14細目 550×543×32 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 16,000

グレーチング 集水桝450用 (受枠・ﾁｪｰﾝ付) T-2細目 553×550×25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 12,400

グレーチング 特殊街渠桝A用 (ﾁｪｰﾝ付) T-20並目 395×700×65 枚 13,800

グレーチング 特殊街渠桝A用 (ﾁｪｰﾝ付) T-25並目 395×700×65 枚 15,400

グレーチング 桝用 (ﾁｪｰﾝ付) T-20並目 995×400×50 枚 12,200

グレーチング 桝用 (ﾁｪｰﾝ付) T-20並目 995×400×50 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 12,200

グレーチング(かさ上げ) U形側溝A240用 T-14細目 594×330×25/85 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 9,870

グレーチング(かさ上げ) U形側溝A240用 T-14並目 605×330×38/83 枚 6,330

グレーチング(かさ上げ) U形側溝A240用 T-20並目 605×330×44/84 枚 6,330

グレーチング(かさ上げ) U形側溝A240用 T-2細目 594×330×19/39 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 6,370

グレーチング(かさ上げ) U形側溝A300用 T-14細目 594×400×32/82 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 12,700

グレーチング(かさ上げ) U形側溝A300用 T-14並目 605×400×44/84 枚 7,220

グレーチング(かさ上げ) U形側溝A300用 T-20並目 607×400×50/85 枚 11,600

グレーチング(かさ上げ) U形側溝A300用 T-2細目 594×400×25/50 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 9,810

グレーチング(かさ上げ) U形側溝A360用 T-14細目 594×460×38/83 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 14,900
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グレーチング(かさ上げ) U形側溝A360用 T-14並目 607×460×50/85 枚 12,800

グレーチング(かさ上げ) U形側溝A360用 T-20並目 607×460×50/85 枚 12,800

グレーチング(かさ上げ) U形側溝A360用 T-2細目 594×460×25/55 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 10,900

グレーチング(かさ上げ) U形側溝A450用 T-14細目 590×560×44/99 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 20,400

グレーチング(かさ上げ) U形側溝A450用 T-14並目 607×560×55/100 枚 16,000

グレーチング(かさ上げ) U形側溝A450用 T-20並目 607×560×65/100 枚 17,800

グレーチング(かさ上げ) U形側溝A450用 T-2細目 594×560×32/57 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 14,900

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C250用 T-14細目 494×360×32/87 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 6,660

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C250用 T-14並目 485×360×38/88 枚 6,130

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C250用 T-20並目 485×360×44/89 枚 6,310

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C250用 T-2細目 494×360×19/89 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 5,190

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C300用 T-14細目 494×410×32/92 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 7,310

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C300用 T-14並目 485×410×44/94 枚 7,130

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C300用 T-20並目 501×410×50/95 枚 7,900

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C300用 T-2細目 494×410×25/95 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 6,430

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C400用 T-14細目 500×510×38/108 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 10,300

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C400用 T-14並目 501×510×50/110 枚 10,100

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C400用 T-20並目 501×510×60/110 枚 10,700

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C400用 T-2細目 494×510×25/110 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 7,720

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C500用 T-14細目 501×620×50/125 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 20,600

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C500用 T-14並目 501×620×60/125 枚 12,800

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C500用 T-20並目 501×620×75/125 枚 14,300

グレーチング(かさ上げ) U形側溝B,C500用 T-2細目 494×620×25/125 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 9,850

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝250用 T-20並目 995×350×50 枚 13,600

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝250用 T-25並目 995×350×50 枚 15,400

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝300用 T-20並目 995×400×55 枚 16,200

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝300用 T-25並目 995×400×55 枚 17,400

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝350用 T-20並目 995×450×60 枚 18,900

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝350用 T-25並目 995×450×60 枚 20,700

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝450用 T-20並目 995×550×75 枚 26,200

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝450用 T-25並目 995×550×75 枚 26,200

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝E250用 T-25細目 995×350×38/60 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 21,100

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝E250用 T-25並目 995×350×50/60 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 13,800

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝E300用 T-25細目 995×400×44/65 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 24,900

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝E300用 T-25並目 995×400×55/65 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 16,600

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝E400用 T-25細目 995×500×50/75 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 36,400

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝E400用 T-25並目 995×500×65/75 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 22,300

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝E500用 T-25細目 995×600×50/85 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 42,400

グレーチング(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 横断側溝E500用 T-25並目 995×600×75/85 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 27,400

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(嵩上) 自由勾配側溝300用 T-14細目 494×400×32/92 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 8,720

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(嵩上) 自由勾配側溝300用 T-14並目 495×400×44/94 枚 7,390

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(嵩上) 自由勾配側溝300用 T-20並目 501×400×50/95 枚 8,320

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(嵩上) 自由勾配側溝300用 T-2細目 494×400×25/95 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 7,670

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(嵩上) 自由勾配側溝400用 T-14細目 500×500×38/108ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 12,600

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(嵩上) 自由勾配側溝400用 T-14並目 501×500×50/110 枚 10,700

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(嵩上) 自由勾配側溝400用 T-20並目 501×500×55/110 枚 11,400

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(嵩上) 自由勾配側溝400用 T-2細目 494×500×25/110 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 9,480

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(嵩上) 自由勾配側溝500用 T-14細目 500×600×50/125ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 16,100

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(嵩上) 自由勾配側溝500用 T-14並目 501×600×60/125 枚 13,400

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(嵩上) 自由勾配側溝500用 T-20並目 501×600×75/125 枚 14,500

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(嵩上) 自由勾配側溝500用 T-2細目 494×600×25/125 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚 12,100

１－７－９　受枠

受枠 1015×420 L-56×60×6 組 8,940

受枠 360×420 L-44×60×6 組 3,190

受枠 390×390 L-38×45×6 組 3,390
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受枠 415×720 L-71×60×6 組 6,170

受枠 570×570 L-38×60×6 組 4,860

受枠 570×570 L-56×60×6 組 5,580

受枠 長1000mm L-66×60×6 組 5,410

受枠 長1000mm L-71×60×6 組 5,540

受枠 長1000mm L-76×60×6 組 5,670

受枠 長1000mm L-91×60×6 組 5,940

１－７－１０　鋳鉄製人孔蓋

鋳鉄製マンホール蓋(下水道用) 枠付　車道用　T-25　600mm 組

鋳鉄製マンホール蓋(下水道用) 枠付　歩道用　T-14　600mm 組

１－７－１１　鋳鉄製枡蓋

鋳鉄製マンホール蓋(ILB用化粧蓋) ｽﾗｲﾄﾞ式　簡易密閉型　T-14　450mm 組 33,300

鋳鉄製マンホール蓋(ILB用化粧蓋) ｽﾗｲﾄﾞ式　簡易密閉型　T-2　450mm 組 28,600

鋳鉄製マンホール蓋(建築･設備用) 枠･鎖付　簡易密閉型　T-14　500mm 組

鋳鉄製マンホール蓋(建築･設備用) 枠･鎖付　簡易密閉型　T-2　500mm 組

鋳鉄製マンホール蓋(建築･設備用) 枠･鎖付　水封形　MHB　300mm 組

鋳鉄製マンホール蓋(建築･設備用) 枠･鎖付　水封形　MHB　450mm 組

落葉対策蓋 街渠桝450用(ﾁｪｰﾝ付) 345×405×37/61 枚 9,990

落葉対策蓋 街渠桝500B,C用(ﾁｪｰﾝ､ﾎﾞﾙﾄ類付) 993×402×47 親蓋2枚割,子蓋2枚付 組 28,900

１－８　道路用資材

１－８－１　道路鋲

自発光式交差点中心鋲 小型（エコノミータイプ） 個 42,200

充てん材 アクリル樹脂系 ｋｇ 1,400

道路境界鋲　国土交通省型 ４０×１００×２（足付き） 個

道路鋲　小型　片面　穿孔式 高さ≦３０　設置幅１５ｃｍ 個

道路鋲　小型　片面　貼付式 高さ≦３０　設置幅１０ｃｍ 個

道路鋲　小型　両面　穿孔式 高さ≦３０　設置幅１５ｃｍ 個

道路鋲　小型　両面　貼付式 高さ≦３０　設置幅１０ｃｍ 個

道路鋲　大型　片面 ３０＜高さ≦５０　設置幅２０cm 個

道路鋲　大型　片面 ３０＜高さ≦５０　設置幅３０cm 個

道路鋲　大型　両面 ３０＜高さ≦５０　設置幅２０cm 個

道路鋲　大型　両面 ３０＜高さ≦５０　設置幅３０cm 個

１－８－２　視線誘導標

視線誘導標　ＣＯ用　片面 反射体径１００以下　支柱径３４ 本

視線誘導標　ＣＯ用　片面 反射体径１００以下　支柱径８９ 本

視線誘導標　ＣＯ用　片面 反射体径１００以下支柱６０．５ 本

視線誘導標　ＣＯ用　片面 反射体径３００　支柱径６０．５ 本

視線誘導標　ＣＯ用　両面 反射体径１００以下　支柱径３４ 本

視線誘導標　ＣＯ用　両面 反射体径１００以下　支柱径８９ 本

視線誘導標　ＣＯ用　両面 反射体径１００以下支柱６０．５ 本

視線誘導標　ＣＯ用　両面 反射体径３００　支柱径６０．５ 本

視線誘導標　構造物　片面 １００以下　ベースプレート式 本

視線誘導標　構造物　片面 反射体　径１００以下　側壁用 本

視線誘導標　構造物　片面 反射体径３００ベースプレート式 本

視線誘導標　構造物　両面 １００以下　ベースプレート式 本

視線誘導標　構造物　両面 反射体　径１００以下　側壁用 本

視線誘導標　構造物　両面 反射体径３００ベースプレート式 本

視線誘導標　土中　片面 反射体径１００以下　支柱径３４ 本

視線誘導標　土中　片面 反射体径１００以下　支柱径８９ 本

視線誘導標　土中　片面 反射体径１００以下支柱６０．５ 本

視線誘導標　土中　片面 反射体径３００　支柱径６０．５ 本

視線誘導標　土中　両面 反射体径１００以下　支柱径３４ 本

視線誘導標　土中　両面 反射体径１００以下　支柱径８９ 本

視線誘導標　土中　両面 反射体径１００以下支柱６０．５ 本

視線誘導標　土中　両面 反射体径３００　支柱径６０．５ 本
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視線誘導標　防護柵　片面 反射体　径１００以下　かぶせ式 本

視線誘導標　防護柵　片面 反射体　径１００以下　バンド式 本

視線誘導標　防護柵　片面 反射体　径１００以下　ボルト式 本

視線誘導標　防護柵　片面 反射体　径３００　バンド式 本

視線誘導標　防護柵　両面 反射体　径１００以下　かぶせ式 本

視線誘導標　防護柵　両面 反射体　径１００以下　バンド式 本

視線誘導標　防護柵　両面 反射体　径１００以下　ボルト式 本

視線誘導標　防護柵　両面 反射体　径３００　バンド式 本

１－８－３　車線分離標

車線分離標（ラバーポール）可変式 穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ４００ 本

車線分離標（ラバーポール）可変式 穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ６５０ 本

車線分離標（ラバーポール）可変式 穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ８００ 本

車線分離標（ラバーポール）固定式 貼付式　φ８０　ｈ４００ 本

車線分離標（ラバーポール）固定式 貼付式　φ８０　ｈ６５０ 本

車線分離標（ラバーポール）固定式 貼付式　φ８０　ｈ８００ 本

車線分離標（ラバーポール）着脱式 穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ４００ 本

車線分離標（ラバーポール）着脱式 穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ６５０ 本

車線分離標（ラバーポール）着脱式 穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ８００ 本

１－８－４　標識板

案内標識 t=2mm 耐蝕ｱﾙﾐｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型（新規） ｍ２

案内標識 t=2mm 耐蝕ｱﾙﾐｶﾌﾟｾﾙ型（補修用） ｍ２

案内標識板(114-2-B)全面ｶﾌﾟｾﾙ 取付金具含 中央帯設置 耐蝕アルミ1200×400×2t 枚 29,700

案内標識板(118)　全面カプセル 耐蝕アルミ 450×430×2t　取付金具含 枚 12,400

案内標識板(118-2)　全面カプセル 耐蝕アルミ 390×450×2t　取付金具含 枚 11,300

案内標識板(119-A)　全面カプセル 耐蝕アルミ 240×800mm×2t　取付金具含 枚 12,300

案内標識板(119-B)　全面カプセル 耐蝕アルミ 240×800mm×2t　取付金具含 枚 12,300

規制標識板　全面カプセル　取付金具含 耐蝕アルミ(0.5倍)    300φ×2t 枚 4,510

規制標識板　全面カプセル　取付金具含 耐蝕アルミ(1.0倍)    600φ×2t 枚 17,500

規制標識板　全面カプセル　取付金具含 耐蝕アルミ(1.3倍)    780φ×2t 枚 29,600

規制標識板　全面カプセル　取付金具含 耐蝕アルミ(1.6倍)    960φ×2t 枚 45,700

規制標識板　全面カプセル　取付金具含 耐蝕アルミ(2.0倍)   1200φ×2t 枚 70,500

規制標識板　全面カプセル　取付金具含 耐蝕アルミ(2/3倍)    400φ×2t 枚 8,070

警戒標識板　広角プリズム 耐食アルミ　t-2mm ｍ２

警戒標識板　広角プリズム　取付金具含 耐食アルミ(1.0倍) 450×450×2t 枚 22,700

警戒標識板　広角プリズム　取付金具含 耐食アルミ(1.3倍) 585×585×2t 枚 38,200

警戒標識板　広角プリズム　取付金具含 耐食アルミ(1.6倍) 720×720×2t 枚 57,600

警戒標識板　広角プリズム　取付金具含 耐食アルミ(2.0倍) 900×900×2t 枚 90,800

標識板 （耐蝕アルミ） t=2mm 反射ｼｰﾄ全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 ｍ２

補助標識板　カプセル　取付金具含 耐蝕アルミ 120×400×2t 枚 3,140

補助標識板　カプセル　取付金具含 耐蝕アルミ 150×400×2t 枚 3,860

補助標識板　カプセル　取付金具含 耐蝕アルミ 220×400×2t 枚 5,550

補助標識板　カプセル　取付金具含 耐蝕アルミ 300×300×2t 枚 5,920

補助標識板　カプセル　取付金具含 耐蝕アルミ 300×400×2t 枚 7,730

補助標識板　カプセル　取付金具含 耐蝕アルミ 400×400×2t 枚 10,100

地点名標識板取付金具（アーム式） 3文字以下，アームメッキ柱φ60.5×3.2 基 19,700

地点名標識板取付金具（アーム式） 4文字，アームメッキ柱φ60.5×3.2 基 18,800

地点名標識板取付金具（アーム式） 5,6文字，アームメッキ柱φ60.5×3.2 基 18,700

地点名標識板取付金具（アーム式） 7文字，アームメッキ柱φ60.5×3.2 基 18,000

地点名標識板取付金具（信号柱取付式） 直接取付 基 14,600

道路標識補修板 カプセルプリズム型，平板2.0t m2 53,500

ステンレスボルトナット M5×25，平W.UNT 本 44

自転車駐車場路外標示板板面 片面 W1800×H900 枚 96,900

自転車駐車場路外標示板板面 両面 W1800×H900 枚 169,000

自転車駐車場路上標示板板面  W880×H (200＋800)　 枚 61,000

自転車駐車場案内標識 両面 800h×600w×2.0t 枚 41,300
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自転車等放置禁止区域標識板 封入ﾚﾝｽﾞ450h×450w×2.0t 枚 12,600

自転車等放置禁止区域標識補助版Ａ 封入ﾚﾝｽﾞ120h×400w×2.0t 枚 3,230

自転車等放置禁止区域標識補助版Ｂ 封入ﾚﾝｽﾞ220h×400w×2.0t 枚 5,600

自転車等放置禁止区域案内看板板面 両面ｱﾙﾐ 900h×1200w×2.0t 枚 98,800

１－８－５　標識柱

管理番号標（小型標識用） 屋外用塩ビフィルム　７０×７５ 枚 650

管理番号標（大型標識用） 屋外用塩ビフィルム　８０×１５０ 枚 980

道路標識柱　オーバーハング　鋼管 Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　亜鉛メッキ ｔ

道路標識柱　オーバーハング　鋼管 Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　静電粉黛塗装 ｔ

道路標識柱　オーバーハング　鋼管 Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 ｔ

道路標識柱　オーバーハング　鋼管 Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装 ｔ

道路標識柱　オーバーハング　鋼管 Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　フッ素樹脂塗装 ｔ

道路標識柱　オーバーヘッド　鋼管 トラス型　亜鉛メッキ ｔ

道路標識柱　オーバーヘッド　鋼管 トラス型　静電粉体塗装 ｔ

道路標識柱　オーバーヘッド　鋼管 トラス型　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 ｔ

道路標識柱　オーバーヘッド　鋼管 トラス型　ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装 ｔ

道路標識柱　オーバーヘッド　鋼管 トラス型　フッ素樹脂塗装 ｔ

標識柱（溶融亜鉛めっき） (径)(厚)(長) 60.5×2.3×3.0m 本 5,590

標識柱（溶融亜鉛めっき） (径)(厚)(長) 60.5×2.3×3.5m 本 6,520

標識柱（溶融亜鉛めっき） (径)(厚)(長) 60.5×2.3×4.0m 本 7,450

標識柱（溶融亜鉛めっき） (径)(厚)(長) 60.5×2.3×4.5m 本 8,390

標識柱（溶融亜鉛めっき） (径)(厚)(長) 76.3×2.8×3.0m 本 8,610

標識柱（溶融亜鉛めっき） (径)(厚)(長) 76.3×2.8×3.5m 本 10,000

標識柱（溶融亜鉛めっき） (径)(厚)(長) 76.3×2.8×4.0m 本 11,400

標識柱（溶融亜鉛めっき） (径)(厚)(長) 76.3×2.8×4.5m 本 12,900

標識柱（溶融亜鉛めっき） (径)(厚)(長) 76.3×2.8×5.0m 本 14,300

標識柱（溶融亜鉛めっき） (径)(厚)(長) 89.1×3.2×3.0m 本 11,400

標識柱（溶融亜鉛めっき） (径)(厚)(長) 89.1×3.2×3.5m 本 13,400

標識柱（溶融亜鉛めっき） (径)(厚)(長) 89.1×3.2×4.0m 本 15,300

標識柱（溶融亜鉛めっき） (径)(厚)(長) 89.1×3.2×4.5m 本 17,200

標識柱（溶融亜鉛めっき） (径)(厚)(長) 89.1×3.2×5.0m 本 19,100

自転車駐車場路外標示板支柱 基礎式 支柱：3340h×2000w 基 63,600

自転車駐車場路外標示板支柱 BP式 支柱：2140h×2000w 基 93,400

自転車駐車場路上標示板支柱 基礎式支柱　2100h×950w　 基 61,200

自転車駐車場路上標示板支柱 BP式支柱　1500h×950w 基 95,200

自転車駐車場案内標識支柱 基礎式 支柱　76.3×3.2t×5800 基 59,900

自転車等放置禁止区域案内看板支柱 支柱60.5×2.3t×2760h×1360w 基 77,900

１－８－６　反射鏡

反射鏡（ステンレス鏡面） 600×800角2面(支柱φ89.1×4400･注意板含) 基 136,000

反射鏡（ステンレス鏡面） φ1000片面(支柱φ89.1×4400･注意板含む) 基 88,500

反射鏡（ステンレス鏡面） φ600片面(支柱φ76.3×4000･注意板含む) 基 55,100

反射鏡（ステンレス鏡面） φ800片面(支柱φ76.3×4000･注意板含む) 基 65,100

反射鏡鏡体 ステンレスミラー、φ600片面 面

添架式道路反射鏡取付金具 電柱共架式，支柱径φ76.3 組 8,800

添架式道路反射鏡取付金具 電柱共架式，支柱径φ89.1 組 15,200

１－８－７　ガードレール

ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ ｍ

ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装 ｍ

ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ ｍ

ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装 ｍ

ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ(特)　塗装　中棧パイプ付 ｍ 8,960

ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装 ｍ

ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ(特)　塗装　中棧パイプ付 ｍ 8,050

ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装 ｍ

ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　メッキ ｍ
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ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装 ｍ

ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ ｍ

ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ(特)　塗装　中棧パイプ付 ｍ 8,380

ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装 ｍ

ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ(特)　塗装　中棧パイプ付 ｍ 7,380

ガードレール支柱 ４．５×φ１１４．３×１１００ｍｍ 本

ガードレール支柱 ４．５×φ１１４．３×２１００ｍｍ 本

ガードレール本体 ２．３×３５０×４３３０ｍｍ 枚

ガードレール本体 ３．２×３５０×４３３０ｍｍ 枚

ブラケット ４．５×７０×３１×３００ｍｍ(Ｇｒ用) 個

ボルトナット Ｍ１６×３５ｍｍ(Ｇｒ用) 本

ボルトナット Ｍ２０×１４５ｍｍ(Ｇｒ用) 本

防護柵端部緩衝材 360×220 枚 5,650

袖ガードレール ２．３×３８２×６６０ｍｍ 枚

１－８－８　ガードパイプ

インナースリーブ ３．０×３６×１８４ｍｍ 個 780

ガードパイプ　歩車道境界用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｂ ＣＯ建込 ﾒｯｷ ｍ

ガードパイプ　歩車道境界用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｂ ＣＯ建込 塗装 ｍ

ガードパイプ　歩車道境界用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｅ 土中建込 ﾒｯｷ ｍ

ガードパイプ　歩車道境界用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｅ 土中建込 塗装 ｍ

ガードパイプ　歩車道境界用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ ＣＯ建込 ﾒｯｷ ｍ

ガードパイプ　歩車道境界用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ ＣＯ建込 塗装 ｍ

ガードパイプ　歩車道境界用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ 土中建込 ﾒｯｷ ｍ

ガードパイプ　歩車道境界用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ 土中建込 塗装 ｍ

ガードパイプ　歩車道境界用 ＧＰ－ＣＰ－２Ｂ ＣＯ建込 塗装 ｍ

ガードパイプ　歩車道境界用 ＧＰ－ＣＰ－２Ｅ 土中建込 塗装 ｍ

ガードパイプ　歩車道境界用 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　土中建込　景観色 ｍ

ガードパイプ　歩車道境界用 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　景観色 ｍ

ガードパイプ　歩車道境界用 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　土中建込　景観色 ｍ

ガードパイプ　歩車道境界用 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　景観色 ｍ

ガードパイプ　歩道用 ２１型　塗装 ｍ 3,750

ガードパイプ　歩道用 ２１型　景観色 ｍ 4,850

ガードパイプ　歩道用 ２２型　塗装 ｍ 3,750

ガードパイプ　歩道用 ２４－１型　Ｌ＝３．０ｍ　塗装 基 16,000

ガードパイプ　歩道用 ２４－２型　Ｌ＝２．０ｍ　塗装 基 13,400

ガードパイプ　歩道用 ２４－３型　Ｌ＝１．５ｍ　塗装 基 11,500

ガードパイプ　歩道用 ２４－４型　Ｌ＝１．０ｍ　塗装 基 8,700

ガードパイプ支柱 ３．２×φ６０．５×１２４０ｍｍ 本 3,640

ガードパイプ支柱 ４．５×１１４．３×１２００ｍｍ 本

ガードパイプ支柱（茶色） ４．５×１１４．３×１２００ｍｍ 本 6,860

ビームパイプ ２．３×φ４２．７×２９３６ｍｍ 本 3,330

ビームパイプ ３．２×４８．６×４０００ｍｍ 本

ビームパイプ（茶色） ３．２×４８．６×４０００ｍｍ 本 7,210

ブラケット ２．３×４２．７×６０×６７ｍｍ(Ｇｐ用) 個 620

ブラケット ３．２×４８．６×６０×８０ｍｍ(Ｇｐ用) 個

ブラケット（茶色） ３．２×４８．６×６０×８０ｍｍ(Ｇｐ用) 個 870

ボルトナット Ｍ１２×６０ｍｍ(Ｇｐ用) 本 185

ボルトナット Ｍ１４×７０ｍｍ（Ｇｐ用） 本

ボルトナット Ｍ１２×８０ｍｍ(Ｇｐ用) 本 185

ボルトナット Ｍ１６×１４０mm（Ｇｐ用） 本

中間ブラケット ３．２×５１．８×６０×８０ｍｍ(Ｇｐ用) 個

中間ブラケット（茶色） ３．２×５１．８×６０×８０ｍｍ(Ｇｐ用) 個 930

１－８－９　ガードフェンス・転落防止柵

ガードフェンス　中央帯用 グレー ｍ 6,200

ガードフェンス　中央帯用 ブラウン・グリーン ｍ 5,980
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ガードフェンス　中央帯用 白 ｍ 5,440

ガードフェンス　転落防止用 １４型　塗装 ｍ 9,600

転落防止柵　縦格子 H=1100 根入長=1200(土中建込) ｍ

転落防止柵　縦格子 H=1100 根入長=450(Coﾌﾞﾛｯｸ建込) ｍ

１－８－１０　視覚障害者用ブロック・シート

視覚障害者誘導表示シート 300×300、点状または線状 枚 1,550

視覚障害者誘導用ブロック ３００×３００×３０（線状・点状） 枚

視覚障害者誘導用ブロック ３００×３００×６０（線状・点状） 枚

視覚障害者誘導用ブロック ３００×３００×８０（線状・点状） 枚 574

１－８－１１　自転車等放置禁止区域タイル・シート

自転車等放置禁止区域路面標示シート 加熱式,450X450 枚 8,770

自転車等放置禁止区域路面標示シート 加熱式,600ｘ600 枚 13,600

自転車等放置禁止区域路面標示シート 常温式,470X470 枚 8,770

自転車等放置禁止区域路面標示シート 常温式,600ｘ600 枚 13,600

自転車等放置禁止区域路面標示タイル 400角平板ﾀｲﾌﾟ厚60(ﾀｲﾙ20＋基礎Co40) 枚 17,000

自転車走行空間路面標示シート 加熱式,450×450　（歩行者優先） 枚 9,970

自転車走行空間路面標示シート 加熱式,450×450　（歩行者優先除く） 枚 9,970

路面標示シート用プライマー 加熱式,As,Co,ILB兼用 L 1,800

路面標示シート用プライマー 常温式,As,Co,ILB兼用 L 1,800

１－８－１２　歩道橋

歩道橋１段手すり(ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟ製) φ38程度 厚3㎜ 下受け型 ﾌﾞﾗｹｯﾄ・曲加工込 ｍ 8,070

歩道橋２段手すり(ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟ製) φ38程度 厚3㎜ 下受け型 ﾌﾞﾗｹｯﾄ・曲加工込 ｍ 16,100

歩道橋１段手すり(SUS304) φ38程度 厚3㎜ 下受け型 ﾌﾞﾗｹｯﾄ・曲加工込 ｍ 18,900

歩道橋２段手すり(SUS304) φ38程度 厚3㎜ 下受け型 ﾌﾞﾗｹｯﾄ・曲加工含 ｍ 37,900

裾隠し板又は目隠し板(ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ樹脂版) 厚3㎜ 両面ﾏｯﾄ ｸﾞﾚｰｽﾓｰｸ 取付金具別途 ｍ２ 8,850

滑り止めテープ 屋外・土足用　W50mm ｍ 400

歩道橋用排水桝 丸穴タイプ 個 33,700

１－９　舗装用資材

１－９－１　アスファルト混合物

アスファルト合材 シートアスコン ｔ 13,300

アスファルト合材 シートアスコン（夜間） ｔ 14,000

アスファルト混合物 開粒度アスコン（１３） ｔ

アスファルト混合物 開粒度アスコン（１３）[夜間] ｔ

アスファルト混合物 細粒度アスコン（１３） ｔ

アスファルト混合物 細粒度アスコン（１３）[夜間] ｔ

アスファルト混合物 粗粒度アスコン（２０） ｔ

アスファルト混合物 粗粒度アスコン（２０）[夜間] ｔ

アスファルト混合物 透水性アスコン（１３） ｔ

アスファルト混合物 透水性アスコン（１３）[夜間] ｔ

アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３） ｔ

アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）[夜間] ｔ

アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０） ｔ

アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０）[夜間] ｔ

アスファルト混合物　ベンガラ入 細粒度アスコン（１３） ｔ 37,700

アスファルト混合物　ベンガラ入 細粒度アスコン（１３）[夜間] ｔ 38,300

アスファルト混合物　ベンガラ入 透水性アスコン（１３） ｔ 31,600

アスファルト混合物　ベンガラ入 透水性アスコン（１３）[夜間] ｔ 32,300

アスファルト混合物　ベンガラ入 密粒度アスコン（１３） ｔ 34,600

アスファルト混合物　ベンガラ入 密粒度アスコン（１３）[夜間] ｔ 35,300

改質アスファルト混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(13) ｔ 12,300

改質アスファルト混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(13)[夜間] ｔ 13,000

改質アスファルト混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20) ｔ 12,100

改質アスファルト混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20)[夜間] ｔ 12,800

再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（１３） ｔ

再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（１３）[夜間] ｔ
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再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（２０） ｔ

再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（２０）[夜間] ｔ

再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３） ｔ

再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）[夜間] ｔ

再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（２０） ｔ

再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（２０）[夜間] ｔ

再生アスファルト混合物 溶融ｽﾗｸﾞ入再生粗粒度AS混合物(20) ｔ 8,800

再生アスファルト混合物 溶融ｽﾗｸﾞ入再生粗粒度AS混合物(20)[夜間] ｔ 9,500

再生アスファルト混合物 溶融ｽﾗｸﾞ入再生密粒度AS混合物(13) ｔ 9,200

再生アスファルト混合物 溶融ｽﾗｸﾞ入再生密粒度AS混合物(13)[夜間] ｔ 9,900

再生アスファルト混合物 溶融ｽﾗｸﾞ入再生密粒度AS混合物(20) ｔ 9,100

再生アスファルト混合物 溶融ｽﾗｸﾞ入再生密粒度AS混合物(20)[夜間] ｔ 9,800

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（２０） ｔ 8,400

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（２０）[夜間] ｔ 9,100

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 溶融ｽﾗｸﾞ入再生AS安定処理(20) ｔ 8,400

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 溶融ｽﾗｸﾞ入再生AS安定処理(20)[夜間] ｔ 9,100

常温合材 袋物　３０ｋｇ 袋

脱色アスファルト混合物 透水性ＡＳ混合物（１３） ｔ 41,500

脱色アスファルト混合物 透水性ＡＳ混合物（１３）[夜間] ｔ 42,200

脱色アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（１３） ｔ 43,500

脱色アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（１３）[夜間] ｔ 44,200

アスファルト混合物 ポリマー改質Ｈ型排水性ｱｽｺﾝ13mm ｔ

アスファルト混合物 ポリマー改質Ｈ型排水性ｱｽｺﾝ13mm[夜間] ｔ

アスファルト混合物 ﾈｼﾞﾚ抵抗性改善型ﾎﾟﾘﾏｰ改質排水性ｱｽｺﾝ13 ｔ 21,800

アスファルト混合物 ﾈｼﾞﾚ抵抗性改善型ﾎﾟﾘﾏｰ改質排水性AS13[夜間 ｔ 22,500

アスファルト混合物 硬化性排水性ｱｽｺﾝ(13)EP20% ｔ 36,100

アスファルト混合物 硬化性排水性ｱｽｺﾝ(13)EP20%[夜間] ｔ 37,900

アスファルト混合物 硬化性排水性ｱｽｺﾝⅡ(13)EP14% ｔ 31,100

アスファルト混合物 硬化性排水性ｱｽｺﾝⅡ(13)EP14%[夜間] ｔ 32,900

アスファルト混合物 硬化性ｶﾗｰ排水性AS赤系(13)EP30%ｶﾗｰ骨材50% ｔ 88,900

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 EP30%ｶﾗｰ骨材50% 硬化性ｶﾗｰ排水性AS赤系(13)[夜間] ｔ 90,700

アスファルト混合物 硬化性ｶﾗｰ排水性AS黄系(13)EP30%ｶﾗｰ骨材84% ｔ 84,900

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 EP30%ｶﾗｰ骨材84% 硬化性ｶﾗｰ排水性AS黄系(13)[夜間] ｔ 86,700

アスファルト混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型密粒度AS(13) ｔ 16,200

アスファルト混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型密粒度AS(13)[夜間] ｔ 16,900

アスファルト混合物 硬化性密粒度(13)EP20% ｔ 37,900

アスファルト混合物 硬化性密粒度(13)EP20%[夜間] ｔ 39,700

アスファルト混合物 硬化性密粒度(13)EP12% ｔ 30,600

アスファルト混合物 硬化性密粒度(13)EP12%[夜間] ｔ 32,400

アスファルト混合物 硬化性細粒度F(13)EP20% ｔ 47,100

アスファルト混合物 硬化性細粒度F(13)EP20%[夜間] ｔ 48,900

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 EP25%ｶﾗｰ骨材50% 硬化性脱色ｶﾗｰ密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ赤系(13) ｔ 87,800

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 EP25%,ｶﾗｰ骨材50% 硬化性脱色ｶﾗｰ密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ赤系(13)[夜間] ｔ 89,600

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 EP25%ｶﾗｰ骨材60% 硬化性脱色ｶﾗｰ密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ黄系(13) ｔ 79,700

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 EP25%,ｶﾗｰ骨材60% 硬化性脱色ｶﾗｰ密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ黄系(13)[夜間] ｔ 81,500

アスファルト混合物 砕石マスチックSMA，ポリマー改質Ⅱ型13mm ｔ 16,400

アスファルト混合物 砕石ﾏｽﾁｯｸSMA，ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型13mm[夜間] ｔ 17,100

アスファルト混合物 薄層砕石ﾏｽﾁｯｸ,5mm,StAs ｔ 15,600

アスファルト混合物 薄層砕石ﾏｽﾁｯｸ,5mm,StAs[夜間] ｔ 16,300

アスファルト混合物 薄層砕石ﾏｽﾁｯｸ,5mm,StAs,中温化剤 ｔ 17,200

アスファルト混合物 薄層砕石ﾏｽﾁｯｸ,5mm,StAs,中温化剤[夜間] ｔ 17,900

アスファルト混合物 薄層砕石ﾏｽﾁｯｸ,5mm,ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型 ｔ 17,900

アスファルト混合物 薄層砕石ﾏｽﾁｯｸ,5mm,ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型[夜間] ｔ 18,600

アスファルト混合物 薄層砕石ﾏｽﾁｯｸ(5),ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型,中温化剤 ｔ 19,500

アスファルト混合物 薄層砕石ﾏｽﾁｯｸ(5)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型中温化剤[夜 ｔ 20,200
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アスファルト混合物 半たわみ性，開粒度，１３mm，SｔAs ｔ

アスファルト混合物 半たわみ性，開粒度，13mm，SｔAs[夜間] ｔ 10,700

アスファルト混合物 半たわみ性，開粒度，２０mm，SｔAs ｔ 9,900

アスファルト混合物 半たわみ性，開粒度，20mm，SｔAs[夜間] ｔ 10,600

アスファルト混合物 半たわみ性,開粒度(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型 ｔ 12,000

アスファルト混合物 半たわみ性,開粒度(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型[夜間] ｔ 12,700

アスファルト混合物 半たわみ性,開粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型 ｔ 11,800

アスファルト混合物 半たわみ性,開粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型[夜間] ｔ 12,500

アスファルト混合物 ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度13mm ｔ 12,400

アスファルト混合物 ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度13mm[夜間] ｔ 13,100

アスファルト混合物 ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度20mm ｔ 12,200

アスファルト混合物 ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度20mm[夜間] ｔ 12,900

アスファルト混合物 ポリマー改質Ⅱ型再生粗粒度20mm ｔ 11,800

アスファルト混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型再生粗粒度20mm[夜間] ｔ 12,500

アスファルト混合物 ポリマー改質Ⅲ型-W型，密粒アスコン13mm ｔ 15,700

アスファルト混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型-W型，密粒ｱｽｺﾝ13mm[夜間] ｔ 16,400

アスファルト混合物 ポリマー改質Ⅲ型-W型，密粒アスコン20mm ｔ 15,500

アスファルト混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型-W型，密粒ｱｽｺﾝ20mm[夜間] ｔ 16,200

アスファルト混合物 ポリマー改質Ⅲ型-W型，粗粒アスコン20mm ｔ 15,100

アスファルト混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型-W型，粗粒ｱｽｺﾝ20mm[夜間] ｔ 15,800

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13) ｔ

改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 ｔ

改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 ｔ 11,800

１－９－２　ストレートアスファルト・アスファルト乳剤

アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用 Ｌ

アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用 Ｌ

ゴム入りアスファルト乳剤 ＰＫＲ ｌ

ストレートアスファルト 針入度６０～８０ ｔ

１－９－３　コンクリート舗装金具・路盤紙

スリップバー φ２５×７００ 本

スリップバー φ２８×７００ 本

スリップバー φ３２×７００ 本

スリップバー（ねじ付き） φ２５×７００ 本

スリップバー（ねじ付き） φ２８×７００ 本

スリップバー（ねじ付き） φ３２×７００ 本

スリップバー（ねじ付き） ソケット側　φ25×700用 本 610

スリップバー（ねじ付き） ソケット側　φ28×700用 本 750

スリップバー（ねじ付き） ソケット側　φ32×700用 本 930

スリップバー（ねじ付き） ねじ切り側　φ25×700用 本 300

スリップバー（ねじ付き） ねじ切り側　φ28×700用 本 400

スリップバー（ねじ付き） ねじ切り側　φ32×700用 本 510

タイバー Ｄ２２×１０００ 本

タイバー（ねじ付き） Ｄ２２×１０００ 本

タイバー（ねじ付き） ソケット側　D22×1000用 本 500

タイバー（ねじ付き） ねじ切り側　D22×1000用 本 280

路盤紙 ｍ２

１－９－４　排水用導水管

ＳＵＳ有孔管 SUS304 φ20mm ｍ

ＳＵＳ有孔管 SUS304 φ25mm ｍ

合成樹脂網状管 ポリエステル合成繊維φ20 ｍ

合成樹脂網状管 ポリエステル合成繊維φ30 ｍ

再生樹脂管 φ20mm ｍ

再生樹脂管 φ30mm ｍ

１－９－５　コンクリートカッタ（ブレード）

コンクリートカッタ　（ブレード） 径１０６ｃｍ 枚
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コンクリートカッタ　（ブレード） 径１２インチ 枚

コンクリートカッタ　（ブレード） 径１４インチ 枚

コンクリートカッタ　（ブレード） 径１６インチ 枚

コンクリートカッタ　（ブレード） 径２２インチ 枚

コンクリートカッタ　（ブレード） 径２４インチ 枚

コンクリートカッタ　（ブレード） 径３０インチ 枚

コンクリートカッタ　（ブレード） 径３８インチ 枚

１－９－６　公園用舗装材

アスファルト系合材 公園用 ｔ 22,000

土系舗装材（プレミックス） 燃焼マサ土、イオン固化式 ｍ３ 180,000

１－９－７　セメントミルク

半たわみ性舗装用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 L 190

半たわみ性舗装用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型[夜間] L 190

１－９－８　防草材

防草材Ａ 常温注入型 箱 23000

防草材Ｂ 加熱注入型 ｋｇ

防草材Ｃ 貼付型 ｍ

１－１０　橋梁用資材

１－１０－１　橋梁用ＰＣ材料

ＰＣ鋼より線 １Ｓ１７．８　（ＳＷＰＲ１９） ｋｇ

ＰＣ鋼より線 １Ｓ１９．３　（ＳＷＰＲ１９） ｋｇ

ＰＣ鋼より線 １Ｓ２１．８　（ＳＷＰＲ１９） ｋｇ

ＰＣ鋼より線 １Ｓ２８．６　（ＳＷＰＲ１９） ｋｇ

ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ａ　径１２．４ ｋｇ

ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ａ　径１５．２ ｋｇ

ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７ ｋｇ

ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ｂ　径１５．２ ｋｇ

ＰＣ鋼棒　定着具 径１７　後付用 組

ＰＣ鋼棒　定着具 径２３　後付用 組

ＰＣ鋼棒　定着具 径２６　後付用 組

ＰＣ鋼棒　定着具 径３２　後付用 組

ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号） 径１７　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ ｋｇ

ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号） 径１７　Ｌ≧８ｍ ｋｇ

ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号） 径２３　５ｍ≦Ｌ≦８ｍ ｋｇ

ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号） 径２３　Ｌ≧８ｍ ｋｇ

ＰＣ鋼棒（Ｃ種１号） 径１７　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ ｋｇ

ＰＣ鋼棒（Ｃ種１号） 径１７　Ｌ≧８ｍ ｋｇ

ＰＣ鋼棒（Ｃ種１号） 径２３　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ ｋｇ

ＰＣ鋼棒（Ｃ種１号） 径２３　Ｌ≧８ｍ ｋｇ

ＰＣ用シース スパイラル　径３０ ｍ

ＰＣ用シース スパイラル　径３５ ｍ

ＰＣ用シース スパイラル　径４２ ｍ

ＰＣ用シース スパイラル　径４５ ｍ

ＰＣ用シース スパイラル　径５５ ｍ

１－１０－２　橋梁補強工（鋼板巻立て）用鋼材

下端拘束用円形鋼板 内面C-5系上塗 外面ﾌﾟﾗｲﾏのみ､土中部前処理のみ ｔ 483,000

下端拘束用形鋼 Ｈ形鋼（Ｃ－５系） ｔ 421,000

補強鋼板 円形（Ｃ－５系）　ブラケット無 ｔ 473,000

補強鋼板 円形（Ｃ－５系）　ブラケット有 ｔ 493,000

補強鋼板 矩形（Ｃ－５系）　ブラケット無 ｔ 459,000

補強鋼板 矩形（Ｃ－５系）　ブラケット有 ｔ 479,000

１－１０－３　副資材費

副資材費（鋼橋製作用） 溶接材料込み ｔ 12,000

１－１０－4　橋梁補修材

低圧注入器具 注入圧0.4MPa以下 個
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断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m3

床版水抜きパイプ 対応床版厚160～190 箇所 17,600

床版水抜きパイプ 対応床版厚180～225 箇所 17,600

床版水抜きパイプ 対応床版厚210～290 箇所 18,800

床版水抜きパイプ 対応床版厚240～350 箇所 19,000

床版水抜きパイプ 対応床版厚300～410 箇所 20,100

導水パイプ φ２０ ｍ

床板排水材（橋面防水用） 導水テープ、t=3mm,b=30mm ｍ

床板排水材（橋面防水用） 導水管、ステンレス製、φ１８ ｍ

成型目地材（橋面防水用） t=5mm,B=30mm ｍ

成型目地材（橋面防水用） t=5mm,B=40mm ｍ 490

成型目地材（橋面防水用） t=5mm,B=50mm ｍ

成型目地材（橋面防水用） t=5mm,B=60mm ｍ 630

成型目地材（橋面防水用） t=5mm,B=70mm ｍ 840

バックアップ材（地覆止水用） L

シール材（地覆止水用） ｼﾘｺｰﾝ系、ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む L

注入材 可とう性エポキシ樹脂 kg 2,940

剥落防止剤 ガラス連続繊維シート ｍ２ 855

剥落防止材用塗布剤 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂、ｶﾞﾗｽ連続繊維ｼｰﾄ用 L 11,800

表面含浸材（ケイ酸ナトリウム系） 総塗布料0.1kg/m2以上0.35kg/m2以下 kg 7,520

表面含浸材（シラン系） 総塗布料0.1kg/m2以上0.35kg/m2以下 kg 5,250

炭素繊維シート 1方向高強度 目付200kg 引張3400N ｍ２

炭素繊維シート 1方向高強度 目付300kg 引張3400N ｍ２

炭素繊維シート 1方向高強度 目付400kg 引張3400N ｍ２

炭素繊維シート 1方向高強度 目付600kg 引張3400N ｍ２

炭素繊維シート 1方向中弾性 目付300kg 引張2900N ｍ２

炭素繊維シート 1方向中弾性 目付300kg 引張2400N ｍ２

炭素繊維シート 2方向 目付200kg 引張2900N ｍ２

炭素繊維シート 2方向 目付300kg 引張2900N ｍ２

エポキシ樹脂含浸材 kg

プライマー kg

エポキシ樹脂パテ kg

１－１１　外構資材

１－１１－１　フェンス

エキスパンドメタル 樹脂塗装 ｍ２ 3,270

ひし形金網（着色塗装） Ｃ－ＧＳ３　径４．０　網目５０ ｍ２

フェンス Ｈ＝０．８ｍ ｍ 4,090

フェンス Ｈ＝１．５ｍ ｍ 9,100

フェンス Ｈ＝２．０ｍ ｍ 11,100

フェンス Ｈ＝３．０ｍ ｍ 17,800

フェンス Ｈ＝４．０ｍ ｍ 26,300

フェンス（丸支柱） Ｈ＝０．８ｍ ｍ 4,870

フェンス（丸支柱） Ｈ＝１．５ｍ ｍ 6,540

フェンス（丸支柱） Ｈ＝２．０ｍ ｍ 8,100

フェンス（丸支柱） Ｈ＝３．０ｍ ｍ 13,300

フェンス（丸支柱） Ｈ＝４．０ｍ ｍ 22,700

フェンス部材　孔付胴縁Ｒ付 L-40×40×3　4mもの　塗装共 本 4,710

フェンス部材　爪付胴縁Ｒ付 L-40×40×3　4mもの　塗装共 本 4,120

フェンス部材　特孔付胴縁Ｒ付 L-45×45×4　4mもの　塗装共 本 7,230

合繊ネット ３７．５ｍｍ目 ｍ２ 2,800

１－１１－２　安全柵・パイプ柵

パイプ柵 Ｈ＝０．４５ｍ ｍ 6,240

パイプ柵 Ｈ＝０．６ｍ ｍ 7,600

パイプ柵 Ｈ＝０．７ｍ ｍ 9,200

格子柵 Ｈ＝０．７５ｍ　角パイプ ｍ 11,900
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格子柵 Ｈ＝１．１ｍ ｍ 17,600

歩道緑地帯パイプ柵　パイプ SGP25A　溶融亜鉛めっき ｍ 3,650

歩道緑地帯パイプ柵　一体式 H=0.3m　SGP25A　溶融亜鉛めっき ｍ 5,520

歩道緑地帯パイプ柵　支柱 H=0.3m　鋳鉄 本 4,000

転倒防止柵 基礎式、L=1.6m 基 45,900

転倒防止柵 BP式、L=1.6m 基 53,100

転倒防止柵 基礎式、L=3.2m 基 88,200

転倒防止柵 BP式、L=3.2m 基 94,500

転倒防止柵（景観色） 基礎式、L=1.5m,景観色 基 25,300

盗難防止柵（景観色） H=400,景観色 ｍ 8,900

１－１１－３　車止め

車止 Ａ（可動） 本 26,000

車止 Ａ（固定） 本 21,000

車止 Ｄ（可動）　φ２５０×４５０ 本 29,000

車止 Ｄ（固定）　φ２５０×６００ 本 25,000

車止 Ｅ（可動） 個 28,500

車止（ゴム製、可動式） ；ｺﾐｭﾆﾃｨ道路用 φ120～130、H=800、反射材含む、鍵なし 本 35,800

車止（ゴム製、固定式） ；ｺﾐｭﾆﾃｨ道路用 φ120～130、H=800、反射材含む 本 23,800

車止めＦ－１ 固定式,φ60.5,600×800 組 53,800

車止めＦ－２ 可動式,φ60.5,600×800 組 62,600

車止支柱 車止Ａ・Ｂ（可動） 個 12,600

車止頭部 車止Ａ・Ｂ　鋳鉄製又はﾅｲﾛﾝ成型品 個 15,500

車両乗り上げ防止柱 可動式φ89.1×3.2×1050(反射ｼｰﾄ(黄)共) 基 19,200

車両乗り上げ防止柱 可動式φ89.1×3.2×1350(反射ｼｰﾄ(黄)共) 基 19,200

車両乗り上げ防止柱 固定式φ89.1×3.2×1050(反射ｼｰﾄ(黄)共) 基 8,160

車両乗り上げ防止柱 固定式φ89.1×3.2×1350(反射ｼｰﾄ(黄)共) 基 8,160

南京錠 真ちゅう製 個

１－１２　配管材

１－１２－１　ポリエチレン管

ポリエチレン管 水道用二層管　１種　φ２０ ｍ

ポリエチレン管 水道用二層管　１種　φ２５ ｍ

１－１２－２　水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用硬質ビニールライニング鋼管 ＪＷＷＡ Ｋ－１１６ ＳＧＰ－ＶＢ １５Ａ ｍ

水道用硬質ビニールライニング鋼管 ＪＷＷＡ Ｋ－１１６ ＳＧＰ－ＶＢ ２０Ａ ｍ

１－１２－３　硬質塩化ビニル管

硬質塩化ビニル管 ＶＵ－１００　ゴム輪受口片受直管 ｍ

硬質塩化ビニル管 ＶＵ－１２５　ゴム輪受口片受直管 ｍ

硬質塩化ビニル管 ＶＵ－１５０　ＴＳ片受直管 ｍ

硬質塩化ビニル管 ＶＵ－１５０　ゴム輪受口片受直管 ｍ

硬質塩化ビニル管 ＶＵ－２００　ＴＳ片受直管 ｍ

硬質塩化ビニル管 ＶＵ－２００　ゴム輪受口片受直管 ｍ

硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－２００ ｍ

硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－３０ ｍ

硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－４０ ｍ

硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－５０ ｍ

硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－７５ ｍ

硬質塩化ビニル管（薄肉管） ＶＵ－５０ ｍ

硬質塩化ビニル管（薄肉管） ＶＵ－１００ ｍ

硬質塩化ビニル管（薄肉管） ＶＵ－１２５ ｍ

硬質塩化ビニル管（薄肉管） ＶＵ－１５０ ｍ

硬質塩化ビニル管（薄肉管） ＶＵ－２００ ｍ

硬質塩化ビニル管（薄肉管） ＶＵ－２５０ ｍ

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 ＨＩＶＰ－１３ ｍ

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 ＨＩＶＰ－２０ ｍ

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 ＨＩＶＰ－２５ ｍ
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耐衝撃性硬質塩化ビニル管 ＨＩＶＰ－４０ ｍ

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 ＨＩＶＰ－５０ ｍ

１－１２－４　支管・継手

ビニル支管 150乙　 箇所 3,830

ビニル支管 150甲 箇所 4,210

塩ビ継手 ９０°エルボ　φ１５０ 個

塩ビ継手 ます用短管φ１００（ＭＳＢ） 個

塩ビ継手 ます用短管φ１２５（ＭＳＢ） 個

塩ビ継手 ます用短管φ１５０（ＭＳＢ） 個

塩ビ継手 ます用短管φ２００（ＭＳＢ） 個

塩化ビニル管 自在曲管φ１００（ＳＲＦ） 本

塩化ビニル管 自在曲管φ１２５（ＳＲＦ） 本

塩化ビニル管 自在曲管φ１５０（ＳＲＦ） 本

塩化ビニル管 自在曲管φ２００（ＳＲＦ） 本

支管（塩ビ製） φ１５０ 個

支管（塩ビ製） φ２００ 個

支管蓋 塩ビ製φ１５０ 個 702

支管蓋 塩ビ製φ２００ 個 864

接着受口カラー ＷＴＢ　φ１５０ 個

１－１２－５　暗渠排水管

透水管（合成樹脂波状管） 有孔　φ１００ ｍ

透水管（合成樹脂網状管） 全面開孔　φ１００ ｍ

１－１２－６　歩道橋排水用資材

可とう性排水管 φ125 屋外配管用 ｍ 6,240

４５°Ｙ字管 VPφ125　DV継手 個 1,050

掃除口 VPφ125　差込式 個 1,400

吊金具 長さ70～100mm 電気亜鉛めっき仕上げ 組 3,000

縦樋支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 組 3,000

排水桝（蓋含む） ＦＣ２５０ 基 27,900

排水桝受枠 Ｌ４０×４０　２３５×２９０ 基 9,500

１－１３　電気設備製品

１－１３－１　照明器具（街路灯）

建電協型照明器具（道路灯） ＫＳＣ－４ 個 46,100

建電協型照明器具（道路灯） ＫＳＨ－２ 個 42,600

建電協型照明器具（道路灯） ＫＳＨ－３ 個 42,600

照明器具 HF200～250W用　ｾﾐｶｯﾄｵﾌA形 個 24,300

照明器具 HF250～400W用　ｾﾐｶｯﾄｵﾌA形 個 40,900

照明器具 HF80W用　ｾﾐｶｯﾄｵﾌA形 個 18,600

照明器具 デザイン灯具、丸形φ250～φ400 個 32,200

照明器具 デザイン灯具、丸形φ450～φ500 個 44,500

照明器具（生活道路局部照明） LED20W以下 （電柱共架） 個 36,200

照明器具（生活道路局部照明） LED20W以下 （ﾎﾟｰﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ加工込） 個 53,000

照明器具（生活道路中間柱照明） LED20W以下 （電柱共架） 個 28,400

照明器具（生活道路中間柱照明） LED20W以下 （ﾎﾟｰﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ加工込） 個 54,800

照明器具(LED)補助幹線道路局部照明 LED100W以下 個 109,000

照明器具（LED）（補助幹線道路連続照明） LED６０Ｗ以下 個 109,000

照明器具(LED)(幹線道路局部照明片側3車) LED２００Ｗ以下 個 136,000

照明器具(LED)(幹線道路局部照明片側2車) LED１５０Ｗ以下 個 130,000

照明器具(LED)(幹線道路連続照明片側3車) LED２００Ｗ以下 個 136,000

照明器具(LED)(幹線道路連続照明片側2車) LED１５０Ｗ以下 個 130,000

照明器具グローブ HF250～400W用　ｾﾐｶｯﾄｵﾌA形 個 12,600

照明器具グローブ HF80W用　ｾﾐｶｯﾄｵﾌA形 個 3,150

照明器具グローブ ＫＳＣ－４ 個 13,400

照明器具グローブ ＫＳＨ－２ 個 4,860

照明器具グローブ ＫＳＨ－３ 個 4,860
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照明器具グローブ ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光ﾗﾝﾌﾟFHP32W用 個 3,130

照明器具グローブ デザイン灯具、丸形φ250～φ400 個 23,800

照明器具グローブ デザイン灯具、丸形φ450～φ500 個 36,600

照明器具グローブ 蛍光灯２０Ｗ×２用 個 2,470

照明器具グローブ 蛍光灯42W用 個 3,750

照明器具グローブ（平ガラス） デザイン灯具、角形 枚 6,750

結束バンド ナイロン製,黒色,750mm 本 230

１－１３－２　照明器具（公園灯）

ＬＥＤウォールライト ポリカーボネイトカバー ＦＬ２０ 個 18,200

笠 公園灯用 個 12,500

照明器具 公園灯 灯具 個 28,900

照明器具グローブ 公園灯用 個 10,200

１－１３－３　自動点滅器

光電式自動点滅器（一体型） １００Ｖ　１０Ａ 個

光電式自動点滅器（一体型） １００Ｖ　３Ａ 個

光電式自動点滅器（一体型） １００Ｖ　６Ａ 個

光電式自動点滅器（一体型） ２００Ｖ　１０Ａ 個

光電式自動点滅器（一体型） ２００Ｖ　６Ａ 個

光電式自動点滅器（分離型） ポール直付式　１００Ｖ　１０Ａ 個

光電式自動点滅器（分離型） ポール直付式　１００Ｖ　６Ａ 個

光電式自動点滅器（分離型） ポール直付式　２００Ｖ　１０Ａ 個

光電式自動点滅器（分離型） ポール直付式　２００Ｖ　６Ａ 個

光電式自動点滅器（分離型） 金具取付式　１００Ｖ　１０Ａ 個

光電式自動点滅器（分離型） 金具取付式　１００Ｖ　３Ａ 個

光電式自動点滅器（分離型） 金具取付式　１００Ｖ　６Ａ 個

光電式自動点滅器（分離型） 金具取付式　２００Ｖ　１０Ａ 個

光電式自動点滅器（分離型） 金具取付式　２００Ｖ　６Ａ 個

光電式自動点滅器（分離型） 本体のみ　１００Ｖ　１０Ａ 個

光電式自動点滅器（分離型） 本体のみ　１００Ｖ　６Ａ 個

光電式自動点滅器（分離型） 本体のみ　２００Ｖ　１０Ａ 個

光電式自動点滅器（分離型） 本体のみ　２００Ｖ　６Ａ 個

光電式自動点滅器（分離型） 本体のみ　１００Ｖ　３Ａ 個

光電式自動点滅器（分離型） 本体のみ　２００Ｖ　３Ａ 個

自動点滅器 埋込型 100V-3A 個 2,910

１－１３－４　安定器

安定器（ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ用） ２００Ｖ　１５０Ｗ　高力率１灯 個

安定器（メタルハライド用） ２００Ｖ　１０００Ｗ 個

安定器（一般形　高出力） １００Ｖ　８０Ｗ 個

安定器(高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用 低始動形) ２００Ｖ　３６０Ｗ　高力率１灯 個

安定器(高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用 低始動形) ２００Ｖ　６６０Ｗ　高力率１灯 個

安定器（一般形） １００Ｖ　１００Ｗ　高力率１灯 個

安定器（一般形） １００Ｖ　２００Ｗ　高力率１灯 個

安定器（一般形） １００Ｖ　２５０Ｗ　高力率１灯 個

安定器（一般形） １００Ｖ　４００Ｗ　高力率１灯 個

安定器（一般形） １００Ｖ　７００Ｗ　高力率１灯 個

安定器（一般形） ２００Ｖ　２００Ｗ　高力率１灯 個

安定器（一般形） ２００Ｖ　２５０Ｗ　高力率１灯 個

安定器（一般形） ２００Ｖ　３００Ｗ　高力率１灯 個

安定器（一般形） ２００Ｖ　４００Ｗ　高力率１灯 個

安定器（一般形） ２００Ｖ　７００Ｗ　高力率１灯 個

１－１３－５　ランプ

セラミックメタルハライドランプ ＣＭＴ１５０Ｗ 個 11,700

セラミックメタルハライドランプ ＣＭＴ２２０Ｗ 個 12,300

セラミックメタルハライドランプ ＣＭＴ３６０Ｗ 個 13,000

セラミックメタルハライドランプ 拡散形　ＣＭＦ１５０Ｗ 個
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セラミックメタルハライドランプ 拡散形　ＣＭＦ１９０Ｗ 個

メタルハライドランプ １０００Ｗ　Ｓ型 個

蛍光ランプ ４２Ｗ用 個 1,620

蛍光ランプ ＦＨＰ３２Ｗ 個 1,140

蛍光ランプ ＦＬ１０Ｗ～２０Ｗ 個

蛍光ランプ（直管形） ＦＨＦ－３２／４５　インバータ 個

蛍光ランプ（直管形） ＦＬ－２０ 個

蛍光ランプ（直管形） ＦＬＲ－４０(ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾄ形) 個

高圧ナトリウムランプ ３６０Ｗ　Ｌ型 個

高圧ナトリウムランプ ６６０Ｗ　透明型 個

高圧ナトリウムランプ(NHF) 拡散形　ＮＨ１８０Ｆ・Ｌ 個

高圧ナトリウムランプ(NHF) 拡散形　ＮＨ２２０Ｆ・Ｌ 個

高圧ナトリウムランプ(NHF) 拡散形　ＮＨ２７０Ｆ・Ｌ 個

高圧ナトリウムランプ(NHF) 水銀灯安定器点灯形　７０Ｗ 個

点灯管 ＦＬ１０Ｗ～ＦＬ２０Ｗ 個 46

点灯管 Ｐ形口金 個

白熱球 ４０Ｗ～６０Ｗ 個 126

捕虫用蛍光ランプ ＦＬ２０Ｗ 個 727

１－１３－６　照明柱

アーム カラーアーム　φ３４　アーム長６００ｍｍ 本 41,300

アーム 段付鋼管柱用　７．６５ｍ用アーム 本 23,700

カラーポール 地上高４．５ｍ　φ７６．３×３．２ｔ 本 34,200

カラーポール（指定色） ；歩車共存道路用 地上高４．５ｍ　φ７６．３×３．２ｔ 本 51,000

スパイラル管 口径５００ｍｍ　厚０．６ｍｍ ｍ

ポールカバー テーパー用　ボルト含む 個 17,700

ポールカバー ボルト・ゴムパッキン共 個 7,350

ポールカバー 段付用 ボルト含む 個 4,720

管理番号標（街路灯用） 屋外用塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ,90×85､185×85､70×105 組 2,400

丸テーパー直線型ポール １０ｍ　亜鉛メッキ埋込式 本 196,000

丸テーパー直線型ポール １２ｍ　亜鉛メッキ埋込式 本 234,000

丸テーパー直線型ポール ８ｍ　亜鉛メッキ埋込式 本 163,000

継柱 φ34､有効高1.5m､ﾒｯｷ､引込ﾌｯｸ･取付ﾊﾞﾝﾄﾞ共 本 8,100

鋼管柱 地上高５．５ｍ 本 91,500

根枷ブロック φ５００用 個 9,720

段付カラーポール（アーム共） 地上高５．７５ｍ　埋込式　φ７６ 本 109,000

段付鋼管柱 地上高７．６５ｍ メッキ ベ－ス式 本 162,000

段付鋼管柱 地上高７．６５ｍ メッキ 埋込式 本 154,000

段付鋼管柱 地上高７．６５ｍ メッキ 埋込式 アーム共 本 158,000

段付鋼管柱 地上高８ｍ １灯型 メッキ 埋込式 本 171,000

段付鋼管柱 地上高８ｍ メッキ ベ－ス式 本 190,000

段付鋼管柱 地上高８ｍ メッキ 埋込式 本 171,000

段付鋼管柱 地上高８ｍ メッキ 埋込式 アーム共 本 176,000

段付鋼管柱（アーム付） 地上高８ｍ １灯型 メッキ 埋込式 本 191,000

段付鋼管柱（指定色）；[ｺﾐｭﾆﾃｨ道路用] 地上高５ｍ　埋込式　φ139.8＋φ89.1 本 153,000

丸テーバー直線型ポール 12m 亜鉛ﾒｯｷ埋込式 地際ﾀｰﾙ仕上げ 本 252,000

丸テーバー直線型ポール 10m 亜鉛ﾒｯｷ埋込式 地際ﾀｰﾙ仕上げ 本 214,000

丸テーバー直線型ポール 8m 亜鉛ﾒｯｷ埋込式 地際ﾀｰﾙ仕上げ 本 181,000

直線ポール用アダプター φ７６．３ 個 30,000

段付鋼管柱用アダプター φ１１４．３ 個 31,500

１－１３－７　電線・ケーブル

６００Ｖビニル絶縁シースケーブル ＶＶ－Ｆ（Ｆ）２．０ｍｍ　２心 ｍ

６００Ｖビニル絶縁シースケーブル ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００mm2 ３心 ｍ

６００Ｖビニル絶縁シースケーブル ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８mm2　３心 ｍ

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　１．６ｍｍ ｍ

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　１００ｍｍ２ ｍ
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６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　２．０ｍｍ２ ｍ

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　２．６ｍｍ ｍ

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　２００ｍｍ２ ｍ

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　２２ｍｍ２ ｍ

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　３．５ｍｍ２ ｍ

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　３８ｍｍ２ ｍ

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　５．５ｍｍ２ ｍ

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　６０ｍｍ２ ｍ

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　８ｍｍ２ ｍ

ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 600V EEF/F(EM-EEF)　2心　2.0mm ｍ

引込用ビニル絶縁電線 ＤＶ　２．６ｍｍ　２心平形 ｍ

屋外用ビニル絶縁電線 ＯＷ　１００ｍｍ２ ｍ

屋外用ビニル絶縁電線 ＯＷ　１４ｍｍ２ ｍ

屋外用ビニル絶縁電線 ＯＷ　２．６ｍｍ ｍ

屋外用ビニル絶縁電線 ＯＷ　２２ｍｍ２ ｍ

屋外用ビニル絶縁電線 ＯＷ　３．２ｍｍ ｍ

屋外用ビニル絶縁電線 ＯＷ　３８ｍｍ２ ｍ

屋外用ビニル絶縁電線 ＯＷ　５．０ｍｍ ｍ

屋外用ビニル絶縁電線 ＯＷ　６０ｍｍ２ ｍ

屋外用ポリエチレン絶縁電線 ＯＥ　２２ｍｍ２ ｍ

架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）１００mm2 ３心 ｍ

架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）１４ｍｍ2 ２心 ｍ

架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）１４ｍｍ2 ３心 ｍ

架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）２２ｍｍ2 ２心 ｍ

架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）２２ｍｍ2 ３心 ｍ

架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）５.５ｍｍ2２心 ｍ

架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）５.５ｍｍ2３心 ｍ

架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　２心 ｍ

架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　３心 ｍ

架橋ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V CE/F(EM-CE)　2心　14mm2 ｍ

架橋ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V CE/F(EM-CE)　2心　22mm2 ｍ

架橋ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V CE/F(EM-CE)　2心　3.5mm2 ｍ

架橋ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V CE/F(EM-CE)　2心　5.5mm2 ｍ

架橋ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V CE/F(EM-CE)　2心　8mm2 ｍ

架橋ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V CE/F(EM-CE)　3心　100mm2 ｍ

架橋ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V CE/F(EM-CE)　3心　14mm2 ｍ

架橋ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V CE/F(EM-CE)　3心　22mm2 ｍ

架橋ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V CE/F(EM-CE)　3心　3.5mm2 ｍ

架橋ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V CE/F(EM-CE)　3心　5.5mm2 ｍ

架橋ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V CE/F(EM-CE)　3心　8mm2 ｍ

高圧引下用架橋ポリ絶縁電線 ６．６ＫＶ　ＰＤＣ　２２ｍｍ２ ｍ

高圧引下用架橋ポリ絶縁電線 ６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２ ｍ 576

高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ３ＫＶ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心 ｍ

高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心 ｍ

高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）２２ｍｍ２　３心 ｍ

高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心 ｍ

高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6600V CE/F(EM-CE)　3心　14mm2 ｍ

高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6600V CE/F(EM-CE)　3心　22mm2 ｍ

高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6600V CE/F(EM-CE)　3心　38mm2 ｍ

制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ＣＶＶ　３．５ｍｍ２　２心 ｍ

制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ＣＶＶ　３．５ｍｍ２　３心 ｍ

制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ＣＶＶ　８ｍｍ２　２心 ｍ

制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ＣＶＶ　８ｍｍ２　３心 ｍ

制御用ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CEE/F(EM-CEE)　2心　3.5mm2 ｍ

制御用ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CEE/F(EM-CEE)　2心　5.5mm2 ｍ
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制御用ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CEE/F(EM-CEE)　2心　8mm2 ｍ

制御用ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CEE/F(EM-CEE)　3心　3.5mm2 ｍ

制御用ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CEE/F(EM-CEE)　3心　5.5mm2 ｍ

制御用ﾎﾟﾘ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CEE/F(EM-CEE)　3心　8mm2 ｍ

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 600V IE/F(EM-IE)　より線　100mm2 ｍ

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 600V IE/F(EM-IE)　より線　200mm2 ｍ

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 600V IE/F(EM-IE)　より線　22mm2 ｍ

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 600V IE/F(EM-IE)　より線　2mm2 ｍ

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 600V IE/F(EM-IE)　より線　3.5mm2 ｍ

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 600V IE/F(EM-IE)　より線　38mm2 ｍ

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 600V IE/F(EM-IE)　より線　5.5mm2 ｍ

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 600V IE/F(EM-IE)　より線　60mm2 ｍ

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 600V IE/F(EM-IE)　より線　8mm2 ｍ

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 600V IE/F(EM-IE)　単線　1.6mm ｍ

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 600V IE/F(EM-IE)　単線　2.6mm ｍ

ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V (CVT) 400mm2 ｍ 16,600

ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V (CVT) 500mm2 ｍ 21,000

高圧耐火電線（FP:FP-C） 6kV FP 38mm2 3心 ｍ

高圧耐火電線（FP:FP-C） 6kV FP 60mm2 3心 ｍ

高圧耐火電線（FP:FP-C） 6kV FP 100mm2 3心 ｍ

高圧耐火電線（FP:FP-C） 6kV FP 150mm2 3心 ｍ

高圧耐火電線（FP:FP-C） 6kV FP 200mm2 3心 ｍ

高圧耐火電線（FP:FP-C） 6kV FP 250mm2 3心 ｍ

１－１３－８　端末処理材料

端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ３ＫＶ　屋外　１４ｍｍ２　３心 組

端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ３ＫＶ　屋内　１４ｍｍ２　３心 組

端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６ＫＶ　屋外　１４ｍｍ２　３心 組

端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６ＫＶ　屋外　２２ｍｍ２　３心 組

端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６ＫＶ　屋外　３８ｍｍ２　３心 組

端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６ＫＶ　屋内　１４ｍｍ２　３心 組

端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６ＫＶ　屋内　２２ｍｍ２　３心 組

端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６ＫＶ　屋内　３８ｍｍ２　３心 組

１－１３－９　電線管・エントランスキャップ

金属製可とう電線管 ビニル被覆　二種　５０mm ｍ

金属製可とう電線管 ビニル被覆　二種　７６mm ｍ

厚鋼電線管 Ｇ１６ ｍ

厚鋼電線管 Ｇ２２ ｍ

厚鋼電線管 Ｇ２８ ｍ

厚鋼電線管 Ｇ３６ ｍ

厚鋼電線管 Ｇ４２ ｍ

厚鋼電線管 Ｇ５４ ｍ

厚鋼電線管 Ｇ７０ ｍ

厚鋼電線管 Ｇ８２ ｍ

厚鋼電線管 Ｇ９２ ｍ

厚鋼電線管 Ｇ１０４ ｍ

硬質ビニル電線管 ＶＥ　１６ｍｍ ｍ

硬質ビニル電線管 ＶＥ　４２ｍｍ ｍ

硬質ビニル電線管 ＶＥ　７０ｍｍ ｍ

硬質ビニル電線管用付属品(ＶＥ用) エントランスキャップ　ＶＥ４２ 個

硬質ビニル電線管用付属品(ＶＥ用) エントランスキャップ　ＶＥ７０ 個

耐衝撃性硬質ビニル電線管 ＨＩＶＥ　１４ｍｍ ｍ

耐衝撃性硬質ビニル電線管 ＨＩＶＥ　１６ｍｍ ｍ

耐衝撃性硬質ビニル電線管 ＨＩＶＥ　２２ｍｍ ｍ

耐衝撃性硬質ビニル電線管 ＨＩＶＥ　２８ｍｍ ｍ

耐衝撃性硬質ビニル電線管 ＨＩＶＥ　３６ｍｍ ｍ
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耐衝撃性硬質ビニル電線管 ＨＩＶＥ　４２ｍｍ ｍ

耐衝撃性硬質ビニル電線管 ＨＩＶＥ　５４ｍｍ ｍ

耐衝撃性硬質ビニル電線管 ＨＩＶＥ　７０ｍｍ ｍ

耐衝撃性硬質ビニル電線管 ＨＩＶＥ　８２ｍｍ ｍ

波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　３０ｍｍ ｍ

波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　４０ｍｍ ｍ

波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　５０ｍｍ ｍ

波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　６５ｍｍ ｍ

波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　８０ｍｍ ｍ

薄鋼電線管 Ｃ１９ ｍ

薄鋼電線管 Ｃ２５ ｍ

薄鋼電線管 Ｃ３１ ｍ

薄鋼電線管 Ｃ３９ ｍ

薄鋼電線管 Ｃ５１ ｍ

薄鋼電線管 Ｃ６３ ｍ

薄鋼電線管 Ｃ７５ ｍ

ＰＥライニング鋼管 呼び径　１６ ｍ

ＰＥライニング鋼管 呼び径　２２ ｍ

ＰＥライニング鋼管 呼び径　２８ ｍ

ＰＥライニング鋼管 呼び径　３６ ｍ

ＰＥライニング鋼管 呼び径　４２ ｍ

ＰＥライニング鋼管 呼び径　５４ ｍ

ＰＥライニング鋼管 呼び径　７０ ｍ

ＰＥライニング鋼管 呼び径　８２ ｍ

ＰＥライニング鋼管 呼び径　９２ ｍ

ＰＥライニング鋼管 呼び径　１０４ ｍ

ステンレス製電線管 厚鋼　パイプ　16ｍｍ ｍ

ステンレス製電線管 厚鋼　パイプ　22ｍｍ ｍ

ステンレス製電線管 厚鋼　パイプ　28ｍｍ ｍ

ステンレス製電線管 厚鋼　パイプ　36ｍｍ ｍ

ステンレス製電線管 厚鋼　パイプ　42ｍｍ ｍ

ステンレス製電線管 厚鋼　パイプ　54ｍｍ ｍ

ステンレス製電線管 厚鋼　パイプ　70ｍｍ ｍ

ステンレス製電線管 厚鋼　パイプ　82ｍｍ ｍ

ステンレス製電線管 厚鋼　パイプ　104ｍｍ ｍ

１－１３－１０　配電機器・配線器具

ターミナルボックス ＮＦＢ、テストスイッチ付 個 6,860

ヒューズ 銅爪付ヒューズ ７００Ｗ以下用 個 36

ポール内ジョイントユニット １灯、２灯用テストスイッチ有 個

安全ブレーカー ２Ｐ　１５Ａ 個 450

安全開閉器 ３Ｐ　１００Ａ 個 4,160

安全器 磁器製　２Ｐ　１５Ａ 個 750

仮設ボックス 屋外用　４００×３００×２００ 面

仮設ボックス 屋外用　５００×４００×２００ 面

仮設ボックス 屋外用　６００×７００×２００ 面

仮設ボックス 屋外用７００×１２００×２００ 面

架線引込フック バンド付　ＳＵＳ製 個 1,400

受電口 個 360

低圧遮断器 ６００Ｖ　３Ｐ　２２５ＡＦ 個 24,200

低圧進相コンデンサ（単相・３相） ２００Ｖ　１５０μＦ 個

低圧進相コンデンサ（単相・３相） ２００Ｖ　２００μＦ 個

低圧進相コンデンサ（単相・３相） ２００Ｖ　２５０μＦ 個

分電盤（ステンレス鋼板）　扉錠鍵付 ５００×３５０×１８０ｍｍ　盤内機器共 面 441,000

分電盤（鋼板）　扉錠鍵付 ５００×３５０×１８０ｍｍ　盤内機器共 面 258,000

漏電遮断器 ６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ 個 11,000
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漏電遮断器 ６００Ｖ　３Ｐ　２００ＡＦ 個 20,000

漏電遮断器 ６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ 個 4,680

漏電遮断器 ６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ 個 5,640

１－１３－１１　外線・接地材

がいし（配電線用） 玉がいし　１００×１００ 個

がいし（配電線用） 高圧ピンがいし　普通形　大 個

がいし（配電線用） 高圧耐張がいし　普通形 個

がいし（配電線用） 低圧ピンがいし　大　立ピン 個

がいし（配電線用） 低圧ピンがいし　中　立ピン 個

がいし（配電線用） 低圧引留がいし　７５×６５ 個

コンクリートポール（ＮＴＴ通信） ７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ 本

コンクリートポール（電力仕様） １０ｍ末口１９ｃｍ  ３．５ｋＮ 本

コンクリート根かせ Ａ型（バンド付） 個

ステーブロック　ロッド付き Ｎｏ．１　５００×２５０ 個

丸形アース棒 Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ 本

軽腕金ＬＧＡ（電力規格品） 0.9　テ(低圧２線引通・引留) 本

軽腕金ＬＧＡ（電力規格品） 1.2　ト(低圧２線槍出・トンボ) 本

軽腕金ＬＧＡ（電力規格品） 1.5　テ(高圧３線引通・総槍出) 本

軽腕金ＬＧＡ（電力規格品） 1.8　テ(高圧３線引通・総槍出) 本

接地極銅板 ９００mm２×１．５ｔ黄銅ロウ付 枚

接地棒 １０φ×５００ｍｍ 本

接地棒用リード端子 Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００ 本

装柱金具 ＳＦＢＴ－１０（ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ） ｍ

装柱金具 ＳＬＳ－１(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ締付金具) 個

装柱金具 灯具取付用　４０ｍｍ 個 646

配電線用架線金具 銅線用引留ｸﾗﾝﾌﾟ 耐張碍子用　２２ｍｍ２ 個 1,800

配電線用架線金具 銅線用引留ｸﾗﾝﾌﾟ 耐張碍子用　３８ｍｍ２ 個

配電線用架線金具（Ｕボルト） １３×２２０ｍｍ 個

配電線用架線金具（巻付グリップ） シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２ 個

配電線用架線金具(丸型アームタイ) ２．３×２５×９４５（ｍｍ） 本

配電線用架線金具(高圧水切ｶﾊﾞｰ) 蓄力形ｺﾈｸﾀ用 100A 個

配電線用架線金具(高圧分岐ｶﾊﾞｰ) 蓄力形ｺﾈｸﾀ用 T1 2個用 個

配電線用架線金具（足場ボルト） ＣＰ用 本

配電線用架線金具(蓄力形コネクタ) ２２ｍｍ２ 個

配電線用架線金具(蓄力形コネクタ) ３８ｍｍ２ 個

配電線用架線金具（低圧ラック） 電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ） 個

配電用避雷器 ８．４ＫＶ　一般型 個 10,300

連結式接地棒 φ１０×１５００ｍｍ 本

連結式接地棒用リード端子 φ１０用　２２ｍｍ２×５００ 本

１－１３－１２　埋設標識シート

埋設標識シート １００ｍｍ×２０ｍ 巻 1,350

埋設標識シート 300mm×50m　2倍　水抜き穴なし 巻

埋設標識シート １５０ｍｍ×５０ｍ　シングル 巻

埋設標識シート ３００ｍｍ×５０ｍ　シングル 巻

埋設標識シート １５０ｍｍ×５０ｍ　ダブル 巻

１－１４　電線共同溝用資材

１－１４－１　電線共同溝用ハンドホール

ＳＷレス変圧器塔用ブロック ＮＨ 900×2000×1200 組 374,000

ＳＷレス変圧器塔用ブロック ＮＨ 900×2000×1200 壁厚200mm 組 624,000

ＳＷレス変圧器塔用ブロック NH特 900×2000×1200 開口部移動 組 388,000

ＳＷレス変圧器塔用入孔部ブロック ＮＬＢ 900×1400×1200 組 265,000

ＳＷレス変圧器塔用入孔部ブロック ＮＬＢ 900×1400×1200 壁厚200mm 組 444,000

ＳＷレス変圧器塔用入孔部ブロック NLB特 900×1400×1200 開口部移動 組 280,000

プレキャスト継壁 ＫＡ　1600×1900×150 枚 111,000

プレキャスト継壁 ＫＢ　1640×2300×150 枚 137,000
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プレキャスト継壁 ＫＴ　1100×1000×150 枚 65,000

開閉器塔用ブロック ＮＫ 900×1400×1200 組 275,000

開閉器塔用ブロック ＮＫ 900×1400×1200 壁厚200mm 組 452,000

開閉器塔用ブロック NK特 900×1400×1200 開口部移動 組 289,000

開閉器塔用入孔部ブロック ＮＬＳ 900×900×1200 組 187,000

開閉器塔用入孔部ブロック ＮＬＳ 900×900×1200 壁厚200mm 組 302,000

開閉器塔用入孔部ブロック NLS特 900×900×1200 開口部移動 組 201,000

取付ボックス ＴＢ　800×700×500 組 70,400

接続部ハンドホール Ａ　1200×1500×1500 組 431,000

接続部ハンドホール Ａ－Ｍ　1200×1500×1500 組 452,000

接続部ハンドホール Ｂ　1200×1900×1500 組 467,000

接続部ハンドホール ＢＣ　1200×1900×1500 組 497,000

接続部ハンドホール ＢＣ－Ｍ　1200×1900×1500 組 529,000

接続部ハンドホール ＢＨ　1200×1900×1500 組 484,000

接続部ハンドホール ＢＨ－Ｍ　1200×1900×1500 組 517,000

接続部ハンドホール ＢＬ　1200×1900×1500 組 482,000

接続部ハンドホール ＢＬ－Ｍ　1200×1900×1500 組 515,000

接続部ハンドホール Ｂ－Ｍ　1200×1900×1500 組 500,000

大容量変圧器塔ブロック ＤＮＨ 900×2200×1200 組 661,000

大容量変圧器塔ブロック ＤＮＨ 900×2200×1200 壁厚200mm 組 738,000

大容量変圧器塔ブロック DNH特 900×2200×1200 開口部移動 組 676,000

端板ブロック Ｔ 1220×140×1520 枚 80,500

端板ブロック Ｔ 1300×160×1600 壁厚200mm 枚 118,000

１－１４－２　ハンドホール関係資材

嵩上ブロック ＮＨ用　H=100 個 35,600

嵩上ブロック ＮＨ用　H=50 個 17,800

嵩上ブロック ＮＫ用　H=100 個 11,200

嵩上ブロック ＮＫ用　H=50 個 5,620

嵩上ブロック ＮＬＢ用　H=100 個 24,000

嵩上ブロック ＮＬＢ用　H=50 個 12,000

嵩上ブロック ＮＬＳ用　H=100 個 12,000

嵩上ブロック ＮＬＳ用　H=50 個 6,010

嵩上ブロック φ810　H=100 個 14,100

嵩上ブロック φ810　H=100　ステップ付 個 22,100

嵩上ブロック φ810　H=150 個 17,600

嵩上ブロック φ810　H=150　ステップ付 個 25,500

嵩上ブロック φ810　H=50　(4個1組） 組 13,900

地上機器用鉄蓋 710×1000 組 250,000

地上機器用鉄蓋 710×500 組 143,000

通信用支持受金物 Ａ　L=1391 組 9,300

通信用支持受金物 ＡＪ　L=1391 組 10,700

通信用支持受金物 Ｔ－Ｂ　L=1791 組 11,200

通信用支持受金物 Ｔ－ＢＪ　L=1791 組 12,800

通信用支持受金物 Ｔ－Ｋ　L=561 組 7,390

通信用受金物 L=200 個 2,990

通信用受金物 L=250 個 3,060

電線共同溝鉄蓋 φ810　車道用 組 241,000

電線共同溝鉄蓋 φ810　歩道用 組 220,000

電力用支持受金物 Ａ　L=1391 組 9,300

電力用支持受金物 ＡＪ　L=1391 組 10,700

電力用支持受金物 Ｅ－Ｂ１　L=1661 組 14,100

電力用支持受金物 Ｅ－Ｂ２　L=1111 組 10,700

電力用支持受金物 Ｅ－Ｂ３　L=561 組 7,390

電力用受金物 L=250 個 4,790

電力用受金物 L=300 個 4,980
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１－１４－３　多孔陶管

伸縮継手管 φ５４＋φ３２　８孔＋８孔用 組 13,100

多孔陶管 φ５４＋φ３２　８孔＋８孔　１５０Ｌ 組 1,500

多孔陶管 φ５４＋φ３２　８孔＋８孔　６００Ｌ 組 5,980

１－１４－４　電線共同溝用電線管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管 φ50　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 本 1,810

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管 φ75　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 本 2,200

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（MCCP管） φ100×5500　ｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ 本 29,300

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（MCCP管） φ100×5500　固定ﾀｲﾌﾟ 本 28,200

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（MCCP管） φ125×5500　ｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ 本 30,900

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（MCCP管） φ125×5500　固定ﾀｲﾌﾟ 本 29,700

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（MCCP管） φ50×5500　ｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ 本 13,800

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（MCCP管） φ50×5500　固定ﾀｲﾌﾟ 本 13,300

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（MCCP管） φ80×5500　ｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ 本 18,800

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（MCCP管） φ80×5500　固定ﾀｲﾌﾟ 本 17,900

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PL-PS管） φ100×5500 本 41,500

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PL-PS管） φ50×5500 本 22,600

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PL-PS管） φ75×5500 本 29,800

管枕（塩化ﾋﾞﾆﾙ管用） φ100　1A 個

管枕（塩化ﾋﾞﾆﾙ管用） φ150　1A 個

管枕（塩化ﾋﾞﾆﾙ管用） φ200 個 488

管枕（塩化ﾋﾞﾆﾙ管用） φ250 個 614

管枕（塩化ﾋﾞﾆﾙ管用） φ50　1A 個 222

管枕（塩化ﾋﾞﾆﾙ管用） φ75　1A 個 229

管枕（鋼管用） φ100　1A 個 320

管枕（鋼管用） φ125　1A 個 416

管枕（鋼管用） φ125　1B 個 550

管枕（鋼管用） φ125　2A 個 550

管枕（鋼管用） φ125　2B 個 660

管枕（鋼管用） φ125　3A 個 990

管枕（鋼管用） φ125　3B 個 1,220

管枕（鋼管用） φ150　1A 個 448

管枕（鋼管用） φ50　1A 個 176

管枕（鋼管用） φ80　1A 個 224

軽量鋼管（KP管） φ125　ﾍﾞﾝﾄﾞ管（90°800R） 本 15,200

軽量鋼管（KP管） φ125×4000 本 20,700

軽量鋼管（KP管） φ95　ﾍﾞﾝﾄﾞ管（90°800R） 本 12,300

軽量鋼管（KP管） φ95×4000 本 18,300

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（PV管） φ50　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 本 1,290

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（PV管） φ50×1000　曲管 本

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（PV管） φ50×5000　直管 本

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（PV管） φ75　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 本 1,650

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（PV管） φ75×1000　曲管 本

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（PV管） φ75×5000　直管 本

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（SUD II-V管） φ100　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 個

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（SUD II-V管） φ100×1000　曲管 本

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（SUD II-V管） φ100×5000　直管 本

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ﾌﾘｰｱｸｾｽV管） φ150　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 個

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ﾌﾘｰｱｸｾｽV管） φ150×1000　曲管 本

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ﾌﾘｰｱｸｾｽV管） φ150×5000　直管 本

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ﾎﾞﾃﾞｨｰV管） φ200　ｽﾗｲﾄﾞ管 本

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ﾎﾞﾃﾞｨｰV管） φ200　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 本

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ﾎﾞﾃﾞｨｰV管） φ200×1000　曲管 本

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ﾎﾞﾃﾞｨｰV管） φ200×2500　直管 本 11,400

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ﾎﾞﾃﾞｨｰV管） φ200×5000　直管 本
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硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ﾎﾞﾃﾞｨｰV管） φ250　ｽﾗｲﾄﾞ管 本

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ﾎﾞﾃﾞｨｰV管） φ250　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 本

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ﾎﾞﾃﾞｨｰV管） φ250×1000　曲管 本

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ﾎﾞﾃﾞｨｰV管） φ250×2500　直管 本 17,600

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ﾎﾞﾃﾞｨｰV管） φ250×5000　直管 本

１－１５　樹木・草花

１－１５－１　高木（常緑）

アラカシ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　３本以上 本 15,200

アラカシ Ｈ３．５　Ｃ０．１２　Ｗ０．８ 本 12,500

アラカシ Ｈ４．０　Ｃ０．１５　Ｗ０．９ 本 15,800

クスノキ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ０．８ 本

クスノキ Ｈ３．０　Ｃ０．２１　Ｗ１．０ 本 24,500

クスノキ Ｈ３．５　Ｃ０．１８　Ｗ０．８ 本

クスノキ Ｈ４．０　Ｃ０．２５　Ｗ１．２ 本

クスノキ Ｈ４．０　Ｃ０．３　Ｗ１．５ 本

クスノキ Ｈ４．０　Ｃ０．４　Ｗ１．８ 本

クロガネモチ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ０．８ 本

クロガネモチ Ｈ３．０　Ｃ０．１８　Ｗ１．０ 本

クロガネモチ Ｈ３．５　Ｃ０．２１　Ｗ１．０ 本

クロマツ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ１．５ 本 18,000

クロマツ Ｈ３．５　Ｃ０．２５　Ｗ１．８ 本

シラカシ Ｈ３．０　Ｃ０．１２　Ｗ０．７ 本

シラカシ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ０．８ 本

シラカシ Ｈ３．５　Ｃ０．１８　Ｗ１．０ 本

スダジイ（しいのき） Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ０．７ 本 13,800

スダジイ（しいのき） Ｈ３．５　Ｃ０．１８　Ｗ１．０ 本

ソヨゴ Ｈ３．０　Ｃ０．１２　Ｗ０．８ 本 19,800

ソヨゴ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ１．０ 本 30,200

タブノキ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ０．８ 本

タブノキ Ｈ３．０　Ｃ０．１８　Ｗ１．０ 本

タブノキ Ｈ３．０　Ｃ０．２１　Ｗ１．０ 本 27,000

マテバシイ Ｈ３．５　Ｃ０．１５　Ｗ１．０ 本

マテバシイ Ｈ３．５　Ｃ０．１８　Ｗ１．０ 本

モチノキ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ０．８ 本

ヤマモモ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ０．８ 本

ヤマモモ Ｈ３．０　Ｃ０．１８　Ｗ０．８ 本

ヤマモモ Ｈ３．０　Ｃ０．２１　Ｗ０．８ 本

ユズリハ Ｈ２．５　Ｃ０．１２　Ｗ１．０ 本

１－１５－２　高木（落葉）

アキニレ Ｈ３．５　Ｃ０．１５　Ｗ１．０ 本

アケボノスギ（メタセコイア） Ｈ３．５　Ｃ０．１５　Ｗ１．２ 本

アメリカフウ Ｈ３．５　Ｃ０．１５　Ｗ１．０ 本 17,800

アメリカフウ Ｈ３．５　Ｃ０．１８　Ｗ１．２ 本

イチョウ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ１．０ 本

イチョウ Ｈ３．５　Ｃ０．１８　Ｗ１．２ 本

ウメ（紅）　芝付 Ｈ２．５　Ｃ０．１５　Ｗ１．２ 本

ウメ（白）　芝付 Ｈ２．５　根元周０．１５　Ｗ１．２ 本

エゴノキ Ｈ３．０　Ｃ０．１２　３本以上 本

エゴノキ Ｈ３．５　Ｃ０．１５　４本以上 本

エンジュ Ｈ３．５　Ｃ０．１５　Ｗ１．２ 本

オオシマザクラ Ｈ３．０　Ｃ０．１２　Ｗ１．０ 本

オオシマザクラ Ｈ３．５　Ｃ０．１５　Ｗ１．２ 本

クヌギ Ｈ３．０　Ｃ０．１２　Ｗ０．８ 本

クヌギ Ｈ３．５　Ｃ０．１５　Ｗ１．２ 本

ケヤキ Ｈ４．０　Ｃ０．１５　Ｗ１．２ 本

42



【基本単価一覧表公表図書】 2021.10.1

名             称 規             格 単 位 単  価

ケヤキ Ｈ４．５　Ｃ０．１８　Ｗ１．５ 本

ケヤキ Ｈ５．０　Ｃ０．２１　Ｗ１．５ 本

ケヤキ Ｈ６．０　Ｃ０．３　Ｗ２．５ 本

ケヤキ Ｈ６．０　Ｃ０．４　Ｗ３．０ 本

ケヤキ「ムサシノ」 Ｈ４．０　Ｃ０．１８　Ｗ０．７ 本 21,100

コナラ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ０．８ 本 11,200

コナラ Ｈ３．０　Ｃ０．１８　３本以上 本 18,700

コヒガンザクラ Ｈ３．０　Ｃ０．１２　Ｗ０．８ 本 12,500

コブシ Ｈ３．０　Ｃ０．１２　Ｗ１．０ 本

コブシ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ１．２ 本

コブシ Ｈ３．５　Ｃ０．１８　Ｗ１．２ 本

サトザクラ Ｈ３．０　Ｃ０．１２　Ｗ０．８ 本

サトザクラ Ｈ３．５　Ｃ０．１５　Ｗ１．０ 本

サルスベリ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ１．２ 本

シダレヤナギ Ｈ３．５　Ｃ０．１８ 本

ジダレヤナギ Ｈ３．０　Ｃ０．１５ 本

シデコブシ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ１．０ 本 22,800

シャラノキ Ｈ３．０　Ｃ０．１　３本以上 本 9,800

シンジュ Ｈ４．０　Ｃ０．１８　Ｗ１．２ 本 22,000

ソメイヨシノ Ｈ３．０　Ｃ０．１２　Ｗ１．０ 本

ソメイヨシノ Ｈ３．５　Ｃ０．１５　Ｗ１．２ 本

ソメイヨシノ Ｈ３．５　Ｃ０．１８　Ｗ１．５ 本

トウカエデ Ｈ３．５　Ｃ０．１５　Ｗ１．２ 本

トウカエデ Ｈ３．５　Ｃ０．１８　Ｗ１．５ 本

ナンキンハゼ Ｈ３．５　Ｃ０．１５　Ｗ１．０ 本

ナンキンハゼ Ｈ３．５　Ｃ０．１８　Ｗ１．２ 本

ネムノキ Ｈ３．０　Ｃ０．１２　Ｗ０．８ 本 13,500

ハクモクレン Ｈ３．０　Ｃ０．１２　Ｗ１．０ 本

ハクモクレン Ｈ３．５　Ｃ０．１８　Ｗ１．５ 本

ハナノキ Ｈ３．５　Ｃ０．１５　Ｗ０．８ 本 18,000

ハナノキ Ｈ４．０　Ｃ０．１８　Ｗ１．２ 本 24,600

ハナミズキ（赤） Ｈ３．０　Ｃ０．１２　Ｗ１．０ 本

ハナミズキ（赤） Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ１．０ 本

ハナミズキ（白） Ｈ２．５　Ｃ０．１　Ｗ０．６ 本

ハナミズキ（白） Ｈ３．０　Ｃ０．１２　Ｗ１．０ 本

ハナミズキ（白） Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ１．０ 本

ヒトツバタゴ Ｈ３．５　Ｃ０．１５　Ｗ１．０ 本 25,000

フジ Ｃ０．１２ 本

ヤマザクラ Ｈ３．５　Ｃ０．１５　Ｗ１．０ 本

ヤマモミジ Ｈ２．５　Ｃ０．１２　Ｗ１．０ 本

ヤマモミジ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ１．２ 本

ユリノキ Ｈ４．０　Ｃ０．１８　Ｗ１．２ 本

ヤマボウシ Ｈ３．０　Ｃ０．１５　Ｗ１．５ 本

ヤマボウシ Ｈ３．５　Ｃ０．１８　Ｗ１．５ 本

ヤマボウシ Ｈ２．５　Ｃ０．１０　Ｗ１．０ 本

１－１５－３　中木（常緑）

イヌマキ Ｈ１．８　Ｗ０．４ 本

ウバメガシ Ｈ１．５　Ｗ０．４ 本

ウバメガシ Ｈ２．０　Ｗ０．６ 本

オトメツバキ Ｈ１．５　Ｗ０．４ 本

オトメツバキ Ｈ１．８　Ｗ０．６ 本

カイズカイブキ Ｈ１．８　Ｗ０．３ 本

カイズカイブキ Ｈ２．０　Ｗ０．３ 本

カクレミノ Ｈ１．５　Ｗ０．５ 本

カクレミノ Ｈ２．０　Ｗ０．６ 本
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キンモクセイ Ｈ１．８　Ｗ０．５ 本

キンモクセイ Ｈ２．０　Ｗ０．６ 本

サザンカ Ｈ１．８　Ｗ０．４ 本

サザンカ Ｈ２．０　Ｗ０．５ 本

サザンカ Ｈ２．５　Ｗ０．７ 本

スマラグ Ｈ１．８ 本 8,000

タイサンボク Ｈ２．５　Ｗ０．８ 本

チャボヒバ Ｈ１．８　Ｗ０．３ 本

ネズミモチ Ｈ１．８　Ｗ０．５ 本

ヒイラギモクセイ Ｈ１．８　Ｗ０．６ 本

ヒイラギモクセイ Ｈ２．０　Ｗ０．７ 本

モッコク Ｈ１．８　Ｗ０．６ 本 6,900

モッコク Ｈ２．０　Ｗ０．６ 本

ヤマツバキ Ｈ１．８　Ｗ０．５ 本

ヤマツバキ Ｈ２．０　Ｗ０．６ 本

１－１５－４　中木（落葉）

シモクレン Ｈ２．０　Ｗ０．６ 本

ハナズオウ Ｈ１．５　Ｗ０．６ 本

ハナミズキ（白） Ｈ２．０　Ｗ０．５ 本

マンサク Ｈ２．０　Ｗ０．６ 本

ムクゲ Ｈ１．８　Ｗ０．５ 本

ムクゲ Ｈ２．０　Ｗ０．６ 本

１－１５－５　低木（常緑）

アオキ Ｈ０．４　Ｗ０．３ 本

アオキ Ｈ０．５　Ｗ０．３ 本

アセビ Ｈ０．４　Ｗ０．２５ 本

アセビ Ｈ０．５　Ｗ０．３ 本

アベリア Ｈ０．５　Ｗ０．３ 本

アベリア Ｈ０．６　Ｗ０．４ 本

アベリア・エドワードゴーチャ Ｈ０．４　Ｗ０．４ 本 720

アベリア・フランシスメイソン Ｈ０．４　Ｗ０．３ 本 790

イヌツゲ Ｈ０．５　Ｗ０．２ 本

オオムラサキツツジ Ｈ０．４　Ｗ０．４ 本

オオムラサキツツジ Ｈ０．５　Ｗ０．５ 本

カルミア Ｈ０．４５ 本 1,400

カンツバキ Ｈ０．３　Ｗ０．３ 本

カンツバキ Ｈ０．４　Ｗ０．５ 本

キャラボク Ｈ０．３　Ｗ０．３ 本 930

キャラボク Ｈ０．４　Ｗ０．４５ 本 1,400

キリシマツツジ Ｈ０．４　Ｗ０．３ 本

キンメツゲ Ｈ０．５　Ｗ０．２ 本

クチナシ Ｈ０．５　Ｗ０．３ 本

クチナシ Ｈ０．６　Ｗ０．４ 本

グミ「ギルトエッジ」 Ｈ０．５　Ｗ０．３ 本 1,100

クルメツツジ Ｈ０．５　Ｗ０．４ 本

サツキツツジ Ｈ０．３　Ｗ０．４ 本

サツキツツジ Ｈ０．４　Ｗ０．５ 本

シャリンバイ（立性） Ｈ０．４　Ｗ０．３ 本

シャリンバイ（立性） Ｈ０．５　Ｗ０．４ 本

シャリンバイ（立性） Ｈ０．６　Ｗ０．５ 本

ジンチョウゲ Ｈ０．４　Ｗ０．３ 本

ジンチョウゲ Ｈ０．５　Ｗ０．４ 本

トベラ Ｈ０．４　Ｗ０．３ 本

トベラ Ｈ０．５　Ｗ０．４ 本

ナンテン Ｈ０．３　Ｗ０．２ 本
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ナンテン Ｈ０．８　３本以上 本 1,000

ハイビャクシン Ｌ０．５ 本

ハクチョウゲ Ｈ０．４　Ｗ０．２ 本

ハクチョウゲ Ｈ０．５　Ｗ０．３ 本

ハマヒサカキ Ｈ０．３ 本

ハマヒサカキ Ｈ０．５　Ｗ０．４ 本

ヒイラギナンテン Ｈ０．４　２本以上 本

ヒイラギナンテン Ｈ０．５　２本以上 本

ヒペリカム・ヒデコート Ｈ０．４　Ｗ０．３ 本

ヒペリカム・ヒデコート Ｈ０．５　Ｗ０．３ 本

ビョウヤナギ Ｈ０．３　Ｗ０．２ 本

ビョウヤナギ Ｈ０．４　Ｗ０．３ 本

ヒラドツツジ Ｈ０．３　Ｗ０．３ 本

ヒラドツツジ Ｈ０．４　Ｗ０．４ 本

ヒラドツツジ Ｈ０．５　Ｗ０．５ 本

ヒラドツツジ Ｈ０．６　Ｗ０．６ 本

ベニバナトキワマンサク Ｈ０．４　Ｗ０．３ 本 880

ボックスウッド Ｈ０．４　Ｗ０．２ 本

ボックスウッド Ｈ０．６　Ｗ０．３ 本

マメツゲ Ｈ０．３　Ｗ０．３ 本 550

マメツゲ Ｈ０．５　Ｗ０．４ 本

ヤエクチナシ Ｈ０．４　Ｗ０．２５ 本

１－１５－６　低木（落葉）

アジサイ Ｈ０．３　２本立以上 本

アジサイ Ｈ０．４　２本立以上 本

アジサイ Ｈ０．５　３本立以上 本

コデマリ Ｈ０．５　３本以上 本

シモツケ Ｈ０．４　２本立以上 本

シモツケ Ｈ０．５　３本以上 本

ドウダンツツジ Ｈ０．４　Ｗ０．２ 本

ドウダンツツジ Ｈ０．６　Ｗ０．３ 本

ニシキギ Ｈ０．５　Ｗ０．３ 本

ニシキギ Ｈ０．６　Ｗ０．４ 本

ハギ Ｈ０．６　３芽 本 460

ハコネウツギ Ｈ０．４　２本立以上 本

ハコネウツギ Ｈ０．５　３本以上 本

ヒュウガミズキ Ｈ０．５　Ｗ０．３ 本

ビョウヤナギ Ｈ０．５　Ｗ０．４ 本

ボケ Ｈ０．５　Ｗ０．３ 本

ムラサキシキブ Ｈ０．８　Ｗ０．４ 本 800

ヤマブキ Ｈ０．５　３本立以上 本

ユキヤナギ Ｈ０．４　２本立以上 本

ユキヤナギ Ｈ０．５　３本立以上 本

レンギョウ Ｈ０．５　２本以上 本

１－１５－７　生垣

アラカシ Ｈ１．２　Ｗ０．３ 本

イヌマキ Ｈ１．２　Ｗ０．２ 本

ウバメガシ Ｈ１．２　Ｗ０．３ 本

カイズカイブキ Ｈ１．２　Ｗ０．２ 本

カナメモチ Ｈ１．２　Ｗ０．３ 本

サザンカ Ｈ１．２　Ｗ０．２ 本

ネズミモチ Ｈ１．２　Ｗ０．３ 本

フイリヒイラギ Ｈ１．２　Ｗ０．３ 本 3,000

マサキ Ｈ１．２　Ｗ０．３ 本

レッドロビン Ｈ１．２　Ｗ０．３ 本

45



【基本単価一覧表公表図書】 2021.10.1

名             称 規             格 単 位 単  価

１－１５－８　地被植物（木草本類）

アークトセカ 10.5cmポット仕立 鉢 390

アガパンサス １球入 鉢

アジュガ ３芽立 鉢

アベリア・コンフェティー 10.5cmポット仕立 鉢 520

アベリアエドワードゴーチャ Ｈ０．２ 鉢

オオバジャノヒゲ ３芽立 鉢

オタフクナンテン Ｈ０．２　10.5cmポット仕立 鉢 450

ガウラ 9cmポット仕立 鉢 330

ガザニア（リーゲンス） 9cmポット仕立 鉢 310

ガザニア「ガザニアン･クイーン」 9cmポット仕立 鉢 580

キチジョウソウ Ｈ０．１　３芽立 鉢

ギボウシ １芽立 鉢

クレマチス １芽立 鉢 490

コクチナシ Ｈ０．１５　Ｗ０．２　；１６鉢／ｍ２ 鉢 320

コバノランタナ 9cmポット仕立 鉢 340

シバザクラ（オータムローズ） ３芽立 鉢

シャガ ３芽立 鉢

ジャノヒゲ ３芽立 鉢 130

シラン １球入 鉢

スイセン １球入 鉢

セイヨウイワナンテンレインボー Ｈ０．１５ 鉢

ゼフィランサス（ピンク） ３球入 鉢 310

ダイアンサス「ライオンロック」 9cmポット仕立 鉢 310

タマスダレ ３芽立 鉢

タマリュウ ３芽立 鉢 90

ツワブキ Ｈ０．１　３枚葉 鉢

ドイツスズラン ３芽立 鉢

ナツユキカズラ Ｌ０．２ 鉢 480

ハイビャクシン Ｌ０．３ 鉢

バコパ 9cmポット仕立 鉢 310

ハナニラ ３球入 鉢

バラ ハイブリッド系　２年物 鉢 1,900

ヒガンバナ １球入 鉢

ヒペリカムカリシナム ３芽立 鉢

ヒペリカムヒデコート ３芽立 鉢

ヒマラヤユキノシタ ３枚葉 鉢 390

ヒメシャガ ３芽立 鉢

フィリフェラオーレア Ｈ０．２ 鉢

フイリヤブラン ３芽立 鉢

フッキソウ Ｈ０．１２　３芽立 鉢

ヘメロカリス １芽立 鉢

ポテンチラ Ｗ０．１ 鉢

マツバギク ３芽立 鉢

メキシコマンネングサ 鉢 200

ヤブコウジ ３芽立 鉢

ヤブラン Ｈ０．１　３芽立 鉢

ラミューム ３芽立 鉢

ローズマリー ほふく性　１本立　ポット仕立 鉢 320

ローズマリー 立性　１本立　ポット仕立 鉢 320

ロニセラニチダ Ｈ０．２ 鉢

宿根バーベナ ３芽立　9cmポット仕立 鉢

耐寒性マツバギク 10.5cmポット仕立 鉢 200

１－１５－９　地被植物（つる性類）

アメリカツルマサキ ３芽立 鉢
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イタビカズラ Ｌ０．２ 鉢 250

オオイタビ Ｌ０．１ 鉢

カロライナジャスミン Ｌ０．２ 鉢

キズタ Ｌ０．２ 鉢

コトネアスター Ｌ０．３ 鉢

スイカズラ Ｌ０．３ 鉢

ツキヌキニンドウ Ｌ０．３ 鉢

ツルマサキ Ｌ０．３ 鉢

テイカカズラ Ｌ０．３ 鉢

ナツヅタ 根元径２ｍｍ 鉢

ニシキテイカ Ｌ０．３ 鉢

ハツユキカズラ Ｌ０．１　9cmポット仕立 鉢 310

ハナツルソウ 9cmポット仕立 鉢 290

ビグノニア Ｌ０．２ 鉢

ビナンガズラ Ｌ０．３ 鉢

ヒメツルソバ 9cmポット仕立 鉢 290

ビンカミノール ３芽立 鉢

ヘデラ・カナリエンシス Ｌ０．１５　３本立 鉢

ヘデラ・グレーシャー Ｌ０．３ 鉢

ヘデラ・ゴールドハート Ｌ０．３ 鉢

ヘデラ・コルシカ Ｌ０．２ 鉢

ヘデラ・バリエガータ Ｌ０．３ 鉢 430

ヘデラ・ヘリックス Ｌ０．１５　３本立 鉢

ムベ Ｌ０．３ 鉢

１－１５－１０　地被植物（笹類）

オカメザサ ３芽立　ﾎﾟｯﾄ仕立　；１６鉢／ｍ２ 鉢

クマザサ ３芽立　ﾎﾟｯﾄ仕立　；２５鉢／ｍ２ 鉢

コグマザサ ３芽立　ﾎﾟｯﾄ仕立　；２５鉢／ｍ２ 鉢

１－１５－１１　草花

アゲラタム 9cmポリポット仕立 開花株 株 180

アフリカンマリーゴールド゛ 草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 開花株 株 200

アリッサム 9cmポット仕立、開花株 株 180

インパチェンス 9cmポリポット仕立、開花株 株 190

ガザニア 9cmポリポット仕立 開花株 株 220

カンナ 2芽以上 株 520

キンギョソウ 10.5cmポリポット仕立 開花株  矮性種 株 180

キンセンカ 草丈10cm以上 開花株 株 190

クリサンセマム・ノースポール 9cmポリポット仕立 開花株 株 200

クリサンセマム・ムルチコール 9cmポリポット仕立 開花株 株 200

ケイトウ 草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 開花株 株 200

コギク 草丈15cm以上 幅15cm以上 株 490

コスモス 混合、9cmポット仕立、草丈15cm以上 株 240

コリウス 草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 株 200

サルビア 草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 開花株 株 180

サルビア・ファリナセア ポット仕立、草丈15cm以上　開花株 株 200

ジニア 草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 矮性種 株 200

ジニア・リネアリス 9cmポット仕立、開花株 株 190

シロタエギク ポット仕立、草丈20cm以上 株 300

ストック 9cmポリポット仕立 開花株 矮性種 株 200

スプレーギク 草丈15cm以上 幅15cm以上 12cmプラ鉢仕立 株 640

ゼラニューム 12cmポリポット仕立 草丈15cm以上開花株 株 430

センニチコウ 矮性種 9cmポリポット仕立 開花株 株 200

ダイアンサス・テルスター 草丈10cm以上 9cmポリポット仕立 開花株 株 270

ダリア 種子物 10.5cmポリポット仕立  開花株 株 240

チューリップ 12cmポリポット仕立 株 220
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デージー 草丈10cm以上 9cmポリポット仕立 開花株 株 190

テランセラ 草丈7cm以上 株 200

トレニア 草丈10cm以上 9cmポリポット仕立 開花株 株 190

ナノハナ 9cmポリポット仕立 株 210

ナンテン 高さ10cm以上 株 420

ニチニチソウ 草丈10cm以上、9cmポリポット仕立、開花株 株 190

ノボタン 草丈20cm以上 12cmポット仕立 開花株 株 480

ハイビスカス 高さ15cm以上 12cmポリポット仕立 株 520

パキスタキス 草丈15cm以上 12cmプラ鉢仕立 株 400

ハゲイトウ 草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 株 210

ハナスベリヒユ 幅15cm以上 9cmポリポット仕立 開花株 株 190

ハボタン 9cmポット仕立、矮化剤処理 株 210

ハボタン 径20cm以上 株 400

パンジー 9cmポリポット仕立、開花株 株 160

ビオラ 草丈8cm以上 9cmポリポット仕立 開花株 株 160

ビジョザクラ 9cmポリポット仕立、開花株 株 250

ヒメビジョザクラ 9cmポリポット仕立 幅15cm以上 株 220

プリムラ・ポリアンサ 9cmポリポット仕立、開花株 株 250

プリムラ・マラコイデス 草丈10cm以上 9cmポリポット仕立 開花株 株 230

フレンチマリーゴールド 草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 開花株 株 190

ベゴニヤ・センパーフローレンス 草丈10cm以上 幅10cm以上 9cmポリポット 株 210

ペチュニア 9cmポリポット仕立、開花株 株 180

ヘリクリサム・ペティオラレ ポット仕立、葉張15cm以上 株 290

ペンタス 9cmポット仕立　開花株　１年草 株 240

ポットマム 草丈20cm以上 15cmプラ鉢仕立 株 630

マーガレット 草丈10cm以上 9cmポリポット仕立 株 250

マツバギク 草丈10cm以上 株 200

マツバボタン 草丈10cm以上 幅10cm以上 9cmポリポット 株 220

メランポジューム 9cmポット仕立、開花株 株 190

ユーリオプスデージー 開花株 10.5cmポット仕立、草丈20cm以上 株 330

一才サルスベリ 12cm鉢仕立、草丈10cm 株 620

１－１６　緑化資材

１－１６－１　芝・芝串・人工芝

高麗芝 ｍ２

芝串 １００本束 束

野芝 半土付き ｍ２

１－１６－２　造園材

しゅろなわ 赤　径３×２０ｍ／束 束

わら縄 径７．５～１２ｍｍ ｋｇ

真竹 周り１２ｃｍ　１４本／束 本

杉皮 ｍ２

防根シート（ポリエステル長繊維不織布） Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ２５ｍ　専用テープ別途 本 133,000

防根シート（ポリプロピレン布） Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ２０ｍ 本

防根シート（抑制剤付不織布） Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ３０ｍ 本

１－１６－３　肥料・土壌改良材等

バーク堆肥 ｋｇ

バーミキュライト Ｌ 22

パーライト 黒曜石系　４～２５ｍｍ Ｌ

ピートモス 石灰調整済 （ＰＨ７） Ｌ

化成肥料 Ｎ：Ｐ：Ｋ＝６：４：３ ｋｇ

緩効性化成肥料 （大）Ｎ：Ｐ：Ｋ＝２３：２：０ ｋｇ

緩効性粒状化成肥料 Ｎ：Ｐ：Ｋ：Ｍｇ＝１０：１０：１０：１ ｋｇ

苦土石灰 ｋｇ 27

固形肥料 （大）Ｎ：Ｐ：Ｋ＝３：６：４ ｋｇ

固形肥料 （大）Ｎ：Ｐ：Ｋ＝６：４：３ ｋｇ
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芝用化成肥料 Ｎ：Ｐ：Ｋ＝６：５：３ ｋｇ

発酵けいふん ｋｇ

普通化成肥料 Ｎ：Ｐ：Ｋ＝８：８：８ ｋｇ

保水材 珪藻土系 ｋｇ

油粕 ｋｇ

粒状固形肥料 Ｎ：Ｐ：Ｋ＝６：４：３ ｋｇ

団粒化促進剤 ｋｇ 549

土壌中和剤 炭酸カルシウム ｋｇ 16

１－１６－４　樹木用薬剤等

殺菌液；（樹木管理単契用） ｍ３ 2,420

殺菌剤 イプロジオン水和剤 ｋｇ 10,400

殺菌剤 チオファネートメチル水和剤 ｋｇ 4,350

殺菌剤 石灰硫黄合剤 Ｌ 140

殺虫液；（樹木管理単契用） ＢＴ水和剤＋展着剤 ｍ３ 7,150

殺虫剤 ＢＴ水和剤 ｋｇ 8,710

殺虫剤 ＭＥＰ乳剤５０ Ｌ

殺虫剤 アセフェート剤（打込み型） 個

殺虫剤 アセフェート粒剤 ｋｇ 850

殺虫剤 エトフェンプロックス乳剤 Ｌ 8,650

殺虫剤 ジノテフラン水溶剤 ｋｇ 7,990

殺虫剤 クロマフェノジド水溶剤 Ｌ 6,850

芝生用除草剤 トリクロピル液剤 Ｌ 8,600

除草剤用展着剤 Ｌ 2,100

松枯れ防止注入殺虫剤 酒石酸モランテル液剤 本 2,120

展着剤 Ｌ 740

発根促進剤 樹幹注入液 Ｌ

裸地用除草剤 グルホシネート液剤 Ｌ 3,640

１－１６－５　樹木名板

支柱プレート ６０×４０×０．４ｍｍ アルミ板(文字書込 枚 760

名板 Ａ　ポリエチレン系樹脂板 １８０×１２０×３ｍｍ 枚 740

名板 Ｂ　ポリエチレン系樹脂板 ２４０×８０×３ｍｍ柱φ１６×５００ｍｍ 枚 1,570

名板 Ｃ　特殊強化塩ビ板 １５２×９８×２ｍｍ柱１５×１５×６００ 枚 2,250

名板 Ｄ　特殊強化塩ビ板 １５２×９８×２ｍｍ 枚 1,200

１－１６－６　灌水用資材

スプリンクラーヘッドノズルアダプター φ１５ 個 2,250

ドリップチューブ φ１６もしくはφ１７ ｍ

減圧弁 φ２０、一次圧1.6MPa相当 個 36,000

減圧弁 φ２５、一次圧1.6MPa相当 個 40,200

電磁弁 φ２０、ＤＣ２４Ｖ 個 37,000

電磁弁 φ２５、ＤＣ２４Ｖ 個 39,200

１－１７　公園施設用資材

１－１７－１　遊具

シングルブランコ（ＳＵＳ仕様） かご含む JPFA-SP-S:2014 基 241,000

シングルブランコ用境界柵 角型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2014 組 89,600

シングルブランコ用境界柵 R型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2014 組 84,800

２連ブランコ（ＳＵＳ仕様） 乗板含む　JPFA-SP-S:2014 基 444,000

２連ブランコ用境界柵 Ｒ型片面　地際補強　JPFA-SP-S:2014 組 94,000

２連ブランコ用境界柵 角型片面　地際補強　JPFA-SP-S:2014 組 105,000

４連ブランコ（ＳＵＳ仕様） 乗板含む　JPFA-SP-S:2014 基 719,000

４連ブランコ用境界柵 Ｒ型片面　地際補強　JPFA-SP-S:2014 組 110,000

４連ブランコ用境界柵 角型片面　地際補強　JPFA-SP-S:2014 組 124,000

うんてい JPFA-SP-S:2014 基 322,000

グローブジャングル（ＳＵＳ仕様） JPFA-SP-S:2014 基 576,000

シーソー（ＳＵＳ仕様） 古タイヤ含む　JPFA-SP-S:2014 基 279,000

スプリング遊具 Ｂ’にわとり 基 123,000
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ロッキング遊具 Ａ ヒコーキ 基 168,000

ロッキング遊具 B　船 基 181,000

ロッキング遊具 C　クルマ 基 181,000

ロッキング遊具 D　クジャク 基 181,000

ロッキング遊具 A’　いもむし（青） 基 97,500

ロッキング遊具 B’　いもむし（黄） 基 97,500

ロッキング遊具 C’　パンダ 基 128,000

ロッキング遊具 D’　ライオン 基 128,000

ロッキングシーソー A　カバ・ゾウ 基 319,000

ロッキングシーソー B　シロクマ・イルカ 基 319,000

すべり台（ＳＵＳ仕様） JPFA-SP-S:2014 基 877,000

円形ジャングルジム JPFA-SP-S:2014 基 632,000

高鉄棒（ＳＵＳ仕様） JPFA-SP-S:2014 基 361,000

子供ハウス 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟﾈﾙ 基 450,000

低鉄棒（ＳＵＳ仕様） JPFA-SP-S:2014 基 147,000

幼児ハウス ＰＥパネル 基 499,000

幼児用２連ブランコ（ＳＵＳ仕様） かご含む　JPFA-SP-S:2014 基 432,000

１－１７－２　遊具修繕用資材

４連ブランコ用境界柵（旧タイプ） 角型　1ｺｰﾅｰ分　塗装共 ｺｰﾅｰ 38,400

グリース 汎用　転がり軸受け ｋｇ

グローブジャングル部材 パイプ　φ27.2　L=500　塗装共 本 1,520

グローブジャングル部材 フレ止 個 7,120

グローブジャングル部材 回転部　塗装共 基 304,000

シーソー部材　スプリング PL60×6　塗装共 個 6,560

シーソー部材　ハンドル φ16　PL120×50×6　塗装共 個 7,360

シーソー部材　山形鋼 1000×50×50×4　塗装共 本 3,120

シーソー部材　軸受金具 鋳鉄製　塗装共 個 6,640

シーソー部材　檜厚板（１等） 3900～4000×180×75　防腐､塗装共 枚 59,200

スプリング遊具部材　ステップ ナイロン樹脂　金具共 個 4,000

スプリング遊具部材　スプリング部 金具共 組 76,800

スプリング遊具部材　パイプ取手 鋼管入ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　金具共 本 15,500

スプリング遊具部材　座板(Y字型) 合成樹脂板 枚 28,000

スプリング遊具部材　座板(T字型) 合成樹脂板 枚 40,800

スプリング遊具部材　座板(四角型) 合成樹脂板 枚 31,200

スプリング遊具部材　座板(扇型) 合成樹脂板 枚 35,800

スプリング遊具部材　樹脂取手 ナイロン樹脂　金具共 個 7,490

すべり台部材　階段部 鉄製　塗装共 組 144,000

すべり台部材　滑走部(SUS304) 厚2mm　滑走部酸洗い仕上　塗装共 組 232,000

すべり台部材　山形鋼 40×40×3　塗装共 ｍ 3,200

すべり台部材　床用鋼板（縞鋼板） 700×700×4.5　塗装共 枚 10,000

チェンネットクライム部材 チェンネット　塗装共 枚 231,000

チェンネットクライム部材 ﾌｯｸﾎﾞﾙﾄ　φ9　L=60.5　塗装共 本 720

バスケットゴールネット 化学繊維製　協会非検定品 枚 1,440

ブランコ部材　鉄鎖 φ8mm ｍ 2,100

ブランコ部材　幼児用かご 前方Ｔ型固定タイプ　JPFA-SP-S:2014 個 25,500

ブランコ部材　回転軸 鋳鉄製・吊金具を含む　塗装共 個 19,200

ブランコ部材　乗板 衝撃吸収型　JPFA-SP-S:2014 枚 23,200

ブランコ部材　ステンレスチェーン φ8ｍｍ ｍ 3,440

ブランコ用境界柵部材　継手部鋳物 Ｙ、Ｔ、Ｌ部共通　金具・塗装共 個 5,600

ロープウェイ遊具部材　 スライドボックス 個 102,000

ロープウェイ遊具部材　 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ及び付属品　φ9×20m用 式 103,000

ロープウェイ遊具部材　 吊り下げロープ 本 40,800

転落防止用ネット クレモナロープ　φ16×#50mm ｍ２ 12,800

１－１７－３　サービス施設

シェルター Ｅ 基 1,120,000
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スツール 磁器　絵柄・文字含む 基 41,600

テーブル Ｄ　木部防腐剤加圧注入処理品 基 153,000

パーゴラ 3000×3000　角柱 基 595,000

パーゴラ 3000×3000　丸柱 基 690,000

パーゴラ屋根 Ａ ｍ 96,800

パーゴラ屋根 Ｂ ｍ 63,200

パーゴラ屋根 Ｃ ｍ 76,000

パーゴラ柱 Ａ 基 117,000

パーゴラ柱 Ｂ 基 84,800

パーゴラ柱 Ｃ 基 93,600

ベンチ　Ａ L=1800　桧材防腐処理 基 64,000

ベンチ　Ｂ－１ L=1200　桧材防腐処理 基 50,500

ベンチ　Ｂ－２ L=1800　桧材防腐処理 基 63,100

ベンチ　Ｂ’－１ L=1200　再生木材品 基 68,000

ベンチ　Ｂ’－２ L=1800　再生木材品 基 79,200

ベンチ　Ｃ’ L=1500　背・肘掛け　再生木材品 基 153,000

ベンチ　Ｄ L=1200　桧材防腐処理 基 39,300

ベンチ　Ｆ’－１ L=1400　背・肘掛け　再生木材品 基 127,000

ベンチ　Ｆ’－２ L=2200　背・肘掛け　再生木材品 基 165,000

ベンチ　Ｆ－１ L=1400　背・肘掛け　桧材防腐処理 基 95,200

ベンチ　Ｆ－２ L=2200　背・肘掛け　桧材防腐処理 基 152,000

ベンチ　Ｇ L=1500　背・肘掛け　再生木材品 基 161,000

縁台 Ａ　1500×1470　木部防腐剤加圧注入処理品 基 280,000

縁台 Ａ’　1500×1470　再生木材品 基 320,000

１－１７－４　サービス施設修繕用資材

サークルベンチ用桧板 厚40mm内外　防腐剤加圧注入処理品 枚 2,100

ベンチ・テーブル用檜板（１等） 1200×150×60　防腐処理　塗装共 枚 6,400

ベンチ肘掛け ベンチＢ用 個 16,000

ベンチ肘掛け ベンチＣ用 個 18,000

ベンチ用再生木材板 1200×90×40 枚 9,000

ベンチ用再生木材板 1800×90×40 枚 9,000

ベンチ用再生木材座板 1500×91×44 枚 7,600

ベンチ用檜厚板（１等） 1800×210×100　防腐処理　塗装共 枚 30,600

ベンチ用檜板（１等） 1200×90×40　防腐処理　塗装共 枚 4,080

ベンチ用檜板（１等） 1800×90×40　防腐処理　塗装共 枚 6,160

ベンチ用檜板（１等） 3600×90×40　防腐処理　塗装共 枚 11,600

１－１７－５　公園用時計

バッテリー ﾆｯｹﾙｶﾄﾞﾐｳﾑ蓄電池 3.6V 3.5AH 組 15,000

時計機構部 φ７００ 片面用 個 12,000

太陽電池式時計塔 片面式　丸型　径700　DC3.6V　30秒有極式 基 380,000

太陽電池式時計塔 両面式、丸型、径700、DC3.6V、30秒有極 基 495,000

太陽電池受光部 個 33,000

電波時計 φ５００　取付金具込 個 150,000

１－１７－６　公園管理施設

ブルーシート １８００×１８００ 枚 270

ポリエチレンロープ φ14、ﾜｲﾔｰ入、黒、３本より ｍ 560

案内板（耐衝撃性プラスチック板） 1000×750×5mm　文字書込含む 枚 45,500

器具庫 木製、アンカーボルト共 基 126,000

器具庫ふた ﾗﾜﾝ合板 1820×910×12 完全耐水 R面取 掛具･丁番･塗装共 枚 49,000

器具庫天板 ﾗﾜﾝ合板 1820×910×12 完全耐水 R面取 塗装別途 枚 8,400

擬木支柱（再生プラスチック製） φ100×1200、１穴 本 3,240

擬木支柱（再生プラスチック製） φ100×1200、穴加工、M16×220ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ共 本 4,050

手すり（ステンレス製） 公園階段用、H=800mm、１段 ｍ 15,600

手すり（ステンレス製） 公園階段用、H=850mm、２段 ｍ 24,800

案内柱 △200,H=800 本 144,000
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案内柱Ｃ用ﾌﾟﾚｰﾄ 70×200、t=3 枚 1,680

案内柱Ｄ 45×45×600 本 1,680

ガードフェンス H1800×W1800mm 枚 4,900

ガードフェンス H1200×W1800mm 枚 3,700

１－１７－７　公園管理用薬剤等

殺菌剤 ﾄﾘｸﾛﾛｲｿｼｱﾇﾙ酸錠剤　15g×20錠入 包 405

殺菌剤 次亜塩素酸ソーダ１２％溶液 ｋｇ 125

表層安定剤 塩化カルシウム ｋｇ

表層安定剤 塩化マグネシウム ｋｇ

無機凝集剤 ポリ塩化アルミニウム１０％溶液 Ｌ

水景用滅菌薬剤(錠剤) 次亜塩素酸ｶﾙｼｳﾑ20g(含有有効塩素70%以上) ｋｇ 550

１－１８　公園給排水用資材

１－１８－１　水飲み

水飲水栓 １３立形 個

水栓柱 76/81×74/79×1000 本 5,840

１－１８－２　配管用資材

ストップバルブ 砲金製　φ１３ 個 1,930

ストップバルブ 砲金製　φ２０ 個 2,910

ストップバルブ 砲金製　φ２５ 個 4,120

バルブボックス Ｂ－１　φ１５０ 個

メーターユニオン ＶＰφ１３用 個 490

メーターユニオン ＶＰφ２０用 個 800

メーターユニオン ＶＰφ２５用 個 1,320

メーター間隔棒 φ１３用 本 330

メーター間隔棒 φ２０用 本 540

メーター間隔棒 φ２５用 本 880

メーター筐 φ１３用 個 5,350

メーター筐 φ２０用 個 9,620

メーター筐 φ２５用 個 9,620

砂止板 組 230

散水栓 ねじ込み継手　φ１３ 個 1,790

散水栓 自動継手　φ１３ 個 3,810

散水栓 自動継手　φ２０ 個 4,600

散水栓（キー式） 自動継手　φ１３ 個 4,090

散水栓（キー式） 自動継手　φ２０ 個 4,960

散水栓ボックス Ｂ－３－２ 個

散水栓ボックス Ｂ－３Ｂ 個

止水栓曲管 φ２５、６０°ポリエチレン管用 個 4,960

止水栓曲管 ポリエチレン管用　φ２０用 個 3,580

止水栓曲管 ポリエチレン管用　砲金製φ２０×１３用 個 3,530

標示ブロック ４５０×４５×４５ 本 256

逆流防止機能付止水栓 φ１３用 個 7,620

逆流防止機能付止水栓 φ２０用 個 12,700

逆流防止機能付止水栓 φ２５用 個 16,800

万能ホーム水栓 φ１３ 個 1,510

１－１８－３　公園便所用資材

コントローラー 自動ハイタンクバルブ用　本体 個 23,000

ストール小便器 トラップ着脱式　小型 組 19,500

スパッド ３２ｍｍ 組 858

トイレットペーパー 114mm×55ｍ　シングル 個 21

トラップ プラスチック製 個 5,850

トラップ 陶製 個 3,030

ピストンバルブ 個 1,580

衛生水栓 φ１３ 個 2,250

鉛管 φ３０ｍｍ ｍ
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横形ボールタップ φ１３　ポリエチレン浮玉 個 1,890

開閉弁 個 3,670

光電センサー 個 33,800

床フランジ 個 1,580

身障者用洋風便器 サイホンゼット式 個 19,700

掃除口ふた ステンレス製 個 1,150

電動駆動部 個 20,100

表示鍵 個 19,100

和風大便器 掃除口付 個 30,300

１－１９　一般土木資材

１－１９－１　円形空洞型枠

円形空洞型枠 Ｄ１００ ｍ

円形空洞型枠 Ｄ１５０ ｍ

円形空洞型枠 Ｄ２００ ｍ

円形空洞型枠 Ｄ３００ ｍ

１－１９－２　養生材

養生材 スポンジマット(１０ｍｍ) ｍ２

１－１９－３　土木シート

合成樹脂ネット 目合５ｍｍ×５ｍｍ ｍ２

遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ ｍ２

土木シート（吸出防止・目詰防止） ヤシ繊維系不織布　厚１０ｍｍ ｍ２

土木シート（吸出防止・目詰防止） 合繊不織布　厚１０ｍｍ ｍ２

透水シート（ILB用） 長繊維不織布、６０ｇ/ｍ２以上 ｍ２

１－１９－４　目地材・止水材・防水材

クラック防止シート 幅５０ｃｍ ｍ

ゴム発泡体目地板 厚１０ｍｍ　Ａタイプ ｍ２

ゴム発泡体目地板 厚１０ｍｍ　Ｃタイプ ｍ２

シート防水剤 ｍ２ 990

プライマー シート防水用 ｋｇ

塩ビ止水板 ＣＦ　３００×７ ｍ

止水板 ゴム製　センターバルブ型　９ｍｍ×２００ ｍ

塩ビ止水板 ＣＦ　２００×５ ｍ

樹脂発泡体目地板 厚１０ｍｍ　１５倍 ｍ２

杉板 厚9mm 1等 公園目地用 ｍ２ 381

注入目地材（加熱注入式） ゴム化アスファルト系　低弾性 ｋｇ

瀝青ゴム系接着剤 Ｌ 580

瀝青質目地板 厚１０ｍｍ ｍ２

瀝青質目地板 厚２０ｍｍ ｍ２

瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ ｍ２

支承用目地材 ＰＣ板工用　１０ｍｍ×１５ｍｍ ｍ

１－１９－５　レンガ・タイル

クリンカータイル １５２×１５２ｍｍ　せっ器質 枚 206

レンガ調タイル ２１０×１００ｍｍ　せっ器質 枚 116

焼過ぎレンガ ２１０×１００×６０ｍｍ 個

普通レンガ（並型） ４種　(JIS R 1250) 個

普通レンガ（面取型） ４種に準ずる 個 198

１－１９－６　保安用品

トラロープ 径１２ｍｍ　黄・黒 ｍ

バリケードＡ型 幅１．２ｍ×高０．８ｍ　折りたたみ式 台

１－２０　工種別資材

１－２０－１　推進用資材

フライアッシュ ｔ

ベントナイト メッシュ２５０ ｔ

ベントナイト ２５ｋｇ／袋 袋

滑材 Ｌ
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土のう ６２×４８ｃｍ 枚

裏込材 ｋｇ

１－２０－２　削孔用資材

インナービット φ１１５ｍｍ用 個

インナービット φ１３５ｍｍ用 個

インナービット φ１４６ｍｍ用 個

インナービット φ９０ｍｍ用 個

インナーロッド φ１１５ｍｍ用　（１．５ｍ） 本

インナーロッド φ１３５ｍｍ用　（１．５ｍ） 本

インナーロッド φ１４６ｍｍ用　（１．５ｍ） 本

インナーロッド φ９０ｍｍ用　（１．５ｍ） 本

インナーロッド φ９０ｍｍ用　（１．０ｍ） 本

インナーロッド φ１１５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本

インナーロッド φ１３５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本

ウォータースィーベル φ１１５ｍｍ　単管用 個

ウォータースィーベル φ１１５ｍｍ　二重管用 個

ウォータースィーベル φ１３５ｍｍ　単管用 個

ウォータースィーベル φ１３５ｍｍ　二重管用 個

ウォータースィーベル φ９０ｍｍ　単管用 個

ウォータースィーベル φ９０ｍｍ　二重管用 個

エキステンションロッド φ１１５ｍｍ用 個

エキステンションロッド φ１３５ｍｍ用 個

エキステンションロッド φ９０ｍｍ用 個

クリーニングアダプタ φ１１５ｍｍ用 個

クリーニングアダプタ φ１３５ｍｍ用 個

クリーニングアダプタ φ９０ｍｍ用 個

シャンクロッド φ１１５ｍｍ用 個

シャンクロッド φ１３５ｍｍ用 個

シャンクロッド φ９０ｍｍ用 個

ダイヤモンドビット １１０ｍｍ　スタンダード 個

ダイヤモンドビット １２８．５ｍｍ　スタンダード 個

ダイヤモンドビット １６０ｍｍ　スタンダード 個

ダイヤモンドビット １８０ｍｍ　スタンダード 個

ダイヤモンドビット ２０４ｍｍ　スタンダード 個

ダイヤモンドビット ２７．６ｍｍ　スタンダード 個

ダイヤモンドビット ３３．１ｍｍ　スタンダード 個

ダイヤモンドビット ４０．０ｍｍ　スタンダード 個

ダイヤモンドビット ５３．１ｍｍ　スタンダード 個

ダイヤモンドビット ６４．７ｍｍスタンダード 個

ダイヤモンドビット ７７．４ｍｍスタンダード 個

ダイヤモンドビット ９０．８ｍｍ　スタンダード 個

ドリルパイプ φ１１５ｍｍ用　（１．５ｍ） 本

ドリルパイプ φ１３５ｍｍ用　（１．５ｍ） 本

ドリルパイプ φ１４６ｍｍ用　（１．５ｍ） 本

ドリルパイプ φ９０ｍｍ用　（１．５ｍ） 本

ドリルパイプ φ９０ｍｍ用　（１．０ｍ） 本

ドリルパイプ φ１１５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本

ドリルパイプ φ１３５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本

リングビット φ１１５ｍｍ用 個

リングビット φ１３５ｍｍ用 個

リングビット φ１４６ｍｍ用 個

リングビット φ９０ｍｍ用 個

打込アダプタ φ１１５ｍｍ用 個

打込アダプタ φ１３５ｍｍ用 個

打込アダプタ φ９０ｍｍ用 個
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テーパ-ロッド 径２２（１９）０．５ 個

テーパ-ロッド 径２２（１９）０．８ 個

テーパ-ロッド 径２２（１９）１．１ 個

テーパ-ロッド 径２２（１９）１．７ 個

テーパ-ロッド 径２２（１９）２．０ 個

テーパ-ロッド 径２２（１９）２．３ 個

テーパ-ロッド 径２２（１９）２．６ 個

テーパ-ロッド 径２２（１９）２．９ 個

テーパ-ロッド 径２５　２．０ 個

テーパ-ロッド 径２５　２．３ 個

テーパ-ロッド 径２５　２．６ 個

テーパ-ロッド 径２５　２．９ 個

１－２０－３　薬液注入工

シールセット 個

シールパッカーセット 個

メタルクラウン φ４１ｍｍ 個

メタルクラウン 径４６ 個

単相用グラウトモニタ φ４０．５ｍｍ 個

単相用サクションホース φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×２ 組

単相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ ４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×２ 組

二重管ホース　φ１２ｍｍ ２１ＭＰａ　Ｌ＝２０ｍ 本

二重管ボーリングロッド ｍ

複相用グラウトモニタ φ４０．５ｍｍ 個

複相用サクションホース φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３ 組

複相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ ４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３ 組

グラウト用混和剤 ｋｇ

１－２０－４　軟弱地盤処理工

高圧噴射撹拌　削孔損耗費 三重管工法　土質：レキ質土 ｍ 5,990

高圧噴射撹拌　削孔損耗費 三重管工法　土質：粘性土 ｍ 1,810

高圧噴射撹拌　削孔損耗費 三重管工法土質：砂質土Ｎ＞50 ｍ 3,130

高圧噴射撹拌　削孔損耗費 三重管工法土質：砂質土Ｎ≦50 ｍ 2,610

高圧噴射撹拌　削孔損耗費 二重管工法 ﾚｷ質土 2000mm以下 ｍ 5,920

高圧噴射撹拌　削孔損耗費 二重管工法 粘性土 2000mm以下 ｍ 1,420

高圧噴射撹拌　削孔損耗費 二重管 砂質土N>30 2000mm以下 ｍ 2,490

高圧噴射撹拌　削孔損耗費 二重管 砂質土N≦30 2000mm以下 ｍ 1,940

高圧噴射撹拌　削孔損耗費 二重管 砂質土N≦30 2000mm超え ｍ 4,920

高圧噴射撹拌　削孔損耗費 二重管 砂質土N>30 2000mm超え ｍ 6,650

高圧噴射撹拌　削孔損耗費 二重管工法 粘性土 2000mm超え ｍ 3,440

高圧噴射撹拌　注入損耗費 三重管工法 ｍ３ 6,490

高圧噴射撹拌　注入損耗費 単管工法 ｍ３ 5,860

高圧噴射撹拌　注入損耗費 二重管工法 2000mm以下 ｍ３ 6,400

高圧噴射撹拌　注入損耗費 二重管工法 2000mm超え ｍ３ 9,230

高圧噴射攪拌　削孔損耗費 単管工法　土質：砂質土 ｍ 338

高圧噴射攪拌　削孔損耗費 単管工法　土質：粘性土 ｍ 252

１－２０－５　管更生工

管口仕上材 ｋｇ

１－２０－６　かご工

かごマット t=30cm ｍ２

かごマット t=50cm ｍ２

かごマット t=30cm 3.2×75 ｍ２

かごマット t=50cm 4.0×100 ｍ２

１－２０－７　袋詰玉石工

袋詰玉石用袋材 ２ｔ用 袋

袋詰玉石用袋材 ３ｔ用 袋

１－２０－８　路面標示用資材
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トラフィックペイント　溶融型 ３種１号 ビーズ15～18 白 ｋｇ

トラフィックペイント　溶融型 ３種２号 ビーズ20～23 白 ｋｇ

トラフィックペイント　加熱型 溶剤型　２種Ｂ　白 Ｌ

トラフィックペイント　常温型 溶剤型　１種Ｂ　白 Ｌ

トラフィックペイント　溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 黄 鉛・ﾌﾘｰ ｋｇ

トラフィックペイント　常温型 水性型　１種Ａ　白 Ｌ

トラフィックペイント　常温型 水性型 1種A 黄色（鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ） Ｌ

トラフィックペイント　常温型 溶剤型 1種B 黄色（鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ） Ｌ

トラフィックペイント　加熱型 水性型　２種Ａ　白 Ｌ

トラフィックペイント　加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ） Ｌ

トラフィックペイント　加熱型 溶剤型 2種B 黄色（鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ） Ｌ

ガラスビーズ 0.106～0.850mm ｋｇ

接着用プライマー 区画線用　コンクリート舗装用 ｋｇ

接着用プライマー 区画線用 ｋｇ

１－２１　測量用資材

１－２１－１　測量用杭

コンクリート杭 ７５×７５×６００ｍｍ 本 740

コンクリート杭 ９０×９０×６００ｍｍ 本 970

測量用木杭 (松丸太)φ９０×長６００ｍｍ 本 190

測量用木杭 (杉)３０×３０×４５０ｍｍ 本 63

測量用木杭 (杉)４５×４５×４５０ｍｍ 本 96

測量用木杭 (杉)４５×４５×６００ｍｍ 本 137

測量用木杭 (杉)６０×６０×６００ｍｍ 本 240

測量用木杭 (杉)６０×６０×９００ｍｍ 本 392

測量用木杭 (檜)３０×３０×４５０ｍｍ 本 58

測量用木杭 (檜)４５×４５×４５０ｍｍ 本 92

測量用木杭 (檜)６０×６０×６００ｍｍ 本 210

１－２１－２　測量用鋲

金属鋲 φ１０　Ｌ＝１００ｍｍ 本 84

金属鋲 φ８　Ｌ＝７５ｍｍ 本 47

金属鋲 基準点用(刻印)10×30×60mm 黄銅製 本 1,520

１－２１－３　基準点杭設置用資材

硬質塩化ビニル管 一般管 φ１００×６．６×６６０ｍｍ 本

１－２１－４　図面・写真類

ＶＴＲテープ ＶＨＳハイグレード(１２０分) 本 428

カラーフィルム ３６枚ＥＸ 本 796

ポリエステルシート ＃２００　巾０．９１４ｍ ｍ 480

ポリエステルシート ＃３００　巾０．９１４ｍ ｍ 665

ポリエステルシート ＃３００　巾４５×長１２５ｃｍ 枚 415

ポリエステルシート ＃３００　巾７０×長６０ｃｍ 枚 403

１－２２　地質調査用資材

１－２２－１　機械ボーリング用資材

クランプ φ４８．６ｍｍ 個

据付台・床版（杉板） ４ｍ×３．６ｃｍ×２０ｃｍ ｍ３

足場パイプ φ４８．６ｍｍ　Ｌ＝２ｍ 本

足場パイプ φ４８．６ｍｍ　Ｌ＝４ｍ 本

ガス管（SGP)　黒ねじ無し管 80A ｍ

１－２３　燃料・電力料

１－２３－１　燃料油・ガス

アセチレン ボンベ ｋｇ

ガソリン レギュラー Ｌ

プロパン 工業用・業務用 ｋｇ

軽油 １．２号 Ｌ

軽油 １．２号（船舶用） Ｌ

混合油 1:20 Ｌ 140
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酸素 ボンベ ｍ３

重油 Ａ重油（バージ） Ｌ

重油 Ａ重油（ローリー） Ｌ

灯油 白灯油　業務用 Ｌ

練炭 高４号 個 130

１－２３－２　電力料

電力基本料金（高圧） １年以上の契約、契約電力５０ｋＷ以上 kW･月 1,164

電力基本料金（高圧） １年未満の契約、契約電力５０ｋＷ以上 kW･月 1,397

電力基本料金（低圧） １年以上の契約、契約電力５０ｋＷ未満 kW･月 1,040

電力基本料金（低圧） １年未満の契約、契約電力５０ｋＷ未満 kW･月 1,248

電力料（高圧） １年以上の契約 ｋＷＨ 15

電力料（高圧） １年未満の契約 ｋＷＨ 17

電力料（低圧） １年以上の契約 ｋＷＨ 14

電力料（低圧） １年未満の契約 ｋＷＨ 16

１－２４　処理費等

１－２４－１　処理費

アスファルト廃材処理費 ｍ３ 5,530

コンクリート廃材処理費 無筋 ｍ３ 5,250

コンクリート廃材処理費 有筋 ｍ３ 7,490

コンクリート廃材処理費 二次製品（有筋） ｍ３ 11,800

無機性汚泥処理費 産業廃棄物 ｔ

草類処理費 比重0.18程度、一般廃棄物 ｍ３ 3,240

刈草処理費 比重0.4程度 ｍ３ 7,200

残土処理費 ｍ３ 2,000

残土処理費 改良土プラント持込時：Ａ ｍ３ 2,160

残土処理費 改良土プラント持込時：Ｂ ｍ３ 2,304

残土処理費 改良土プラント持込時：Ｃ ｍ３ 2,880

残土処理費 改良土プラント持込時：Ｄ ｍ３ 2,340

残土処理費 路盤材改良プラント持込時：Ａ ｍ３ 1,785

残土処理費 路盤材改良プラント持込時：Ｂ ｍ３ 1,836

残土処理費 路盤材改良プラント持込時：Ｃ ｍ３ 1,890

塵芥処理費 比重0.5程度 ｍ３ 9,000

撤去樹木処理費（公園・街路樹等修繕用） 産業廃棄物 ｔ 16,000

撤去樹木処理費（公園委託用） 一般廃棄物　根含まず ｔ 7,768

撤去樹木処理費（排水路維持単契用） ｔ 16,000

木材処理費（公園・街路樹等修繕用） 産業廃棄物 ｔ 14,000

油類等処理費（排水路維持単契用） ；油・油吸着マット・オイルフェンス等 ｋｇ 105

剪定枝処理費 比重0.12程度,一般廃棄物,資源化処理施設 ｍ３ 1,732

浚渫土砂処理費 ｍ３ 22,660

１－２４－２　産業廃棄物税相当額

産廃税相当額（愛知県） 最終処分場へ直接搬入 ｔ 1,000

産廃税相当額（愛知県） 自ら設置する最終処分場へ直接搬入 ｔ 500

２　市場単価・施工費

２－１　土木工事市場単価

２－１－１　鉄筋工

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物 ｔ

鉄筋工　加工・組立共 ＲＣ場所打ホロースラブ橋 ｔ

鉄筋工　加工・組立共 橋梁用床版 ｔ

鉄筋工　加工・組立共 差筋及び杭頭処理 ｔ

鉄筋工　加工・組立共 場所打杭用かご筋 ｔ

鉄筋工　加工・組立共 切梁のある構造物 ｔ

鉄筋工　加工・組立共 地下構造物 ｔ

鉄筋工　加工・組立共 場所打杭用かご筋（無溶接工法） ｔ

２－１－２　ガス圧接工

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ１９＋Ｄ１９ 箇所
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ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ２２＋Ｄ２２ 箇所

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ２５＋Ｄ２５ 箇所

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ２９＋Ｄ２９ 箇所

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ３２＋Ｄ３２ 箇所

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ３５＋Ｄ３５ 箇所

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ３８＋Ｄ３８ 箇所

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ４１＋Ｄ４１ 箇所

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ５１＋Ｄ５１ 箇所

２－１－３　区画線工

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線20cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線20cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線45cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約受 ｍ

区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受 ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 ｍ
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区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線20cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線20cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線45cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線45cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約受ける ｍ

区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受 ｍ

区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 ｍ

区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける ｍ

区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 ｍ

区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける ｍ

区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 ｍ

区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約受ける ｍ

区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 ｍ

区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける ｍ

区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 ｍ

区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける ｍ

区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける ｍ

区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 ｍ

区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約受ける ｍ

区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける ｍ

区画線消去　昼間 豪雪無 削取り式 制約無 ｍ

区画線消去　昼間 豪雪無 削取り式 制約受ける ｍ

区画線消去　昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受ける ｍ
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区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約著受ける ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約無 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約受ける ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約著受ける ｍ

区画線消去　夜間 豪雪無 削取り式 制約無 ｍ

区画線消去　夜間 豪雪無 削取り式 制約受ける ｍ

区画線消去　夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受ける ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約著受ける ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約無 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約受ける ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約著受ける ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ
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区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ

区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ

61



【基本単価一覧表公表図書】 2021.10.1

名             称 規             格 単 位 単  価

区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 6休 ｍ

区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 6休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 6休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 6休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 6休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 6休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 6休 ｍ

区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ

区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 6休 ｍ

区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 6休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 6休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 6休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 6休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 6休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 6休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 7休 ｍ
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区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾟﾗ20cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ
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区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ

区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ

区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 7休 ｍ

区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 7休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 7休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 7休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 7休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 7休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 7休 ｍ

区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ

区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 7休 ｍ

区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 7休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 7休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 7休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 7休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 7休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 7休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約無 8休 ｍ
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区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ
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区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ

区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ

区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ

区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 8休 ｍ

区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 8休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 8休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 8休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 8休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 8休 ｍ

区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 8休 ｍ

区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ

区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 8休 ｍ

区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 8休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 8休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 8休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 8休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 8休 ｍ

区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 8休 ｍ

区画線設置（溶融式） 自転車ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ(愛知県警仕様) 個 5,400

２－１－４　高視認性区画線工

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 ｍ
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高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約受ける ｍ

高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受ける ｍ

高視認性区画線消去　昼間 豪雪無 削取り式 制約無 ｍ

高視認性区画線消去　昼間 豪雪無 削取り式 制約受ける ｍ

高視認性区画線消去　昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける ｍ

高視認性区画線消去　夜間 豪雪無 削取り式 制約無 ｍ

高視認性区画線消去　夜間 豪雪無 削取り式 制約受ける ｍ

高視認性区画線消去　夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ
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高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ
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高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける 6休 ｍ

高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ

高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ

高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける 6休 ｍ

高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ
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高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ

高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける 7休 ｍ

高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ

高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ

高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける 7休 ｍ

高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ
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高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ

高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける 8休 ｍ

高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ

高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ

高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける 8休 ｍ

高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ

２－１－５　インターロッキングブロック工

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝６ｃｍ　標準品　曲線色合せ ｍ２

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝６ｃｍ　標準品　曲線配置 ｍ２

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線色合せ ｍ２

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置 ｍ２

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝８ｃｍ　標準品　曲線色合せ ｍ２

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝８ｃｍ　標準品　曲線配置 ｍ２

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線色合せ ｍ２

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置 ｍ２

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 とりこわし ｍ２

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用 ｍ２

２－１－６　ガードレール設置工

ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ ｍ

ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装 ｍ

ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　メッキ ｍ
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ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　塗装 ｍ

ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ ｍ

ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装 ｍ

ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Gr-B-2B(特)　メッキ　100m以上 ｍ 11,400

ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Gr-B-2B(特)　メッキ　100m未満 ｍ 13,700

ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Gr-B-2B(特)　塗装　100m以上 ｍ 10,500

ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Gr-B-2B(特)　塗装　100m未満 ｍ 12,600

ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　メッキ ｍ

ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　塗装 ｍ

ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装 ｍ

ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Gr-C-2B(特)　塗装　100m以上 ｍ 9,590

ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Gr-C-2B(特)　塗装　100m未満 ｍ 11,500

ガードレール設置工　加算額 曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　２ｍ ｍ

ガードレール設置工　加算額 曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　３ｍ ｍ

ガードレール設置工　加算額 曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　４ｍ ｍ

ガードレール設置工　加算額 標準支柱より長い（Ｂ､Ｃ）２ｍ ｍ

ガードレール設置工　加算額 標準支柱より長い（Ｂ､Ｃ）３ｍ ｍ

ガードレール設置工　加算額 標準支柱より長い（Ｂ､Ｃ）４ｍ ｍ

ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ ｍ

ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装 ｍ

ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　メッキ ｍ

ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　塗装 ｍ

ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ ｍ

ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装 ｍ

ガードレール設置工　土中建込用 Gr-B-4E(特)　メッキ　100m以上 ｍ 10,700

ガードレール設置工　土中建込用 Gr-B-4E(特)　メッキ　50m以上、100m未満 ｍ 11,700

ガードレール設置工　土中建込用 Gr-B-4E(特)　メッキ　50m未満 ｍ 12,800

ガードレール設置工　土中建込用 Gr-B-4E(特)　塗装　100m以上 ｍ 9,550

ガードレール設置工　土中建込用 Gr-B-4E(特)　塗装　50m以上、100m未満 ｍ 10,500

ガードレール設置工　土中建込用 Gr-B-4E(特)　塗装　50m未満 ｍ 11,400

ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　メッキ ｍ

ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　塗装 ｍ

ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装 ｍ

ガードレール設置工　土中建込用 Gr-C-4E(特)　塗装　100m以上 ｍ 8,620

ガードレール設置工　土中建込用 Gr-C-4E(特)　塗装　50m以上、100m未満 ｍ 9,480

ガードレール設置工　土中建込用 Gr-C-4E(特)　塗装　50m未満 ｍ 10,300

ガードレール設置手間　ＣＯ建込用 Gr-B-2B(特)　塗装　100m以上 ｍ 1,940

ガードレール設置手間　ＣＯ建込用 Gr-B-2B(特)　塗装　100m未満 ｍ 4,050

ガードレール設置手間　ＣＯ建込用 Gr-B-2B(特)　塗装　曲線部　100m以上 ｍ 2,540

ガードレール設置手間　ＣＯ建込用 Gr-B-2B(特)　塗装　曲線部　100m未満 ｍ 4,860

ガードレール設置手間　ＣＯ建込用 Gr-C-2B(特)　塗装　100m以上 ｍ 1,940

ガードレール設置手間　ＣＯ建込用 Gr-C-2B(特)　塗装　100m未満 ｍ 3,850

ガードレール設置手間　ＣＯ建込用 Gr-C-2B(特)　塗装　曲線部　100m以上 ｍ 2,530

ガードレール設置手間　ＣＯ建込用 Gr-C-2B(特)　塗装　曲線部　100m未満 ｍ 4,640

ガードレール設置手間　土中建込用 Gr-B-4E(特)　塗装　100m以上 ｍ 1,440

ガードレール設置手間　土中建込用 Gr-B-4E(特)　塗装　50m以上、100m未満 ｍ 2,390

ガードレール設置手間　土中建込用 Gr-B-4E(特)　塗装　50m未満 ｍ 3,350

ガードレール設置手間　土中建込用 Gr-B-4E(特)　塗装　曲線部　100m以上 ｍ 1,940

ガードレール設置手間　土中建込用 Gr-B-4E(特)　塗装 曲線部 50m以上100m未満 ｍ 2,990

ガードレール設置手間　土中建込用 Gr-B-4E(特)　塗装　曲線部　50m未満 ｍ 4,040

ガードレール設置手間　土中建込用 Gr-C-4E(特)　塗装　100m以上 ｍ 1,440

ガードレール設置手間　土中建込用 Gr-C-4E(特)　塗装　50m以上、100m未満 ｍ 2,300

ガードレール設置手間　土中建込用 Gr-C-4E(特)　塗装　50m未満 ｍ 3,160

ガードレール設置手間　土中建込用 Gr-C-4E(特)　塗装　曲線部　100m以上 ｍ 1,940

ガードレール設置手間　土中建込用 Gr-C-4E(特)　塗装 曲線部 50m以上100m未満 ｍ 2,880
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ガードレール設置手間　土中建込用 Gr-C-4E(特)　塗装　曲線部　50m未満 ｍ 3,830

ガードレール撤去工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ ｍ

ガードレール撤去工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－２Ｂ ｍ

ガードレール撤去工　ＣＯ建込用 旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ ｍ

ガードレール撤去工　ＣＯ建込用 旧Ｇｒ－Ｓ－１Ｂ ｍ

ガードレール撤去工　土中建込用 Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ ｍ

ガードレール撤去工　土中建込用 Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－４Ｅ ｍ

ガードレール撤去工　土中建込用 旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ ｍ

ガードレール撤去工　土中建込用 旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) 分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) 路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) （路側用　旧Ｓ種） ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) 分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) 路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp ｍ

Gr-B用支柱設置工　土中建込用 塗装品（白色） 本 12,400

Gr-C用支柱設置工　土中建込用 塗装品（白色） 本 12,000

Gr-B,C用支柱設置工　ＣＯ建込用 塗装品（白色） 本 7,030

支柱カバー設置工　Gr-B,C用 メタリックブラウン　反射材付 本 21,800

２－１－７　ガードパイプ設置工

ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　メッキ ｍ

ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　塗装 ｍ

ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　メッキ ｍ

ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装 ｍ

ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　塗装 ｍ

ガードパイプ設置工　加算額 曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　２ｍ ｍ

ガードパイプ設置工　加算額 標準支柱より長い場合Ｂ、Ｃ２ｍ ｍ

ガードパイプ設置工　土中建込用 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　メッキ ｍ

ガードパイプ設置工　土中建込用 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　塗装 ｍ

ガードパイプ設置工　土中建込用 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　メッキ ｍ

ガードパイプ設置工　土中建込用 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装 ｍ

ガードパイプ設置工　土中建込用 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　塗装 ｍ

ガードパイプ撤去工　ＣＯ建込用 Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ ｍ

ガードパイプ撤去工　土中建込用 Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ ｍ

ガードパイプ部材設置工パイプのみ 歩車道境界用Ａｐ､Ｂｐ､Ｃｐ２ｍ ｍ

ガードパイプ部材撤去工パイプのみ 歩車道境界用Ａｐ､Ｂｐ､Ｃｐ２ｍ ｍ

２－１－８　横断・転落防止柵設置工

横断･転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置 箇所

横断･転落防止柵設置工 ＣＯ建込用 ビーム式・パネル式 ｍ

横断･転落防止柵設置工 ＣＯ建込用 門型 ｍ

横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用 ビーム式・パネル式 ｍ

横断･転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式 ｍ

横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ビーム式・パネル式 ｍ

横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型 ｍ

横断・転落防止柵設置手間　ブロック建込 門型 ｍ 943

横断･転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用 ビーム式・パネル式 ｍ

横断･転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用 門型 ｍ

横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用 ビーム・パネル式 ｍ

横断･転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式 ｍ

横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ビーム式・パネル式 ｍ

横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型 ｍ

横断･転落防止柵部材設置工 ビーム・パネルのみ ｍ

横断･転落防止柵部材撤去工 ビーム・パネルのみ ｍ

２－１－９　落石防護柵設置工

落石防護柵設置工　ステーロープ 岩盤用 本

落石防護柵設置工　加算額 曲り支柱柵高３．５ｍ以下 本
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落石防護柵設置工　加算額 曲り支柱柵高４．０ｍ 本

落石防護柵設置工　間隔保持材付 柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網 ｍ

落石防護柵設置工　間隔保持材付 柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網 ｍ

落石防護柵設置工　間隔保持材付 柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ･金網 ｍ

落石防護柵設置工　間隔保持材付 柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ･金網 ｍ

落石防護柵設置工　間隔保持材付 柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ･金網 ｍ

落石防護柵設置工　間隔保持材付 柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ･金網 ｍ

落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高1.50m 本

落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高2.00m 本

落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高2.50m 本

落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高3.00m 本

落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高3.50m 本

落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高4.00m 本

落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高1.50m 本

落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高2.00m 本

落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高2.50m 本

落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高3.00m 本

落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高3.50m 本

落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高4.00m 本

２－１－１０　落石防護網設置工

落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 アンカー固定式　Ｈ＝２．０ｍ 箇所

落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 アンカー固定式　Ｈ＝２．５ｍ 箇所

落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 アンカー固定式　Ｈ＝３．０ｍ 箇所

落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 アンカー固定式　Ｈ＝３．５ｍ 箇所

落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 アンカー固定式　Ｈ＝４．０ｍ 箇所

落石防護網設置工　アンカー設置 岩盤用　Ｄ２２mm×長１０００mm 箇所

落石防護網設置工　アンカー設置 岩盤用　Ｄ２５mm×長１０００mm 箇所

落石防護網設置工　アンカー設置 岩盤用　Ｄ２９mm×長１０００mm 箇所

落石防護網設置工　アンカー設置 岩盤用　Ｄ３２mm×長１０００mm 箇所

落石防護網設置工　アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm 箇所

落石防護網設置工　アンカー設置 土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500 箇所

落石防護網設置工　アンカー設置 土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000 箇所

落石防護網設置工　アンカー設置 土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500 箇所

落石防護網設置工　アンカー設置 土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000 箇所

落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ３、４種　φ２．６ ｍ２

落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ３、４種　φ３．２ ｍ２

落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ３、４種　φ４．０ ｍ２

落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ３、４種　φ５．０ ｍ２

２－１－１１　法面工

法面工 種子散布 ｍ２

法面工（コンクリート吹付） 厚１０ｃｍ ｍ２

法面工（コンクリート吹付） 厚１５ｃｍ ｍ２

法面工（コンクリート吹付） 厚２０ｃｍ ｍ２

法面工（モルタル吹付） 厚１０ｃｍ ｍ２

法面工（モルタル吹付） 厚５ｃｍ ｍ２

法面工（モルタル吹付） 厚６ｃｍ ｍ２

法面工（モルタル吹付） 厚７ｃｍ ｍ２

法面工（モルタル吹付） 厚８ｃｍ ｍ２

法面工（モルタル吹付） 厚９ｃｍ ｍ２

法面工（客土吹付） 厚１ｃｍ ｍ２

法面工（客土吹付） 厚２ｃｍ ｍ２

法面工（客土吹付） 厚３ｃｍ ｍ２

法面工（筋芝工） 野芝・高麗芝 ｍ２

法面工（植生シート） 肥料袋無（環境品） ｍ２

法面工（植生シート） 肥料袋無（標準品） ｍ２
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法面工（植生マット） 肥料袋付 ｍ２

法面工（植生基材吹付） 厚１０ｃｍ ｍ２

法面工（植生基材吹付） 厚３ｃｍ ｍ２

法面工（植生基材吹付） 厚４ｃｍ ｍ２

法面工（植生基材吹付） 厚５ｃｍ ｍ２

法面工（植生基材吹付） 厚６ｃｍ ｍ２

法面工（植生基材吹付） 厚７ｃｍ ｍ２

法面工（植生基材吹付） 厚８ｃｍ ｍ２

法面工（植生筋工） 人工筋芝（種子帯） ｍ２

法面工（繊維ネット工） 肥料袋付 ｍ２

法面工（繊維ネット工） 肥料袋無 ｍ２

法面工（張芝工） 野芝・高麗芝（全面張） ｍ２

２－１－１２　吹付枠工

ラス張工 ｍ２

現場吹付法枠工　加算額 水切モルタル・コンクリート ｍ３

現場吹付法枠工　加算額 間詰モルタル・コンクリート ｍ３

現場吹付法枠工　加算額 表面コテ仕上げ ｍ２

吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面　１５０×１５０ ｍ

吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面　２００×２００ ｍ

吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面　３００×３００ ｍ

吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面　４００×４００ ｍ

吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面　５００×５００ ｍ

吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面　６００×６００ ｍ

２－１－１３　道路植栽工

道路植栽工　移植工（掘取工） 高木　幹周３０ｃｍ未満 本

道路植栽工　移植工（掘取工） 高木　幹周３０以上６０未満 本

道路植栽工　移植工（掘取工） 高木　幹周６０以上９０未満 本

道路植栽工　移植工（掘取工） 中木　樹高１００以上２００未満 本

道路植栽工　移植工（掘取工） 中木　樹高２００以上３００未満 本

道路植栽工　移植工（掘取工） 中木　樹高６０以上１００未満 本

道路植栽工　移植工（掘取工） 低木（株物）　樹高６０ｃｍ未満 本

道路植栽工　高木 幹周　２０～４０ｃｍ未満 本

道路植栽工　高木 幹周　２０ｃｍ未満 本

道路植栽工　高木 幹周　４０～６０ｃｍ未満 本

道路植栽工　高木 幹周　６０～９０ｃｍ未満 本

道路植栽工　支柱設置　高木 三脚鳥居　３０～６０ｃｍ 本

道路植栽工　支柱設置　高木 十字鳥居　３０ｃｍ以上 本

道路植栽工　支柱設置　高木 二脚鳥居　添木付　３０ｃｍ未満 本

道路植栽工　支柱設置　高木 二脚鳥居組合せ　５０ｃｍ以上 本

道路植栽工　支柱設置　高木 二脚鳥居添木無３０～４０cm未満 本

道路植栽工　支柱設置　高木 八ツ掛　４０ｃｍ以上 本

道路植栽工　支柱設置　高木 八ツ掛　４０ｃｍ未満 本

道路植栽工　支柱設置　中木 生垣形　樹高　１００ｃｍ以上 ｍ

道路植栽工　支柱設置　中木 添柱形　１本形　１００ｃｍ以上 本

道路植栽工　支柱設置　中木 二脚鳥居　添木　２５０ｃｍ以上 本

道路植栽工　支柱設置　中木 八ツ掛　竹　樹高１００ｃｍ以上 本

道路植栽工　支柱設置　中木 布掛　竹　樹高　１００ｃｍ以上 ｍ

道路植栽工　支柱撤去 高木 本

道路植栽工　支柱撤去　中木 二脚鳥居添木付　八ツ掛竹　添柱 本

道路植栽工　支柱撤去　中木 布掛、生垣形 ｍ

道路植栽工　植樹管理　寄植せん定 中木 ｍ２

道路植栽工　植樹管理　寄植せん定 低木（株物） ｍ２

道路植栽工　植樹管理　高木せん定 夏期　６０～１２０ｃｍ 本

道路植栽工　植樹管理　高木せん定 夏期　６０ｃｍ未満 本

道路植栽工　植樹管理　高木せん定 冬期　６０～１２０ｃｍ 本
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道路植栽工　植樹管理　高木せん定 冬期　６０ｃｍ未満 本

道路植栽工　植樹管理　施肥 寄植　中木及び低木（株物） ｍ２

道路植栽工　植樹管理　施肥 高木　幹周　６０ｃｍ未満 本

道路植栽工　植樹管理　施肥 高木　幹周　６０以上１２０未満 本

道路植栽工　植樹管理　施肥 芝 ｍ２

道路植栽工　植樹管理　施肥 中木　樹高２００以上３００未満 本

道路植栽工　植樹管理　施肥 中木・低木　樹高　２００cm未満 本

道路植栽工　植樹管理　芝刈 芝刈 ｍ２

道路植栽工　植樹管理　除草 抜根除草　芝生 ｍ２

道路植栽工　植樹管理　除草 抜根除草　植込み地 ｍ２

道路植栽工　植樹管理　防除 寄植　中木 ｍ２

道路植栽工　植樹管理　防除 寄植　低木（株物） ｍ２

道路植栽工　植樹管理　防除 高木　幹周　６０ｃｍ未満 本

道路植栽工　植樹管理　防除 高木　幹周　６０以上１２０未満 本

道路植栽工　植樹管理　防除 芝 ｍ２

道路植栽工　植樹管理　防除 中木　樹高　６０以上１００未満 本

道路植栽工　植樹管理　防除 中木　樹高１００以上２００未満 本

道路植栽工　植樹管理　防除 中木　樹高２００以上３００未満 本

道路植栽工　植樹管理　防除 低木　樹高　６０ｃｍ未満 本

道路植栽工　植樹管理　灌水 トラック使用 ｍ２

道路植栽工　植樹管理　灌水 散水車貸与 ｍ２

道路植栽工　植樹管理中低木せん定 円筒形　１００～２００ｃｍ 本

道路植栽工　植樹管理中低木せん定 円筒形　１００ｃｍ未満 本

道路植栽工　植樹管理中低木せん定 円筒形　２００～３００ｃｍ 本

道路植栽工　植樹管理中低木せん定 球形　１００～２００ｃｍ 本

道路植栽工　植樹管理中低木せん定 球形　１００ｃｍ未満 本

道路植栽工　植樹管理中低木せん定 球形　２００～３００ｃｍ未満 本

道路植栽工　地被類植付工 鉢

道路植栽工　中木 樹高　１００～２００ｃｍ未満 本

道路植栽工　中木 樹高　２００～３００ｃｍ未満 本

道路植栽工　中木 樹高　６０～１００ｃｍ未満 本

道路植栽工　低木 樹高　６０ｃｍ未満 本

２－１－１４　橋梁塗装工

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 ｍ２
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橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２
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橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２

78



【基本単価一覧表公表図書】 2021.10.1

名             称 規             格 単 位 単  価

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 無 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 著受 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２
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橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２
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橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２
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橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 無 6休 ｍ２
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橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 6休 ｍ２
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橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２
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橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 6休 ｍ２
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橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 無 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 著受 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２
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橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２
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橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２
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橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 7休 ｍ２

89



【基本単価一覧表公表図書】 2021.10.1

名             称 規             格 単 位 単  価

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２
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橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 7休 ｍ２
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橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 無 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 著受 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２
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橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２
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橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２
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橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 8休 ｍ２
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橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２
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橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 8休 ｍ２
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橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 無 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 著受 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２
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橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２
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橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２
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橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

２－１－１５　橋梁用伸縮継手装置設置工

伸縮装置工　新設 軽量型 ｍ

伸縮装置工　新設 普通型 ｍ

伸縮装置工　補修 １車線　軽量型 ｍ

伸縮装置工　補修 １車線　普通型 ｍ

伸縮装置工　補修 ２車線　軽量型 ｍ

伸縮装置工　補修 ２車線　普通型 ｍ

２－１－１６　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

埋設型伸縮継手工　新設 床版箱抜型　後付工法 ｍ

埋設型伸縮継手工　新設 床版箱抜型　先付工法 ｍ

埋設型伸縮継手工　新設 舗装厚内型　後付工法 ｍ

埋設型伸縮継手工　補修 床版箱抜型　１車線相当 ｍ

埋設型伸縮継手工　補修 床版箱抜型　２車線相当 ｍ

埋設型伸縮継手工　補修 舗装厚内型　１車線相当 ｍ

埋設型伸縮継手工　補修 舗装厚内型　２車線相当 ｍ

埋設型伸縮継手工　本体材料費 加算額　床版箱抜型　伸縮金物費 ｍ

埋設型伸縮継手工　本体材料費 加算額　床版箱抜型　特殊合材費 ｍ３

埋設型伸縮継手工　本体材料費 加算額　舗装厚内型用 ｍ３

２－１－１７　構造物とりこわし工

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 ｍ３

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約受ける ｍ３

無筋構造物 昼間　人力施工　制約受ける ｍ３

無筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける ｍ３

無筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける ｍ３

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受ける ｍ３

鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受ける ｍ３
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鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける ｍ３

鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける ｍ３

無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 ｍ３

無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 ｍ３

無筋構造物 夜間　機械施工　制約受ける ｍ３

無筋構造物 夜間　人力施工　制約受ける ｍ３

無筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける ｍ３

無筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける ｍ３

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受ける ｍ３

鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受ける ｍ３

鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける ｍ３

鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 6休 ｍ３

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 6休 ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 6休 ｍ３

無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 6休 ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３

無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 6休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 6休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 6休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 6休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３

無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 6休 ｍ３

無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 6休 ｍ３

無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 6休 ｍ３

無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 6休 ｍ３

無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３

無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 6休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 6休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 6休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 6休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 7休 ｍ３

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 7休 ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 7休 ｍ３

無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 7休 ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３

無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 7休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 7休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 7休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 7休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３

無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 7休 ｍ３

無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 7休 ｍ３

無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 7休 ｍ３

無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 7休 ｍ３

無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３
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無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 7休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 7休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 7休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 7休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 8休 ｍ３

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 8休 ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 8休 ｍ３

無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 8休 ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３

無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 8休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 8休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 8休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 8休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３

鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３

無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 8休 ｍ３

無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 8休 ｍ３

無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 8休 ｍ３

無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 8休 ｍ３

無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３

無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 8休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 8休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 8休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 8休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３

鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３

２－１－１８　薄層カラー舗装工

景観透水性舗装工 自然石　厚１０ｍｍ以下 ｍ２

景観透水性舗装工 自然石厚１０ｍｍ超１５ｍｍ以下 ｍ２

樹脂モルタル舗装工 厚６ｍｍ以下 ｍ２

樹脂モルタル舗装工 厚６ｍｍ超え８ｍｍ以下 ｍ２

樹脂モルタル舗装工 厚８ｍｍ超え１０ｍｍ以下 ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０１ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０２ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０３ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０４ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０１ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０２ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０３ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０４ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０１ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０２ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０３ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０４ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－４０１ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－４０２ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－５０１ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－５０２ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－６０１ ｍ２

樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－６０２ ｍ２
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２－１－１９　道路標識設置工

添架式標識板取付金具設置 照明柱 既設標識柱金具含 材工共 基

添架式標識板取付金具設置 信号アーム部　金具含　材工共 基

添架式標識板取付金具設置 歩道橋　設置手間 基

道路標識設置工　加算額 アンカーボルト材料 ｋｇ

道路標識設置工　加算額 曲げ支柱 φ６０．５ 本

道路標識設置工　加算額 曲げ支柱 φ７６．３ 本

道路標識設置工　加算額 曲げ支柱 φ８９．１ 本

道路標識設置工　加算額 取付金具材料 段

道路標識設置工　加算額 標識板の裏面塗装 ｍ２

標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満 ｍ３

標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満 ｍ３

標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上 ｍ３

標識基礎撤去 コンクリート基礎 ｍ３

標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式　メッキ　φ１０１．６ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式　メッキ　φ６０．５ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式　メッキ　φ７６．３ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式　メッキ　φ８９．１ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ６０．５ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ７６．３ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ８９．１ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式　静電塗装　φ６０．５ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式　静電塗装　φ７６．３ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式　静電塗装　φ８９．１ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式　メッキ　φ１０１．６ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式　メッキ　φ６０．５ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式　メッキ　φ７６．３ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式　メッキ　φ８９．１ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ＋塗装 φ６０．５ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ＋塗装 φ７６．３ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ＋塗装 φ８９．１ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式　静電塗装　φ６０．５ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式　静電塗装　φ７６．３ 基

標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式　静電塗装　φ８９．１ 基

標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式φ６０．５～φ１０１．６ 基

標識柱・基礎撤去（路側式） 複柱式φ６０．５～φ１０１．６ 基

標識柱設置（片持式） ４００ｋｇ以上　設置手間 基

標識柱設置（片持式） ４００ｋｇ未満　設置手間 基

標識柱設置（門型式） １０～２０ｍ　設置手間 基

標識柱設置（門型式） １０ｍ未満　設置手間 基

標識柱設置（門型式） ２０ｍ以上　設置手間 基

標識柱撤去（片持式） ４００ｋｇ以上 基

標識柱撤去（片持式） ４００ｋｇ未満 基

標識柱撤去（門型式） １０～２０ｍ未満 基

標識柱撤去（門型式） １０ｍ未満 基

標識柱撤去（門型式） ２０ｍ以上 基

標識板設置(案内標識[番号除]) 新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 ｍ２

標識板設置(案内標識[番号除]) 新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含 ｍ２

標識板設置(案内標識[番号除]) 新設 広角プリズム ２ｍ２以上 金具含 ｍ２

標識板設置(案内標識[番号除]) 新設 ２ｍ２未満　設置手間 ｍ２

標識板設置(案内標識[番号除]) 新設 ２ｍ２以上　設置手間 ｍ２

標識板設置(案内標識[番号除]) 新設 広角プリズム ２ｍ２未満 金具含 ｍ２

標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 基

標識板設置(案内標識[番号除]) 新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ ２ｍ２以上 金具含 ｍ２

標識板設置案内標識[番号除] 新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ ２ｍ2未満 金具含 ｍ２
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標識板撤去（添架式） 照明柱　既設標識柱　金具撤去含 基

標識板撤去（添架式） 信号アーム部　金具撤去含 基

標識板撤去（添架式） 歩道橋　金具撤去含 基

標識板撤去 （警戒・規制・指示・路線番号標識） 基

標識板撤去（案内標識） 路側式・片持式・門型式 2.0ｍ2以上 ｍ２

標識板撤去（案内標識） 路側式・片持式・門型式 2.0ｍ2未満 ｍ２

２－１－２０　道路付属物設置工

境界杭設置工　手間のみ コンクリート製　根巻き基礎あり 本

境界杭設置工　手間のみ コンクリート製　根巻き基礎なし 本

境界杭撤去工 本

境界鋲設置工 金属製　設置手間 枚

境界鋲撤去工 枚

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 本

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 本

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 本

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 本

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 本

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 本

視線誘導標設置工　加算額 さや管 本

視線誘導標設置工　加算額　防塵型 （プロペラ型）　φ１００以下 面

視線誘導標設置工　加算額　防塵型 （プロペラ型）　φ３００ 面

視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本

視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 側壁用 本

視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本

視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本

視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 側壁用 本

視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本

視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 片面反射 φ100以下 反射体数1個 本

視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 片面反射 φ100以下 反射体数2個 本

視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 本

視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本

視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本

視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本

視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本

視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本

視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本

視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本

視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本

視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 本
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視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本

視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 本

視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本

視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 かぶせ式 本

視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本

視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 本

視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本

視線誘導標撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 本

視線誘導標撤去工 構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 本

視線誘導標撤去工 土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 本

視線誘導標撤去工 防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 本

車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 本

車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 本

車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 本

車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　固定式 貼付式 φ80 高さ400mm 本

車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　固定式 貼付式 φ80 高さ650mm 本

車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　固定式 貼付式 φ80 高さ800mm 本

車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 本

車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 本

車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 本

車線分離標撤去 可変式　穿孔式　１本脚 本

車線分離標撤去 固定式　貼付式 本

車線分離標撤去 着脱式　穿孔式　３本脚 本

道路反射鏡支柱・基礎設置 φ７６．３（支柱材料除く） 本 23,300

道路反射鏡支柱・基礎設置 φ８９．１（支柱材料除く） 本 31,000

道路反射鏡設置 設置手間 本 4,290

添架式道路反射鏡取付金具設置 電柱共架式，支柱径φ76.3 基 4,420

添架式道路反射鏡取付金具設置 電柱共架式，支柱径φ89.1 基 4,420

道路鋲設置工　小型鋲　穿孔式 片面反射　アルミ　設置幅15cm 個

道路鋲設置工　小型鋲　穿孔式 両面反射　アルミ　設置幅15cm 個

道路鋲設置工　小型鋲　貼付式 片面反射　樹脂製　設置幅10cm 個

道路鋲設置工　小型鋲　貼付式 両面反射　樹脂製　設置幅10cm 個

道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 個

道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 個

道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 個

道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 個

道路鋲撤去工 穿孔式 個

道路鋲撤去工 貼付式 個

２－１－２１　公園植栽工

公園植栽工　支柱設置　中木 生垣形　樹高１００ｃｍ以上 ｍ

公園植栽工　支柱設置　中木 添柱形（１本形）樹高１００以上 本

公園植栽工　支柱設置　中木 二脚鳥居添木付　樹高２５０以上 本

公園植栽工　支柱設置　中木 八ツ掛（竹）樹高１００ｃｍ以上 本

公園植栽工　支柱設置　中木 布掛（竹）樹高１００ｃｍ以上 ｍ

公園植栽工　植樹工　中木 樹高１００以上２００ｃｍ未満 本

公園植栽工　植樹工　中木 樹高２００以上３００ｃｍ未満 本

公園植栽工　植樹工　中木 樹高６０以上１００ｃｍ未満 本

公園植栽工　植樹工　低木 樹高６０ｃｍ未満 本

公園植栽工　地被類植付工 鉢

２－１－２２　軟弱地盤処理工

サンドコンパクションパイル工 １０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ

サンドコンパクションパイル工 １０ｍ未満 ｍ

サンドコンパクションパイル工 ２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ

サンドドレーン工 １０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ

サンドドレーン工 １０ｍ未満 ｍ
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サンドドレーン工 ２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ

２－１－２３　コンクリートブロック積工

ブロック積工 昼間　制約無 ｍ２

ブロック積工 昼間　制約受ける ｍ２

ブロック積工 昼間　制約著しく受ける ｍ２

ブロック積工 夜間　制約無 ｍ２

ブロック積工 夜間　制約受ける ｍ２

ブロック積工 夜間　制約著しく受ける ｍ２

ブロック積工 昼間　制約無 6休 ｍ２

ブロック積工 昼間　制約受ける 6休 ｍ２

ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 6休 ｍ２

ブロック積工 夜間　制約無 6休 ｍ２

ブロック積工 夜間　制約受ける 6休 ｍ２

ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 6休 ｍ２

ブロック積工 昼間　制約無 7休 ｍ２

ブロック積工 昼間　制約受ける 7休 ｍ２

ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 7休 ｍ２

ブロック積工 夜間　制約無 7休 ｍ２

ブロック積工 夜間　制約受ける 7休 ｍ２

ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 7休 ｍ２

ブロック積工 昼間　制約無 8休 ｍ２

ブロック積工 昼間　制約受ける 8休 ｍ２

ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 8休 ｍ２

ブロック積工 夜間　制約無 8休 ｍ２

ブロック積工 夜間　制約受ける 8休 ｍ２

ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 8休 ｍ２

２－１－２４　排水構造物工

Ｕ型側溝　昼間 L600 60kg以下 制約無 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 L600 300kg以下 制約無 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 L2000 1000kg以下 制約無 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 L2000 2000kg以下 制約無 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 L2000 2900kg以下 制約無 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 L600 60kg以下 制約受ける ｍ

Ｕ型側溝　昼間 L600 300kg以下 制約受ける ｍ

Ｕ型側溝　昼間 L2000 1000kg以下 制約受ける ｍ

Ｕ型側溝　昼間 L2000 2000kg以下 制約受ける ｍ

Ｕ型側溝　昼間 L2000 2900kg以下 制約受ける ｍ

Ｕ型側溝　昼間 L600 60kg以下 制約著しく受ける ｍ

Ｕ型側溝　昼間 L600 300kg以下 制約著しく受ける ｍ

Ｕ型側溝　昼間 L2000 1000kg以下 制約著しく受ける ｍ

Ｕ型側溝　昼間 L2000 2000kg以下 制約著しく受ける ｍ

Ｕ型側溝　昼間 L2000 2900kg以下 制約著しく受ける ｍ

Ｕ型側溝　夜間 L600 60kg以下 制約無 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 L600 300kg以下 制約無 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 L2000 1000kg以下 制約無 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 L2000 2000kg以下 制約無 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 L2000 2900kg以下 制約無 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 L600 60kg以下 制約受ける ｍ

Ｕ型側溝　夜間 L600 300kg以下 制約受ける ｍ

Ｕ型側溝　夜間 L2000 1000kg以下 制約受ける ｍ

Ｕ型側溝　夜間 L2000 2000kg以下 制約受ける ｍ

Ｕ型側溝　夜間 L2000 2900kg以下 制約受ける ｍ

Ｕ型側溝　夜間 L600 60kg以下 制約著しく受ける ｍ

Ｕ型側溝　夜間 L600 300kg以下 制約著しく受ける ｍ

Ｕ型側溝　夜間 L2000 1000kg以下 制約著しく受ける ｍ
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Ｕ型側溝　夜間 L2000 2000kg以下 制約著しく受ける ｍ

Ｕ型側溝　夜間 L2000 2900kg以下 制約著しく受ける ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　60kg以下　制約無 6休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　300kg以下　制約無 6休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約無 6休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約無 6休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約無 6休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　60kg以下　制約受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　300kg以下　制約受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　60kg以下　制約著受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　300kg以下　制約著受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約著受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約著受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約著受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　60kg以下　制約無 6休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　300kg以下　制約無 6休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約無 6休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約無 6休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約無 6休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　60kg以下　制約受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　300kg以下　制約受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　60kg以下　制約著受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　300kg以下　制約著受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約著受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約著受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約著受 6休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　60kg以下　制約無 7休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　300kg以下　制約無 7休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約無 7休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約無 7休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約無 7休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　60kg以下　制約受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　300kg以下　制約受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　60kg以下　制約著受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　300kg以下　制約著受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約著受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約著受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約著受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　60kg以下　制約無 7休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　300kg以下　制約無 7休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約無 7休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約無 7休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約無 7休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　60kg以下　制約受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　300kg以下　制約受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約受 7休 ｍ
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Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　60kg以下　制約著受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　300kg以下　制約著受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約著受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約著受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約著受 7休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　60kg以下　制約無 8休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　300kg以下　制約無 8休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約無 8休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約無 8休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約無 8休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　60kg以下　制約受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　300kg以下　制約受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　60kg以下　制約著受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　300kg以下　制約著受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約著受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約著受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約著受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　60kg以下　制約無 8休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　300kg以下　制約無 8休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約無 8休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約無 8休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約無 8休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　60kg以下　制約受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　300kg以下　制約受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　60kg以下　制約著受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ600　300kg以下　制約著受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約著受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約著受 8休 ｍ

Ｕ型側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約著受 8休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 L2000 1000kg以下 制約無 ｍ

自由勾配側溝　昼間 L2000 2000kg以下 制約無 ｍ

自由勾配側溝　昼間 L2000 2900kg以下 制約無 ｍ

自由勾配側溝　昼間 L2000 1000kg以下 制約受ける ｍ

自由勾配側溝　昼間 L2000 2000kg以下 制約受ける ｍ

自由勾配側溝　昼間 L2000 2900kg以下 制約受ける ｍ

自由勾配側溝　昼間 L2000 1000kg以下 制約著しく受ける ｍ

自由勾配側溝　昼間 L2000 2000kg以下 制約著しく受ける ｍ

自由勾配側溝　昼間 L2000 2900kg以下 制約著しく受ける ｍ

自由勾配側溝　夜間 L2000 1000kg以下 制約無 ｍ

自由勾配側溝　夜間 L2000 2000kg以下 制約無 ｍ

自由勾配側溝　夜間 L2000 2900kg以下 制約無 ｍ

自由勾配側溝　夜間 L2000 1000kg以下 制約受ける ｍ

自由勾配側溝　夜間 L2000 2000kg以下 制約受ける ｍ

自由勾配側溝　夜間 L2000 2900kg以下 制約受ける ｍ

自由勾配側溝　夜間 L2000 1000kg以下 制約著しく受ける ｍ

自由勾配側溝　夜間 L2000 2000kg以下 制約著しく受ける ｍ

自由勾配側溝　夜間 L2000 2900kg以下 制約著しく受ける ｍ
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自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約無 6休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約無 6休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約無 6休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約受 6休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約受 6休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約受 6休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約著受 6休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約著受 6休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約著受 6休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約無 6休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約無 6休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約無 6休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約受 6休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約受 6休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約受 6休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約著受 6休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約著受 6休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約著受 6休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約無 7休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約無 7休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約無 7休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約受 7休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約受 7休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約受 7休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約著受 7休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約著受 7休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約著受 7休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約無 7休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約無 7休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約無 7休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約受 7休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約受 7休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約受 7休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000  1000kg以下　制約著受 7休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約著受 7休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約著受 7休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約無 8休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約無 8休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約無 8休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約受 8休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約受 8休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約受 8休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　1000kg以下　制約著受 8休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2000kg以下　制約著受 8休 ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ2000　2900kg以下　制約著受 8休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約無 8休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約無 8休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約無 8休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約受 8休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約受 8休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約受 8休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　1000kg以下　制約著受 8休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2000kg以下　制約著受 8休 ｍ

自由勾配側溝　夜間 Ｌ2000　2900kg以下　制約著受 8休 ｍ

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 枚
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蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受ける 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受ける 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約無 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約無 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受ける 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受ける 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 6休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 6休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約無 6休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約無 6休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 7休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 7休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約無 7休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約無 7休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 8休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 8休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約無 8休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約無 8休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚

２－１－２５　橋面防水工

橋面防水工 ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 ｍ２

橋面防水工 ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 ｍ２

橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設 ｍ２

橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 ｍ２

２－１－２６　グルービング工

グルービング工 横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm ｍ２

グルービング工 縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm ｍ２
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グルービング工 縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm ｍ２

グルービング工（路面排水用） 横方向 幅36mm 深さ10mm ｍ

２－１－２７　鉄筋挿入工（ロックボルト工）

鉄筋挿入工　上下移動工 現場条件II　削孔機械の上下移動 回

鉄筋挿入工　足場工 現場条件II 仮設足場の設置･撤去 空ｍ３

鉄筋挿入工（ロックボルト工） 現場条件I ｍ

鉄筋挿入工（ロックボルト工） 現場条件II ｍ

鉄筋挿入工（ロックボルト工） 現場条件III ｍ

２－１－２８　コンクリート表面処理工

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理) 下・横方向作業 ｍ２

２－２　下水道工事市場単価

２－２－１　組立マンホール設置工

組立マンホール設置工　０号 深さ２ｍ以下 箇所

組立マンホール設置工　０号 深さ２ｍ超～３ｍ以下 箇所

組立マンホール設置工　０号 深さ３ｍ超～５ｍ以下 箇所

組立マンホール設置工　１号 深さ３ｍ以下 箇所

組立マンホール設置工　１号 深さ３ｍ超～４ｍ以下 箇所

組立マンホール設置工　１号 深さ４ｍ超～５ｍ以下 箇所

組立マンホール設置工　２号 深さ４ｍ以下 箇所

組立マンホール設置工　２号 深さ４ｍ超～５ｍ以下 箇所

組立マンホール設置工　２号 深さ５ｍ超～６ｍ以下 箇所

組立マンホール設置工　３号 深さ４ｍ以下 箇所

組立マンホール設置工　３号 深さ４ｍ超～５ｍ以下 箇所

組立マンホール設置工　３号 深さ５ｍ超～６ｍ以下 箇所

２－２－２　取付管およびます工（塩化ビニル製）

砂基礎設置 機械施工 ｍ３

砂基礎設置 人力施工 ｍ３

取付管布設および支管取付工 管径100mm 箇所

取付管布設および支管取付工 管径125mm 箇所

取付管布設および支管取付工 管径150mm 箇所

取付管布設および支管取付工 管径200mm 箇所

２－３　地質調査市場単価

２－３－１　機械ボーリング

土質ボーリングφ116mm（深度50m以下） 玉石混じり土砂 ｍ

土質ボーリングφ116mm（深度50m以下） 固結シルト・固結粘土 ｍ

土質ボーリングφ116mm（深度50m以下） 砂・砂質土 ｍ

土質ボーリングφ116mm（深度50m以下） 粘性土・シルト ｍ

土質ボーリングφ116mm（深度50m以下） 礫混じり土砂 ｍ

土質ボーリングφ66mm（深度50m以下） 玉石混じり土砂 ｍ

土質ボーリングφ66mm（深度50m以下） 固結シルト・固結粘土 ｍ

土質ボーリングφ66mm（深度50m以下） 砂・砂質土 ｍ

土質ボーリングφ66mm（深度50m以下） 粘性土・シルト ｍ

土質ボーリングφ66mm（深度50m以下） 礫混じり土砂 ｍ

土質ボーリングφ86mm（深度50m以下） 玉石混じり土砂 ｍ

土質ボーリングφ86mm（深度50m以下） 固結シルト・固結粘土 ｍ

土質ボーリングφ86mm（深度50m以下） 砂・砂質土 ｍ

土質ボーリングφ86mm（深度50m以下） 粘性土・シルト ｍ

土質ボーリングφ86mm（深度50m以下） 礫混じり土砂 ｍ

２－３－２　サンプリング

シンウォールサンプリング 粘性土 本

デニソンサンプリング 粘性土 本

トリプルサンプリング 砂質土 本

２－３－３　サウンディング及び原位置試験

オランダ式二重管コーン貫入試験 100kN ｍ

オランダ式二重管コーン貫入試験 20kN ｍ
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スウェーデン式サウンディング ｍ

ポータブルコーン貫入試験 単管式 ｍ

ポータブルコーン貫入試験 二重管式 ｍ

現場透水試験 オーガー法 回

現場透水試験 ケーシング法 回

現場透水試験 一重管式 回

現場透水試験 二重管式 回

現場透水試験 揚水法 回

孔内水平載荷試験 高圧載荷（10～20MN/m2） 回

孔内水平載荷試験 中圧載荷（2.5～10MN/m2） 回

孔内水平載荷試験 普通載荷（2.5MN/m2以下） 回

標準貫入試験 玉石混じり土砂 回

標準貫入試験 固結シルト・固結粘土 回

標準貫入試験 砂・砂質土 回

標準貫入試験 軟岩 回

標準貫入試験 粘性土・シルト 回

標準貫入試験 礫混じり土砂 回

２－３－４　現場内小運搬

現場内小運搬（人肩運搬） 50m以下 t

現場内小運搬（人肩運搬） 50m超100m以下 t

現場内小運搬（特装車運搬（クローラ）） 100m以下 t

現場内小運搬（特装車運搬（クローラ）） 100m超300m以下 t

現場内小運搬（特装車運搬（クローラ）） 300m超500m以下 t

現場内小運搬（特装車運搬（クローラ）） 500m超1000m以下 t

２－３－５　足場仮設

傾斜地足場 地形傾斜１５°以上～３０°未満 箇所

傾斜地足場 地形傾斜３０°以上～４５°未満 箇所

傾斜地足場 地形傾斜４５°以上～６０° 箇所

湿地足場 箇所

水上足場 水深10m以下 箇所

水上足場 水深1m以下 箇所

水上足場 水深3m以下 箇所

水上足場 水深5m以下 箇所

平坦足場 箇所

２－３－６　間接調査費

環境保全 仮囲い 箇所

給水費（ポンプ運転） 20m以上150m以下 箇所

準備及び後片づけ 業務

調査孔閉塞 箇所

搬入路伐採等 ｍ

２－３－７　解析等調査業務

既存資料の収集・現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 81,300

資料整理とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 64,600

資料整理とりまとめ 直接人件費（直接調査費分） 業務 78,800

断面図等の作成 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 60,500

断面図等の作成 直接人件費（直接調査費分） 業務 78,800

総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 343,000

２－３－８　検定費

国土地盤情報データベース検定費 本 2,000

２－４　地質調査・土質試験

２－４－１　室内物理試験

土の液性限界試験 JIS A1205　１試料につき６点 試料

土の含水量試験 JIS A1203　１試料につき３個 試料

土の塑性限界試験 JIS A1206　１試料につき３個 試料

土の単位体積重量試験 湿潤密度 ノギス法 1試料につき3個 試料
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土の粒度試験 JIS A1204　１試料につき１個 試料

土粒子の比重試験 JIS A1202　１試料につき３個 試料

２－４－２　室内力学試験

改良型一面せん断試験（１） 非圧密非排水(UU)試験 1試料につき3供試体 試料

改良型一面せん断試験（２） 圧密非排水(CU)試験 1試料につき3供試体 試料

改良型一面せん断試験（３） 圧密排水(CD)試験 1試料につき3供試体 試料

三軸圧縮試験（１） 非圧密非排水(UU)試験 1試体につき3供試体 試料

三軸圧縮試験（２） 圧密排水(CD)試験 1試体につき3供試体 試料

三軸圧縮試験（３） 圧密非排水(CU)試験 1試料3供試体 径35 試料

三軸圧縮試験（３） 圧密非排水(CU)試験 1試料3供試体 径50 試料

三軸圧縮試験（４） 圧密非排水(CU)試験 間隙水圧測定含む 径35 試料

三軸圧縮試験（４） 圧密非排水(CU)試験 間隙水圧測定含む 径50 試料

直接せん断試験（１） 非圧密非排水(UU)試験 1試料につき3供試体 試料

直接せん断試験（２） 圧密非排水(CU)試験 1試料につき3供試体 試料

土の圧密試験 JIS A1217 1試料につき1供試体 試料

土の一軸圧縮試験 JIS A1216 1試料につき2供試体 試料

土の透水試験 定水位法 1試料につき1個 試料

土の透水試験 変水位法 1試料につき1個 試料

土の突固め試験 乾燥法、モールド径10cm、ランマ2.5kg 試料

土の突固め試験 乾燥法、モールド径10cm、ランマ4.5kg 試料

土の突固め試験 乾燥法、モールド径15cm、ランマ2.5kg 試料

土の突固め試験 乾燥法、モールド径15cm、ランマ4.5kg 試料

土の突固め試験 非乾燥法、モールド径10cm、ランマ2.5kg 試料

土の突固め試験 非乾燥法、モールド径10cm、ランマ4.5kg 試料

土の突固め試験 非乾燥法、モールド径15cm、ランマ2.5kg 試料

土の突固め試験 非乾燥法、モールド径15cm、ランマ4.5kg 試料

２－４－３　ＣＢＲ試験

ＣＢＲ試験 現状土、水浸法、1モールド、含水試験含む 試料

ＣＢＲ試験 変状土、修正CBR、9モールド、含水試験含む 試料

ＣＢＲ試験 変状土、設計CBR、2モールド、含水試験含む 試料

現場ＣＢＲ試験 掘削補修費含まず、準備費含む 試料

室内ＣＢＲ試料採 現状土、1箇所当り4モールド 箇所

室内ＣＢＲ用試料採取 変状土 70kg採取 箇所

２－４－４　原位置試験

たわみ量試験 1点あたり3点 ベンケルマンビームによる 組

現場単位体積重量試験 ビット掘削費含まず 箇所

道路用平板試験 準備費含む 箇所

２－５　施工費等

２－５－１　道路関係

ガードレール曲げ加工費 板厚２．３ｍｍ；（半径２０ｍ以下適用） ｍ 378

ガードレール曲げ加工費 板厚３．２ｍｍ；（半径２０ｍ以下適用） ｍ 473

ガードレール曲げ加工費 板厚４．０ｍｍ；（半径２０ｍ以下適用） ｍ 660

マジカルマーク(錯覚利用表示) 溶融・手動 2m、グレー・レモン・グリーン 個 5,760

継壁用シール材充填工 材工共 か所 50,000

真空処理 滑り止め(○型)［昼間］ ｍ２ 2,590

真空処理 滑り止め(○型)［夜間］ ｍ２ 3,720

真空処理 普通〔昼間〕 ｍ２ 1,630

真空処理 普通〔夜間〕 ｍ２ 2,270

標識柱曲げ加工費 径６０．５ｍｍ 本

標識柱曲げ加工費 径７６．３ｍｍ 本

標識柱曲げ加工費 径８９．１ｍｍ 本

材料混合・注入費 防草材Ａ施工手間 ｍ 900

加熱注入式目地材 防草材Ｂ施工手間 ｍ 750

防草材貼付け 防草材Ｃ施工手間 ｍ 275

作業台設置撤去 ｍ 875
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ドラム缶 ＵＮ缶（内袋有） 200Ｌ/缶 缶 11,800

含有量試験 ＰＣＢ 検体 35,000

溶出試験 鉛 検体 3,100

溶出試験 クロム 検体 3,000

溶出試験 ＰＣＢ 検体 20,500

溶出試験 検体作製 検体 4,500

溶融式路面カラー塗装設置工 ；施工規模３５㎡未満 式 218,000

溶融式路面カラー塗装設置工 ；施工規模３５㎡以上５０㎡未満 ｍ２ 6,240

溶融式路面カラー塗装設置工 ；施工規模５０㎡以上１００㎡未満 ｍ２ 5,380

溶融式路面カラー塗装設置工 ；施工規模１００㎡以上２００㎡未満 ｍ２ 4,320

溶融式路面カラー塗装設置工 ；施工規模２００㎡以上 ｍ２ 3,970

溶融式路面標示設置工 警戒標識「208」；１箇所 箇所 206,000

溶融式路面標示設置工 警戒標識「208」；２箇所以上 箇所 111,000

樹脂系すべり止め舗装 RPN-301(赤色),新設舗装；100m2以上 ｍ２ 6,700

樹脂系すべり止め舗装 RPN-301(赤色),新設舗装；100m2未満 ｍ２ 8,000

樹脂系すべり止め舗装 RPN-301(赤色),既設舗装；100ｍ2以上 ｍ２ 6,000

樹脂系すべり止め舗装 RPN-301(赤色),既設舗装；100ｍ2未満 ｍ２ 7,300

樹脂系すべり止め舗装 RPN-302(赤色),新設舗装；100ｍ2以上 ｍ２ 8,600

樹脂系すべり止め舗装 RPN-302(赤色),新設舗装；100ｍ2未満 ｍ２ 10,200

樹脂系すべり止め舗装 RPN-302(赤色),既設舗装；100ｍ2以上 ｍ２ 7,600

樹脂系すべり止め舗装 RPN-302(赤色),既設舗装；100ｍ2未満 ｍ２ 9,200

樹脂系すべり止め舗装 RPN-401(赤色),新設舗装；100ｍ2以上 ｍ２ 10,000

樹脂系すべり止め舗装 RPN-401(赤色),新設舗装；100ｍ2未満 ｍ２ 12,000

樹脂系すべり止め舗装 RPN-401(赤色),既設舗装；100ｍ2以上 ｍ２ 9,000

樹脂系すべり止め舗装 RPN-401(赤色),既設舗装；100ｍ2未満 ｍ２ 10,800

樹脂系すべり止め舗装 RPN-402(赤色),新設舗装；100ｍ2以上 ｍ２ 11,800

樹脂系すべり止め舗装 RPN-402(赤色),新設舗装；100ｍ2未満 ｍ２ 14,200

樹脂系すべり止め舗装 RPN-402(赤色),既設舗装；100ｍ2以上 ｍ２ 10,600

樹脂系すべり止め舗装 RPN-402(赤色),既設舗装；100ｍ2未満 ｍ２ 12,800

添架式標識板取付金具設置 電柱共架式φ170-260（共架金具１段） 基 13,300

添架式標識板取付金具設置 電柱共架式φ170-260（共架金具２段） 基 17,500

添架式標識板取付金具設置 電柱共架式φ230-320（共架金具１段） 基 13,300

添架式標識板取付金具設置 電柱共架式φ230-320（共架金具２段） 基 17,500

添架式標識板取付金具設置 電柱共架式φ300-410（共架金具１段） 基 15,100

添架式標識板取付金具設置 電柱共架式φ300-410（共架金具２段） 基 19,300

地点名標識板取付金具設置（アーム式） ；3基以下，標識板設置手間含む 式 111,000

地点名標識板取付金具設置（アーム式） ；4基以上，標識板設置手間含む 基 27,700

地点名標識板取付金具設置（信号柱取付式） 直接取付,；3基以下,標識板設置手間含む 式 111,000

地点名標識板取付金具設置（信号柱取付式） 直接取付,；4基以上,標識板設置手間含む 基 27,700

道路標識補修（当て板） 補修箇所 1ｶ所/基；,補修版合計面積2m2未満 基 49,500

道路標識補修（当て板） 補修箇所 1ｶ所/基；,補修版合計面積2m2以上 基 60,900

道路標識補修（当て板） 補修箇所 2ｶ所/基；,補修版合計面積2m2未満 基 60,900

道路標識補修（当て板） 補修箇所 2ｶ所/基；,補修版合計面積2m2以上 基 87,500

２－５－２　公園緑地関係

シーリング工 ポリサルファイド　１０×１０　材工共 ｍ

パーゴラ組立据付費 基 127,000

ハチ駆除費 スズメバチ 箇所 20,000

ハチ駆除費 アシナガバチ 箇所 15,000

ハチ駆除費 ミツバチ 箇所 30,000

ブランコ乗板・幼児用かご取付費 個 3,000

ベンチ肘掛け取付費 ベンチＢ用 箇所 3,000

ベンチ肘掛け取付費 ベンチＣ用 箇所 3,000

子供ハウス据付費 組立・据付 基 42,200

地際補強（公園灯） 式 25,500

地際補強（時計塔） 式 25,500
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地際補強 くぐり輪 基 39,600

地際補強 グローブジャングル 基 18,900

地際補強 円形ジャングルジム 基 62,000

地際補強 四連ブランコ 基 34,600

地際補強 二連ブランコ 基 22,600

地際補強 すべり台A 基 27,200

地際補強 すべり台B 基 25,500

地際補強 二連シーソー 基 23,000

地際補強 低鉄棒(3連） 基 23,000

地際補強 中鉄棒(3連） 基 23,000

地際補強 高鉄棒(3連) 基 24,000

地際補強 ラダー 基 38,000

地際補強 チェーンネットクライム 基 44,500

地際補強 パーゴラA 基 17,200

地際補強 パーゴラB 基 12,900

地際補強 パーゴラC 基 12,900

塗装工 アクリル系 エマルジョン ０．７ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 7,000

塗膜はく離Ｂ-２ 亜鉛メッキ部、４種ケレン ｍ２ 120

土系舗装材（プレミックス）施工費 ｍ２ 2,210

文字彫 １２０×１２０ｍｍ 字 9,000

文字彫 １５０×１５０ｍｍ 字 13,500

文字彫 １８０×１８０ｍｍ 字 18,900

文字彫 ９０×９０ｍｍ 字 4,990

遊具調査Ａ 単体遊具 基 4,800

遊具調査Ｂ 複合遊具　１００ｍ２以下 基 26,000

遊具調査Ｃ 複合遊具　５００ｍ２以下 基 36,300

幼児ハウス据付費 組立・据付 基 60,500

洋風便器取付費 スパッド、床フランジ、便座 組

器具庫 亜鉛鉄板製、縦型、材工共 基 76,900

器具庫 亜鉛鉄板製、横型、材工共 基 78,200

ヒューム管（外圧管1種） 400×35×750　短切管 本 17,500

ヒューム管（外圧管1種） 500×42×750　短切管 本 24,300

手すり基礎工 コア抜き、モルタル充填 か所 4,300

銅名板設置工 80×40×0.5 枚 957

金属鋲設置工 φ7.1,L=54.5,マイナス印 本 890

２－５－３　測量関係

閲覧手数料 法務局 件 409

現像 カラー 本 584

焼付 カラー 枚 33

２－５－４　借地料

ストックヤード借地料 港区 m2･月 200

ストックヤード借地料 港区を除く m2･月 310

２－５－５　仮設材積込取卸費

取卸し費（仮設材等） ｔ 750

積込み．取卸し費（仮設材等） ｔ 1,500

積込み費（仮設材等） ｔ 750

２－５－６　継ぎ施工費

継施工費 １０Ｈ型（ハット） 個所 12,200

継施工費 ２５Ｈ型（ハット） 個所 13,100

継施工費 Ｈ２５０ 個所 23,700

継施工費 Ｈ３００ 個所 30,200

継施工費 Ｈ３５０ 個所 43,100

継施工費 Ｈ４００ 個所 61,700

継施工費 IIIｗ型 個所 7,700

継施工費 III型 個所 6,610
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継施工費 IIｗ型 個所 7,470

継施工費 II型 個所 6,270

継施工費 IVｗ型 個所 8,230

継施工費 IV型 個所 6,820

継施工費 ＶIＬ型 個所 8,360

継施工費 ＶＬ型 個所 8,090

２－５－７　削孔工

マンホール削孔費 （塩ビ管内径２００） 箇所

マンホール削孔費 内径２００（塩ビ管２５０） 箇所

マンホール削孔費 内径２５０（塩ビ管３００） 箇所

マンホール削孔費 内径３００（塩ビ管３５０） 箇所

マンホール削孔費 内径３５０（塩ビ管４００） 箇所

マンホール削孔費 内径４００（塩ビ管４５０） 箇所

マンホール削孔費 内径４５０（塩ビ管５００） 箇所

マンホール削孔費 内径５００（塩ビ管６００） 箇所 8,750

マンホール削孔費 内径６００（塩ビ管７００） 箇所 14,200

マンホール削孔費 内径７００（塩ビ管８００） 箇所 16,700

マンホール削孔費 内径８００ 箇所 21,600

マンホール削孔費 内径９００ 箇所 27,900

アスファルト舗装版削孔 削孔径128以上160mm未満,削孔深200mm未満 孔 2,250

アスファルト舗装版削孔 削孔径64以上77mm未満,削孔深200mm未満 孔 1,880

２－５－８　不適樹木伐採

不適樹木伐採（排水路維持単契用） Ｃ６０ｃｍ未満、平坦部 本 13,520

不適樹木伐採（排水路維持単契用） Ｃ６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満、平坦部 本 21,000

不適樹木伐採（排水路維持単契用） Ｃ９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満、平坦部 本 40,500

不適樹木伐採（排水路維持単契用） Ｃ１２０ｃｍ以上１５０ｃｍ未満、平坦部 本 60,700

不適樹木伐採（排水路維持単契用） Ｃ１５０ｃｍ以上１８０ｃｍ未満、平坦部 本 97,100

２－５－９　歩道橋

防鳩ﾈｯﾄ設置工(材工共)(高所作業車使用) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ目合30㎜程度 規模20m2程度まで ｍ2 23,100

防鳩ﾈｯﾄ設置工(材工共)(仮設足場利用) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ目合30㎜程度 規模20m2程度まで ｍ2 17,100

既設ゴムチップ舗装撤去工 厚１０ｍｍ （積込手間込） ｍ2 5,340

既設ゴムチップ舗装撤去工 厚１５ｍｍ （積込手間込） ｍ2 6,110

調整ﾓﾙﾀﾙ工(施工手間) 階段部 厚2～4㎝程度,圧送20m3／ｈ,ﾎﾟﾝﾌﾟ車含む ｍ2 5,300

調整ﾓﾙﾀﾙ工(施工手間) 横断部 厚2～4㎝程度,圧送20m3／ｈ,ﾎﾟﾝﾌﾟ車含む ｍ2 4,180

薄層カラー舗装工（階段部）（材工共） 樹脂モルタル平均厚2ｃｍ ｍ２ 20,900

薄層カラー舗装工（横断部）（材工共） 樹脂モルタル平均厚2ｃｍ ｍ２ 16,700

薄層カラー舗装工（階段部）（材工共） 樹脂モルタル平均厚2.5ｃｍ ｍ２ 25,400

薄層カラー舗装工（横断部）（材工共） 樹脂モルタル平均厚2.5ｃｍ ｍ２ 20,300

薄層カラー舗装工（階段部）（材工共） 樹脂モルタル平均厚3ｃｍ ｍ２ 30,000

薄層カラー舗装工（横断部）（材工共） 樹脂モルタル平均厚3ｃｍ ｍ２ 24,000

滑り止めテープ設置工（施工手間） 幅5cm程度の施工手間(屋外・土足用) ｍ 1,030

Ｖカットクラック補修工（施工手間） 幅10㎜×深10～15㎜程度 ｍ 7,210

歩道橋用排水管取替工（施工手間） 既設撤去～新設まで ｍ 9,220

歩道橋用排水桝取替工（施工手間） 既設撤去～新設まで か所 31,500

歩道橋用排水管取替工（施工手間） 新設 ｍ 7,340

歩道橋用排水桝取替工（施工手間） 新設 か所 25,800

塗膜系防水工（材工共） 塗膜系防水（ゴム溶剤型） ｍ２ 2,480

剥離剤用養生設備工（材工共） 養生シート（不浸透性）、天端防護 掛㎡ 500

剥離剤用養生設備工（吊足場）（材工共） 養生シート（不浸透性）、天端防護 ｍ２ 500

素地調整工 2種ｹﾚﾝ仕上げ相当(動力工具と手工具の併用) ｍ２ 2,850

３　仮設材等賃料及び損料

３－１　鋼製仮設材等

３－１－１　鋼矢板

軽量鋼矢板賃料 １型、２型、３型；1～3カ月 日・ｔ

軽量鋼矢板賃料 １型、２型、３型；4～6カ月 日・ｔ
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軽量鋼矢板賃料 １型、２型、３型；7～12カ月 日・ｔ

軽量鋼矢板　整備費 １型，２型，３型 ｔ

鋼矢板賃料 ２型、(４８kg／ｍ)；1～3カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ２型、(４８kg／ｍ)；13～24カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ２型、(４８kg／ｍ)；25～36カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ２型、(４８kg／ｍ)；4～6カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ２型、(４８kg／ｍ)；7～12カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ３型、(６０kg／ｍ)；1～3カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ３型、(６０kg／ｍ)；13～24カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ３型、(６０kg／ｍ)；25～36カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ３型、(６０kg／ｍ)；4～6カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ３型、(６０kg／ｍ)；7～12カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ４型、(７６．１kg／ｍ)；1～3カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ４型、(７６．１kg／ｍ)；13～24カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ４型、(７６．１kg／ｍ)；25～36カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ４型、(７６．１kg／ｍ)；4～6カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ４型、(７６．１kg／ｍ)；7～12カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ５Ｌ型、(１０５kg／ｍ)；1～3カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ５Ｌ型、(１０５kg／ｍ)；13～24カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ５Ｌ型、(１０５kg／ｍ)；25～36カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ５Ｌ型、(１０５kg／ｍ)；4～6カ月 日・ｔ

鋼矢板賃料 ５Ｌ型、(１０５kg／ｍ)；7～12カ月 日・ｔ

鋼矢板　整備費 Ⅲ型，Ⅳ型 ｔ

３－１－２　Ｈ形鋼

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－２００、(４９．９kg／ｍ)；1～3カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－２００、(４９．９kg／ｍ)；13～24カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－２００、(４９．９kg／ｍ)；4～6カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－２００、(４９．９kg／ｍ)；7～12カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－２５０、(７２．４kg／ｍ)；1～3カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－２５０、(７２．４kg／ｍ)；13～24月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－２５０、(７２．４kg／ｍ)；4～6カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－２５０、(７２．４kg／ｍ)；7～12カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－３００、(９４kg／ｍ)；1～3カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－３００、(９４kg／ｍ)；13～24カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－３００、(９４kg／ｍ)；4～6カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－３００、(９４kg／ｍ)；7～12カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－３５０、(１３７kg／ｍ)；13～24カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－３５０、(１３７kg／ｍ)；4～6カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－３５０、(１３７kg／ｍ)；7～12カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－３５０、(１３７kg／ｍ；1～3カ月) 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－４００、(１７２kg／ｍ)；1～3カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－４００、(１７２kg／ｍ)；13～24カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－４００、(１７２kg／ｍ)；4～6カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼賃料 Ｈ－４００、(１７２kg／ｍ)；7～12カ月 日・ｔ

Ｈ形鋼　整備費 H-200,H-250,H-300,H-350,H-400 ｔ

３－１－３　鋼製山留材

鋼製山留材賃料 Ｈ２５０～４００　；1～3カ月 日・ｔ

鋼製山留材賃料 Ｈ２５０～４００　；12～24カ月 日・ｔ

鋼製山留材賃料 Ｈ２５０～４００　；25～36カ月 日・ｔ

鋼製山留材賃料 Ｈ２５０～４００　；4～6カ月 日・ｔ

鋼製山留材賃料 Ｈ２５０～４００　；7～12カ月 日・ｔ

鋼製山留材　整備費 H-200,H-250,H-300,H-350,H-400 ｔ

鋼製山留材　部品　整備費 ｔ

鋼製山留材　部品　賃料 90日（3カ月）以内 日・ｔ

鋼製山留材　部品　賃料 180日（6カ月）以内 日・ｔ
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鋼製山留材　部品　賃料 360日（12カ月）以内 日・ｔ

鋼製山留材　部品　賃料 720日（24カ月）以内 日・ｔ

鋼製山留材　部品　賃料 1080日（36カ月）以内 日・ｔ

鋼製山留材 部品 不足分弁償金（新品） ｔ

３－１－４　覆工板

覆工板賃料 鋼製(183kg/ｍ２)；1～3カ月 m2･月

覆工板賃料 鋼製(183kg/ｍ２)；12～24カ月 m2･月

覆工板賃料 鋼製(183kg/ｍ２)；25～36カ月 m2･月

覆工板賃料 鋼製(183kg/ｍ２)；4～6カ月 m2･月

覆工板賃料 鋼製(183kg/ｍ２)；7～12カ月 m2･月

覆工板賃料(滑り止め加工付) 鋼製(187kg/ｍ２)；1～3カ月 m2･月

覆工板賃料(滑り止め加工付) 鋼製(187kg/ｍ２)；12～24カ月 m2･月

覆工板賃料(滑り止め加工付) 鋼製(187kg/ｍ２)；25～36カ月 m2･月

覆工板賃料(滑り止め加工付) 鋼製(187kg/ｍ２)；4～6カ月 m2･月

覆工板賃料(滑り止め加工付) 鋼製(187kg/ｍ２)；7～12カ月 m2･月

覆工板　整備費 鋼製（従来型），鋼製（補強型） ｍ２

覆工板　整備費 鋼製すべり止め（従来型），（補強型） ｍ２

覆工板　整備費 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2m2),(補強型3m2) ｍ２

３－１－５　鋼製マット

鋼製マット賃料 1200×500×50(49.8kg)；1～3カ月 日・枚

鋼製マット賃料 1200×500×50(49.8kg)；12～24カ月 日・枚

鋼製マット賃料 1200×500×50(49.8kg)；25～36カ月 日・枚

鋼製マット賃料 1200×500×50(49.8kg)；4～6カ月 日・枚

鋼製マット賃料 1200×500×50(49.8kg)；7～12カ月 日・枚

鋼製マット賃料 1500×500×50(62.25kg)；1～3カ月 日・枚

鋼製マット賃料 1500×500×50(62.25kg)；12～24カ月 日・枚

鋼製マット賃料 1500×500×50(62.25kg)；25～36カ月 日・枚

鋼製マット賃料 1500×500×50(62.25kg)；4～6カ月 日・枚

鋼製マット賃料 1500×500×50(62.25kg)；7～12カ月 日・枚

鋼製マット賃料 3500×300×100(112.35kg)；1～3カ月 日・枚

鋼製マット賃料 3500×300×100(112.35kg)；12～24カ月 日・枚

鋼製マット賃料 3500×300×100(112.35kg)；25～36カ月 日・枚

鋼製マット賃料 3500×300×100(112.35kg)；4～6カ月 日・枚

鋼製マット賃料 3500×300×100(112.35kg)；7～12カ月 日・枚

３－１－６　敷鉄板

整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８ 枚

整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６ 枚

整備費（敷鉄板） ２５×１５２４×６０９６ 枚

不足分弁償金（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８ ｔ

不足分弁償金（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６ ｔ

不足分弁償金（敷鉄板） ２５×１５２４×６０９６ ｔ

敷鉄板賃料 22×1524×3048(12ヶ月以内) 枚・日

敷鉄板賃料 22×1524×3048(3ヶ月以内) 枚・日

敷鉄板賃料 22×1524×3048(6ヶ月以内) 枚・日

敷鉄板賃料 22×1524×6096(12ヶ月以内) 枚・日

敷鉄板賃料 22×1524×6096(3ヶ月以内) 枚・日

敷鉄板賃料 22×1524×6096(6ヶ月以内) 枚・日

敷鉄板賃料 25×1524×6096(12ヶ月以内) 枚・日

敷鉄板賃料 25×1524×6096(3ヶ月以内) 枚・日

敷鉄板賃料 25×1524×6096(6ヶ月以内) 枚・日

３－１－７　軽量支保材賃料

アルミ矢板賃料 有効幅333mm　長さ1500mm 枚・日

アルミ矢板賃料 有効幅333mm　長さ2000mm 枚・日

アルミ矢板賃料 有効幅333mm　長さ2500mm 枚・日

アルミ矢板賃料 有効幅333mm　長さ3000mm 枚・日
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アルミ矢板賃料 有効幅333mm　長さ3500mm 枚・日

アルミ矢板賃料 有効幅333mm　長さ4000mm 枚・日

アルミ矢板賃料（基本料） 有効幅333mm　長さ1500mm 枚

アルミ矢板賃料（基本料） 有効幅333mm　長さ2000mm 枚

アルミ矢板賃料（基本料） 有効幅333mm　長さ2500mm 枚

アルミ矢板賃料（基本料） 有効幅333mm　長さ3000mm 枚

アルミ矢板賃料（基本料） 有効幅333mm　長さ3500mm 枚

アルミ矢板賃料（基本料） 有効幅333mm　長さ4000mm 枚

アルミ腹起こし賃料 70～80×115～130×4000mm程度 本・日

アルミ腹起こし賃料（基本料） 70～80×115～130×4000mm程度 本

手動水圧ポンプ賃料 タンク水量15～19Ｌ 台・日

手動水圧ポンプ賃料（基本料） タンク水量15～19Ｌ 台

水圧サポート賃料 調整長 450～ 650mm程度 本・日

水圧サポート賃料 調整長 590～ 900mm程度 本・日

水圧サポート賃料 調整長 770～1300mm程度 本・日

水圧サポート賃料 調整長1100～1800mm程度 本・日

水圧サポート賃料 調整長1500～2200mm程度 本・日

水圧サポート賃料 調整長2000～2700mm程度 本・日

水圧サポート賃料 調整長2600～3100mm程度 本・日

水圧サポート賃料（基本料） 調整長 450～ 650mm程度 本

水圧サポート賃料（基本料） 調整長 590～ 900mm程度 本

水圧サポート賃料（基本料） 調整長 770～1300mm程度 本

水圧サポート賃料（基本料） 調整長1100～1800mm程度 本

水圧サポート賃料（基本料） 調整長1500～2200mm程度 本

水圧サポート賃料（基本料） 調整長2000～2700mm程度 本

水圧サポート賃料（基本料） 調整長2600～3100mm程度 本

３－２　その他仮設材等

３－２－１　その他仮設材等

仮囲い仮設材損料 単管土中打込式　Ｈ＝３．０ｍ 供用日 147

監督員詰所用備品 机　椅子　黒板等 月 13,800

消波・根固めブロック型枠賃料　FRP製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t未満 ｍ２

消波・根固めブロック型枠賃料　鋼製 直積ﾌﾞﾛｯｸ用 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t未満 ｍ２

消波・根固めブロック型枠賃料　鋼製 直積ﾌﾞﾛｯｸ用異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t～50t未満 ｍ２

環境設備費(除じん機能有集じん排気装置) 1ｶ月程度(基本料,整備料,損料,消耗品含む) 式 319,000

環境設備費(除じん機能有集じん排気装置) 2ｶ月程度(基本料,整備料,損料,消耗品含む) 式 494,000

環境設備費(除じん機能有集じん排気装置) 3ｶ月程度(基本料,整備料,損料,消耗品含む) 式 669,000

環境設備費（真空掃除機） 1ｶ月程度(基本料,整備料,損料,消耗品含む) 式 102,000

環境設備費（真空掃除機） 2ｶ月程度(基本料,整備料,損料,消耗品含む) 式 151,000

環境設備費（真空掃除機） 3ｶ月程度(基本料,整備料,損料,消耗品含む) 式 200,000

環境設備費（簡易ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ、ｴｱｼｬﾜｰ） 1ｶ月程度(基本料,整備料,損料,消耗品含む) 式 485,000

環境設備費（簡易ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ、ｴｱｼｬﾜｰ） 2ｶ月程度(基本料,整備料,損料,消耗品含む) 式 733,000

環境設備費（簡易ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ、ｴｱｼｬﾜｰ） 3ｶ月程度(基本料,整備料,損料,消耗品含む) 式 981,000

安全衛生費(電動ﾌｧﾝ付呼吸保護具)全面体 基安労発0530第1号/基安化発0530第1号対応 個 83,800

安全衛生費(呼吸用防護フィルタ) 電動ﾌｧﾝ付呼吸用防護具適応ﾏｽｸ 枚 1,400

安全衛生費(使い捨て化学防護服) ＪＩＳ Ｔ８１１５適合 着 1,050

安全衛生費(化学防護長靴) JIS T8117 適合 足 8,800

安全衛生費(使い捨て化学防護手袋) ＪＩＳ　Ｔ８１１６適合 双 380

３－２－２　仮設材等の運搬

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 10kmまで t 4,350

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 20kmまで t 4,660

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 30kmまで t 5,000

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 40kmまで t 5,380

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 50kmまで t 5,750

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 60kmまで t 6,120

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 70kmまで t 6,540
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基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 80kmまで t 6,900

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 90kmまで t 7,220

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 100kmまで t 7,620

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 110kmまで t 7,960

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 120kmまで t 8,300

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 130kmまで t 8,700

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 140kmまで t 9,040

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 150kmまで t 9,370

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 160kmまで t 9,820

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 170kmまで t 10,000

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 180kmまで t 10,300

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 190kmまで t 10,700

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 200kmまで t 11,100

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 20km毎加算額 t 677

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 10kmまで t 4,800

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 20kmまで t 5,170

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 30kmまで t 5,480

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 40kmまで t 5,900

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 50kmまで t 6,310

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 60kmまで t 6,760

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 70kmまで t 7,180

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 80kmまで t 7,570

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 90kmまで t 7,940

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 100kmまで t 8,380

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 110kmまで t 8,730

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 120kmまで t 9,080

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 130kmまで t 9,510

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 140kmまで t 9,850

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 150kmまで t 10,200

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 160kmまで t 10,600

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 170kmまで t 10,900

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 180kmまで t 11,200

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 190kmまで t 11,800

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内 200kmまで t 12,100

基本運賃区分Ａ 製品長12m超15m以内20km毎加算額 t 802

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 10kmまで t 7,010

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 20kmまで t 7,470

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 30kmまで t 7,990

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 40kmまで t 8,490

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 50kmまで t 9,040

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 60kmまで t 9,590

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 70kmまで t 10,100

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 80kmまで t 10,600

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 90kmまで t 11,100

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 100kmまで t 11,700

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 110kmまで t 12,200

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 120kmまで t 12,700

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 130kmまで t 13,300

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 140kmまで t 13,800

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 150kmまで t 14,400

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 160kmまで t 14,900

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 170kmまで t 15,400

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 180kmまで t 15,800

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 190kmまで t 16,800

基本運賃区分Ａ 製品長15m超 200kmまで t 17,300
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基本運賃区分Ａ 製品長15m超 20km毎加算額 t 1,080

３－２－３　貨物自動車基本運賃

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで 台 62,500

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで 台 76,000

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで 台 98,000

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 150kmまで 台 120,500

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 200kmまで 台 142,500

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで20km毎加算額 台 8,900

３－２－４　施工単価計算用単価

シート張防護材損料 月 1

シート張防護材賃料 月 1

安全通路賃料 月 1

主体足場賃料 パイプ吊足場 月 1

主体足場賃料 ワイヤーブリッジ転用足場 月 1

床版追加足場賃料 月 1

足場材損料 日 1

足場材損料 月 1

足場材賃料 月 1

中段足場賃料 月 1

朝顔賃料 月 1

登り桟橋損料 月 1

部分作業床賃料 月 1

防護材損料 月 1

防護材賃料 月 1

４　機械賃料

４－１　ブルドーザ及びスクレーバ

４－１－１　ブルドーザ

ブルドーザ[普通] ３ｔ級 日

ブルドーザ[湿地] ７ｔ級 日

ブルドーザ［湿地］ １６ｔ級 日

４－２　掘削及び積込機

４－２－１　バックホウ

バックホウ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.28m3(平積0.2m3) 日

バックホウ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3) 日

バックホウ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.5m3(平積0.4m3) 日

バックホウ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日

バックホウ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] 山積0.28m3 日

バックホウ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊 日

バックホウ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 日

バックホウ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊 日

バックホウ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.5m3（平積0.4m3）2.9t吊 日

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊 日

バックホウ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型］ 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 日

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音] 山積0.45ｍ3（平積0.35ｍ3） 日

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低・ｸﾚｰﾝ] 山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t 日

バックホウ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3) 日

バックホウ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] 山積0.22m3（平積0.16m3） 日

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［超小旋回型］ 山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） 日

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準］ 山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３） 日

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.09m3（平積0.07m3）0.9ｔ吊 日

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回 低騒音型] 山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） 日

４－２－２　クラムシェル

油圧クラムシェル[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 平積0.4m3 日

４－２－３　ホイールローダ

ホイールローダ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積０．３４ｍ３ 日
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ホイールローダ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積０．６ｍ３ 日

ホイールローダ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積０．８ｍ３ 日

ホイールローダ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積０．９～１．０ｍ３ 日

ホイールローダ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積１．２ｍ３ 日

ホイールローダ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積１．３～１．４ｍ３ 日

４－２－４　モータグレーダ

モータグレーダ ブレード幅3.1ｍ 日

４－３　運搬機械

４－３－２　ダンプトラック

トラック[クレーン装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ４ｔ級　吊能力２．９ｔ 日

４－３－２　不整地運搬車

ダンプトラック[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ４ｔ積級 日

４－３－３　不整地運搬車

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 積載質量２．０ｔ積 日

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 積載質量２．５ｔ 日

４－４　クレーンその他の荷役機械

４－４－１　クローラクレーン

クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型] ４．９ｔ吊 日

クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 35t吊 日

クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 40t吊 日

クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 50t吊 日

クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 55t吊 日

クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 65t吊 日

クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 80t吊 日

クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 100t吊 日

クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 150t吊 日

クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 300t吊 日

４－４－２　トラッククレーン

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] １００ｔ吊 日

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] １２０ｔ吊 日

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] １６０ｔ吊 日

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] １６ｔ吊 日 36,800

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] ２００ｔ吊 日

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] ２０ｔ吊 日 37,600

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] ２５ｔ吊 日 41,600

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] ３０ｔ吊 日 57,600

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] ３５ｔ吊 日 57,600

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] ３６０ｔ吊 日

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] ４．９ｔ吊 日

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] ４５ｔ吊 日 70,400

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] ５０ｔ吊 日 76,000

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] ５５０ｔ吊 日

４－４－３　ラフテレーンクレーン

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ １０ｔ吊 日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ １６ｔ吊 日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２０ｔ吊 日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊 日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ３５ｔ吊 日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊 日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４５ｔ吊 日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５０ｔ吊 日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ６０ｔ吊 日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ６５ｔ吊 日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ７ｔ吊 日

４－４－４　高所作業車
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高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　作業床高さ12m 日

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　作業床高さ9.7m 日

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　作業床高さ22m 日

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　作業床高10～12m 日

高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高12～13m [自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型] 日

高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高8～9m [自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型] 日

高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ8～9m [自走式(ﾎｲｰﾙ)･垂直型] 日

高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高6.8m ［自走式（クローラ）・ブーム型］ 日

４－４－５　橋梁点検車

橋梁点検車 最大地下深さ7m以上、差し込み長さ3m以上 台・日

橋梁点検車 最大地下深さ5m以上、差し込み長さ7m以上 台・日 68,200

橋梁点検車 最大地下深さ17m以上、差し込み長さ15m以上 台・日 600,000

４－５　締固め機械

４－５－１　ロードローラ

ロードローラ[タンデム] 質量８～１０ｔ 日

ロードローラ[マカダム] 質量１０～１２ｔ 日

ロードローラ[マカダム両輪] 質量１０～１２ｔ 日

４－５－２　タイヤローラ

タイヤローラ[普通型] 質量３～４ｔ 日

タイヤローラ[普通型] 質量８～２０ｔ 日

４－５－３　振動ローラ

振動ローラ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 質量３～４ｔ 日

振動ローラ[搭乗・タンデム式] 質量１．２～１．４ｔ 日

振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式] 質量１１～１２ｔ 日

振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式] 質量２．５～２．８ｔ 日

振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式] 質量３～５ｔ 日

振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式] 質量６～７ｔ 日

振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式] 修正８～１０ｔ 日

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量０．８～１．１ｔ 日

振動ローラ(舗装用）［ハンドガイド式］ 質量０．５～０．６ｔ 日

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] 運転質量１１～１２ｔ 日

４－５－４　タンパ

タンパ及びランマ 質量６０～８０ｋｇ 日

４－６　空気圧縮機

４－６－１　空気圧縮機

空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］ 吐出量１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ 日

空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］ 吐出量１４．２ｍ３／ｍｉｎ 日

空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］ 吐出量１７ｍ３／ｍｉｎ 日

空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］ 吐出量１５ｍ３／ｍｉｎ 日

空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］ 吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ 日

空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］ 吐出量２．５ｍ３／ｍｉｎ 日

空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］ 吐出量２。０ｍ３／ｍｉｎ 日

空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］ 吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ 日

空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］ 吐出量５。０ｍ３／ｍｉｎ 日

空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］ 吐出量７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ 日

４－７　建設用ポンプ

４－７－１　工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径100mm　全揚程10ｍ 日

工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径100mm　全揚程15ｍ 日

工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径150mm　全揚程10ｍ 日

工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径150mm　全揚程15ｍ 日

工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径200mm　全揚程10ｍ 日

工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径200mm　全揚程15ｍ 日

４－８　電気機器

４－８－１　発動発電機

124



【基本単価一覧表公表図書】 2021.10.1

名             称 規             格 単 位 単  価

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ２ｋＶＡ 日

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ３ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ １００ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ １０ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ １２５ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ １５０ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ １５ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２００ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２０ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２５０ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２５ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ３００ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ３５０ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ３５ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ４５ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ５ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ６０ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ７５ｋＶＡ 日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ８ｋＶＡ 日

発動発電機（ＰＣ橋片持ち仮設工） ディーゼル　３７／４５ｋＶＡ 供用日 3,130

４－９　その他の機器

４－９－１　ジェットヒータ

ジェットヒータ １２６ＭＪ(３０、１００kcal) 日

４－９－２　大型ブレーカ用アタッチメント

大型ブレーカ（油圧ブレーカ） ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 日

大型ブレーカ（油圧ブレーカ） ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む 日

大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量０．１ｍ３　ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む 日

４－９－３　アスファルトフィニッシャ

アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ 日

アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ 日

４－９－４　ＩＣＴ関連

システム初期費 ブルドーザ 式 548,000

システム初期費 バックホウ 式 598,000

システム初期費 モータグレーダ 式 623,000

ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 バックホウ 日 41,000

ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 モータグレーダ 日 49,000

ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） 日 13,000

ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型） 日 13,000

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ICT施工対応型] ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8ｍ3 2.9t吊 日

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地・ICT施工対応型］ ７ｔ級 日

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地・ICT施工対応型］ １６ｔ級 日

５　機械損料

５－１　機械損料

５－１－１　機械損料(その他)

耕うん機損料 ０．４ｔ級　；運転1時間当り換算値 時間 256

草刈機損料（ハンマナイフ式） 刈幅95cm　ｶｯﾀｰ含　；運転1日当り換算値 日 3,500

草刈機損料（ロータリー式） 刈幅50cm　；運転1日当り換算値 日 564

草刈機損料（乗用三連ロータリー式） 刈幅120cm　；運転1日当り換算値 日 2,530

剪枝機損料 刈幅75cm　；運転1日当り換算値 日 306

エンジンブロア損料 最大風量8.6m3/min　；運転1日当り換算値 日 219

小型高圧洗浄機損料 40kg/cm2　8PS　；運転1日当り換算値 日 2,230

本管用ＴＶカメラ搭載車損料 ２ｔ　１３０ＰＳ 時間 10,200

反転・引込車損料 4t　154ｋｗ 日 22,900

硬化・形成車損料 4t　154ｋｗ 日 58,800

本管用ＴＶカメラ車損料 2t　63ｋｗ 日 26,800

125



【基本単価一覧表公表図書】 2021.10.1

名             称 規             格 単 位 単  価

せん孔機車損料 2t　84ｋｗ 日 98,200

高圧洗浄車損料 4t　147ｋｗ 日 27,000

高圧洗浄車損料 4t　147ｋｗ 時間 7,870

給水車損料 4t　121ｋｗ 供用日 8,670

給水車損料 4t　132ｋｗ 時間 3,600

超高圧洗浄車損料 4t　210PS 供用日 32,800

揚泥車損料 4t　147ｋｗ 時間 4,750

本管用ＴＶカメラ車損料 2t　95.5ｋｗ 時間 10,200

取付管用ＴＶカメラ車損料 2t　70ｋｗ 時間 3,340

補修プラント車損料 3t　100ｋｗ 時間 5,490

強力吸引車損料 4.5t　147ｋｗ 時間 6,390

強力吸引車損料 8t　205ｋｗ 時間 12,400

強力吸引車損料 11t　242ｋｗ 時間 14,200

特殊強力吸引車損料 4.5t，147ｋｗ，最大風量 20m3/min 時間 5,810

特殊強力吸引車損料 4.5t，147ｋｗ，最大風量 40～50m3/min 時間 8,150

特殊強力吸引車損料 8t，205ｋｗ，最大風量 20m3/min 時間 12,400

特殊強力吸引車損料 8t，205ｋｗ，最大風量 40～50m3/min 時間 14,400

特殊強力吸引車損料 11t，242ｋｗ，最大風量 20m3/min 時間 14,200

特殊強力吸引車損料 11t，242ｋｗ，最大風量 40～50m3/min 時間 16,300

止水プラグ損料 φ150mm 供用日 190

止水プラグ損料 φ200mm 供用日 220

止水プラグ損料 φ250mm 供用日 258

止水プラグ損料 φ300mm 供用日 338

止水プラグ損料 φ350mm 供用日 529

止水プラグ損料 φ400mm 供用日 575

止水プラグ損料 φ450mm 供用日 854

止水プラグ損料 φ500mm 供用日 896

止水プラグ損料 φ600mm 供用日 963

止水プラグ損料 φ700mm 供用日 2,120

注入パッカー損料 φ150mm 日 1,230

注入パッカー損料 φ200mm 日 1,320

注入パッカー損料 φ250mm 日 2,000

注入パッカー損料 φ300mm 日 2,050

注入パッカー損料 φ350mm 日 2,290

注入パッカー損料 φ400mm 日 2,410

注入パッカー損料 φ450mm 日 2,670

注入パッカー損料 φ500mm 日 2,670

注入パッカー損料 φ600mm 日 3,230

注入パッカー損料 φ700mm 日 4,970
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