平成２９年３月１日以降適用

新潟市土木工事等設計（公表）単価表
付録 物価資料掲載名称一覧

新 潟 市

新潟市土木工事等設計（公表）単価表
付録

物価資料掲載名称一覧について

１．はじめに
本資料は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）に
掲載している資材単価（市場単価除く）のうち、物価資料から相当品として採用した単
価の物価資料掲載名称を単価コードごとにとりまとめた一覧表であり、個々の契約にお
ける単価を拘束したり、使用資材を指定するものではありません。

２．掲載内容
単価表の単価欄に「物価資料」と記載されているものについて、（一財）建設物価調査
会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Ｗｅｂ建設物価含む）」
「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）」における名称を、単価表のコードに対応さ
せています。
・単価表に掲載している単位と異なるものについては、単価表に掲載している単位に換
算しています。
・一部の単価には附属品やエキストラ等の単価が含まれますが、本資料では物価資料掲
載名称が代表資材の名称のみの表示となっている場合がありますので、単価表の名称
・規格・注記等にてご確認ください。
・両調査会の物価資料の掲載名称がある単価は平均値を採用しています。
・一方の物価資料の掲載名称が空欄の単価は、掲載名称がある方の単価のみを採用して
います。
・施工パッケージに用いる東京単価（P.36～）における「新潟県土木工事等基礎（公表）
単価表」は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」に読み替えるものとします。

３．その他
（１）本資料の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・
販売を禁止します。
（２）本資料は、平成２９年３月１日以降適用の単価表に対応しています。
（３）本資料の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損
害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
（４）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせください。

月刊 建設物価 掲載

単価コード

K6030
K6031
K6032
K6033
K6034
K6035
K6036
K6037
K6038
K6039
K6040
K6041
K6042
K6043
K6044
K6045
K6046
K6047
K6048
K6049
K6050
K8911
KAR201
KAR280
KAR281
KAR282
KAR283
KAR284
KAR285
KAR286
KAR287
KAR288
KAR289
KAR290
KAR291
KAR313
KAR314
KAR315
KAR316
KAR317
KAR318
KAR319
KAR320
KAR321
KAR322
KAR323
KAR324
KAR337
KAR338
KAR339
KAR340
KAR341
KAR342
KAR343
KAR344
KAR345
KAR346
KAR347
KAR348
KN0014
KN0015
KN0016
KN0017
KN0018
KN0019
KN0020
KN0057
KN0058
KN0059
KN0060
KN0061
KN0062
KN0063
KN0064
KN0066
KN0067
KN0068
KN0069
KN0070
KN0071
KN0077
KN0078
KN0079
KN0080
KN0081
KN0082
KN0084
KN0085
KN0086
KN0087
KN0088
KN0089
KN0091
KN0092
KN0093
KN0094
KN0095
KN0096
KN0129
KN0130
KN0131
KN0132
KN0133
KN0134
KN0136
KN0137

名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

簡易土留材（賃貸） １５ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） １５ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） １５ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） １５ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） １５ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
クローラクレーン（作業料金）
キャリアダンプ（賃貸）
モノレール（賃貸）３０日以内
モノレール（賃貸）６０日以内
モノレール（賃貸）９０日以内
モノレール（賃貸）１２０日以内
モノレール（賃貸）１５０日以内
モノレール（賃貸）１８０日以内
モノレール（賃貸）２１０日以内
モノレール（賃貸）２４０日以内
モノレール（賃貸）２７０日以内
モノレール（賃貸）３００日以内
モノレール（賃貸）３３０日以内
モノレール（賃貸）３６０日以内
モノレール（賃貸）３０日以内
モノレール（賃貸）６０日以内
モノレール（賃貸）９０日以内
モノレール（賃貸）１２０日以内
モノレール（賃貸）１５０日以内
モノレール（賃貸）１８０日以内
モノレール（賃貸）２１０日以内
モノレール（賃貸）２４０日以内
モノレール（賃貸）２７０日以内
モノレール（賃貸）３００日以内
モノレール（賃貸）３３０日以内
モノレール（賃貸）３６０日以内
モノレール（賃貸）３０日以内
モノレール（賃貸）６０日以内
モノレール（賃貸）９０日以内
モノレール（賃貸）１２０日以内
モノレール（賃貸）１５０日以内
モノレール（賃貸）１８０日以内
モノレール（賃貸）２１０日以内
モノレール（賃貸）２４０日以内
モノレール（賃貸）２７０日以内
モノレール（賃貸）３００日以内
モノレール（賃貸）３３０日以内
モノレール（賃貸）３６０日以内
一般構造用丸鋼ＳＳ４００
一般構造用丸鋼ＳＳ４００
一般構造用丸鋼ＳＳ４００

１．５型 Ｗ３ｍ未満
１．５型 Ｗ３ｍ未満
２．０型 Ｗ３ｍ未満
２．０型 Ｗ３ｍ未満
２．５型 Ｗ３ｍ未満
２．５型 Ｗ３ｍ未満
３．０型 Ｗ３ｍ未満
３．０型 Ｗ３ｍ未満
３．５型 Ｗ３ｍ未満
３．５型 Ｗ３ｍ未満
３．５型 Ｗ３～４．７ｍ未満
４．０型 Ｗ３ｍ未満
４．０型 Ｗ３～４．７ｍ未満
４．５型 Ｗ３ｍ未満
４．５型 Ｗ３～４．７ｍ未満
５．０型 Ｗ３ｍ未満
５．０型 Ｗ３～４．７ｍ未満
５．５型 Ｗ３ｍ未満
５．５型 Ｗ３～４．７ｍ未満
６．０型 Ｗ３ｍ未満
６．０型 Ｗ３～４．７ｍ未満
２５０ｔ吊 オペレータ付 月極
クローラ 油圧式 ４ｔ
動力車 ５００ｋｇ積／４５度
動力車 ５００ｋｇ積／４５度
動力車 ５００ｋｇ積／４５度
動力車 ５００ｋｇ積／４５度
動力車 ５００ｋｇ積／４５度
動力車 ５００ｋｇ積／４５度
動力車 ５００ｋｇ積／４５度
動力車 ５００ｋｇ積／４５度
動力車 ５００ｋｇ積／４５度
動力車 ５００ｋｇ積／４５度
動力車 ５００ｋｇ積／４５度
動力車 ５００ｋｇ積／４５度
土木箱台車５００ｋｇ積／４５度
土木箱台車５００ｋｇ積／４５度
土木箱台車５００ｋｇ積／４５度
土木箱台車５００ｋｇ積／４５度
土木箱台車５００ｋｇ積／４５度
土木箱台車５００ｋｇ積／４５度
土木箱台車５００ｋｇ積／４５度
土木箱台車５００ｋｇ積／４５度
土木箱台車５００ｋｇ積／４５度
土木箱台車５００ｋｇ積／４５度
土木箱台車５００ｋｇ積／４５度
土木箱台車５００ｋｇ積／４５度
レール資材５００ｋｇ積／４５度
レール資材５００ｋｇ積／４５度
レール資材５００ｋｇ積／４５度
レール資材５００ｋｇ積／４５度
レール資材５００ｋｇ積／４５度
レール資材５００ｋｇ積／４５度
レール資材５００ｋｇ積／４５度
レール資材５００ｋｇ積／４５度
レール資材５００ｋｇ積／４５度
レール資材５００ｋｇ積／４５度
レール資材５００ｋｇ積／４５度
レール資材５００ｋｇ積／４５度
１３ｍｍ
１６ｍｍ
３２ｍｍ

ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
台・月
台・日
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｔ
ｔ
ｔ

中板
中板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板
厚板

３以上６未満×定尺 高炉 先物
３以上６未満×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
１２～２５×定尺 高炉 先物

ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ

無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格
無規格

1

名称

規格

単位

たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長１５ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長１５ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長１５ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長１５ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長１５ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車

掘削深１．５ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深１．５ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深２．０ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深２．０ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深２．５ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深２．５ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深３．０ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深３．０ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深３．５ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深３．５ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深３．５ｍ 開削幅３．０以上４．７ｍ未満
掘削深４．０ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深４．０ｍ 開削幅３．０以上４．７ｍ未満
掘削深４．５ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深４．５ｍ 開削幅３．０以上４．７ｍ未満
掘削深５．０ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深５．０ｍ 開削幅３．０以上４．７ｍ未満
掘削深５．５ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深５．５ｍ 開削幅３．０以上４．７ｍ未満
掘削深６．０ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深６．０ｍ 開削幅３．０以上４．７ｍ未満
２５０ｔ吊 オペレータ付（分解組立が必要）
積載質量４．０ｔ（排出ガス１・２次対策型 含）

ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
月
日

一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）

径１３ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ
径１６ｍｍ １．５８ｋｇ／ｍ
径３２ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ
径５０ｍｍ １５．４ｋｇ／ｍ
径８０ｍｍ ３９．５ｋｇ／ｍ
径１１０ｍｍ ７４．６ｋｇ／ｍ
径１８０ｍｍ ２００ｋｇ／ｍ
中板 ３．２・４．５×定尺
中板 ３．２・４．５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ

月刊 建設物価 掲載

単価コード

KN0138
KN0139
KN0140
KN0141
KN0143
KN0144
KN0145
KN0146
KN0147
KN0148
KN0153
KN0154
KN0155
KN0156
KN0157
KN0158
KN0160
KN0161
KN0162
KN0163
KN0164
KN0165
KN0167
KN0168
KN0169
KN0170
KN0171
KN0172
KN0205
KN0206
KN0382
KN0383
KN0384
KN0385
KN0386
KN0408
KN0409
KN0434
KN0435
KN0436
KN0437
KN0469
KN0470
KN0471
KN0472
KN0473
KN0532
KN0533
KN0543
KN0544
KN0545
KN0546
KN0547
KN0548
KN0559
KN0560
KN0565
KN0566
KN0567
KN0568
KN0569
KN0570
KN0575
KN0576
KN0577
KN0578
KN0579
KN0589
KN0590
KN0591
KN0592
KN0597
KN0598
KN0599
KN0600
KN0601
KN0602
KN0604
KN0605
KN0606
KN0607
KN0608
KN0616
KN0617
KN0618
KN0625
KN0626
KN0627
KN0628
KN0629
KN0644
KN0646
KN0658
KN0659
KN0672
KN0673
KN0674
KN0675
KN0897
KN0898
KN0900
KN0901
KN0902
KN0903
KN7003
KN7011

名称

月刊 積算資料 掲載
規格
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物
先物

単位

厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
厚板 無規格
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形

１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
１２～２５×定尺 高炉
３×２５×２５ｍｍ
３×３０×３０ｍｍ

ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ

不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形

７×１００×７５ｍｍ
７×１２５×７５ｍｍ

ｔ
ｔ

不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形
溝形鋼 ＳＳ４００ 大形
溝形鋼 ＳＳ４００ 大形
Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形
Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形
Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形
Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形
Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅
Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅
Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅
Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅
Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅
平鋼 ＳＳ４００
平鋼 ＳＳ４００
一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００
一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００
一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００
一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００
一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００
一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００
一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００
一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
圧力配管用炭素鋼鋼管 電縫管
圧力配管用炭素鋼鋼管 電縫管
圧力配管用炭素鋼鋼管 電縫管
圧力配管用炭素鋼鋼管 電縫管
圧力配管用炭素鋼鋼管 電縫管
配管用ステンレス鋼管 溶接管
配管用ステンレス鋼管 溶接管
配管用ステンレス鋼管 溶接管
配管用ステンレス鋼管 溶接管

９×１５０×９０ｍｍ
１１×２５０×９０ｍｍ
９×３００×９０ｍｍ
５．５×１５０×７５ｍｍ
７×２００×１００ｍｍ
７．５×２５０×１２５ｍｍ
１０×３００×１５０ｍｍ
１００×１００×６×８
１５０×１５０×７×１０
３００×３００×１０×１５
３５０×３５０×１２×１９
４５０×２００×９×１４
１２×３２～４４ｍｍ
１２×５０ｍｍ
外径２７．２ 肉厚１．９
外径３４ 肉厚２．３
外径４２．７ 肉厚２．３
外径１０１．６ 肉厚３．２
外径１６５．２ 肉厚４．５
外径３１８．５ 肉厚６
２．３×１００×５０ｍｍ
２．３×１００×１００ｍｍ
黒ねじ無 ２５Ａ 定尺５．５ｍ
黒ねじ無 ８０Ａ 定尺５．５ｍ
白ねじ無 ２５Ａ 定尺４ｍ
白ねじ無 ８０Ａ 定尺４ｍ
白ねじ付 ２５Ａ 定尺４ｍ
白ねじ付 ８０Ａ 定尺４ｍ
３７０－Ｅ 黒ねじ無 ２０Ａ
３７０－Ｅ 黒ねじ無 ２５Ａ
３７０－Ｅ 黒ねじ無 ３２Ａ
３７０－Ｅ 黒ねじ無 ４０Ａ
３７０－Ｅ 黒ねじ無 ５０Ａ
Ｓｃｈ４０ 呼び径２０Ａ
Ｓｃｈ４０ 呼び径３２Ａ
Ｓｃｈ４０ 呼び径５０Ａ
Ｓｃｈ４０ 呼び径２００Ａ

ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
本
本
本
本
本
本
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ

熱間仕上ステンレス丸鋼
熱間仕上ステンレス丸鋼
熱間仕上ステンレス丸鋼
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼

１６ｍｍ×４～６ｍ
２５～１００ｍｍ×４～６ｍ
１１０ｍｍ×４～６ｍ
ＳＵＳ３０４ ３×３０×３０
ＳＵＳ３０４ ４×５０×５０
ＳＵＳ３０４ ６×６５×６５
ＳＵＳ３０４ ６×７５×７５
ＳＵＳ３０４ ９×７５×７５

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ

熱間成形ステンレス溝形鋼
熱間仕上ステンレス平鋼
熱間仕上ステンレス平鋼

６×１５０×７５ｍｍ×６ｍ
６×５０×４０００ｍｍ
９×５０×４０００ｍｍ

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ

鉄スクラップ

鋼ダライ粉 Ａ

ｔ

銅スクラップ
黄銅スクラップ
青銅スクラップ
アルミスクラップ
ブラスト材
エッチングプライマー

並銅
黄銅鋳物
青銅鋳物
機械鋳物
ショット
ＪＩＳ ２種 長バク型 暗緑

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ

2

名称

規格

単位

鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
鋼板 無規格（月積み契約）
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 小形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 小形
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）
みぞ形鋼（ＳＳ４００）
みぞ形鋼（ＳＳ４００）
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）
Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 広幅
Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 広幅
Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 広幅
Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 広幅
Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 細幅

厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
３×２５×２５ｍｍ １．１２ｋｇ／ｍ
３×３０×３０ｍｍ １．３６ｋｇ／ｍ
９×７５×９０ｍｍ １１．０ｋｇ／ｍ
７×７５×１００ｍｍ ９．３２ｋｇ／ｍ
７×７５×１２５ｍｍ １０．７ｋｇ／ｍ
１０×９０×１２５ｍｍ １６．１ｋｇ／ｍ
９×９０×１５０ｍｍ １６．４ｋｇ／ｍ
１１×９０×２５０ｍｍ ４０．２ｋｇ／ｍ
９×９０×３００ｍｍ ３８．１ｋｇ／ｍ
５．５×７５×１５０ｍｍ １７．１ｋｇ／ｍ
７×１００×２００ｍｍ ２６．０ｋｇ／ｍ
７．５×１２５×２５０ｍｍ ３８．３ｋｇ／ｍ
８×１５０×３００ｍｍ ４８．３ｋｇ／ｍ
１００×１００×６×８ｍｍ １６．９ｋｇ／ｍ
１２５×１２５×６．５×９ｍｍ ２３．６ｋｇ／ｍ
２５０×２５０×９×１４ｍｍ ７１．８ｋｇ／ｍ
３５０×３５０×１２×１９ｍｍ １３５ｋｇ／ｍ
４５０×２００×９×１４ｍｍ ７４．９ｋｇ／ｍ

ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ

平鋼（ＳＳ４００）
一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）
一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）
一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）
一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）
一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）
一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき ＳＧＰ
圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電縫管
圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電縫管
圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電縫管
圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電縫管
圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電縫管
配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰ－Ａ
配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰ－Ａ
配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰ－Ａ
配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰ－Ａ
ステンレス鋼 熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３１６）
ステンレス鋼 熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３１６）
ステンレス鋼 冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 棒鋼（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 棒鋼（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 棒鋼（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間仕上平鋼（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 熱間仕上平鋼（ＳＵＳ３０４）
機械構造用炭素鋼
機械構造用炭素鋼
機械構造用炭素鋼
機械構造用炭素鋼
鉄屑
銑屑
非鉄屑 銅屑
非鉄屑 黄銅屑
非鉄屑 青銅屑
非鉄屑 アルミ屑

厚１２×幅５０ｍｍ ４．７１ｋｇ／ｍ
２７．２×１．９ｍｍ １．１９ｋｇ／ｍ
３４．０×２．３ｍｍ １．８０ｋｇ／ｍ
４２．７×２．３ｍｍ ２．２９ｋｇ／ｍ
１０１．６×３．２ｍｍ ７．７６ｋｇ／ｍ
１６５．２×４．５ｍｍ １７．８ｋｇ／ｍ
３１８．５×６．０ｍｍ ４６．２ｋｇ／ｍ
１００×５０ ２．３ｍｍ ５．１４ｋｇ／ｍ
１００×１００ ２．３ｍｍ ６．９５ｋｇ／ｍ
３２Ａ １・１／４Ｂ長５．５ｍ ３．３８ｋｇ／ｍ
８０Ａ ３Ｂ 長５．５ｍ ８．７９ｋｇ／ｍ
３２Ａ １・１／４Ｂ 長４ｍ ３．３８ｋｇ／ｍ
８０Ａ ３Ｂ 長４ｍ ８．７９ｋｇ／ｍ
３２Ａ １・１／４Ｂ 長４ｍ ３．３８ｋｇ／ｍ
４０Ａ １・１／２Ｂ 長４ｍ ３．８９ｋｇ／ｍ
２０Ａ ３／４Ｂ 長５．５ｍ
２５Ａ １Ｂ 長５．５ｍ
３２Ａ １・１／４Ｂ 長５．５ｍ
４０Ａ １・１／２Ｂ 長５．５ｍ
５０Ａ ２Ｂ 長５．５ｍ
Ｓｃｈ４０ ２０Ａ 肉厚３．０ｍｍ
Ｓｃｈ４０ ３２Ａ 肉厚３．５ｍｍ
Ｓｃｈ４０ ５０Ａ 肉厚４．０ｍｍ
Ｓｃｈ４０ ２００Ａ 肉厚８．０ｍｍ
Ｎｏ．１ 厚３．０×幅１０００×長２０００ｍｍ
Ｎｏ．１ 厚７．０×幅１０００×長２０００ｍｍ
Ｎｏ．１ 厚８．０×幅１０００×長２０００ｍｍ
Ｎｏ．１ 厚１５×幅２４８０×長６１００ｍｍ
Ｎｏ．１ 厚２６×幅２４８０×長６１００ｍｍ
Ｎｏ．１ 厚４２×幅２４８０×長６１００ｍｍ
Ｎｏ．１ 厚３．０×幅１０００×長２０００ｍｍ
Ｎｏ．１ 厚１４×幅２４８０×長６１００ｍｍ
Ｎｏ．２Ｂ 厚２．０×幅１０００×長２０００ｍｍ
Ｎｏ．１ 厚１０×幅１０００×長２０００ｍｍ
Ｎｏ．１ 厚２４×幅２４８０×長６１００ｍｍ
径１６～２４×長４０００～６０００ｍｍ
径２５～１００×長４０００～６０００ｍｍ
径１１０×長４０００～６０００ｍｍ
厚３．０×幅３０×長６０００ｍｍ
厚４．０×幅５０×長６０００ｍｍ
厚６．０×幅６５×長６０００ｍｍ
厚６．０×幅７５×長６０００ｍｍ
厚９．０×幅７５×長６０００ｍｍ
厚４．０×幅５０×高１００×長６０００ｍｍ
厚６．０×幅７５×高１５０×長６０００ｍｍ
厚６．０×幅５０×長４０００ｍｍ
厚９．０×幅５０×長４０００ｍｍ
Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ 径１０１～１５０ｍｍ
Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ 径１０１～１５０ｍｍ
Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ 径１０１～１５０ｍｍ
Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ 径１０１～１５０ｍｍ
鋼ダライ粉 Ａ
銑ダライ粉 Ａ
並銅
並黄銅鋳物
青銅鋳物
機械鋳物

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
本
本
本
本
本
本
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｔ
ｔ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ

金属表面処理塗料 エッチングプライマー

ＪＩＳ Ｋ５６３３ ２種 長バク型 暗緑

ｋｇ

月刊 建設物価 掲載

単価コード

KN7013
KN7021
KN7038
KN7039
KN7040
KN7041
KN7042
KN7043
KN7045
KN7049
KN7050
KN7051
KN7052
KN7053
KN7054
KN7055
KN7056
KN7057
KN7058
KN7059
KN7060
KN7061
KN7062
KN7064
KN7065
KN7066
KN7067
KN7068
KN7069
KN7120
KN7151
KN7155
KN7158
KN7160
KN7161
KN7164
KN7165
KN7169
KN7170
KN7171
KNA758
KNA759
KNA760
KNA761
KNA762
KNA832
KNA833
KNA838
KNA840
KNA841
KNA842
KNA844
KNA845
KNA872
KNA879
KNA882
KNA883
KNA888
KNA889
KNA893
KNA898
KNA944
KNA980
KNA988
KNA999
KNB000
T0001
T0002
T0003
T0004
T0005
T0006
T0007
T0008
T0009
T0010
T0011
T0012
T0013
T0014
T0015
T0016
T0017
T0018
T0019
T0020
T0021
T0022
T0023
T0024
T0025
T0026
T0027
T0028
T0029
T0030
T0031
T0032
T0033
T0034
T0035
T0036
T0037
T0038
T0039
T0040

名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

ジンクリッチプライマー
亜酸化鉛さび止めペイント
エポキシ樹脂塗料
エポキシ樹脂塗料
エポキシ樹脂塗料
エポキシ樹脂塗料
エポキシ樹脂塗料
エポキシ樹脂塗料
変性エポキシ樹脂下塗り塗料
変性エポキシ樹脂下塗り塗料

ＪＩＳ １種 無機系 グレー
合成樹脂系 赤さび
中塗り 赤系
中塗り 青・緑系
中塗り 淡彩
上塗り 赤系
上塗り 青・緑系
上塗り 淡彩
ＪＩＳ Ｃ種１号２号 赤さび
内面用 淡彩

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料
弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料
弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料
弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料

ＪＩＳ
ＪＩＳ
ＪＩＳ
ＪＩＳ

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ

弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料
弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
鉛・クロムフリーさび止ペイント
シンナー
シンナー
シンナー
シンナー
シンナー
シンナー
シンナー
シンナー
シンナー
シンナー
ＯＣ電線
ＯＣ電線
ＯＣ電線
ＯＣ電線
ＯＣ電線

ＪＩＳ 中塗り塗料 青・緑系
ＪＩＳ 中塗り塗料 淡彩
ＪＩＳ 上塗り塗料１級 青・緑
ＪＩＳ 上塗り塗料１級 淡彩
ＪＩＳ ２種 中塗り用 赤系
ＪＩＳ ２種 中塗用 青・緑系
ＪＩＳ ２種 中塗り用 淡彩
ＪＩＳ ２種 上塗り用 赤系
ＪＩＳ ２種 上塗用 青・緑系
ＪＩＳ ２種 上塗り用 淡彩
ＪＩＳ Ｋ ５６７４ 赤さび
エッチングプライマー用
塗料用
エポキシ樹脂塗料用
エポキシ樹脂塗料用
塗料用
ポリウレタン樹脂塗料用
ふっ素樹脂塗料用 上塗り用
ポリウレタン樹脂塗料用
ふっ素樹脂塗料用 中塗り用
塗料用
単線 ５．０ｍｍ
より線 ２２ｍｍ２
より線 ３８ｍｍ２
より線 ６０ｍｍ２
より線 １００ｍｍ２

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
リットル
リットル
リットル
リットル
リットル
リットル
リットル
リットル
リットル
リットル
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

サーキットブレーカＢＣＷ型低圧
配線用遮断器（低圧）
サーキットブレーカＢＣＷ型低圧
サーキットブレーカＢＣＷ型低圧
ノーヒューズブレーカ（低圧）
６００Ｖ ＩＶ電線
６００Ｖ ＩＶ電線
漏電遮断器（低圧）

ＢＣＷ－３０ ２Ｐパナソニック
ＴＮ－Ｓ３０Ｂ ３Ｐ 戸上
ＢＣＷ－１００ ３Ｐ パナ
ＢＣＷ－２２５ ３Ｐ パナ
Ｅ４００－ＮＦ ３Ｐ 寺崎
単線 １．６ｍｍ
単線 ２．０ｍｍ
ＧＢ２２３ＥＡ ３Ｐテンパール

個
個
個
個
個
ｍ
ｍ
個

自在アームバンド
アームタイレスバンド（片抱）
自在バンド

ＵＡＢＤ－３１７ イワブチ
ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷイワブチ
４ＢＤ－ＨＣ－１２ イワブチ

個
個
個

支線棒
コンクリートトラフ 直線用

１３×２１００ｍｍ 東電仕様
１２０ Ｌ５００ ふた付き

個
組

６ｋＶ ＰＤＣ電線

より線 １４ｍｍ２

ｍ

ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル
ＰＨＣパイル

３００×６０ｍｍ×７ｍ
３００×６０ｍｍ×８ｍ
３００×６０ｍｍ×９ｍ
３００×６０ｍｍ×１０ｍ
３００×６０ｍｍ×１１ｍ
３００×６０ｍｍ×１２ｍ
３００×６０ｍｍ×１３ｍ
３５０×６０ｍｍ×７ｍ
３５０×６０ｍｍ×８ｍ
３５０×６０ｍｍ×９ｍ
３５０×６０ｍｍ×１０ｍ
３５０×６０ｍｍ×１１ｍ
３５０×６０ｍｍ×１２ｍ
３５０×６０ｍｍ×１３ｍ
４００×６５ｍｍ×７ｍ
４００×６５ｍｍ×８ｍ
４００×６５ｍｍ×９ｍ
４００×６５ｍｍ×１０ｍ
４００×６５ｍｍ×１１ｍ
４００×６５ｍｍ×１２ｍ
４００×６５ｍｍ×１３ｍ
４００×６５ｍｍ×１４ｍ
４００×６５ｍｍ×１５ｍ
４５０×７０ｍｍ×７ｍ
４５０×７０ｍｍ×８ｍ
４５０×７０ｍｍ×９ｍ
４５０×７０ｍｍ×１０ｍ
４５０×７０ｍｍ×１１ｍ
４５０×７０ｍｍ×１２ｍ
４５０×７０ｍｍ×１３ｍ
４５０×７０ｍｍ×１４ｍ
４５０×７０ｍｍ×１５ｍ
５００×８０ｍｍ×７ｍ
５００×８０ｍｍ×８ｍ
５００×８０ｍｍ×９ｍ
５００×８０ｍｍ×１０ｍ
５００×８０ｍｍ×１１ｍ
５００×８０ｍｍ×１２ｍ
５００×８０ｍｍ×１３ｍ
５００×８０ｍｍ×１４ｍ

本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本

Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種

Ｃ種１号 赤さび
中塗り塗料 赤系
中塗り塗料 青・緑系
中塗り塗料 淡彩

3

名称

規格

単位

金属表面処理塗料 ジンクリッチプライマー

ＪＩＳ Ｋ５５５２ １種 無機系 グレー

ｋｇ

鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料
鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料
鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料
鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料
鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料
鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料
鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形
鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形
鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料
鋼構造物用塗料 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料
鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形
鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料
鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料
鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料
鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント
希釈剤 エッチングプライマー用シンナー
希釈剤 塗料用シンナー
希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー
希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー
希釈剤 塗料用シンナー
希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー
希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー
希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー
希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー
希釈剤 塗料用シンナー
６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）
６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）
６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）
６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）
６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）
低圧配電制御機器 サーキットブレーカ

中塗用 赤系
中塗用 青・緑系
中塗用 淡彩
上塗用 赤系
上塗用 青・緑系
上塗用 淡彩
下塗用 ＪＩＳ Ｋ５５５１ Ｃ種１・２号 赤さび
下塗用 内面用 淡彩
下塗用 ＪＩＳ Ｋ５５５１ Ａ種・Ｂ種 赤さび
下塗用 ＪＩＳ Ｋ５５５１ Ｃ種１号 グレー
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 赤系
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 青・緑系
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 淡彩
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 赤系
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 青・緑系
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 淡彩
下塗用 ＪＩＳ Ｋ５５５１ Ｃ種１・２号 赤さび
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 青・緑系
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 淡彩
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 青・緑系
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 淡彩
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 赤系
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 青・緑系
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 淡彩
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 赤系
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 青・緑系
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 淡彩
ＪＩＳ Ｋ５６７４ １種 赤さび
エッチングプライマー用シンナー
ミネラルスピリット
エポキシ樹脂塗料用シンナー
エポキシ樹脂塗料用シンナー
ミネラルスピリット
上塗用
上塗用
中塗用
中塗用
ミネラルスピリット
単線 ５ｍｍ
より線 ２２ｍｍ２
より線 ３８ｍｍ２
より線 ６０ｍｍ２
より線 １００ｍｍ２
ＢＣＷ－６０ 極数３

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
個

低圧配電制御機器 サーキットブレーカ
低圧配電制御機器 サーキットブレーカ
低圧配電制御機器 サーキットブレーカ
低圧配電制御機器 サーキットブレーカ
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
低圧配電制御機器 漏電しゃ断器
コンクリートポール用付属品 コンクリート根枷
装柱金具 自在アームバンド（腕金取付用）
装柱金具 アームタイレスバンド
装柱金具 自在バンド（支線・支柱・アームタイ）
電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金
電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金
亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ Ｇ ３５３７）

ＢＣＷ－３０ 極数３
ＢＣＷ－１００ 極数３
ＢＣＷ－２２５ 極数３
ＢＣＷ－４００ 極数３
単線 １．６ｍｍ
単線 ２．０ｍｍ
ＢＪＷ－２２５ モータ保護兼用 極数３
１．２Ｍ 長１２００－幅２４０－厚１７０ｍｍ
ＵＡＢＤ－３１７（φ１７０～２８０）
ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ（φ１９０～２６０）
４ＢＤ－ＨＣ－１２（φ１２０～１９５）
０．９ 電線用
１．８ 引留用
１種Ａ級 断面積３８ｍｍ２ ２９４ｋｇ／ｋｍ

個
個
個
個
ｍ
ｍ
個
個
個
個
個
本
本
ｋｇ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ 直線用
配電線用架線金具 軽腕金（ＪＲ規格品）
６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ）
通信線用架線金具 真棒
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種

１２０ ５００×１２０×７５ｍｍ
３．２×７５×７５ｍｍ ２５００ｍｍ
より線 １４ｍｍ２
Ｍ１２×２００ｍｍ 亜鉛めっきナット付
３００×６０ｍｍ×７ｍ ８２０ｋｇ
３００×６０ｍｍ×８ｍ ９４０ｋｇ
３００×６０ｍｍ×９ｍ １０６０ｋｇ
３００×６０ｍｍ×１０ｍ １１８０ｋｇ
３００×６０ｍｍ×１１ｍ １２９０ｋｇ
３００×６０ｍｍ×１２ｍ １４１０ｋｇ
３００×６０ｍｍ×１３ｍ １５３０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×７ｍ ９９０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×８ｍ １１４０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×９ｍ １２８０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×１０ｍ １４２０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×１１ｍ １５６０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×１２ｍ １７００ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×１３ｍ １８５０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×７ｍ １２４０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×８ｍ １４２０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×９ｍ １６００ｋｇ
４００×６５ｍｍ×１０ｍ １７８０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×１１ｍ １９５０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×１２ｍ ２１３０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×１３ｍ ２３１０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×１４ｍ ２４９０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×１５ｍ ２６７０ｋｇ
４５０×７０ｍｍ×７ｍ １５２０ｋｇ
４５０×７０ｍｍ×８ｍ １７４０ｋｇ
４５０×７０ｍｍ×９ｍ １９５０ｋｇ
４５０×７０ｍｍ×１０ｍ ２１７０ｋｇ
４５０×７０ｍｍ×１１ｍ ２３９０ｋｇ
４５０×７０ｍｍ×１２ｍ ２６１０ｋｇ
４５０×７０ｍｍ×１３ｍ ２８３０ｋｇ
４５０×７０ｍｍ×１４ｍ ３０４０ｋｇ
４５０×７０ｍｍ×１５ｍ ３２６０ｋｇ
５００×８０ｍｍ×７ｍ １９２０ｋｇ
５００×８０ｍｍ×８ｍ ２１９０ｋｇ
５００×８０ｍｍ×９ｍ ２４７０ｋｇ
５００×８０ｍｍ×１０ｍ ２７４０ｋｇ
５００×８０ｍｍ×１１ｍ ３０２０ｋｇ
５００×８０ｍｍ×１２ｍ ３２９０ｋｇ
５００×８０ｍｍ×１３ｍ ３５７０ｋｇ
５００×８０ｍｍ×１４ｍ ３８４０ｋｇ

組
本
ｍ
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本

月刊 建設物価 掲載

単価コード

T0041
T0042
T0043
T0044
T0045
T0046
T0047
T0048
T0049
T0050
T0051
T0052
T0053
T0054
T0055
T0056
T0057
T0058
T0059
T0060
T0061
T0062
T0063
T0064
T0065
T0066
T0067
T0068
T0069
T0070
T0071
T0072
T0073
T0102
T0103
T0104
T0109
T0110
T0111
T0112
T0113
T0401
T0402
T1000
T1001
T1002
T1003
T1004
T1005
T1006
T1007
T1008
T1011
T1013
T1014
T1015
T1016
T1017
T1021
T1022
T1023
T1024
T1025
T1026
T1027
T1028
T1029
T1030
T1031
T1032
T1033
T1035
T1036
T1037
T1038
T1039
T1040
T1042
T1043
T1044
T1045
T1046
T1047
T1048
T1049
T1050
T1051
T1052
T1053
T1054
T1055
T1057
T1110
T1111
T1112
T1113
T1114
T1115
T1116
T1117
T1118
T1119
T1120
T1121
T1122
T1123

名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
袋型根固め用袋材
袋型根固め用袋材
袋型根固め用袋材

５００×８０ｍｍ×１５ｍ
６００×９０ｍｍ×７ｍ
６００×９０ｍｍ×８ｍ
６００×９０ｍｍ×９ｍ
６００×９０ｍｍ×１０ｍ
６００×９０ｍｍ×１１ｍ
６００×９０ｍｍ×１２ｍ
６００×９０ｍｍ×１３ｍ
３００×６０ｍｍ×７ｍ
３００×６０ｍｍ×８ｍ
３００×６０ｍｍ×９ｍ
３００×６０ｍｍ×１０ｍ
３００×６０ｍｍ×１１ｍ
３００×６０ｍｍ×１２ｍ
３００×６０ｍｍ×１３ｍ
３５０×６０ｍｍ×７ｍ
３５０×６０ｍｍ×８ｍ
３５０×６０ｍｍ×９ｍ
３５０×６０ｍｍ×１０ｍ
３５０×６０ｍｍ×１１ｍ
３５０×６０ｍｍ×１２ｍ
３５０×６０ｍｍ×１３ｍ
３５０×６０ｍｍ×１４ｍ
３５０×６０ｍｍ×１５ｍ
４００×６５ｍｍ×７ｍ
４００×６５ｍｍ×８ｍ
４００×６５ｍｍ×９ｍ
４００×６５ｍｍ×１０ｍ
４００×６５ｍｍ×１１ｍ
４００×６５ｍｍ×１２ｍ
４００×６５ｍｍ×１３ｍ
４００×６５ｍｍ×１４ｍ
４００×６５ｍｍ×１５ｍ
２ｔ用長期性能型 吊金具含まず
３ｔ用長期性能型 吊金具含まず
４ｔ用長期性能型 吊金具含まず

本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
袋
袋
袋

サドルジョイント ＶＵ
サドルジョイント ＶＵ
１号マンホール（１種） 斜壁
１号マンホール（１種） 斜壁
１号マンホール（１種） 斜壁
１号マンホール（１種） 直壁
１号マンホール（１種） 直壁
１号マンホール（１種） 直壁
１号マンホール（１種） 直壁
１号マンホール（１種） 直壁
１号マンホール（１種） 直壁
１号マンホール（１種）おどり場
１号マンホール（１種）管取付壁
１号マンホール（１種）管取付壁
１号マンホール（１種）管取付壁
１号マンホール（１種）管取付壁
１号マンホール（１種）管取付壁
１号マンホール（１種） 底版
２号マンホール（１種） 斜壁
２号マンホール（１種） 斜壁
２号マンホール（１種） 斜壁
２号マンホール（１種） 直壁
２号マンホール（１種） 直壁
２号マンホール（１種） 直壁
２号マンホール（１種） 直壁
２号マンホール（１種） 直壁
２号マンホール（１種） 直壁
２号マンホール（１種） 直壁
２号マンホール（１種） 直壁
２号マンホール（１種）おどり場
２号マンホール（１種）管取付壁
２号マンホール（１種）管取付壁
２号マンホール（１種）管取付壁
２号マンホール（１種）管取付壁
２号マンホール（１種）管取付壁
２号マンホール（１種）管取付壁
２号マンホール（１種） 底版
３号マンホール（１種）中間斜壁
３号マンホール（１種） 直壁
３号マンホール（１種） 直壁
３号マンホール（１種） 直壁
３号マンホール（１種） 直壁
３号マンホール（１種） 直壁
３号マンホール（１種） 直壁
３号マンホール（１種） 直壁
３号マンホール（１種）管取付壁
３号マンホール（１種）管取付壁
３号マンホール（１種）管取付壁
３号マンホール（１種）管取付壁
３号マンホール（１種）管取付壁
３号マンホール（１種） 底版
組立式マンホール 調整リング
組立式マンホール 調整リング
組立式マンホール 調整リング
組立式マンホール 調整金具
組立式マンホール 調整金具
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代

１５０×１００ｍｍ
２００×１５０ｍｍ
６００×９００×３００
６００×９００×４５０
６００×９００×６００
９００×３００
９００×６００
９００×９００
９００×１２００
９００×１５００
９００×１８００
９００×６００
９００×６００
９００×９００
９００×１２００
９００×１５００
９００×１８００
有効高１３０
６００×１２００×３００
６００×１２００×４５０
６００×１２００×６００
１２００×３００
１２００×６００
１２００×９００
１２００×１２００
１２００×１５００
１２００×１８００
１２００×２１００
１２００×２４００
１２００×６００
１２００×９００
１２００×１２００
１２００×１５００
１２００×１８００
１２００×２１００
１２００×２４００
有効高１５０
９００×１５００×３００
１５００×６００
１５００×９００
１５００×１２００
１５００×１５００
１５００×１８００
１５００×２１００
１５００×２４００
１５００×１２００
１５００×１５００
１５００×１８００
１５００×２１００
１５００×２４００
有効高１５０
６００×５０
６００×１００
６００×１５０
調整Ｈ２５ｍｍまで
調整Ｈ４５ｍｍまで
０・１号（１種）ヒューム１００
０・１号（１種）ヒューム１５０
０・１号（１種）ヒューム２００
０・１号（１種）ヒューム２５０
０・１号（１種）ヒューム３００
０・１号（１種）ヒューム３５０
０・１号（１種）ヒューム４００
０・１号（１種）ヒューム４５０
０号・１号（１種）塩ビ管１００

個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
組
組
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所

4

名称

規格

単位

ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
ＰＨＣパイル Ｂ種
袋型根固め用袋材

５００×８０ｍｍ×１５ｍ ４１１０ｋｇ
６００×９０ｍｍ×７ｍ ２６２０ｋｇ
６００×９０ｍｍ×８ｍ ３０００ｋｇ
６００×９０ｍｍ×９ｍ ３３７０ｋｇ
６００×９０ｍｍ×１０ｍ ３７５０ｋｇ
６００×９０ｍｍ×１１ｍ ４１２０ｋｇ
６００×９０ｍｍ×１２ｍ ４５００ｋｇ
６００×９０ｍｍ×１３ｍ ４８７０ｋｇ
３００×６０ｍｍ×７ｍ ８２０ｋｇ
３００×６０ｍｍ×８ｍ ９４０ｋｇ
３００×６０ｍｍ×９ｍ １０６０ｋｇ
３００×６０ｍｍ×１０ｍ １１８０ｋｇ
３００×６０ｍｍ×１１ｍ １２９０ｋｇ
３００×６０ｍｍ×１２ｍ １４１０ｋｇ
３００×６０ｍｍ×１３ｍ １５３０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×７ｍ ９９０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×８ｍ １１４０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×９ｍ １２８０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×１０ｍ １４２０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×１１ｍ １５６０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×１２ｍ １７００ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×１３ｍ １８５０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×１４ｍ １９９０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×１５ｍ ２１３０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×７ｍ １２４０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×８ｍ １４２０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×９ｍ １６００ｋｇ
４００×６５ｍｍ×１０ｍ １７８０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×１１ｍ １９５０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×１２ｍ ２１３０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×１３ｍ ２３１０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×１４ｍ ２４９０ｋｇ
４００×６５ｍｍ×１５ｍ ２６７０ｋｇ
２ｔ用 長期性能型 吊り金具なし

本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
袋

袋型根固め用袋材
メカニカル管継手 ストラブ・グリップ
メカニカル管継手 ストラブ・グリップ
メカニカル管継手 ストラブ・グリップ
メカニカル管継手 ストラブ・グリップ
メカニカル管継手 ストラブ・グリップ
支管接続用可とう継手 非ジャバラ型
支管接続用可とう継手 非ジャバラ型
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール

円形１号Ⅰ種
円形１号Ⅰ種
円形１号Ⅰ種
円形１号Ⅰ種
円形１号Ⅰ種
円形１号Ⅰ種
円形１号Ⅰ種
円形１号Ⅰ種
円形１号Ⅰ種
円形１号Ⅰ種
円形１号Ⅰ種
円形１号Ⅰ種
円形１号Ⅰ種
円形１号Ⅰ種
円形１号Ⅰ種
円形１号Ⅰ種
円形２号Ⅰ種
円形２号Ⅰ種
円形２号Ⅰ種

４ｔ用 長期性能型 吊り金具なし
Ｇタイプ 一般配管用（標準品） １２５Ａ
Ｇタイプ 一般配管用（標準品） １００Ａ
Ｇタイプ 一般配管用（標準品） ８０Ａ
Ｇタイプ 一般配管用（標準品） ６５Ａ
Ｇタイプ 一般配管用（標準品） ５０Ａ
塩ビ１５０ 取付１００ｍｍ
塩ビ２００ ヒューム１５０ 取付１５０ｍｍ
斜壁 上径６００×下径９００×高３００ｍｍ
斜壁 上径６００×下径９００×高４５０ｍｍ
斜壁 上径６００×下径９００×高６００ｍｍ
直壁 径９００×高３００ｍｍ
直壁 径９００×高６００ｍｍ
直壁 径９００×高９００ｍｍ
直壁 径９００×高１２００ｍｍ
直壁 径９００×高１５００ｍｍ
直壁 径９００×高１８００ｍｍ
おどり場直壁 径９００×高６００ｍｍ
管取付け壁 径９００×高６００ｍｍ
管取付け壁 径９００×高９００ｍｍ
管取付け壁 径９００×高１２００ｍｍ
管取付け壁 径９００×高１５００ｍｍ
管取付け壁 径９００×高１８００ｍｍ
底版
斜壁 上径６００×下径１２００×高３００ｍｍ
斜壁 上径６００×下径１２００×高４５０ｍｍ
斜壁 上径６００×下径１２００×高６００ｍｍ

袋
個
個
個
個
個
組
組
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール

円形２号Ⅰ種
円形２号Ⅰ種
円形２号Ⅰ種
円形２号Ⅰ種
円形２号Ⅰ種
円形２号Ⅰ種

直壁
直壁
直壁
直壁
直壁
直壁

個
個
個
個
個
個

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形２号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形２号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形２号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形２号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形２号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形２号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形２号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形２号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形３号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形３号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形３号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形３号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形３号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形３号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形３号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形３号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形３号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形３号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形３号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形３号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形３号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形３号Ⅰ種
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費

径１２００×高６００ｍｍ
径１２００×高９００ｍｍ
径１２００×高１２００ｍｍ
径１２００×高１５００ｍｍ
径１２００×高１８００ｍｍ
径１２００×高２１００ｍｍ

おどり場直壁 径１２００×高６００ｍｍ
管取付け壁 径１２００×高９００ｍｍ
管取付け壁 径１２００×高１２００ｍｍ
管取付け壁 径１２００×高１５００ｍｍ
管取付け壁 径１２００×高１８００ｍｍ
管取付け壁 径１２００×高２１００ｍｍ
管取付け壁 径１２００×高２４００ｍｍ
底版
斜壁 上径９００×下径１５００×高３００ｍｍ
直壁 径１５００×高６００ｍｍ
直壁 径１５００×高９００ｍｍ
直壁 径１５００×高１２００ｍｍ
直壁 径１５００×高１５００ｍｍ
直壁 径１５００×高１８００ｍｍ
直壁 径１５００×高２１００ｍｍ
直壁 径１５００×高２４００ｍｍ
管取付け壁 径１５００×高１２００ｍｍ
管取付け壁 径１５００×高１５００ｍｍ
管取付け壁 径１５００×高１８００ｍｍ
管取付け壁 径１５００×高２１００ｍｍ
管取付け壁 径１５００×高２４００ｍｍ
底版
調整リング 径６００×高５０ｍｍ
調整リング 径６００×高１００ｍｍ
調整リング 径６００×高１５０ｍｍ
調整金具 調整高２５ｍｍまで
調整金具 調整高４５ｍｍまで
０・１号（Ⅰ種） ヒューム管用 径１００ｍｍ用
０・１号（Ⅰ種） ヒューム管用 径１５０ｍｍ用
０・１号（Ⅰ種） ヒューム管用 径２００ｍｍ用
０・１号（Ⅰ種） ヒューム管用 径２５０ｍｍ用
０・１号（Ⅰ種） ヒューム管用 径３００ｍｍ用
０・１号（Ⅰ種） ヒューム管用 径３５０ｍｍ用
０・１号（Ⅰ種） ヒューム管用 径４００ｍｍ用
０・１号（Ⅰ種） ヒューム管用 径４５０ｍｍ用
０・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径１００ｍｍ用

個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
組
組
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所

月刊 建設物価 掲載

単価コード

T1124
T1125
T1126
T1127
T1128
T1129
T1130
T1131
T1132
T1133
T1134
T1135
T1136
T1137
T1138
T1139
T1140
T1141
T1142
T1143
T1144
T1145
T1146
T1147
T1148
T1149
T1150
T1151
T1152
T1153
T1154
T1155
T1156
T1157
T1158
T1159
T1160
T1161
T1162
T1163
T1164
T2041
T2171
T2322
T2324
T2326
T2340
T2341
T2400
T2542
T2543
T2544
T2545
T2546
T2547
T2548
T2549
T2550
T2551
T2570
T2571
T2572
T2573
T2574
T2575
T2576
T2577
T2578
T2579
T2580
T2581
T2582
T2583
T2590
T2591
T2592
T2593
T2594
T2595
T2596
T2597
T2598
T2599
T2600
T2601
T2602
T2603
T2732
T2941
T2942
T2943
T3087
T3088
T3089
T3090
T3091
T3092
T3093
T3094
T3095
T3096
T3097
T3098
T3099
T3100
T3101

名称

月刊 積算資料 掲載
規格

組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代

０号・１号（１種）塩ビ管１５０
０号・１号（１種）塩ビ管２００
０号・１号（１種）塩ビ管２５０
０号・１号（１種）塩ビ管３００
０号・１号（１種）塩ビ管３５０
０号・１号（１種）塩ビ管４００
０号・１号（１種）塩ビ管４５０
０・１号（１種）塩ビ管 ５００
２号（１種）ヒューム管用１００
２号（１種）ヒューム管用１５０
２号（１種）ヒューム管用２００
２号（１種）ヒューム管用２５０
２号（１種）ヒューム管用３００
２号（１種）ヒューム管用３５０
２号（１種）ヒューム管用４００
２号（１種）ヒューム管用４５０

組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代

２号（１種） 塩ビ管用 １００
２号（１種） 塩ビ管用 １５０
２号（１種） 塩ビ管用 ２００
２号（１種） 塩ビ管用 ２５０
２号（１種） 塩ビ管用 ３００
２号（１種） 塩ビ管用 ３５０
２号（１種） 塩ビ管用 ４００
２号（１種） 塩ビ管用 ４５０
２号（１種） 塩ビ管用 ５００
３号（１種）ヒューム管用３００
３号（１種）ヒューム管用３５０
３号（１種）ヒューム管用４００
３号（１種）ヒューム管用４５０
３号（１種）ヒューム管用５００

組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代
組立式マンホール削孔代

３号（１種）
３号（１種）
３号（１種）
３号（１種）
３号（１種）
３号（１種）

減水剤
バタ角 杉
高度化成肥料
オーヨーファイバー
ケミカルチ
野芝
張芝
電気溶接棒 軟鋼用
ナウロック５０型
ナウロック７０型
ナウロック１００型
ナウロック１５０型
サンエス１型
ホライズン ７５型Ａ形
ホライズン １００型Ａ形
ホライズン １５０型Ａ形
ホライズン ２００型Ａ形
ホライズン ２５０型Ａ形
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
ベンチフリューム１種
鉄筋Ｌ形 ２５０Ａ
減摩剤
減摩剤
泥水調整剤
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用蓋 ２枚掛

マスターポゾリスＮｏ．７０
Ｌ４ｍ×Ｔ１０×Ｗ１０ｃｍ
１５－１５－１５ ２０ｋｇ
５０×４５×２５ ２０ｋｇ袋
種子吹付養生剤 ２０ｋｇ
半土付き
ネット付き Ｗ５０～１００ｃｍ
径５ｍｍ Ｅ４３０３
１０００×９９８×５００ｍｍ
１０００×９９８×７００ｍｍ
１０００×９９８×１０００ｍｍ
１０００×９９８×１５００ｍｍ
５００×９９８×３５０ｍｍ
Ｈ１０００×Ｌ７５０ｍｍ
Ｈ１０００×Ｌ１０００ｍｍ
Ｈ１０００×Ｌ１５００ｍｍ
Ｈ１０００×Ｌ２０００ｍｍ
Ｈ１０００×Ｌ２５００ｍｍ
２００×１５０×２０００ｍｍ
２５０×１７５×２０００ｍｍ
３００×２００×２０００ｍｍ
３５０×２３５×２０００ｍｍ
４００×２６０×２０００ｍｍ
４５０×２９５×２０００ｍｍ
５００×３２０×２０００ｍｍ
５５０×３５５×２０００ｍｍ
６００×３８０×２０００ｍｍ
６５０×４１５×２０００ｍｍ
７００×４４０×２０００ｍｍ
８００×４９０×２０００ｍｍ
９００×５５０×２０００ｍｍ
１０００×６００×２０００ｍｍ
２００×１５０×１０００ｍｍ
２５０×１７５×１０００ｍｍ
３００×２００×１０００ｍｍ
３５０×２３５×１０００ｍｍ
４００×２６０×１０００ｍｍ
４５０×２９５×１０００ｍｍ
５００×３２０×１０００ｍｍ
５５０×３５５×１０００ｍｍ
６００×３８０×１０００ｍｍ
６５０×４１５×１０００ｍｍ
７００×４４０×１０００ｍｍ
８００×４９０×１０００ｍｍ
９００×５５０×１０００ｍｍ
１０００×６００×１０００ｍｍ
３５×１５．５×６０ｃｍ
マッドオイルＤ
ハイゲル
テルセローズＴＥ－Ｖ
７００×６００×２０００ｍｍ
７００×７００×２０００ｍｍ
７００×８００×２０００ｍｍ
７００×９００×２０００ｍｍ
７００×１０００×２０００ｍｍ
８００×７００×２０００ｍｍ
８００×８００×２０００ｍｍ
８００×９００×２０００ｍｍ
８００×１０００×２０００ｍｍ
９００×８００×２０００ｍｍ
９００×９００×２０００ｍｍ
９００×１０００×２０００ｍｍ
１０００×９００×２０００ｍｍ
１０００×１０００×２０００
幅３００用 長５００ｍｍ

塩ビ管用
塩ビ管用
塩ビ管用
塩ビ管用
塩ビ管用
塩ビ管用

３００
３５０
４００
４５０
５００
６００

単位
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所

名称

下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
箇所
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費
立坑兼用マンホール 沈設工法 自硬性滑材
リットル ＡＥ減水剤 マスターポゾリスＮｏ．７０
ｍ３
仮設・土木用木材 バタ角 杉
袋
肥料 高度化成
ｋｇ
ｋｇ
ｍ２
野芝
ｍ２
人工芝類 張芝
ｋｇ
溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用
個
大型積みブロック ナウロック ５０Ａ
個
大型積みブロック ナウロック ７０Ａ
個
大型積みブロック ナウロック １００Ａ
個
大型積みブロック ナウロック １５０Ａ
個
大型積みブロック サンエス Ⅰ型Ａ
個
個
個
個
個
個
鉄筋コンクリートベンチフリューム １種
個
鉄筋コンクリートベンチフリューム １種
個
鉄筋コンクリートベンチフリューム １種
個
鉄筋コンクリートベンチフリューム １種
個
鉄筋コンクリートベンチフリューム １種
個
鉄筋コンクリートベンチフリューム １種
個
鉄筋コンクリートベンチフリューム １種
個
鉄筋コンクリートベンチフリューム １種
個
鉄筋コンクリートベンチフリューム １種
個
鉄筋コンクリートベンチフリューム １種
個
鉄筋コンクリートベンチフリューム １種
個
鉄筋コンクリートベンチフリューム １種
個
鉄筋コンクリートベンチフリューム １種
個
鉄筋コンクリートベンチフリューム １種
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＬ形 ２５０Ａ
リットル 減摩剤 マッドオイルＤ
ｋｇ
泥水調整剤 ハイゲル
ｋｇ
泥水調整剤 テルセローズ
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
枚
自由勾配側溝 車道用ふた（２枚掛） ３００用

5

規格

単位

０・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径１５０ｍｍ用
０・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径２００ｍｍ用
０・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径２５０ｍｍ用
０・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径３００ｍｍ用
０・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径３５０ｍｍ用
０・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径４００ｍｍ用
０・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径４５０ｍｍ用
０・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径５００ｍｍ用
２号（Ⅰ種） ヒューム管用 径１００ｍｍ用
２号（Ⅰ種） ヒューム管用 径１５０ｍｍ用
２号（Ⅰ種） ヒューム管用 径２００ｍｍ用
２号（Ⅰ種） ヒューム管用 径２５０ｍｍ用
２号（Ⅰ種） ヒューム管用 径３００ｍｍ用
２号（Ⅰ種） ヒューム管用 径３５０ｍｍ用
２号（Ⅰ種） ヒューム管用 径４００ｍｍ用
２号（Ⅰ種） ヒューム管用 径４５０ｍｍ用
２号（Ⅰ種） ヒューム管用 径５００ｍｍ用
２号（Ⅰ種） ヒューム管用 径６００ｍｍ用
２号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径１００ｍｍ用
２号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径１５０ｍｍ用
２号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径２００ｍｍ用
２号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径２５０ｍｍ用
２号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径３００ｍｍ用
２号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径３５０ｍｍ用
２号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径４００ｍｍ用
２号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径４５０ｍｍ用
２号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径５００ｍｍ用
３号（Ⅰ種） ヒューム管用 径３００ｍｍ用
３号（Ⅰ種） ヒューム管用 径３５０ｍｍ用
３号（Ⅰ種） ヒューム管用 径４００ｍｍ用
３号（Ⅰ種） ヒューム管用 径４５０ｍｍ用
３号（Ⅰ種） ヒューム管用 径５００ｍｍ用
３号（Ⅰ種） ヒューム管用 径９００ｍｍ用
３号（Ⅰ種） ヒューム管用 径１０００ｍｍ用
３号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径３００ｍｍ用
３号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径３５０ｍｍ用
３号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径４００ｍｍ用
３号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径４５０ｍｍ用
３号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径５００ｍｍ用
３号（Ⅰ種） 塩ビ管用 径６００ｍｍ用
ＣＢＧＲ ２５ｋｇ入
標準型 ２００～５００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ
長４．０ｍ×厚１０×幅１０ｃｍ １・２等込
Ｎ１５ Ｐ１５ Ｋ１５ ２０ｋｇ

個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
個所
袋
Ｌ
ｍ３
袋

栽培品
幅５０～１００ｃｍ ネット付
Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３） 径５．０ｍｍ
１０００×９９８×５００ｍｍ ６６２ｋｇ
１０００×９９８×７００ｍｍ １０８８ｋｇ
１０００×９９８×１０００ｍｍ １３２６ｋｇ
１０００×９９８×１５００ｍｍ １６８９ｋｇ
５００×９９８×３５０ｍｍ １７８ｋｇ

ｍ２
ｍ２
ｋｇ
個
個
個
個
個

２００×１５０×２０００ｍｍ ９０ｋｇ
２５０×１７５×２０００ｍｍ １０６ｋｇ
３００×２００×２０００ｍｍ １３６ｋｇ
３５０×２３５×２０００ｍｍ １７２ｋｇ
４００×２６０×２０００ｍｍ ２２７ｋｇ
４５０×２９５×２０００ｍｍ ２５８ｋｇ
５００×３２０×２０００ｍｍ ３０８ｋｇ
５５０×３５５×２０００ｍｍ ３５２ｋｇ
６００×３８０×２０００ｍｍ ３７８ｋｇ
６５０×４１５×２０００ｍｍ ４３８ｋｇ
７００×４４０×２０００ｍｍ ５０８ｋｇ
８００×４９０×２０００ｍｍ ５９８ｋｇ
９００×５５０×２０００ｍｍ ７５８ｋｇ
１０００×６００×２０００ｍｍ ８７０ｋｇ

個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個

幅３５０×高１５５×長６００ｍｍ
潤滑剤
ゲル化剤
ＣＭＣ

個
Ｌ
ｋｇ
ｋｇ

４００×９５×５００ｍｍ ４１ｋｇ

枚

月刊 建設物価 掲載

単価コード

T3102
T3103
T3104
T3109
T3110
T3111
T3112
T3118
T3119
T3120
T3121
T3122
T3123
T3124
T3125
T3126
T3127
T3128
T3129
T3130
T3131
T3132
T3133
T3134
T3146
T3147
T3148
T3149
T3150
T3151
T3152
T3153
T3154
T3155
T3156
T3157
T3158
T3159
T3160
T3161
T3162
T3163
T3165
T3166
T3167
T3168
T3169
T3172
T3200
T3201
T3202
T3203
T3204
T3205
T3206
T3207
T3208
T3209
T3210
T3211
T3212
T3213
T3214
T3215
T3216
T3217
T3220
T3221
T3222
T3223
T3224
T3225
T3342
T3343
T3359
T3360
T3362
T3363
T3364
T3365
T3366
T3367
T3388
T3400
T3401
T3402
T3403
T3419
T3420
T3431
T3432
T3441
T3442
T3444
T3445
T3450
T3451
T3453
T3454
T3456
T3457
T3459
T3460
T3462
T3463
T3465

名称
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝

縦断用蓋 ２枚掛
縦断用蓋 ２枚掛
縦断用蓋 ２枚掛
縦断用蓋 ２枚掛
縦断用蓋 ２枚掛
縦断用蓋 ２枚掛
縦断用蓋 ２枚掛
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

幅４００用 長５００ｍｍ
幅５００用 長５００ｍｍ
幅６００用 長５００ｍｍ
幅７００用 長５００ｍｍ
幅８００用 長５００ｍｍ
幅９００用 長５００ｍｍ
幅１０００用 長５００ｍｍ
３００×８００×２０００ｍｍ
３００×３００×２０００ｍｍ
３００×４００×２０００ｍｍ
３００×５００×２０００ｍｍ
３００×６００×２０００ｍｍ
３００×７００×２０００ｍｍ
４００×５００×２０００ｍｍ
４００×６００×２０００ｍｍ
４００×７００×２０００ｍｍ
４００×８００×２０００ｍｍ
３００×９００×２０００ｍｍ
３００×１０００×２０００ｍｍ

枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個

自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体

４００×４００×２０００ｍｍ
４００×９００×２０００ｍｍ
４００×１０００×２０００ｍｍ

個
個
個

自由勾配側溝 縦断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体

５００×４００×２０００ｍｍ
５００×５００×２０００ｍｍ

個
個

自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝

６００×４００×２０００ｍｍ
６００×５００×２０００ｍｍ
５００×６００×２０００ｍｍ
５００×７００×２０００ｍｍ
５００×８００×２０００ｍｍ
５００×９００×２０００ｍｍ
５００×１０００×２０００ｍｍ
６００×７００×２０００ｍｍ
６００×８００×２０００ｍｍ
６００×９００×２０００ｍｍ
６００×１０００×２０００ｍｍ

個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個

自由勾配側溝 縦断用側溝本体

６００×６００×２０００ｍｍ

個

コンクリート境界くい
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 横断用側溝本体
自由勾配側溝 縦断用側溝本体
Ｇパイル ＳＣＷ４９０－ＣＦ
Ｇパイル ＳＣＷ４９０－ＣＦ
鋼管ぐいＳＫＫ４００地域ＥＸ除
鋼管ぐいＳＫＫ４００地域ＥＸ除
鋼管ぐい・矢板付属品
鋼管ぐい・矢板付属品
鋼管ぐい・矢板付属品
鋼管ぐい・矢板付属品
鋼管ぐい・矢板付属品
鋼管ぐい・矢板付属品
エスフィックス１号
亜鉛めっき鉄線 ２種 ＃８
亜鉛めっき鉄線 ２種 ＃１０
亜鉛めっき鉄線 ２種 ＃１８
亜鉛めっき鉄線 ２種 ＃２０
吸出し防止シート 合繊不織布
吸出し防止シート 合繊不織布
かごマット多段積型 突込式
かごマット多段積型 突込式
じゃかご 角形パネル ＧＳ－３
じゃかご 角形パネル ＧＳ－３
じゃかご 角形パネル ＧＳ－３
じゃかご 角形パネル ＧＳ－３
じゃかご 角形パネル ＧＳ－３
じゃかご 角形パネル ＧＳ－３
じゃかご 角形パネル ＧＳ－３
じゃかご 角形パネル ＧＳ－３
じゃかご 角形パネル ＧＳ－３
じゃかご 角形パネル ＧＳ－３
じゃかご 角形パネル ＧＳ－３
じゃかご 角形パネル ＧＳ－３
じゃかご 角形パネル ＧＳ－３
じゃかご 角形パネル ＧＳ－３
じゃかご 角形パネル ＧＳ－３

９×９×９０ 新潟県型
３００×３００×２０００ｍｍ
３００×４００×２０００ｍｍ
３００×５００×２０００ｍｍ
３００×６００×２０００ｍｍ
３００×７００×２０００ｍｍ
４００×５００×２０００ｍｍ
４００×６００×２０００ｍｍ
４００×７００×２０００ｍｍ
４００×８００×２０００ｍｍ
５００×６００×２０００ｍｍ
５００×７００×２０００ｍｍ
５００×８００×２０００ｍｍ
５００×９００×２０００ｍｍ
５００×１０００×２０００ｍｍ
６００×７００×２０００ｍｍ
６００×８００×２０００ｍｍ
６００×９００×２０００ｍｍ
６００×１０００×２０００ｍｍ
４００×４００×２０００ｍｍ
５００×４００×２０００ｍｍ
５００×５００×２０００ｍｍ
６００×５００×２０００ｍｍ
６００×６００×２０００ｍｍ
８００×６００×２０００ｍｍ
径４０６．４×２２～４０ｍｍ
径５００～５５０ｍｍ
ＪＩＳ標準寸法
ＪＩＳ標準寸法
丸ぶた
井げた補強
十字補強
現場円周溶接用部材
つり金具
丸蓋・十字 二十字補強 溶接費
土壌用 １８ｋｇ缶
径４ｍｍ
径３．２ｍｍ
径１．２ｍｍ
径０．９ｍｍ
Ｔ１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ
Ｔ１０ｍｍ １１７Ｎ／５ｃｍ
めっき勾配１：０．５ Ａ・Ｂａ
めっき勾配１：０．５ Ａ・Ｂｂ
３．２ｍｍ×１０×４０ｃｍ
４ｍｍ×１０×４０ｃｍ
３．２ｍｍ×１０×４８ｃｍ
４ｍｍ×１０×４８ｃｍ
３．２ｍｍ×１３×４０ｃｍ
４ｍｍ×１３×４０ｃｍ
３．２ｍｍ×１３×５０ｃｍ
４ｍｍ×１３×５０ｃｍ
３．２ｍｍ×１３×６０ｃｍ
４ｍｍ×１３×６０ｃｍ
３．２ｍｍ×１５×４０ｃｍ
４ｍｍ×１５×４０ｃｍ
３．２ｍｍ×１５×５０ｃｍ
４ｍｍ×１５×５０ｃｍ
３．２ｍｍ×１５×６０ｃｍ

本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｍ
ｋｇ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｍ２
ｍ２
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体
縦断用側溝本体

6

名称

規格

単位

自由勾配側溝 車道用ふた（２枚掛） ４００用
自由勾配側溝 車道用ふた（２枚掛） ５００用
自由勾配側溝 車道用ふた（２枚掛） ６００用

５００×１１０×５００ｍｍ ６０ｋｇ
６００×１２５×５００ｍｍ ８３ｋｇ
７００×１４０×５００ｍｍ １０９ｋｇ

枚
枚
枚

自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝
自由勾配側溝

側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体
側溝本体

３００×８００×２０００ｍｍ ７５４ｋｇ
３００×３００×２０００ｍｍ ３２２ｋｇ
３００×４００×２０００ｍｍ ３９９ｋｇ
３００×５００×２０００ｍｍ ４５０ｋｇ
３００×６００×２０００ｍｍ ５５８ｋｇ
３００×７００×２０００ｍｍ ６１８ｋｇ
４００×５００×２０００ｍｍ ５３２ｋｇ
４００×６００×２０００ｍｍ ５８８ｋｇ
４００×７００×２０００ｍｍ ７１０ｋｇ
４００×８００×２０００ｍｍ ７７５ｋｇ
３００×９００×２０００ｍｍ ８３０ｋｇ
３００×１０００×２０００ｍｍ ９９５ｋｇ
３００×１１００×２０００ｍｍ １０６５ｋｇ
４００×４００×２０００ｍｍ ４５４ｋｇ
４００×９００×２０００ｍｍ ９３０ｋｇ
４００×１０００×２０００ｍｍ １０００ｋｇ
４００×１１００×２０００ｍｍ １１７５ｋｇ
４００×１２００×２０００ｍｍ １２６０ｋｇ
５００×４００×２０００ｍｍ ５４５ｋｇ
５００×５００×２０００ｍｍ ５８７ｋｇ
５００×１１００×２０００ｍｍ １１９０ｋｇ
５００×１２００×２０００ｍｍ １３８３ｋｇ
５００×１３００×２０００ｍｍ １４７１ｋｇ
５００×１４００×２０００ｍｍ １５５９ｋｇ
６００×４００×２０００ｍｍ ６４０ｋｇ
６００×５００×２０００ｍｍ ７００ｋｇ
５００×６００×２０００ｍｍ ７１０ｋｇ
５００×７００×２０００ｍｍ ７７５ｋｇ
５００×８００×２０００ｍｍ ８４０ｋｇ

本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本

自由勾配側溝 側溝本体
自由勾配側溝 側溝本体
自由勾配側溝 側溝本体
自由勾配側溝 側溝本体
自由勾配側溝 側溝本体
自由勾配側溝 側溝本体
自由勾配側溝 側溝本体
自由勾配側溝 側溝本体
自由勾配側溝 側溝本体
自由勾配側溝 側溝本体
コンクリート境界標杭 北陸地区 新潟県型

５００×１０００×２０００ｍｍ １１１１ｋｇ
６００×７００×２０００ｍｍ ８８５ｋｇ
６００×８００×２０００ｍｍ ９５５ｋｇ
６００×９００×２０００ｍｍ １０３０ｋｇ
６００×１０００×２０００ｍｍ １２３４ｋｇ
６００×１２００×２０００ｍｍ １４０２ｋｇ
６００×６００×２０００ｍｍ ７５４ｋｇ
６００×１３００×２０００ｍｍ １６０８ｋｇ
６００×１４００×２０００ｍｍ １７０１ｋｇ
６００×１５００×２０００ｍｍ １７９４ｋｇ
９０×９０×９００ｍｍ １７ｋｇ

本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本

鋼管杭 ＳＫＫ４００（月積み契約）
鋼管杭 ＳＫＫ４００（月積み契約）
鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格
鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格
鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格
鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費
鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費
鋼管杭・鋼管矢板 溶接費

標準サイズ
標準サイズ
丸蓋
イゲタ補強
十字補強
現場溶接継手用部材
吊金具（管体取付含む）
各付属品の溶接費

ｔ
ｔ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｍ

亜鉛めっき鉄線２種（ＪＩＳ Ｇ ３５４７）
亜鉛めっき鉄線２種（ＪＩＳ Ｇ ３５４７）
亜鉛めっき鉄線２種（ＪＩＳ Ｇ ３５４７）
亜鉛めっき鉄線２種（ＪＩＳ Ｇ ３５４７）
土木シート 不織布 合繊
土木シート 不織布 合繊
かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）
かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）
角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３
角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３
角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３
角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３
角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３
角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３
角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３
角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３
角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３
角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３
角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３
角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３
角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３
角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３
角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３

＃８ ４．０ｍｍ １０．１ｍ／ｋｇ
＃１０ ３．２ｍｍ １５．８ｍ／ｋｇ
＃１８ １．２ｍｍ １１３ｍ／ｋｇ
＃２０ ０．９ｍｍ ２００ｍ／ｋｇ
厚１０ｍｍ 引張強度９．８ｋＮ／ｍ
厚１０ｍｍ 引張強度１９６Ｎ／５ｃｍ
突込式Ａ型ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５
突込式Ｂ型ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５
線径３．２ｍｍ 網目１０ 高４０ 幅１２０ｃｍ
線径４．０ｍｍ 網目１０ 高４０ 幅１２０ｃｍ
線径３．２ｍｍ 網目１０ 高４８ 幅１２０ｃｍ
線径４．０ｍｍ 網目１０ 高４８ 幅１２０ｃｍ
線径３．２ｍｍ 網目１３ 高４０ 幅１２０ｃｍ
線径４．０ｍｍ 網目１３ 高４０ 幅１２０ｃｍ
線径３．２ｍｍ 網目１３ 高５０ 幅１２０ｃｍ
線径４．０ｍｍ 網目１３ 高５０ 幅１２０ｃｍ
線径３．２ｍｍ 網目１３ 高６０ 幅１２０ｃｍ
線径４．０ｍｍ 網目１３ 高６０ 幅１２０ｃｍ
線径３．２ｍｍ 網目１５ 高４０ 幅１２０ｃｍ
線径４．０ｍｍ 網目１５ 高４０ 幅１２０ｃｍ
線径３．２ｍｍ 網目１５ 高５０ 幅１２０ｃｍ
線径４．０ｍｍ 網目１５ 高５０ 幅１２０ｃｍ
線径３．２ｍｍ 網目１５ 高６０ 幅１２０ｃｍ

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｍ２
ｍ２
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

月刊 建設物価 掲載

単価コード

T3466
T3485
T3488
T3633
T3638
T3639
T3641
T3644
T3645
T3647
T3729
T3731
T3745
T3746
T3747
T3748
T3749
T3780
T3794
T3795
T3797
T3798
T3839
T3840
T3841
T4006
T4007
T4016
T4017
T4030
T4031
T4032
T4033
T4060
T4062
T4080
T4081
T4084
T4085
T4088
T4089
T4101
T4120
T4121
T4130
T4131
T4132
T4133
T4134
T4135
T4201
T4203
T4205
T4208
T4210
T4212
T4240
T4241
T4401
T4402
T4403
T4404
T4405
T4406
T4407
T4408
T4409
T4410
T4411
T4412
T4413
T4414
T4415
T4416
T4417
T4418
T4461
T4500
T4501
T4502
T4503
T4504
T4505
T4506
T4508
T4515
T4520
T4550
T4551
T4552
T4561
T4565
T4649
T4651
T4662
T4663
T4672
T4673
T4800
T4860
T4921
T4922
T4923
T4924
T4925
T4926

名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

じゃかご 角形パネル ＧＳ－３
溶接金網 丸鉄線

４ｍｍ×１５×６０ｃｍ
４×１５０×１５０ｍｍ

ｍ
ｍ２

じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
鋼製組立網ガードン パネル
鋼製組立網ガードン パネル
ダイポリン 角型Ｕ字溝 ２４０
ダイポリン 角型Ｕ字溝 ５００
ダイポリン 角型Ｕ字溝 ６００
ダイポリン 角型Ｕ字溝 ８００
ダイポリン 角型Ｕ字溝１０００
水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ
高密度ポリエチレン管 シングル
高密度ポリエチレン管 シングル
ダイポリン 角型Ｕ字溝 ３００
ダイポリン 角型Ｕ字溝 ４００
軟質塩化ビニルシート
吸出し防止シート
吸出し防止シート
ガードケーブル 土中用 塗装
ガードケーブル 土中用 塗装
ガードケーブル 加算額
ガードケーブル 加算額
ガードケーブル 土中用 塗装
ガードケーブル 土中用 塗装
ガードケーブル ＣＯ用 塗装
ガードケーブル ＣＯ用 塗装
警戒標識板
警戒標識板
規制・指示標識板 ３０１～
規制・指示標識板 ３０１～
規制・指示標識板 ３２６～
規制・指示標識板 ３２６～
規制・指示標識板 ３２９～
規制・指示標識板 ３２９～
路線番号標識板
規制・指示標識板 ４０１～
規制・指示標識板 ４０１～
ガードパイプ 歩車道境界 土中
ガードパイプ 歩車道境界 土中
ガードパイプ 歩車道境界 土中
ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ
ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ
ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ
ガードレール 路側・土中用
ガードレール 路側・土中用
ガードレール 路側・土中用
ガードレール 路側・ＣＯ用
ガードレール 路側・ＣＯ用
ガードレール 路側・ＣＯ用
道路標識柱オーバーハング 鋼管
道路標識柱オーバーヘッド 鋼管
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
鋼管テーパーポール １０本未満
光電式自動点滅器 プラグイン式
光電式自動点滅器 プラグイン式
光電式自動点滅器 プラグイン式
光電式自動点滅器 プラグイン式
光電式自動点滅器 プラグイン式
高圧ナトリウムランプ 直管形
高圧ナトリウムランプ 直管形
ポール内ジョイントユニット
ポール内ジョイントボックス
６００Ｖ ＩＶ電線
鋼管テーパーポール 一灯直線
鋼管テーパーポール 一灯直線
鋼管テーパーポール 一灯直線
丸形アース棒（単独式）
亜鉛引きスパイラルダクト 直管

３．２ｍｍ×１０×６０ｃｍ
５ｍｍ×１３×４５ｃｍ
３．２ｍｍ×１３×６０ｃｍ
５ｍｍ×１３×６０ｃｍ
５ｍｍ×１５×４５ｃｍ
３．２ｍｍ×１５×６０ｃｍ
５ｍｍ×１５×６０ｃｍ
Ｈ１×Ｗ２×Ｌ２ｍ
Ｈ１×Ｗ２×Ｌ３ｍ
３００×２０４０ｍｍ
５００×２０００ｍｍ
６００×２０００ｍｍ
８００×２０００ｍｍ
１０００×２０００ｍｍ
呼び径２５ 定尺４ｍ
呼径２００ｍｍ
呼径３００ｍｍ
３７５×２０４０ｍｍ
５００×２０４０ｍｍ
Ｔ０．５ｍｍ
ヤシ繊維系不織布 Ｔ２０ｍｍ
ヤシ繊維系不織布 Ｔ３０ｍｍ
Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 中間端末デルタ
Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 中間端末デルタ
径１１４．３ｍｍ 支柱曲げ加工
径１３９．８ｍｍ 支柱曲げ加工
Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 中間・着脱
Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 中間・着脱
Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 中間・着脱
Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 中間・着脱
アルミ プリズム・レンズ金具別
アルミ 広角プリズム 金具別
カプセルプリズム・レンズ １倍
カプセルプリズムレンズ１．５倍
カプセルプリズム・レンズ １倍
カプセルプリズムレンズ１．５倍
カプセルプリズム・レンズ １倍
カプセルプリズムレンズ１．５倍
アルミ プリズム・レンズ金具別
カプセルプリズム・レンズ １倍
カプセルプリズムレンズ１．５倍
Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ 塗装景観色
Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ 塗装景観色
Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ 塗装景観色
Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ 塗装景観色
Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ 塗装景観色
Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ 塗装景観色
新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 景観色
新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 景観色
新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 景観色
新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 景観色
新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 景観色
新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 景観色
Ｆ・逆Ｌ・Ｔ めっき 直管
トラス型 めっき 直管
Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ 塗装景観色
Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ 塗装景観色
Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ塗装景観色
Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ塗装景観色
Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ 塗装景観色
Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ 塗装景観色
Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ 塗装景観色
Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ 塗装景観色
Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ 塗装景観色
Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ塗装景観色
Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ塗装景観色
Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ塗装景観色
Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ塗装景観色
Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ塗装景観色
Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ塗装景観色
Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ塗装景観色
Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ塗装景観色
Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ塗装景観色
運搬費加算額６～９本 沖縄除く
３Ａ・１００Ｖ ニップル
６Ａ・１００Ｖ ニップル
１０Ａ・１００Ｖ ニップル
６Ａ・２００Ｖ ニップル
１０Ａ・２００Ｖ ニップル
１８０Ｗ 水銀灯 ＮＨＴ
２２０Ｗ 水銀灯 ＮＨＴ
ＦＭＮ－１５Ａ（ＭＣＢ）
ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ
単線 ２．０ｍｍ
ＩＳ８Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき
ＩＳ１０Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき
ＩＳ１２Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき
Ｅ－Ｂ２ 径１０×５００ 日動
径５００ｍｍ Ｔ０．６ Ｌ４ｍ

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
本
本
個
個
個
個
個
本
ｍ
ｍ
個
個
ｍ２
ｍ２
ｍ２
本
本
本
本
本
本
本
本
ｍ２
ｍ２
枚
枚
枚
枚
枚
枚
ｍ２
枚
枚
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｔ
ｔ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
ｍ
本
本
本
本
ｍ

コアリフター
ベントナイト 榛名
ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ
ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ
ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ
ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ
ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ
ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ

４５ｍｍ シングル
２００メッシュ ２５ｋｇ袋
６×１９ 径１２ｍｍ
６×１９ 径１４ｍｍ
６×１９ 径１６ｍｍ
６×１９ 径１８ｍｍ
６×７ 径２０ｍｍ
６×７ 径２２ｍｍ

個
ｔ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
Ａ種
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名称

規格

単位

角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３
溶接金網 丸鉄線溶接金網
きっ甲金網 亜鉛めっき鉄線 ＨＸ－Ｇ
円筒形じゃかご ＧＳ－３
円筒形じゃかご ＧＳ－３
円筒形じゃかご ＧＳ－３
円筒形じゃかご ＧＳ－３
円筒形じゃかご ＧＳ－３
円筒形じゃかご ＧＳ－３
円筒形じゃかご ＧＳ－３
特殊かご ガードン（鋼製組立網）パネル 主筋１６
特殊かご ガードン（鋼製組立網）パネル 主筋１６

線径４．０ｍｍ 網目１５ 高６０ 幅１２０ｃｍ
４．０ １５０×１５０ｍｍ １．３８ｋｇ／ｍ２
線径１．６×網目２６ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ
線径３．２ｍｍ 網目１０ｃｍ 径６０ｃｍ
線径５．０ｍｍ 網目１３ｃｍ 径４５ｃｍ
線径３．２ｍｍ 網目１３ｃｍ 径６０ｃｍ
線径５．０ｍｍ 網目１３ｃｍ 径６０ｃｍ
線径５．０ｍｍ 網目１５ｃｍ 径４５ｃｍ
線径３．２ｍｍ 網目１５ｃｍ 径６０ｃｍ
線径５．０ｍｍ 網目１５ｃｍ 径６０ｃｍ
線径８ｍｍ網目１５ｃｍ高１．０幅２．０長２．０ｍ
線径８ｍｍ網目１５ｃｍ高１．０幅２．０長３．０ｍ

ｍ
ｍ２
巻
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
本
本

硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）
高密度ポリエチレン管（シングル） 内面波状管
高密度ポリエチレン管（シングル） 内面波状管

呼び径２５ｍｍ ３２×３．５ｍｍ×４ｍ
呼び径２００ｍｍ（有孔・無孔とも）
呼び径３００ｍｍ（有孔・無孔とも）

本
ｍ
ｍ

土木シート 軟質塩化ビニルシート
土木シート 不織布 ヤシ繊維系
土木シート 不織布 ヤシ繊維系
標準型ガードケーブル 中間端末支柱 白色塗装
標準型ガードケーブル 中間端末支柱 白色塗装
標準型ガードケーブル 加工エキストラ
標準型ガードケーブル 加工エキストラ
標準型ガードケーブル 中間支柱（着脱式）白色塗装
標準型ガードケーブル 中間支柱（着脱式）白色塗装
標準型ガードケーブル 中間支柱（着脱式）白色塗装
標準型ガードケーブル 中間支柱（着脱式）白色塗装
道路標識板 警戒標識（アルミ全面反射）

厚０．５ｍｍ
厚２０．０ｍｍ
厚３０．０ｍｍ
Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ４．５×φ１３９．８×１３５０
Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ５．０×φ１６５．２×１５２０
支柱曲げ加工 φ１１４．３ｍｍ
支柱曲げ加工 φ１３９．８ｍｍ
Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ４．５×φ１１４．３×１２７０
Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ４．５×φ１１４．３×１１４０
Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ ４．５×φ１１４．３×１２７０
Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ ４．５×φ１１４．３×１１４０
カプセルプリズム・カプセルレンズ型

ｍ２
ｍ２
ｍ２
本
本
本
本
本
本
本
本
ｍ２

規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型
規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型
規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型
規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型
規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型
規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型
道路標識板 路線番号標識（アルミ全面反射）
指示標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型
指示標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型
標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装
標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装
標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装
標準型ガードパイプ 歩車道境界Ｃｏ建込景観色塗装
標準型ガードパイプ 歩車道境界Ｃｏ建込景観色塗装
標準型ガードパイプ 歩車道境界Ｃｏ建込景観色塗装
標準型ガードレール 路側用（土中建込）景観色塗装
標準型ガードレール 路側用（土中建込）景観色塗装
標準型ガードレール 路側用（土中建込）景観色塗装
標準型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込）景観色塗装
標準型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込）景観色塗装
標準型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込）景観色塗装
道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーハング
道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーヘッド

１．０倍 ３０１～ φ６００ｍｍ
１．５倍 ３０１～ φ６００ｍｍ
１．０倍 ３２６～ ３５０×６００ｍｍ
１．５倍 ３２６～ ３５０×６００ｍｍ
１．０倍 ３２９～ ▽ ８００ｍｍ
１．５倍 ３２９～ ▽ ８００ｍｍ
カプセルプリズム・カプセルレンズ型
１．０倍 ４０１～ ６００×６００ｍｍ
１．５倍 ４０１～ ６００×６００ｍｍ
Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ
Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ
Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ
Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ
Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ
Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ
新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 旧Ｇｒ－Ａ－４Ｅ
新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ
新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 旧Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ
新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 旧Ｇｒ－Ａ－２Ｂ
新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ
新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 旧Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ
Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 ベースプレート付 鋼管
トラス型 ベースプレート付 鋼管

枚
枚
枚
枚
枚
枚
ｍ２
枚
枚
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｔ
ｔ

光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式（１Ｐ形）
光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式（１Ｐ形）
光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式（１Ｐ形）
光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式（１Ｐ形）
ＨＩＤ 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形
ＨＩＤ 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形
ポール内配線器具 ポール内ジョイントユニット
ポール内配線器具 ポール内ジョイントボックス
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
道路照明用テーパーポール 鋼製めっき １灯直線
道路照明用テーパーポール 鋼製めっき １灯直線
道路照明用テーパーポール 鋼製めっき １灯直線
接地棒 丸形アース棒
スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管
落石防護柵（従来型） ケーブル 塗装仕上
落石防護柵（従来型） ケーブル 塗装仕上
落石防護柵（従来型） 中間支柱 塗装仕上
落石防護柵（従来型） 中間支柱 塗装仕上
落石防護柵（従来型） 端末支柱 塗装仕上
落石防護柵（従来型） 端末支柱 塗装仕上
ボーリング機材 小孔径用 コアリフター
ベントナイト 榛名
ワイヤロープ ６撚×１９本線（３号）
ワイヤロープ ６撚×１９本線（３号）
ワイヤロープ ６撚×１９本線（３号）
ワイヤロープ ６撚×１９本線（３号）
ワイヤロープ ６撚×７本線（１号）
ワイヤロープ ６撚×７本線（１号）

本体 １００Ｖ ６Ａ
本体 １００Ｖ １０Ａ
本体 ２００Ｖ ６Ａ
本体 ２００Ｖ １０Ａ
直管形（ＮＨＴ） １８０Ｗ
直管形（ＮＨＴ） ２２０Ｗ
ＦＭＮ－１５Ａ １灯用・２灯用、単独・連接用
ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ 連接
単線 ２．０ｍｍ
ＩＳ８Ｂ－Ｃ 高８ｍ ベース式露出型
ＩＳ１０Ｂ－Ｃ 高１０ｍ ベース式露出型
ＩＳ１２Ｂ－Ｃ 高１２ｍ ベース式露出型
Ｅ－Ｂ２ 単独 φ１０×５００ｍｍ
口径５００×厚０．６ｍｍ 定尺４ｍ
柵高１．５５ｍ ５本掛 金網Ｃ－ＧＳ３種
柵高２．０ｍ ６本掛 金網Ｃ－ＧＳ３種
柵高１．５５ｍ ５本掛 Ｕボルト付
柵高２．０ｍ ６本掛 Ｕボルト付
柵高１．５５ｍ ５本掛 索端金具付
柵高２．０ｍ ６本掛 索端金具付
径４５ｍｍ シングル
メッシュ２００ ２５ｋｇ袋
径１２ｍｍ 裸Ａ種（Ｏ／Ｏ） ０．５２４ｋｇ／ｍ
径１４ｍｍ 裸Ａ種（Ｏ／Ｏ） ０．７１３ｋｇ／ｍ
径１６ｍｍ 裸Ａ種（Ｏ／Ｏ） ０．９３２ｋｇ／ｍ
径１８ｍｍ 裸Ａ種（Ｏ／Ｏ） １．１８ｋｇ／ｍ
径２０ｍｍ 裸Ａ種（Ｃ／Ｌ） １．４８ｋｇ／ｍ
径２２ｍｍ 裸Ａ種（Ｃ／Ｌ） １．８０ｋｇ／ｍ

台
台
台
台
個
個
個
個
ｍ
本
本
本
本
ｍ
ｍ
ｍ
本
本
本
本
個
ｔ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

月刊 建設物価 掲載

単価コード

T4927
T4929
T4930
T4937
T5209
T5222
T5259
T5269
T5276
T5277
T5279
T5280
T5281
T5704
T5721
T5723
T5724
T5725
T5726
T5727
T5731
T5749
T5750
T5751
T5752
T5950
T5951
T5952
T5953
T5954
T5955
T5956
T5971
T5972
T5973
T5974
T5975
T5976
T5981
T5982
T5983
T5984
T5985
T5986
T5990
T5991
T5992
T5993
T5994
T5995
T6000
T6001
T6002
T6003
T6004
T6005
T6010
T6011
T6012
T6013
T6014
T6015
T6224
T6850
T6851
T6853
T7022
T7023
T7030
T7031
T7072
T7073
T7074
T7080
T7081
T7082
T7085
T7086
T7087
T7089
T7100
T7101
T7102
T7103
T7104
T7105
T7120
T7121
T7122
T7123
T7124
T7125
T7500
T7501
T7502
T7503
T7504
T7505
T7520
T7521
T7522
T7523
T7524
T7525
T7603
T7604

名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種
ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種
ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種
ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種
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
ベントナイト 榛名
軟質塩化ビニルシート
ブロックマット
ブロックマット用アンカーピン
麻袋土のう
耐候性大型土のう
土のう １ｔ土のう 丸型
アスファルト乳剤

６×７ 径２４ｍｍ
６×７ 径２６ｍｍ
６×７ 径２８ｍｍ
６×１９ 径２０ｍｍ
８インチ（径２００ｍｍ）
２６インチ（径６５０ｍｍ）
２００メッシュ ２５ｋｇ袋
Ｔ１ｍｍ
ｔ１００
Ｄ１６ ６００×２００×６００
４８×６２ｃｍ
径１１０×Ｈ１１０ｃｍ 短期
径１１０×Ｈ１０８ｃｍ
ＰＫ１ 普通用 ＰＫ２ 冬期用

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
枚
枚
ｔ
ｍ２
ｍ２
本
枚
枚
枚
ｔ

コンクリ舗装金具 スリップバー

径２５×６００ｍｍ

本

コンクリ舗装金具 スリップバー
コンクリ舗装金具 スリップバー

径３２×６００ｍｍ
径２５×５００ｍｍ

名称

規格

単位

ワイヤロープ ６撚×７本線（１号）
ワイヤロープ ６撚×７本線（１号）
ワイヤロープ ６撚×７本線（１号）
ワイヤロープ ６撚×１９本線（３号）
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
ベントナイト 榛名
土木シート 軟質塩化ビニルシート
ブロックマット ソルコマット
ブロックマット ブロックマット用ピン
土のう
耐候性大型土のう（２．０ｔ用）
土のう １ｔ土のう
アスファルト乳剤 浸透用（ＪＩＳ Ｋ ２２０８）
コンクリート舗装用金物 スリップバー

径２４ｍｍ 裸Ａ種（Ｃ／Ｌ） ２．１４ｋｇ／ｍ
径２６ｍｍ 裸Ａ種（Ｃ／Ｌ） ２．５１ｋｇ／ｍ
径２８ｍｍ 裸Ａ種（Ｃ／Ｌ） ２．９１ｋｇ／ｍ
径２０ｍｍ 裸Ａ種（Ｏ／Ｏ） １．４６ｋｇ／ｍ
電動工具用 ブレード径２０ｃｍ ８インチ
自走式切断機用 ブレード径６５ｃｍ ２６インチ
メッシュ２００ ２５ｋｇ袋
厚１．０ｍｍ
標準型 １２００×２０００～８０００ｍｍ
Ｄ１６ ６００×２００×６００ｍｍ
幅４８×長６２ｃｍ 麻製
丸型 径１１０×長１１０ｃｍ 短期仮設対応１年型
丸型 径１１０×長１０８ｃｍ
ＰＫ－１ 温暖期用、ＰＫ－２ 寒冷期用
φ１９×長６００ｍｍ

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
枚
枚
ｔ
ｍ２
ｍ２
本
枚
枚
枚
ｔ
本

コンクリート舗装用金物 スリップバー
コンクリート舗装用金物 スリップバー

φ２５×長７００ｍｍ
φ２８×長７００ｍｍ

本
本

コンクリート舗装用金物 タイバー
コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ
コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ
コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ
コンクリート舗装用材 路盤紙
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ付ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ付ＳＧＰ－ＭＮ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（Ｌ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（Ｌ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（Ｌ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（Ｌ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（Ｌ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（Ｌ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いチーズ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いチーズ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いチーズ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いチーズ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いチーズ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いチーズ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（Ｔ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（Ｔ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（Ｔ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（Ｔ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（Ｔ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（Ｔ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル（Ｎｉ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル（Ｎｉ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル（Ｎｉ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル（Ｎｉ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル（Ｎｉ）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル（Ｎｉ）
人工芝類 植生土のう
側溝 遠心ボックスカルバート ＣＳＢ Ⅰ型
側溝 遠心ボックスカルバート ＣＳＢ Ⅰ型
側溝 遠心ボックスカルバート ＣＳＢ Ⅰ型
鋼製グレーチング 枡蓋 １１０°開閉式細目
鋼製グレーチング 枡蓋 １１０°開閉式細目
鋼製グレーチング 枡蓋 １１０°開閉式細目
鋼製グレーチング 枡蓋 １１０°開閉式細目
鋼製グレーチング 枡蓋 １１０°開閉式
鋼製グレーチング 枡蓋 １１０°開閉式
鋼製グレーチング 枡蓋 １１０°開閉式
鋼製グレーチング 枡蓋 １１０°開閉式
鋼製グレーチング 枡蓋 １１０°開閉式
鋼製グレーチング 枡蓋 １１０°開閉式
鋼製グレーチング 枡蓋 １１０°開閉式
鋼製グレーチング 枡蓋 １１０°開閉式
鋼製グレーチング 枡蓋 １１０°開閉式
鋼製グレーチング 枡蓋 １１０°開閉式
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 ＪＩＳ
鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 ＪＩＳ
炭素繊維シート 中弾性・１方向
炭素繊維シート 中弾性・１方向

Ｄ２２×長１０００ｍｍ （ネジ付）
φ１９×長１００ｍｍ
φ２２×長１００ｍｍとφ２５×長１００ｍｍの平均価格
φ２８×長１５０ｍｍとφ３２×長１５０ｍｍの平均価格
ターポリン紙系
６５Ａ ２・１／２Ｂ 長４ｍ ７．４７ｋｇ／ｍ
５０Ａ ２Ｂ 長４ｍ ５．３１ｋｇ／ｍ
６５Ａ ２・１／２Ｂ 長４ｍ ７．４７ｋｇ／ｍ
８０Ａ ３Ｂ 長４ｍ ８．７９ｋｇ／ｍ
１００Ａ ４Ｂ 長４ｍ １２．２ｋｇ／ｍ
１２５Ａ ５Ｂ 長５．５ｍ １５．０ｋｇ／ｍ
１５０Ａ ６Ｂ 長５．５ｍ １９．８ｋｇ／ｍ
黒・白 普通品 ５０Ａ ２Ｂ
黒・白 普通品 ６５Ａ ２・１／２Ｂ
黒・白 普通品 ８０Ａ ３Ｂ
黒・白 普通品 １００Ａ ４Ｂ
黒・白 普通品 １２５Ａ ５Ｂ
黒・白 普通品 １５０Ａ ６Ｂ
黒・白 ５０Ａ ２Ｂ
黒・白 ６５Ａ ２・１／２Ｂ
黒・白 ８０Ａ ３Ｂ
黒・白 １００Ａ ４Ｂ
黒・白 １２５Ａ ５Ｂ
黒・白 １５０Ａ ６Ｂ
黒・白 普通品 ５０Ａ ２Ｂ
黒・白 普通品 ６５Ａ ２・１／２Ｂ
黒・白 普通品 ８０Ａ ３Ｂ
黒・白 普通品 １００Ａ ４Ｂ
黒・白 普通品 １２５Ａ ５Ｂ
黒・白 普通品 １５０Ａ ６Ｂ
黒・白 ５０Ａ ２Ｂ
黒・白 ６５Ａ ２・１／２Ｂ
黒・白 ８０Ａ ３Ｂ
黒・白 １００Ａ ４Ｂ
黒・白 １２５Ａ ５Ｂ
黒・白 １５０Ａ ６Ｂ
黒・白 ５０Ａ ２Ｂ
黒・白 ６５Ａ ２・１／２Ｂ
黒・白 ８０Ａ ３Ｂ
黒・白 １００Ａ ４Ｂ
黒・白 １２５Ａ ５Ｂ
黒・白 １５０Ａ ６Ｂ
４０（４１）×６０ｃｍ 標準品
内径３００×長２４００ｍｍ ６１０ｋｇ
内径４００×長２４００ｍｍ ９６３ｋｇ
内径６００×長２４００ｍｍ １９６０ｋｇ
ます穴３００×４００ｍｍ Ｔ－２５
ます穴３００×５００ｍｍ Ｔ－２５
ます穴４００×４００ｍｍ Ｔ－２５
ます穴４００×５００ｍｍ Ｔ－２５
ます穴３００×４００ｍｍ Ｔ－２５
ます穴３００×５００ｍｍ Ｔ－２５
ます穴３００×６００ｍｍ Ｔ－２５
ます穴４００×４００ｍｍ Ｔ－２５
ます穴４００×５００ｍｍ Ｔ－２５
ます穴４００×６００ｍｍ Ｔ－２５
ます穴５００×５００ｍｍ Ｔ－２５
ます穴５００×６００ｍｍ Ｔ－２５
ます穴５００×７００ｍｍ Ｔ－２５、２０
ます穴６００×６００ｍｍ Ｔ－２５
３００ Ｔ－２ ９９５×４１０×９５
４００ Ｔ－２ ９９５×５１０×１１０
５００ Ｔ－２ ９９５×６２０×１２５
３００ Ｔ－２ ４８５×４１０×９５
４００ Ｔ－２ ４８５×５１０×１１０
５００ Ｔ－２ ４８５×６２０×１２５
３００ Ｔ－２５、２０ ９９５×４１０×９５
４００ Ｔ－２５ ９９５×５１０×１１０
５００ Ｔ－２５ ９９５×６２０×１２５
３００ Ｔ－２５、２０ ５０１×４１０×９５
４００ Ｔ－２５ ５０１×５１０×１１０
５００ Ｔ－２５ ５０１×６２０×１２５
３００ Ｔ－２ ９９７×４１０×９５
４００ Ｔ－２ ９９７×５１０×１１０
５００ Ｔ－２ ９９７×６２０×１２５
３００ Ｔ－２ ４９４×４１０×９５
４００ Ｔ－２ ４９４×５１０×１１０
５００ Ｔ－２ ４９４×６２０×１２５
３００ Ｔ－２５ ９９５×４１０×９５
４００ Ｔ－２５ ９９５×５１０×１１０
５００ Ｔ－２５ ９９５×６２０×１２５
３００ Ｔ－２５ ５００×４１０×９５
４００ Ｔ－２５ ５０１×５１０×１１０
５００ Ｔ－２５ ５０１×６２０×１２５
繊維目付３００ｇ／ｍ２ 強度２４００Ｎ／ｍｍ２
繊維目付３００ｇ／ｍ２ 強度２９００Ｎ／ｍｍ２

本
個
個
個
ｍ２
本
本
本
本
本
本
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
枚
個
個
個
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
ｍ２
ｍ２

本
本

配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白
植生土のう
遠心ボックスカルバート

白ねじ付 ６５Ａ 定尺４ｍ
白ねじ付 ５０Ａ 定尺４ｍ
白ねじ付 ６５Ａ 定尺４ｍ
白ねじ付 ８０Ａ 定尺４ｍ
白ねじ付 １００Ａ 定尺４ｍ
白ねじ付 １２５Ａ定尺５．５ｍ
白ねじ付 １５０Ａ定尺５．５ｍ
径違ソケット 普通品 ２Ｂ
径違ソケット普通品２．１／２Ｂ
径違ソケット 普通品 ３Ｂ
径違ソケット 普通品 ４Ｂ
径違ソケット 普通品 ５Ｂ
径違ソケット 普通品 ６Ｂ
エルボ ２Ｂ
エルボ ２．１／２Ｂ
エルボ ３Ｂ
エルボ ４Ｂ
エルボ ５Ｂ
エルボ ６Ｂ
径違チーズ 普通品 ２Ｂ
径違チーズ普通品 ２．１／２Ｂ
径違チーズ 普通品 ３Ｂ
径違チーズ 普通品 ４Ｂ
径違チーズ 普通品 ５Ｂ
径違チーズ 普通品 ６Ｂ
チーズ ２Ｂ
チーズ ２．１／２Ｂ
チーズ ３Ｂ
チーズ ４Ｂ
チーズ ５Ｂ
チーズ ６Ｂ
ニップル ２Ｂ
ニップル ２．１／２Ｂ
ニップル ３Ｂ
ニップル ４Ｂ
ニップル ５Ｂ
ニップル ６Ｂ
種子肥料 Ｗ４０×Ｌ６０ｃｍ
１形３００

本
本
本
本
本
本
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
枚
個

遠心ボックスカルバート

１形６００

個

鋼製グレーチング 桝蓋１１０度

３００×４００用 Ｔ２５

組

鋼製グレーチング 桝蓋１１０度
鋼製グレーチング 桝蓋１１０度

４００×４００用 Ｔ２５
４００×５００用 Ｔ２５

組
組

鋼製グレーチング 桝蓋１１０度

５００×５００用 Ｔ２５

組

炭素繊維シート １方向中弾性
炭素繊維シート １方向中弾性

目付量３００ 引張強度２４００
目付量３００ 引張強度２９００

ｍ２
ｍ２
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単価コード

T7725
T7726
T7727
T7728
T7729
T7730
T7772
T7773
T7774
T7795
T7796
T7797
T9105
T9374
T9375
T9376
T9382
T9384
T9386
T9387
T9388
T9390
T9391
T9392
T9393
T9413
T9414
T9416
T9420
T9421
T9422
T9423
T9591
T9602
T9603
T9604
T9606
T9607
T9608
T9613
T9614
T9615
T9618
T9621
T9622
T9627
T9628
T9641
T9642
T9643
T9644
T9645
T9651
T9652
T9653
T9677
T9678
T9679
T9680
T9681
T9682
T9683
T9684
T9685
TLC1005001
TLC1005006
TLC1010001
TLC1010002
TLC1010003
TLC1010004
TLC1010005
TLC1010006
TLC1010007
TLC1010008
TLC1010009
TLC1011001
TLC1011002
TLC1011003
TLC1011004
TLC1015015
TLC1020001
TLC1020002
TLC1020003
TLC1020004
TLC1020005
TLC1020006
TLC1020007
TLC1020008
TLC1020009
TLC1020010
TLC1020011
TLC1030006
TLC1030007
TLC1030008
TLC1030009
TLC1030010
TLC1040001
TLC1040002
TLC1040003
TLC1040004
TLC1050001
TLC1050002
TLC1050003
TLC1050004
TLC1050005
TLC1050006

月刊 建設物価 掲載
名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号
ＰＣ鋼棒用接続具 普通鋼棒工法
ＰＣ鋼棒用接続具 普通鋼棒工法
ＰＣ鋼棒用接続具 普通鋼棒工法
ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法
ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法
ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法
軟質塩化ビニルシート
ＰＶ管 直管（ゴム輪受口）
ＰＶ管 曲管（ゴム輪受口）

径２３ｍｍ ４～５ｍ未満
径２６ｍｍ ４～５ｍ未満
径３２ｍｍ ４～５ｍ未満
径２３ｍｍ ３～４ｍ未満
径２６ｍｍ ３～４ｍ未満
径３２ｍｍ ３～４ｍ未満
φ２３ 中間接続具
φ２６ 中間接続具
φ３２ 中間接続具
後付用 φ２３
後付用 φ２６
後付用 φ３２
Ｔ１ｍｍ
径５０ 有効長５ｍ
径５０ 有効長１ｍ５Ｒ １０Ｒ

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
組
組
組
組
組
組
ｍ２
本
本

ＰＶ管 直管（ゴム輪受口）
ＰＶ管 曲管（ゴム輪受口）
ＳＵＤ２－Ｖ管
ＳＵＤ２－Ｖ管
ＳＵＤ２－Ｖ管
フリーアクセス－Ｖ管
フリーアクセス－Ｖ管
フリーアクセス－Ｖ管
フリーアクセス－Ｖ管
フリーアクセス－Ｖ管
ＳＵＤ２－Ｖ管
埋設標識シート ２倍 水抜穴無
空管路防水栓
空管路防水栓
空管路防水栓
空管路防水栓
丸形アース棒（単独・連結式）
ボディーＶ管
ボディーＶ管
ボディーＶ管
ボディーＶ管
ボディーＶ管
ボディーＶ管
ボディーＶ管
ボディーＶ管
サヤ管ＳＵ
サヤ管ＳＵ
ボディーＶ管
ボディーＶ管
ボディーＶ管
ボディーＶ管
ＭＣＣＰ 伸縮継手付
ＭＣＣＰ 伸縮継手付
ＭＣＣＰ 伸縮継手付
ＭＣＣＰ 伸縮継手付

径７５ 有効長５ｍ
径７５ 有効長１ｍ５Ｒ １０Ｒ
径１００ 直管（ゴム輪受口）
径１００ 曲管（ゴム輪受口）
径１００ ダクトスリーブ
径１５０ 直管（ゴム輪受口）
径１５０ 曲管（ゴム輪受口）
径１５０ ダクトスリーブ
径１５０ 分岐管 １５０×５０
径１５０ 管枕２２０ｍｍピッチ
径１００ 管枕１５０ｍｍピッチ
３００ｍｍ×５０ｍ ＰＥクロス
７５ｍｍ 防水鋳鉄管用
１００ｍｍ 防水鋳鉄管用
１３０ｍｍ 防水鋳鉄管用
１５０ｍｍ 防水鋳鉄管用
Ｅ－Ｂ３ 径１０×１０００日動
径２００ 直管 有効長 ５ｍ
径２００ 曲管 ５Ｒ １０Ｒ
径２００ 曲管 ５Ｒ １０Ｒ
径２５０ 直管 有効長 ５ｍ
径２５０ 曲管 ５Ｒ １０Ｒ
径２５０ 曲管 ５Ｒ １０Ｒ
径２００ スライド管 全長１ｍ
径２５０ スライド管 全長１ｍ
径５０ 直管 有効長 ５ｍ
径３０ 直管 有効長 ５ｍ
径２００ ダクトスリーブ
径２５０ ダクトスリーブ
径２００ 管枕３００ｍｍピッチ
径２５０ 管枕３５０ｍｍピッチ
呼径５０Ａ Ｌ５．５ｍ
呼径８０Ａ Ｌ５．５ｍ
呼径１００Ａ Ｌ５．５ｍ
呼径１２５Ａ Ｌ５．５ｍ

本
本
本
本
個
本
本
個
組
個
個
巻
個
個
個
個
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
個
個
個
個
本
本
本
本

波付硬質ポリエチレン管
波付硬質ポリエチレン管
波付硬質ポリエチレン管
ＦＥＰ用 ベルマウス
ＦＥＰ用 ベルマウス
ＦＥＰ用 ベルマウス
難燃ＦＥＰ用 テーピング
難燃ＦＥＰ用 テーピング
難燃ＦＥＰ用 テーピング
ブルドーザ（賃貸）
ブルドーザ（賃貸）
バックホウ（賃貸）クローラ
バックホウ（賃貸）クローラ
バックホウ（賃貸）クローラ
バックホウ（賃貸）クレーン付
バックホウ（賃貸）クレーン付
超小旋回バックホウ（賃貸）
バックホウ（賃貸）クローラ
バックホウ（賃貸）クレーン付
バックホウ（賃貸）クレーン付
超小旋回バックホウ（賃貸）
小型バックホウ（賃貸）クローラ
超小旋回バックホウ（賃貸）
小型バックホウ（賃貸）クローラ
クラムシェル（賃貸）
積込機械ホイールローダ（賃貸）
積込機械ホイールローダ（賃貸）
積込機械ホイールローダ（賃貸）
積込機械ホイールローダ（賃貸）
積込機械ホイールローダ（賃貸）
積込機械ホイールローダ（賃貸）
積込機械ホイールローダ（賃貸）
積込機械ホイールローダ（賃貸）
積込機械ホイールローダ（賃貸）
積込機械ホイールローダ（賃貸）
積込機械ホイールローダ（賃貸）
キャリアダンプ（賃貸）
キャリアダンプ（賃貸）
キャリアダンプ（賃貸）
キャリアダンプ（賃貸）
キャリアダンプ（賃貸）
フォークリフト（賃貸）
フォークリフト（賃貸）
フォークリフト（賃貸）
フォークリフト（賃貸）
ロードローラ（賃貸） マカダム
ロードローラ（賃貸） マカダム
ロードローラ賃貸 マカダム両輪
ロードローラ賃貸 マカダム両輪
ロードローラ（賃貸） タンデム
ロードローラ（賃貸） タンデム

ＦＥＰ ３０ｍｍ
ＦＥＰ ５０ｍｍ
ＦＥＰ ６５ｍｍ
３０ｍｍ
５０ｍｍ
６５ｍｍ
３０ｍｍ
５０ｍｍ
６５ｍｍ
普通 ３ｔ級
湿地 ７ｔ級
容量０．５（０．４）ｍ３
容量０．２８（０．２）ｍ３
容量０．４５（０．３５）ｍ３
容量０．８（０．６）ｍ３
容量０．４５（０．３５）ｍ３
容量０．２８（０．２２）ｍ３
容量０．８（０．６）ｍ３
容量０．２８（０．２）ｍ３
容量０．５（０．４）ｍ３
容量０．２２（０．１６）ｍ３
容量０．１１（０．０８）ｍ３
容量０．１１（０．０８）ｍ３
容量０．１３（０．１）ｍ３
平積０．４ｍ３ 低騒音型含む
容量０．６ｍ３ 普通
容量０．８ｍ３ 普通
容量０．９～１．０ｍ３ 普通
容量１．２ｍ３ 普通
容量１．３～１．４ｍ３ 普通
容量１．５～１．７ｍ３ 普通
容量２．１ｍ３ 普通
容量２．３ｍ３ 普通
容量２．４～２．６ｍ３ 普通
容量２．７～２．９ｍ３ 普通
容量０．３４ｍ３ 普通
クローラ 油圧式 ２ｔ
クローラ 油圧式 ２．５ｔ
クローラ クレーン付 １．７ｔ
クローラ クレーン付 ２ｔ
クローラ クレーン付 ２．５ｔ
エンジン駆動 最大積載１ｔ
エンジン駆動 最大積載１．５ｔ
エンジン駆動 最大積載２．５ｔ
エンジン駆動 最大積載５ｔ
質量８～１０ｔ
質量１０～１２ｔ
質量１０～１２ｔ
質量１１～１５ｔ
質量６～８ｔ
質量８～１０ｔ

ｍ
ｍ
ｍ
個
個
個
組
組
組
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
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名称

規格

単位

ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 ＳＢＰＲ９３０／１０８０
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 ＳＢＰＲ９３０／１０８０
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 ＳＢＰＲ９３０／１０８０
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 ＳＢＰＲ９３０／１０８０
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 ＳＢＰＲ９３０／１０８０
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 ＳＢＰＲ９３０／１０８０
ＰＣ用接続具 ＰＣ（普通）鋼棒 可動用
ＰＣ用接続具 ＰＣ（普通）鋼棒 可動用
ＰＣ用接続具 ＰＣ（普通）鋼棒 可動用
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒 後付用
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒 後付用
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒 後付用
土木シート 軟質塩化ビニルシート
Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管 直管 継手付
Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管 曲管 継手付
Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管 ダクトスリーブ
Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管 直管 継手付
Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管 曲管 継手付
Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管 直管 継手付
Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管 曲管 継手付
Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管 ダクトスリーブ
Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管 直管 継手付
Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管 曲管 継手付
Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管 ダクトスリーブ
Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管 分岐管
Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管 管枕
Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管 管枕
埋設標識シート Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ、情報ＢＯＸ用
地中線材料 空管路防水栓
地中線材料 空管路防水栓
地中線材料 空管路防水栓
地中線材料 空管路防水栓
接地棒 丸形アース棒

４～５ｍ未満 径２３ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ
４～５ｍ未満 径２６ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ
４～５ｍ未満 径３２ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ
３～４ｍ未満 径２３ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ
３～４ｍ未満 径２６ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ
３～４ｍ未満 径３２ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ
φ２３
φ２６
φ３２
φ２３ グラウト注入径１２．７
φ２６ グラウト注入径１２．７
φ３２ グラウト注入径１２．７
厚１．０ｍｍ
呼び径５０ｍｍ 有効長５０００ｍｍ
呼び径５０ｍｍ 有効長１０００ｍｍ ５Ｒ、１０Ｒ
呼び径５０ｍｍ用
呼び径７５ｍｍ 有効長５０００ｍｍ
呼び径７５ｍｍ 有効長１０００ｍｍ ５Ｒ、１０Ｒ
呼び径１００ｍｍ 有効長５０００ｍｍ
呼び径１００ｍｍ 有効長１０００ｍｍ５Ｒ、１０Ｒ
呼び径１００ｍｍ用
呼び径１５０ｍｍ 有効長５０００ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ 有効長１０００ｍｍ５Ｒ、１０Ｒ
呼び径１５０ｍｍ用
呼び径１５０ｍｍ用（ステンレスバンド付）
呼び径１５０ｍｍ用 ２２０ｍｍピッチ
呼び径１００ｍｍ用 １５０ｍｍピッチ
幅３００ｍｍ×長５０ｍ ２倍 穴０個 ＰＥクロス
７５ｍｍ 防水鋳鉄管用
１００ｍｍ 防水鋳鉄管用
１３０ｍｍ 防水鋳鉄管用
１５０ｍｍ 防水鋳鉄管用
Ｅ－Ｂ３ 単独・連結 φ１０×１０００ｍｍ

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
組
組
組
組
組
組
ｍ２
本
本
個
本
本
本
本
個
本
本
個
個
個
個
巻
個
個
個
個
本

ポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ
ポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ
ポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ
ポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ
ポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ
ポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ用管枕
ポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ用管枕
ポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ用管枕
波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）
波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）
波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）
波付硬質ポリエチレン管用付属品
波付硬質ポリエチレン管用付属品
波付硬質ポリエチレン管用付属品
難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材
難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材
難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材
賃貸料金 ブルドーザ（普通）
賃貸料金 ブルドーザ（湿地）
賃貸料金 バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃貸料金 バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃貸料金 超小旋回バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃貸料金 バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃貸料金 超小旋回バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 小型バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 超小旋回バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 小型バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 クラムシェル テレスコピック・クローラ
賃貸料金 ホイールローダ（トラクタショベル）普通
賃貸料金 ホイールローダ（トラクタショベル）普通
賃貸料金 ホイールローダ（トラクタショベル）普通
賃貸料金 ホイールローダ（トラクタショベル）普通
賃貸料金 ホイールローダ（トラクタショベル）普通
賃貸料金 ホイールローダ（トラクタショベル）普通
賃貸料金 ホイールローダ（トラクタショベル）普通
賃貸料金 ホイールローダ（トラクタショベル）普通
賃貸料金 ホイールローダ（トラクタショベル）普通
賃貸料金 ホイールローダ（トラクタショベル）普通
賃貸料金 ホイールローダ（トラクタショベル）普通
賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車
賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車
賃貸料金 クローラ型クレーン装置付不整地運搬車
賃貸料金 クローラ型クレーン装置付不整地運搬車
賃貸料金 クローラ型クレーン装置付不整地運搬車
賃貸料金 フォークリフト（エンジン駆動）
賃貸料金 フォークリフト（エンジン駆動）
賃貸料金 フォークリフト（エンジン駆動）
賃貸料金 フォークリフト（エンジン駆動）
賃貸料金 ロードローラ（マカダム）
賃貸料金 ロードローラ（マカダム）
賃貸料金 ロードローラ（マカダム両輪駆動）
賃貸料金 ロードローラ（マカダム両輪駆動）
賃貸料金 ロードローラ（タンデム）
賃貸料金 ロードローラ（タンデム）

５０Ａ 伸縮継手付き ５．５ｍ
８０Ａ 伸縮継手付き ５．５ｍ
１００Ａ 伸縮継手付き ５．５ｍ
１２５Ａ 伸縮継手付き ５．５ｍ
１５０Ａ 伸縮継手付き ５．５ｍ
８０Ａ
１００Ａ
１２５Ａ
径３０ｍｍ
径５０ｍｍ
径６５ｍｍ
ベルマウス ３０ｍｍ
ベルマウス ５０ｍｍ
ベルマウス ６５ｍｍ
テーピングタイプ ３０ｍｍ
テーピングタイプ ５０ｍｍ
テーピングタイプ ６５ｍｍ
３ｔ級（排出ガス１・２次対策型、低騒音型 含）
７ｔ級（排出ガス１・２次対策型、低騒音型 含）
山積０．５ｍ３（排出ガス１～３次、低騒音型 含）
山積０．２８ｍ３（排出ガス１～３次、低騒音 含）
山積０．４５ｍ３（排出ガス１～３次、低騒音 含）
山積０．８ｍ３ 吊２．９ｔ（排１～３次、低騒含）
山積０．４５ｍ３ 吊２．９ｔ（排１～３、低騒含）
山積０．２８ｍ３（排出ガス１～３次、低騒音 含）
山積０．８ｍ３（排１～３次、低騒音、超低騒音含）
山積０．２８ｍ３ 吊１．７ｔ（排１～３、低騒含）
山積０．５ｍ３ 吊２．９ｔ（排１～３次、低騒含）
山積０．２２ｍ３（排出ガス１～３次、低騒音 含）
山積０．１１ｍ３（排出ガス１～３次、低騒音 含）
山積０．１１ｍ３（排出ガス１～３次、低騒音 含）
山積０．１３ｍ３（排出ガス１～３次、低騒音 含）
平積０．４ｍ３（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
山積０．６ｍ３（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
山積０．８ｍ３（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
山積０．９～１．０ｍ３（排１・２次、低騒音 含）
山積１．２ｍ３（排出ガス１次対策型、低騒音 含）
山積１．３～１．４ｍ３（排１・２次、低騒音 含）
山積１．５～１．７ｍ３（排１・２次、低騒音 含）
山積２．１ｍ３（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
山積２．３ｍ３（低騒音型 含）
山積２．４～２．６ｍ３（排１・２次、低騒音 含）
山積２．７～２．９ｍ３（排１・２次、低騒音 含）
山積０．３４ｍ３（排出ガス１・２次、低騒音 含）
積載質量２．０ｔ（排出ガス１・２次対策型 含）
積載質量２．５ｔ（排出ガス１・２次対策型 含）
積載質量１．７ｔ １ｔ吊
積載質量２．０ｔ １ｔ吊
積載質量２．５ｔ ２ｔ吊
最大荷重１ｔ
最大荷重１．５ｔ
最大荷重２．５ｔ
最大荷重５ｔ
質量８～１０ｔ
質量１０～１２ｔ（排出ガス１・２次対策型 含）
質量１０～１２ｔ（排出ガス１・２次対策型 含）
質量１１～１５ｔ（排出ガス１・２次対策型 含）
質量６～８ｔ
質量８～１０ｔ

本
本
本
本
本
個
個
個
ｍ
ｍ
ｍ
個
個
個
組
組
組
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

単価コード

TLC1060001
TLC1060002
TLC1060003
TLC1070001
TLC1070002
TLC1070003
TLC1070004
TLC1070005
TLC1070006
TLC1070007
TLC1070008
TLC1070009
TLC1070010
TLC1070011
TLC1070012
TLC1080001
TLC1080002
TLC1080003
TLC1080004
TLC1080005
TLC1080006
TLC1081001
TLC1081002
TLC1081006
TLC1090001
TLC1090002
TLC1090003
TLC1090004
TLC1090005
TLC1090006
TLC1090007
TLC1090008
TLC1090009
TLC1090010
TLC1090011
TLC1090012
TLC1090013
TLC1090014
TLC1100001
TLC1100002
TLC1100003
TLC1100004
TLC1100005
TLC1100006
TLC1100007
TLC1100008
TLC1110001
TLC1110002
TLC1110003
TLC1110004
TLC1110005
TLC1110006
TLC1110007
TLC1110008
TLC1110009
TLC1110010
TLC1110011
TLC1110012
TLC1110013
TLC1110014
TLC1110015
TLC1110016
TLC1110017
TLC1110018
TLC1110019
TLC1110020
TLC1120001
TLC1120011
TLC1120012
TLC1120013
TLC1120014
TLC1120015
TLC1130001
TLC1130002
TLC1130004
TLC1130005
TLC1130006
TLC1130007
TLC1130009
TLC1130010
TLC1130011
TLC1140003
TLC1140004
TLC1140005
TLC1140007
TLC1140008
TLC1140009
TLC1140010
TLC1140011
TLC1140014
TLC1140015
TLC1140016
TLC1140051
TLC1150001
TLC1160000
TLC1170001
TLC1170002
TLC1170003
TLC1170004
TLC1170005
TLC1170006
TLC1180001
TLC1190002
TLC2010002
TLC2010003
TLC2010004

月刊 建設物価 掲載
名称
タイヤローラ（賃貸）
タイヤローラ（賃貸）
タイヤローラ（賃貸）
振動ローラ（賃貸）ハンドガイド
振動ローラ（賃貸）ハンドガイド
振動ローラ（賃貸） 搭乗式
振動ローラ（賃貸） 搭乗式
振動ローラ（賃貸） 搭乗式
振動ローラ（賃貸） 搭乗式
振動ローラ（賃貸） 搭乗式
振動ローラ（賃貸） 搭乗式
振動ローラ（賃貸） 搭乗式
振動ローラ（賃貸） 搭乗式
振動ローラ（賃貸） 搭乗式
振動ローラ（賃貸） 搭乗式
自走式リフト（賃貸）
自走式リフト（賃貸）
自走式リフト（賃貸）
自走式リフト（賃貸）
自走式リフト（賃貸）
自走式リフト（賃貸）
トラック架装リフト（賃貸）
トラック架装リフト（賃貸）
トラック架装リフト長期賃貸
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
電動コンプレッサ（賃貸）
電動コンプレッサ（賃貸）
電動コンプレッサ（賃貸）
電動コンプレッサ（賃貸）
電動コンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
水中ポンプ（賃貸）
水中ポンプ（賃貸）
水中ポンプ（賃貸）
水中ポンプ（賃貸）
水中ポンプ（賃貸）
水中ポンプ（賃貸）
水中ポンプ（賃貸）
水中ポンプ（賃貸）
ガソリン発電機（賃貸）
ガソリン発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
トラッククレーン（作業料金）
トラッククレーン（作業料金）
トラッククレーン（作業料金）
トラッククレーン（作業料金）
トラッククレーン（作業料金）
トラッククレーン（作業料金）
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（賃貸）
クレーン装置付トラック（賃貸）
ジェットヒーター（賃貸）
消波根固ブロック型枠（賃貸）
消波根固ブロック型枠（賃貸）
消波根固ブロック型枠（賃貸）
消波根固ブロック型枠（賃貸）
消波根固ブロック型枠（賃貸）
消波根固ブロック型枠（賃貸）
タンパ（賃貸）
油圧ブレーカ（賃貸）
鋼矢板（賃貸）９０日以内
鋼矢板（賃貸）１８０日以内
鋼矢板（賃貸）３６０日以内

月刊 積算資料 掲載
規格

質量３～４ｔ
質量６～８ｔ
質量８～２０ｔ
０．５～０．６ｔ
０．８～１．１ｔ
タンデム型 １．２～１．５ｔ
タンデム型 ２．４～２．８ｔ
タンデム型 ３～５ｔ
タンデム型 ６～７．５ｔ
タンデム型 ８～１０ｔ
タンデム型 １０．５～１２ｔ
コンバインド型１．２～１．５ｔ
コンバインド型２．４～２．６ｔ
コンバインド型 ３～４ｔ
コンバインド型 ５～７ｔ
クローラ・垂直型 作業床高３ｍ
クローラ・垂直型 作業床高４ｍ
クローラ・垂直型 作業床高６ｍ
ホイール・ブーム型 床高９ｍ
ホイール・ブーム型 床高１２ｍ
ホイール・垂直型 床高８～９ｍ
バケット・ブーム型 ８～１０ｍ
バケット・ブーム型 床高１２ｍ
幅広デッキ・ブーム型 １２ｍ
２ｍ３／分 低騒音型含む
２．５ｍ３／分 低騒音型含む
３．５～３．７ｍ３／分低騒音型
５ｍ３／分 低騒音型含む
７．５～７．８ｍ３／分低騒音型
１０．５～１１ｍ３／分低騒音型
１８～１９ｍ３／分低騒音型含む
２．２ｍ３／分
３．７ｍ３／分
５．２ｍ３／分
６ｍ３／分
９ｍ３／分
１７ｍ３／分 低騒音型含む
１４．２ｍ３／分 低騒音型含む
径５０ｍｍ ０．７５ｋＷ
径５０ｍｍ １．５ｋＷ
径１００ｍｍ ３．７ｋＷ
径１００ｍｍ ５．５ｋＷ
径１５０ｍｍ ７．５ｋＷ
径１５０ｍｍ １１ｋＷ
径２００ｍｍ １１ｋＷ
径２００ｍｍ １５ｋＷ
出力２ｋＶＡ 低騒音型含む
出力３ｋＶＡ 低騒音型含む
出力５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力８ｋＶＡ 低騒音型含む
出力１０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力１５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力２０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力２５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力３５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力４５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力６０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力７５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力１００ｋＶＡ 低騒音型含む
出力１２５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力１５０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力２００ｋＶＡ 低騒音型含む
出力２５０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力３００ｋＶＡ 低騒音型含む
出力３５０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力４００ｋＶＡ 低騒音型含む
４．９ｔ吊 オペレータ付 日極
１００ｔ吊 オペレータ付 日極
１２０ｔ吊 オペレータ付 日極
１６０ｔ吊 オペレータ付 日極
２００ｔ吊 オペレータ付 日極
３６０ｔ吊 オペレータ付 日極
４．９ｔ吊 オペレータ付 日極
７ｔ吊 オペレータ付 日極
１６ｔ吊 オペレータ付 日極
２０ｔ吊 オペレータ付 日極
２５ｔ吊 オペレータ付 日極
３５ｔ吊 オペレータ付 日極
４５ｔ吊 オペレータ付 日極
５０ｔ吊 オペレータ付 日極
１０ｔ吊 オペレータ付 日極
３５ｔ吊 オペレータ付 月極
４０ｔ吊 オペレータ付 月極
５０ｔ吊 オペレータ付 月極
８０ｔ吊 オペレータ付 月極
１００ｔ吊 オペレータ付 月極
１５０ｔ吊 オペレータ付 月極
３００ｔ吊 オペレータ付 月極
４５０ｔ吊 オペレータ付 月極
５５ｔ吊 オペレータ付 月極
６５ｔ吊 オペレータ付 月極
２００ｔ吊 オペレータ付 月極
４．９ｔ吊り 低騒音型含む
４ｔ車 ２．９ｔ吊り
１２６ＭＪ／ｈ
鋼製型枠 ３０ｔ未満
鋼製型枠 ３０ｔ以上５０ｔ未満
鋼製型枠 ５０ｔ以上８０ｔ未満
ＦＲＰ製型枠 ３０ｔ未満
直積用鋼製型枠 ３０ｔ未満
直積鋼製 ３０ｔ以上５０ｔ未満
質量６０～８０ｋｇ
０．２ｍ３ ベースマシン含む
２型 ４８ｋｇ／ｍ
２型 ４８ｋｇ／ｍ
２型 ４８ｋｇ／ｍ

単位
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・月
台・月
台・月
台・月
台・月
台・月
台・月
台・月
台・月
台・月
台・月
台・日
台・日
台・日
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
基・日
台・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
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名称
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金
賃貸料金

タイヤローラ
タイヤローラ
タイヤローラ
振動ローラ（ハンドガイド式）
振動ローラ（ハンドガイド式）
振動ローラ（搭乗・タンデム式）
振動ローラ（搭乗・タンデム式）
振動ローラ（搭乗・タンデム式）
振動ローラ（搭乗・タンデム式）
振動ローラ（搭乗・タンデム式）
振動ローラ（搭乗・タンデム式）
振動ローラ（搭乗・コンバインド式）
振動ローラ（搭乗・コンバインド式）
振動ローラ（搭乗・コンバインド式）
振動ローラ（搭乗・コンバインド式）
自走式リフト（クローラ） 垂直型
自走式リフト（クローラ） 垂直型
自走式リフト（クローラ） 垂直型
自走式リフト（ホイール） ブーム型
自走式リフト（ホイール） ブーム型
自走式リフト（ホイール） 垂直型

賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型
賃貸料金 トラック架装リフト 垂直昇降型
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 水中ポンプ
賃貸料金 水中ポンプ
賃貸料金 水中ポンプ
賃貸料金 水中ポンプ
賃貸料金 水中ポンプ
賃貸料金 水中ポンプ
賃貸料金 水中ポンプ
賃貸料金 水中ポンプ
賃貸料金 ガソリン発電機（低騒音型）
賃貸料金 ガソリン発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
賃貸料金 クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）
賃貸料金 トラック（クレーン装置付）
賃貸料金 ジェットヒータ
異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠
異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠
異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠
異形ブロック型枠賃貸料金 ＦＲＰ製型枠
異形ブロック型枠賃貸料金 直積用鋼製型枠
異形ブロック型枠賃貸料金 直積用鋼製型枠
賃貸料金 タンパ（ランマ）
賃貸料金 油圧ブレーカ
賃貸料金 普通鋼矢板 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 普通鋼矢板 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 普通鋼矢板 ３６０日（１２カ月）以内

規格

単位

質量３～４ｔ（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
質量６～８ｔ
質量８～２０ｔ（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
質量０．５～０．６ｔ
質量０．８～１．１ｔ
質量１．２～１．５ｔ（排１・２次、低騒音型 含）
質量２．４～２．８ｔ（排１・２次、低騒音型 含）
質量３～５ｔ（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
質量６～７．５ｔ（排出ガス１・２次、低騒音 含）
質量８～１０ｔ（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
質量１０．５～１２ｔ（排出ガス１・２次対策 含）
質量１．４～１．５ｔ（排１・２次、低騒音型 含）
質量２．４～２．５ｔ（排１・２次、低騒音型 含）
質量３～４ｔ（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
質量５～６ｔ（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
作業床高さ３ｍ
作業床高さ４ｍ
作業床高さ６ｍ
作業床高さ８～９ｍ
作業床高さ１２～１３ｍ
作業床高さ８～９ｍ

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

バスケット型 作業床高さ１２ｍ
プラットフォーム型 作業床高さ１０～１２ｍ未満
２．０ｍ３／ｍｉｎ（排ガス１・２次、低騒音 含）
２．５ｍ３／ｍｉｎ（排ガス１・２次、低騒音 含）
３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ（排１・２次、低騒含）
５ｍ３／ｍｉｎ（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ（排１・２次、低騒含）
１０．５～１１ｍ３／ｍｉｎ（排１・２次、低騒含）
１８～１９ｍ３／ｍｉｎ（排ガス１・２次、低騒含）
吐出量２．２ｍ３／ｍｉｎ
吐出量３．７ｍ３／ｍｉｎ
吐出量５．２ｍ３／ｍｉｎ
吐出量６ｍ３／ｍｉｎ
吐出量９ｍ３／ｍｉｎ
１７ｍ３／ｍｉｎ（排ガス１・２次、低騒音型 含）
１４．３ｍ３／ｍｉｎ（排ガス１・２次、低騒音含）
口径５０ｍｍ 全揚程１０ｍ
口径５０ｍｍ 全揚程１５ｍ
口径１００ｍｍ 全揚程１０ｍ
口径１００ｍｍ 全揚程１５ｍ
口径１５０ｍｍ 全揚程１０ｍ
口径１５０ｍｍ 全揚程１５ｍ
口径２００ｍｍ 全揚程１０ｍ
口径２００ｍｍ 全揚程１５ｍ
定格容量２ｋＶＡ（低騒音型 含）
定格容量３ｋＶＡ（低騒音型 含）
定格容量５ｋＶＡ（低騒音型 含）
定格容量８ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量１０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量１５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量２０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量２５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量３５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量４５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量６０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量７５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量１００ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量１２５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量１５０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量２００ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量２５０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量３００ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量３５０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量４００ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
４．９ｔ吊 オペレータ付
１００ｔ吊オペレータ付（低騒音型含 要分解組立）
１２０ｔ吊オペレータ付（低騒音型含 要分解組立）
１６０ｔ吊オペレータ付（低騒音型含 要分解組立）
２００ｔ吊オペレータ付（低騒音型含 要分解組立）
３６０ｔ吊 オペレータ付（要分解組立）
４．９ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音含）
７ｔ吊 オペレータ付（排ガス１次、低騒音型 含）
１６ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音 含）
２０ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音 含）
２５ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音 含）
３５ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音 含）
４５ｔ吊 オペレータ付（排ガス１次、低騒音 含）
５０ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音 含）
１０ｔ吊 オペレータ付（排ガス１次、低騒音 含）
３５ｔ吊 オペ付（排１次、低騒音型含 要分組）
４０ｔ吊 オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
５０ｔ吊 オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
８０ｔ吊 オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
１００ｔ吊オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
１５０ｔ吊オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
３００ｔ吊 オペレータ付（分解組立が必要）
４５０ｔ吊 オペレータ付（分解組立が必要）
５５ｔ吊 オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
６５ｔ吊 オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
２００ｔ吊オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
４．９ｔ吊（排出ガス１・２次対策、低騒音 含）
積載質量４ｔ ２．９ｔ吊
１２６ＭＪ／ｈ（３０１００ｋｃａｌ／ｈ）
異形ブロック ３０ｔ未満
異形ブロック ３０ｔ以上 ５０ｔ未満
異形ブロック ５０ｔ以上 ８０ｔ未満
異形ブロック ３０ｔ未満
異形ブロック ３０ｔ未満
異形ブロック ３０ｔ以上 ５０ｔ未満
質量６０～８０ｋｇ
バケット容量０．２ｍ３対応 ベースマシン含む
ＳＰ Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ
ＳＰ Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ
ＳＰ Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
日
日
日
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
日
日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日

単価コード

TLC2010005
TLC2010006
TLC2012002
TLC2012003
TLC2012004
TLC2012005
TLC2012006
TLC2014002
TLC2014003
TLC2014004
TLC2014005
TLC2014006
TLC2030001
TLC2030002
TLC2030003
TLC2030004
TLC2030005
TLC2030006
TLC2110001
TLC2110002
TLC2110003
TLC2110004
TLC2110005
TLC2112001
TLC2112002
TLC2112003
TLC2112004
TLC2112005
TLC2114001
TLC2114002
TLC2114003
TLC2114004
TLC2114005
TLC2116001
TLC2116002
TLC2116003
TLC2116004
TLC2116005
TLC2118001
TLC2118002
TLC2118003
TLC2118004
TLC2118005
TLC2120002
TLC2120003
TLC2120004
TLC2120005
TLC2130002
TLC2130003
TLC2130004
TLC2130005
TLC2130006
TLC2210002
TLC2210003
TLC2210004
TLC2210005
TLC2210006
TLC2211002
TLC2211003
TLC2211004
TLC2211005
TLC2211006
TLC2212002
TLC2212003
TLC2212004
TLC2212005
TLC2212006
TLC2213002
TLC2213003
TLC2213004
TLC2213005
TLC2213006
TLC2215002
TLC2215003
TLC2215004
TLC2215005
TLC2215006
TLC2216002
TLC2216003
TLC2216004
TLC2216005
TLC2216006
TLC2310001
TLC2310002
TLC2310003
TLC2310004
TLC2310005
TLC2310006
TLC2312001
TLC2312002
TLC2312003
TLC2312004
TLC2312005
TLC2312006
TLC2412002
TLC2412003
TLC2412004
TLC2412005
TLC2413002
TLC2413003
TLC2413004
TLC2413005
TLC2414002
TLC2414003
TLC2414004
TLC2414005

月刊 建設物価 掲載
名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

鋼矢板（賃貸）７２０日以内
鋼矢板（賃貸）１０８０日以内
鋼矢板（賃貸）９０日以内
鋼矢板（賃貸）１８０日以内
鋼矢板（賃貸）３６０日以内
鋼矢板（賃貸）７２０日以内
鋼矢板（賃貸）１０８０日以内
鋼矢板（賃貸）９０日以内
鋼矢板（賃貸）１８０日以内
鋼矢板（賃貸）３６０日以内
鋼矢板（賃貸）７２０日以内
鋼矢板（賃貸）１０８０日以内
軽量鋼矢板 ＳＳ４００
軽量鋼矢板（賃貸）９０日以内
軽量鋼矢板（賃貸）１８０日以内
軽量鋼矢板（賃貸）３６０日以内

２型 ４８ｋｇ／ｍ
２型 ４８ｋｇ／ｍ
３型 ６０ｋｇ／ｍ
３型 ６０ｋｇ／ｍ
３型 ６０ｋｇ／ｍ
３型 ６０ｋｇ／ｍ
３型 ６０ｋｇ／ｍ
４型 ７６．１ｋｇ／ｍ
４型 ７６．１ｋｇ／ｍ
４型 ７６．１ｋｇ／ｍ
４型 ７６．１ｋｇ／ｍ
４型 ７６．１ｋｇ／ｍ
２～１２ｍ（５００ｍｍピッチ）
１型 ２型 ３型
１型 ２型 ３型
１型 ２型 ３型

ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日

Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅
Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内
Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅
Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内
Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅
Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内
Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅
Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内
Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅
Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内
鋼製山留材（賃貸）９０日以内
鋼製山留材（賃貸）１８０日以内
鋼製山留材（賃貸）３６０日以内
鋼製山留材（賃貸）７２０日以内
鋼製山留材 賃貸１０８０日以内
覆工板（賃貸）９０日以内
覆工板（賃貸）１８０日以内
覆工板（賃貸）３６０日以内
覆工板（賃貸）７２０日以内
覆工板（賃貸）１０８０日以内
覆工板（賃貸）９０日以内
覆工板（賃貸）１８０日以内
覆工板（賃貸）３６０日以内
覆工板（賃貸）７２０日以内
覆工板（賃貸）１０８０日以内
覆工板（賃貸）９０日以内
覆工板（賃貸）１８０日以内
覆工板（賃貸）３６０日以内
覆工板（賃貸）７２０日以内
覆工板（賃貸）１０８０日以内
覆工板（賃貸）９０日以内
覆工板（賃貸）１８０日以内
覆工板（賃貸）３６０日以内
覆工板（賃貸）７２０日以内
覆工板（賃貸）１０８０日以内
覆工板（賃貸）９０日以内
覆工板（賃貸）１８０日以内
覆工板（賃貸）３６０日以内
覆工板（賃貸）７２０日以内
覆工板（賃貸）１０８０日以内
覆工板（賃貸）９０日以内
覆工板（賃貸）１８０日以内
覆工板（賃貸）３６０日以内
覆工板（賃貸）７２０日以内
覆工板（賃貸）１０８０日以内
仮設用マット
鋼製マット（賃貸）９０日以内
鋼製マット（賃貸）１８０日以内
鋼製マット（賃貸）３６０日以内
鋼製マット（賃貸）７２０日以内
鋼製マット 賃貸１０８０日以内
仮設用マット
鋼製マット（賃貸）９０日以内
鋼製マット（賃貸）１８０日以内
鋼製マット（賃貸）３６０日以内
鋼製マット（賃貸）７２０日以内
鋼製マット 賃貸１０８０日以内
鋼板（賃貸）９０日以内
鋼板（賃貸）１８０日以内
鋼板（賃貸）３６０日以内
鋼板（賃貸）７２０日以内
鋼板（賃貸）９０日以内
鋼板（賃貸）１８０日以内
鋼板（賃貸）３６０日以内
鋼板（賃貸）７２０日以内
鋼板（賃貸）９０日以内
鋼板（賃貸）１８０日以内
鋼板（賃貸）３６０日以内
鋼板（賃貸）７２０日以内

２００×２００×８×１２
Ｈ－２００
Ｈ－２００
Ｈ－２００
Ｈ－２００
２５０×２５０×９×１４
Ｈ－２５０
Ｈ－２５０
Ｈ－２５０
Ｈ－２５０
３００×３００×１０×１５
Ｈ－３００
Ｈ－３００
Ｈ－３００
Ｈ－３００
３５０×３５０×１２×１９
Ｈ－３５０
Ｈ－３５０
Ｈ－３５０
Ｈ－３５０
４００×４００×１３×２１
Ｈ－４００
Ｈ－４００
Ｈ－４００
Ｈ－４００
Ｈ－５９４×３０２
Ｈ－５９４×３０２
Ｈ－５９４×３０２
Ｈ－５９４×３０２
Ｈ－２５０
Ｈ－２５０
Ｈ－２５０
Ｈ－２５０
Ｈ－２５０
鋼製 従来型
鋼製 従来型
鋼製 従来型
鋼製 従来型
鋼製 従来型
鋼製 補強型
鋼製 補強型
鋼製 補強型
鋼製 補強型
鋼製 補強型
鋼製すべり止め 従来型
鋼製すべり止め 従来型
鋼製すべり止め 従来型
鋼製すべり止め 従来型
鋼製すべり止め 従来型
鋼製すべり止め 補強型
鋼製すべり止め 補強型
鋼製すべり止め 補強型
鋼製すべり止め 補強型
鋼製すべり止め 補強型
コンクリ 補強型 ２ｍ２
コンクリ 補強型 ２ｍ２
コンクリ 補強型 ２ｍ２
コンクリ 補強型 ２ｍ２
コンクリ 補強型 ２ｍ２
コンクリ 補強型 ３ｍ２
コンクリ 補強型 ３ｍ２
コンクリ 補強型 ３ｍ２
コンクリ 補強型 ３ｍ２
コンクリ 補強型 ３ｍ２
ミヤマット １．２型
ミヤマット １．２型
ミヤマット １．２型
ミヤマット １．２型
ミヤマット １．２型
ミヤマット １．２型
ミヤマット ３．５型
ミヤマット ３．５型
ミヤマット ３．５型
ミヤマット ３．５型
ミヤマット ３．５型
ミヤマット ３．５型
２２×１５２４×３０４８
２２×１５２４×３０４８
２２×１５２４×３０４８
２２×１５２４×３０４８
２２×１５２４×６０９６
２２×１５２４×６０９６
２２×１５２４×６０９６
２２×１５２４×６０９６
２５×１５２４×６０９６
２５×１５２４×６０９６
２５×１５２４×６０９６
２５×１５２４×６０９６

ｔ
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
枚
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
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名称
賃貸料金 普通鋼矢板 ７２０日（２４カ月）以内
賃貸料金 普通鋼矢板 １０８０日（３６カ月）以内
賃貸料金 普通鋼矢板 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 普通鋼矢板 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 普通鋼矢板 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 普通鋼矢板 ７２０日（２４カ月）以内
賃貸料金 普通鋼矢板 １０８０日（３６カ月）以内
賃貸料金 普通鋼矢板 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 普通鋼矢板 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 普通鋼矢板 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 普通鋼矢板 ７２０日（２４カ月）以内
賃貸料金 普通鋼矢板 １０８０日（３６カ月）以内
軽量鋼矢板（ＳＳ４００）
賃貸料金 軽量鋼矢板 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 軽量鋼矢板 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 軽量鋼矢板 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 軽量鋼矢板 ７２０日（２４カ月）以内
賃貸料金 軽量鋼矢板 １０８０日（３６カ月）以内
Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 広幅
賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内
Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 広幅
賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内
Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 広幅
賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内
Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 広幅
賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内
Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 広幅
賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内
賃貸料金 鋼製山留材 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 鋼製山留材 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 鋼製山留材 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 鋼製山留材 ７２０日（２４カ月）以内
賃貸料金 鋼製山留材 １０８０日（３６カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 覆工板 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ７２０日（２４カ月）以内
賃貸料金 覆工板 １０８０日（３６カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 覆工板 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ７２０日（２４カ月）以内
賃貸料金 覆工板 １０８０日（３６カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 覆工板 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ７２０日（２４カ月）以内
賃貸料金 覆工板 １０８０日（３６カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 覆工板 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ７２０日（２４カ月）以内
賃貸料金 覆工板 １０８０日（３６カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 覆工板 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ７２０日（２４カ月）以内
賃貸料金 覆工板 １０８０日（３６カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 覆工板 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 覆工板 ７２０日（２４カ月）以内
賃貸料金 覆工板 １０８０日（３６カ月）以内
仮設用マット ミヤマット １．２型 鋼製
賃貸料金 鋼製マット ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 鋼製マット １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 鋼製マット ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 鋼製マット ７２０日（２４カ月）以内
賃貸料金 鋼製マット １０８０日（３６月）以内
仮設用マット ミヤマット ３．５型 鋼製
賃貸料金 鋼製マット ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 鋼製マット １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 鋼製マット ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 鋼製マット ７２０日（２４カ月）以内
賃貸料金 鋼製マット １０８０日（３６月）以内
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内

規格
ＳＰ Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ
ＳＰ Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ
ＳＰ Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ
ＳＰ Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ
ＳＰ Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ
ＳＰ Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ
ＳＰ Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ
ＳＰ Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ
ＳＰ Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ
ＳＰ Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ
ＳＰ Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ
ＳＰ Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ
長２～１２ｍ （５００ｍｍピッチ）
ＬＳＰ１、２、３型
ＬＳＰ１、２、３型
ＬＳＰ１、２、３型
ＬＳＰ１、２、３型
ＬＳＰ１、２、３型
２００×２００×８×１２ｍｍ ４９．９ｋｇ／ｍ
Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ
Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ
Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ
Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ
２５０×２５０×９×１４ｍｍ ７１．８ｋｇ／ｍ
Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ
Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ
Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ
Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ
３００×３００×１０×１５ｍｍ ９３．０ｋｇ／ｍ
Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ
Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ
Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ
Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ
３５０×３５０×１２×１９ｍｍ １３５ｋｇ／ｍ
Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ
Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ
Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ
Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ
４００×４００×１３×２１ｍｍ １７２ｋｇ／ｍ
Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ
Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ
Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ
Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ
Ｈ－５９４ １７０ｋｇ／ｍ
Ｈ－５９４ １７０ｋｇ／ｍ
Ｈ－５９４ １７０ｋｇ／ｍ
Ｈ－５９４ １７０ｋｇ／ｍ
Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ
Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ
Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ
Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ
Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ
鋼製（従来型）
鋼製（従来型）
鋼製（従来型）
鋼製（従来型）
鋼製（従来型）
鋼製（補強型）
鋼製（補強型）
鋼製（補強型）
鋼製（補強型）
鋼製（補強型）
鋼製滑り止め（従来型）
鋼製滑り止め（従来型）
鋼製滑り止め（従来型）
鋼製滑り止め（従来型）
鋼製滑り止め（従来型）
鋼製滑り止め（補強型）
鋼製滑り止め（補強型）
鋼製滑り止め（補強型）
鋼製滑り止め（補強型）
鋼製滑り止め（補強型）
コンクリート製（補強型２ｍ２）
コンクリート製（補強型２ｍ２）
コンクリート製（補強型２ｍ２）
コンクリート製（補強型２ｍ２）
コンクリート製（補強型２ｍ２）
コンクリート製（補強型３ｍ２）
コンクリート製（補強型３ｍ２）
コンクリート製（補強型３ｍ２）
コンクリート製（補強型３ｍ２）
コンクリート製（補強型３ｍ２）
長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ
１．２型 長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ
１．２型 長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ
１．２型 長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ
１．２型 長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ
１．２型 長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ
長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ
３．５型 長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ
３．５型 長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ
３．５型 長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ
３．５型 長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ
３．５型 長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ
厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ ８０２ｋｇ
厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ ８０２ｋｇ
厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ ８０２ｋｇ
厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ ８０２ｋｇ
厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ １６０４ｋｇ
厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ １６０４ｋｇ
厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ １６０４ｋｇ
厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ １６０４ｋｇ
厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ １８２３ｋｇ
厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ １８２３ｋｇ
厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ １８２３ｋｇ
厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ １８２３ｋｇ

単位
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｋｇ
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｋｇ
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｋｇ
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｋｇ
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｋｇ
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｋｇ
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
ｍ２・月
枚
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日
枚・日

単価コード

TLC3100018
TLC3100019
TLC3100020
TMN0021002
TMN0022005
TMN0023004
TMN0051002
TMN0071121
TN0673
TN0674
TN0675
TN0676
TN0677
TN0678
TN0680
TN0682
TN0683
TN0684
TN1397
TN1398
TN1399
TN1400
TN1401
TN1402
TN1403
TN1404
TN1405
TN1406
TN1407
TN1408
TN1409
TN1410
TN1411
TN1412
TN1413
TN2222
TN2223
TN2224
TN2225
TN2226
TN2227
TN2228
TN2229
TN2230
TN2231
TN2232
TN2233
TN2234
TN2235
TN2236
TN2239
TN2240
TN2241
TN2242
TN2243
TN2244
TN2245
TN2246
TN2247
TN2248
TN2249
TN2250
TN2251
TN2252
TN2253
TN2256
TN2257
TN2258
TN2259
TN2260
TN2261
TN2262
TN2263
TN2264
TN2267
TN2268
TN2269
TN2270
TN2271
TN2272
TN2273
TN2274
TN2275
TN2276
TN2277
TN2278
TN2279
TN2280
TN2302
TN2303
TN2304
TN2305
TN2306
TN2307
TN2308
TN2316
TN2317
TN2318
TN2319
TN2320
TN2321
TN2322
TN2323
TN2324
TN2330
TN2331

月刊 建設物価 掲載
名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

トラック架装リフト（賃貸）
トラック架装リフト（賃貸）
トラック架装リフト（賃貸）
ユニバーサルデザイングレーチン
ユニバーサルデザイングレーチン
ユニバーサルデザイングレーチン

バケット・ブーム型 床高１２ｍ
バケット・ブーム型１３～１４ｍ
バケット・ブーム１８～１８．５
かさ上げ ３００用 車道用
ますぶた ５００×５００用
Ｕ字溝 ２４０用 車道用

台・日
台・日
台・日
枚
組
枚

無収縮材
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料
水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ
水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ
水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ
水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ
水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＰ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＰ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＰ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＰ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＰ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＰ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＰ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＰ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＰ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＵ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＵ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＵ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＵ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＵ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＵ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＵ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＵ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＵ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＵ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＵ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＵ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＵ
硬質ポリ塩ビ接着受口付直管ＶＵ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ

太平洋ユーロックスセメント
白ねじ付 １５Ａ 定尺４ｍ
白ねじ付 ２０Ａ 定尺４ｍ
白ねじ付 ２５Ａ 定尺４ｍ
白ねじ付 ３２Ａ 定尺４ｍ
白ねじ付 ４０Ａ 定尺４ｍ
白ねじ付 ５０Ａ 定尺４ｍ
白ねじ付 ８０Ａ 定尺４ｍ
白ねじ付 １００Ａ 定尺４ｍ
白ねじ付 １２５Ａ定尺５．５ｍ
白ねじ付 １５０Ａ定尺５．５ｍ
Ｋ形 径７５ｍｍ
Ｋ形 径１００ｍｍ
Ｋ形 径１５０ｍｍ
Ｋ形 径２００ｍｍ
Ｋ形 径２５０ｍｍ
Ｋ形 径３００ｍｍ
Ｋ形 径３５０ｍｍ
Ｋ形 径４００ｍｍ
Ｋ形 径４５０ｍｍ
Ｋ形 径５００ｍｍ
Ｋ形 径６００ｍｍ
Ｋ形 径７００ｍｍ
Ｋ形 径８００ｍｍ
Ｋ形 径９００ｍｍ
Ｋ形 径１０００ｍｍ
Ｋ形 径１１００ｍｍ
Ｋ形 径１２００ｍｍ
呼び径１３ 定尺４ｍ
呼び径１６ 定尺４ｍ
呼び径２０ 定尺４ｍ
呼び径２５ 定尺４ｍ
呼び径３０ 定尺４ｍ
呼び径４０ 定尺４ｍ
呼び径５０ 定尺４ｍ
呼び径６５ 定尺４ｍ
呼び径７５ 定尺４ｍ
呼び径１００ 定尺４ｍ
呼び径１２５ 定尺４ｍ
呼び径１５０ 定尺４ｍ
呼び径２００ 定尺４ｍ
呼び径２５０ 定尺４ｍ
呼び径３００ 定尺４ｍ
呼び径４０ 定尺４ｍ
呼び径５０ 定尺４ｍ
呼び径６５ 定尺４ｍ
呼び径７５ 定尺４ｍ
呼び径１００ 定尺４ｍ
呼び径１２５ 定尺４ｍ
呼び径１５０ 定尺４ｍ
呼び径２００ 定尺４ｍ
呼び径２５０ 定尺４ｍ
呼び径３００ 定尺４ｍ
呼び径３５０ 定尺４ｍ
呼び径４００ 定尺４ｍ
呼び径４５０ 定尺４ｍ
呼び径５００ 定尺４ｍ
呼び径６００ 定尺４ｍ
ＴＳスリーブ 呼び径５０
ＴＳスリーブ 呼び径６５
ＴＳスリーブ 呼び径７５
ＴＳスリーブ 呼び径１００
ＴＳスリーブ 呼び径１２５
ＴＳスリーブ 呼び径１５０
ＴＳスリーブ 呼び径２００
ＴＳスリーブ 呼び径２５０
ＴＳスリーブ 呼び径３００
ＴＳスリーブ 呼び径５０
ＴＳスリーブ 呼び径６５
ＴＳスリーブ 呼び径７５
ＴＳスリーブ 呼び径１００
ＴＳスリーブ 呼び径１２５
ＴＳスリーブ 呼び径１５０
ＴＳスリーブ 呼び径２００
ＴＳスリーブ 呼び径２５０
ＴＳスリーブ 呼び径３００
ＴＳスリーブ 呼び径３５０
ＴＳスリーブ 呼び径４００
ＴＳスリーブ 呼び径４５０
ＴＳスリーブ 呼び径５００
ＴＳスリーブ 呼び径６００
ソケット ４０
ソケット ５０
ソケット ６５
ソケット ７５
ソケット １００
ソケット １２５
ソケット １５０
ソケット ５０×４０
ソケット ６５×５０
ソケット ７５×６５
ソケット １００×７５
ソケット １２５×１００
ソケット １５０×１２５
ソケット ２５×１６
ソケット ７５×５０
ソケット １５０×１００
エルボ ５０
エルボ ６５

ｋｇ
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
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名称

規格

単位

賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型
賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型
賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型

バスケット型 作業床高さ１２ｍ
バスケット型 作業床高さ１３～１４ｍ
バスケット型 作業床高さ１８～１８．５ｍ

日
日
日

固化材 泥ん固Ｎｏ．７

緑化・築堤用 フレコン

ｔ

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ付ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ付ＳＧＰ－ＭＮ
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
ダクタイル鋳鉄管用接合材料 Ｋ形
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＵ）
水道用塩ビ管ＴＳ継手 ソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 ソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 ソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 ソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 ソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 ソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 ソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 エルボ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 エルボ

１５Ａ １／２Ｂ 長４ｍ １．３１ｋｇ／ｍ
２０Ａ ３／４Ｂ 長４ｍ １．６８ｋｇ／ｍ
２５Ａ １Ｂ 長４ｍ ２．４３ｋｇ／ｍ
３２Ａ １・１／４Ｂ 長４ｍ ３．３８ｋｇ／ｍ
４０Ａ １・１／２Ｂ 長４ｍ ３．８９ｋｇ／ｍ
５０Ａ ２Ｂ 長４ｍ ５．３１ｋｇ／ｍ
８０Ａ ３Ｂ 長４ｍ ８．７９ｋｇ／ｍ
１００Ａ ４Ｂ 長４ｍ １２．２ｋｇ／ｍ
１２５Ａ ５Ｂ 長５．５ｍ １５．０ｋｇ／ｍ
１５０Ａ ６Ｂ 長５．５ｍ １９．８ｋｇ／ｍ
外面標準 呼び径７５ｍｍ
外面標準 呼び径１００ｍｍ
外面標準 呼び径１５０ｍｍ
外面標準 呼び径２００ｍｍ
外面標準 呼び径２５０ｍｍ
外面標準 呼び径３００ｍｍ
外面標準 呼び径３５０ｍｍ
外面標準 呼び径４００ｍｍ
外面標準 呼び径４５０ｍｍ
外面標準 呼び径５００ｍｍ
外面標準 呼び径６００ｍｍ
外面標準 呼び径７００ｍｍ
外面標準 呼び径８００ｍｍ
外面標準 呼び径９００ｍｍ
外面標準 呼び径１０００ｍｍ
外面標準 呼び径１１００ｍｍ
外面標準 呼び径１２００ｍｍ
呼び径１３ｍｍ １８×２．５ｍｍ×４ｍ
呼び径１６ｍｍ ２２×３．０ｍｍ×４ｍ
呼び径２０ｍｍ ２６×３．０ｍｍ×４ｍ
呼び径２５ｍｍ ３２×３．５ｍｍ×４ｍ
呼び径３０ｍｍ ３８×３．５ｍｍ×４ｍ
呼び径４０ｍｍ ４８×３．６ｍｍ×４ｍ
呼び径５０ｍｍ ６０×４．１ｍｍ×４ｍ
呼び径６５ｍｍ ７６×４．１ｍｍ×４ｍ
呼び径７５ｍｍ ８９×５．５ｍｍ×４ｍ
呼び径１００ｍｍ １１４×６．６ｍｍ×４ｍ
呼び径１２５ｍｍ １４０×７．０ｍｍ×４ｍ
呼び径１５０ｍｍ １６５×８．９ｍｍ×４ｍ
呼び径２００ｍｍ ２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ
呼び径２５０ｍｍ ２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ
呼び径３００ｍｍ ３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ
呼び径４０ｍｍ ４８×１．８ｍｍ×４ｍ
呼び径５０ｍｍ ６０×１．８ｍｍ×４ｍ
呼び径６５ｍｍ ７６×２．２ｍｍ×４ｍ
呼び径７５ｍｍ ８９×２．７ｍｍ×４ｍ
呼び径１００ｍｍ １１４×３．１ｍｍ×４ｍ
呼び径１２５ｍｍ １４０×４．１ｍｍ×４ｍ
呼び径１５０ｍｍ １６５×５．１ｍｍ×４ｍ
呼び径２００ｍｍ ２１６×６．５ｍｍ×４ｍ
呼び径２５０ｍｍ ２６７×７．８ｍｍ×４ｍ
呼び径３００ｍｍ ３１８×９．２ｍｍ×４ｍ
呼び径３５０ｍｍ ３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ
呼び径４００ｍｍ ４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ
呼び径４５０ｍｍ ４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ
呼び径５００ｍｍ ５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ
呼び径６００ｍｍ ６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ
呼び径５０ｍｍ ６０×４．１ｍｍ×４ｍ
呼び径６５ｍｍ ７６×４．１ｍｍ×４ｍ
呼び径７５ｍｍ ８９×５．５ｍｍ×４ｍ
呼び径１００ｍｍ １１４×６．６ｍｍ×４ｍ
呼び径１２５ｍｍ １４０×７．０ｍｍ×４ｍ
呼び径１５０ｍｍ １６５×８．９ｍｍ×４ｍ
呼び径２００ｍｍ ２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ
呼び径２５０ｍｍ ２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ
呼び径３００ｍｍ ３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ
呼び径５０ｍｍ ６０×１．８ｍｍ×４ｍ
呼び径６５ｍｍ ７６×２．２ｍｍ×４ｍ
呼び径７５ｍｍ ８９×２．７ｍｍ×４ｍ
呼び径１００ｍｍ １１４×３．１ｍｍ×４ｍ
呼び径１２５ｍｍ １４０×４．１ｍｍ×４ｍ
呼び径１５０ｍｍ １６５×５．１ｍｍ×４ｍ
呼び径２００ｍｍ ２１６×６．５ｍｍ×４ｍ
呼び径２５０ｍｍ ２６７×７．８ｍｍ×４ｍ
呼び径３００ｍｍ ３１８×９．２ｍｍ×４ｍ
呼び径３５０ｍｍ ３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ
呼び径４００ｍｍ ４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ
呼び径４５０ｍｍ ４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ
呼び径５００ｍｍ ５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ
呼び径６００ｍｍ ６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ
呼び径４０ｍｍ
呼び径５０ｍｍ
呼び径６５ｍｍ
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１２５ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径５０×４０ｍｍ
呼び径６５×５０ｍｍ
呼び径７５×６５ｍｍ
呼び径１００×７５ｍｍ
呼び径１２５×１００ｍｍ
呼び径１５０×１２５ｍｍ
呼び径２５×１６ｍｍ
呼び径７５×５０ｍｍ
呼び径１５０×１００ｍｍ
呼び径５０ｍｍ
呼び径６５ｍｍ

本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個

単価コード

TN2332
TN2333
TN2334
TN2335
TN2350
TN2351
TN2352
TN2353
TN2354
TN2355
TN2356
TN2357
TN2358
TN2359
TN2360
TN2363
TN2364
TN2365
TN2366
TN2367
TN2368
TN2369
TN2370
TN2371
TN2372
TN2373
TN2374
TN2375
TN2376
TN2377
TN2378
TN2379
TN2380
TN2381
TN2382
TN2383
TN2384
TN2385
TN2386
TN2387
TN2388
TN2389
TN2390
TN2403
TN2404
TN2405
TN2406
TN2407
TN2408
TN2409
TN2410
TN2411
TN2415
TN2601
TN2602
TN2603
TN2604
TN2605
TN2606
TN2607
TN2608
TN2609
TN3461
TN3462
TN3616
TN3617
TN3618
TN3689
TN3831
TN3832
TN3833
TN3836
TN3837
TN3838
TN3840
TN3841
TN3849
TN3850
TN3851
TN3852
TN3853
TN3854
TN3855
TN3856
TN3857
TN3858
TN3859
TN3860
TN3861
TN3862
TN3863
TN3864
TN3865
TN3866
TN3867
TN3868
TN3869
TN3870
TN3871
TN3891
TN3892
TN3893
TN3894
TN3895
TN3896
TN3897

月刊 建設物価 掲載
名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管

エルボ ７５
エルボ １００
エルボ １２５
エルボ １５０
チーズ ５０
チーズ ６５×５０
チーズ ６５
チーズ ７５×６５
チーズ ７５
チーズ １００×７５
チーズ １００
チーズ １２５×１００
チーズ １２５
チーズ １５０×１２５
チーズ １５０
９０度ベンド ５０ ＶＰ
９０度ベンド ６５ ＶＰ
９０度ベンド ７５ ＶＰ
９０度ベンド １００ ＶＰ
９０度ベンド １２５ ＶＰ
９０度ベンド １５０ ＶＰ
９０度ベンド ２００ ＶＰ
４５度ベンド ５０ ＶＰ
４５度ベンド ６５ ＶＰ
４５度ベンド ７５ ＶＰ
４５度ベンド １００ ＶＰ
４５度ベンド １２５ ＶＰ
４５度ベンド １５０ ＶＰ
４５度ベンド ２００ ＶＰ
２２・１／２ベンド ５０ ＶＰ
２２・１／２ベンド ６５ ＶＰ
２２・１／２ベンド ７５ ＶＰ
２２・１／２ベンド１００ ＶＰ
２２・１／２ベンド１２５ ＶＰ
２２・１／２ベンド１５０ ＶＰ
２２・１／２ベンド２００ ＶＰ
１１・１／４ベンド ５０ ＶＰ
１１・１／４ベンド ６５ ＶＰ
１１・１／４ベンド ７５ ＶＰ
１１・１／４ベンド１００ ＶＰ
１１・１／４ベンド１２５ ＶＰ
１１・１／４ベンド１５０ ＶＰ
１１・１／４ベンド２００ ＶＰ
呼び径５０ｍｍ×全長４ｍ
呼び径６５ｍｍ×全長４ｍ
呼び径７５ｍｍ×全長４ｍ
呼び径１００ｍｍ×全長４ｍ
呼び径１２５ｍｍ×全長４ｍ
呼び径１５０ｍｍ×全長４ｍ
呼び径２００ｍｍ×全長４ｍ
呼び径２５０ｍｍ×全長４ｍ
呼び径３００ｍｍ×全長４ｍ

個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
本
本
本
本
本
本
本
本
本

高密度ポリエチレン管 ダブル
高密度ポリエチレン管 ダブル
高密度ポリエチレン管 ダブル
高密度ポリエチレン管 ダブル
高密度ポリエチレン管 ダブル
高密度ポリエチレン管 ダブル
高密度ポリエチレン管 ダブル
高密度ポリエチレン管 ダブル
高密度ポリエチレン管 ダブル
鉄筋コンクリートＵ形 １種
鉄筋コンクリートＵ形 １種
建築用コンクリートブロックＣ種
建築用コンクリートブロックＣ種
建築用コンクリートブロックＣ種
防水剤
水道用空気弁 ＦＣ 双口
水道用空気弁 ＦＣ 双口
水道用空気弁 ＦＣ 双口
急速空気弁 ＦＣ
急速空気弁 ＦＣ
急速空気弁 ＦＣ
急速空気弁 ＦＣ
急速空気弁 ＦＣ
水道用仕切弁 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 電動 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 電動 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 電動 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 電動 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 電動 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 電動 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 電動 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 電動 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 電動 ＦＣ 立形
水道用仕切弁 電動 ＦＣ 立形
手動バタフライ弁 ＦＣ 立形
手動バタフライ弁 ＦＣ 立形
手動バタフライ弁 ＦＣ 立形
手動バタフライ弁 ＦＣ 立形
手動バタフライ弁 ＦＣ 立形
手動バタフライ弁 ＦＣ 立形
手動バタフライ弁 ＦＣ 立形

呼径１５０ｍｍ
呼径２００ｍｍ
呼径２５０ｍｍ
呼径３００ｍｍ
呼径３５０ｍｍ
呼径４００ｍｍ
呼径４５０ｍｍ
呼径５００ｍｍ
呼径６００ｍｍ
１５０ １５×１５×６０ｃｍ
１８０ １８×１８×６０ｃｍ
１００×１９０×３９０ｍｍ
１２０×１９０×３９０ｍｍ
１５０×１９０×３９０ｍｍ
マノール防水剤
０．７４ＭＰａ 径７５合成樹脂
０．７４ＭＰａ径１００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径１５０合成樹脂
０．７５ＭＰａ 径１３合成樹脂
０．７５ＭＰａ 径２０合成樹脂
０．７５ＭＰａ 径２５合成樹脂
０．７５ＭＰａ 径７５合成樹脂
０．７５ＭＰａ径１００合成樹脂
０．７４ＭＰａ 径５０合成樹脂
０．７４ＭＰａ 径７５合成樹脂
０．７４ＭＰａ径１００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径１２５合成樹脂
０．７４ＭＰａ径１５０合成樹脂
０．７４ＭＰａ径２００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径２５０合成樹脂
０．７４ＭＰａ径３００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径３５０合成樹脂
０．７４ＭＰａ径４００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径４５０合成樹脂
０．７４ＭＰａ径５００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径６００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径１００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径１２５合成樹脂
０．７４ＭＰａ径１５０合成樹脂
０．７４ＭＰａ径２００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径２５０合成樹脂
０．７４ＭＰａ径３００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径３５０合成樹脂
０．７４ＭＰａ径４００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径４５０合成樹脂
０．７４ＭＰａ径５００合成樹脂
０．７５ＭＰａ径２００合成樹脂
０．７５ＭＰａ径２５０合成樹脂
０．７５ＭＰａ径３００合成樹脂
０．７５ＭＰａ径３５０合成樹脂
０．７５ＭＰａ径４００合成樹脂
０．７５ＭＰａ径４５０合成樹脂
０．７５ＭＰａ径５００合成樹脂

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
個
個
個
個
個
ｋｇ
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
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名称
水道用塩ビ管ＴＳ継手 エルボ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 エルボ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 エルボ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 エルボ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 チーズ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いチーズ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 チーズ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いチーズ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 チーズ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いチーズ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 チーズ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いチーズ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 チーズ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いチーズ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 チーズ
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ９０°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ９０°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ９０°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ９０°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ９０°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ９０°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ９０°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ４５°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ４５°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ４５°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ４５°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ４５°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ４５°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ４５°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ２２・１／２°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ２２・１／２°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ２２・１／２°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ２２・１／２°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ２２・１／２°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ２２・１／２°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ２２・１／２°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 １１・１／４°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 １１・１／４°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 １１・１／４°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 １１・１／４°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 １１・１／４°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 １１・１／４°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 １１・１／４°ベンド
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＰ有孔管
高密度ポリエチレン管（ダブル） 内面平滑管
高密度ポリエチレン管（ダブル） 内面平滑管
高密度ポリエチレン管（ダブル） 内面平滑管
高密度ポリエチレン管（ダブル） 内面平滑管
高密度ポリエチレン管（ダブル） 内面平滑管
高密度ポリエチレン管（ダブル） 内面平滑管
高密度ポリエチレン管（ダブル） 内面平滑管
高密度ポリエチレン管（ダブル） 内面平滑管
高密度ポリエチレン管（ダブル） 内面平滑管
道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 １５０
道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 １８０
建築用コンクリートブロック Ｃ種
建築用コンクリートブロック Ｃ種
建築用コンクリートブロック Ｃ種
防水剤 マノール防水剤

規格
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１２５ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径５０ｍｍ
呼び径６５×５０ｍｍ
呼び径６５ｍｍ
呼び径７５×６５ｍｍ
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００×７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１２５×１００ｍｍ
呼び径１２５ｍｍ
呼び径１５０×１２５ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径５０ｍｍ
呼び径６５ｍｍ
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１２５ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径２００ｍｍ（原管ＶＰ）
呼び径５０ｍｍ
呼び径６５ｍｍ
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１２５ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径２００ｍｍ（原管ＶＰ）
呼び径５０ｍｍ
呼び径６５ｍｍ
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１２５ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径２００ｍｍ（原管ＶＰ）
呼び径５０ｍｍ
呼び径６５ｍｍ
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１２５ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径２００ｍｍ（原管ＶＰ）
呼び径５０ｍｍ ６０×１．８ｍｍ×４ｍ
呼び径６５ｍｍ ７６×２．２ｍｍ×４ｍ
呼び径７５ｍｍ ８９×２．７ｍｍ×４ｍ
呼び径１００ｍｍ １１４×３．１ｍｍ×４ｍ
呼び径１２５ｍｍ １４０×４．１ｍｍ×４ｍ
呼び径１５０ｍｍ １６５×５．１ｍｍ×４ｍ
呼び径２００ｍｍ ２１６×６．５ｍｍ×４ｍ
呼び径２５０ｍｍ ２６７×７．８ｍｍ×４ｍ
呼び径３００ｍｍ ３１８×９．２ｍｍ×４ｍ
呼び径４０ｍｍ ４８×３．６ｍｍ×４ｍ
呼び径１５０ｍｍ（有孔・無孔とも）
呼び径２００ｍｍ（有孔・無孔とも）
呼び径２５０ｍｍ（有孔・無孔とも）
呼び径３００ｍｍ（有孔・無孔とも）
呼び径３５０ｍｍ（有孔・無孔とも）
呼び径４００ｍｍ（有孔・無孔とも）
呼び径４５０ｍｍ（有孔・無孔とも）
呼び径５００ｍｍ（有孔・無孔とも）
呼び径６００ｍｍ（有孔・無孔とも）
幅１５０×高１５０×長６００ｍｍ
幅１８０×高１８０×長６００ｍｍ
厚１００×高１９０×長３９０ｍｍ １０．０ｋｇ
厚１２０×高１９０×長３９０ｍｍ １１．５ｋｇ
厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ １４．０ｋｇ
Ｃ×２．０～５．０

単位
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月刊 建設物価 掲載

単価コード

TN3898
TN3903
TN3904
TN3905
TN3906
TN3907
TN3908
TN3909
TN3910
TN3911
TN3912
TN3913
TN3914
TN3915
TN3916
TN3917
TN3918
TN4181
TN4214
TN4218
TN4220
TN4296
TN4588
TN4683
TN4684
TN4685
TN4686
TN4687
TN4688
TN4689
TN4692
TN4693
TN4694
TN4695
TN4696
TN4697
TN4698
TN4711
TN4712
TN4713
TN4714
TN4715
TN4716
TN4719
TN4720
TN4721
TN4722
TN4723
TN4724
TN4735
TN4736
TN4788
TN4790
TN4800
TN4803
TN4807
TN4808
TN4809
TN4814
TN4815
TN4820
TN4824
TN4827
TN4828
TN4830
TN4833
TN4894
TN4895
TN4896
TN4897
TN4898
TN4899
TN4900
TN4903
TN4904
TN4905
TN4906
TN4908
TN4909
TN4910
TN4911
TN4912
TN4913
TN4914
TN4915
TN4916
TN4917
TN4918
TN4919
TN4941
TN4942
TN4943
TN4944
TN4945
TN4946
TN4961
TN4962
TN4963
TN4964
TN4966
TN4967
TN4968
TN4969
TN4971
TN4972
TN4973

名称
手動バタフライ弁
電動バタフライ弁
電動バタフライ弁
電動バタフライ弁
電動バタフライ弁
電動バタフライ弁
電動バタフライ弁
電動バタフライ弁
電動バタフライ弁
電動バタフライ弁
電動バタフライ弁
電動バタフライ弁
電動バタフライ弁
電動バタフライ弁
電動バタフライ弁
電動バタフライ弁
電動バタフライ弁
普通鉄線 ＃８
鉄丸くぎ Ｎ９０

ＦＣ
ＦＣ
ＦＣ
ＦＣ
ＦＣ
ＦＣ
ＦＣ
ＦＣ
ＦＣ
ＦＣ
ＦＣ
ＦＣ
ＦＣ
ＦＣ
ＦＣ
ＦＣ
ＦＣ

立形
立形
立形
立形
立形
立形
立形
立形
立形
立形
立形
立形
立形
立形
立形
立形
立形

合成樹脂被覆Ａ－１ Ｈ１０００
合成樹脂被覆Ａ－２ Ｈ１２００
合成樹脂被覆Ａ－３ Ｈ１５００
合成樹脂被覆Ａ－４ Ｈ１５００
合成樹脂被覆Ｂ－１ Ｈ１２００
合成樹脂被覆Ｂ－２ Ｈ１５００
合成樹脂被覆Ｂ－３ Ｈ１５００
亜鉛メッキ Ａ－１ Ｈ１０００
亜鉛メッキ Ａ－２ Ｈ１２００
亜鉛メッキ Ａ－３ Ｈ１５００
亜鉛メッキ Ａ－４ Ｈ１５００
亜鉛メッキ Ｂ－１ Ｈ１２００
亜鉛メッキ Ｂ－２ Ｈ１５００
亜鉛メッキ Ｂ－３ Ｈ１５００
ネットフェンス扉 片開
ネットフェンス扉 片開
ネットフェンス扉 片開
ネットフェンス扉 両開
ネットフェンス扉 両開
ネットフェンス扉 両開
ネットフェンス扉 片開
ネットフェンス扉 片開
ネットフェンス扉 片開
ネットフェンス扉 両開
ネットフェンス扉 両開
ネットフェンス扉 両開
フェンス用ブロック
フェンス用ブロック

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

０．７５ＭＰａ径６００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径２００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径２５０合成樹脂
０．７４ＭＰａ径３００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径３５０合成樹脂
０．７４ＭＰａ径４００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径４５０合成樹脂
０．７４ＭＰａ径５００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径６００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径７００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径８００合成樹脂
０．７４ＭＰａ径９００合成樹脂
０．７４ＭＰａ１０００合成樹脂
０．７４ＭＰａ１１００合成樹脂
０．７４ＭＰａ１２００合成樹脂
０．７４ＭＰａ１３５０合成樹脂
０．７４ＭＰａ１５００合成樹脂
径４ｍｍ
＃９ Ｌ９０ｍｍ

個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
ｔ
ｋｇ

２ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０ｍｍ
２ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０ｍｍ
２ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０ｍｍ
２ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０ｍｍ
２ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０ｍｍ
２ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０ｍｍ
２ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０ｍｍ
２ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ
２ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ
２ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ
２ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ
２ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ
２ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ
２ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ
Ｈ１ｍ Ｂ１ｍ ビニル被覆
Ｈ１．２ｍ Ｂ１ｍ ビニル被覆
Ｈ１．５ｍ Ｂ１ｍ ビニル被覆
Ｈ１ｍ Ｂ２ｍ ビニル被覆
Ｈ１．２ｍ Ｂ２ｍ ビニル被覆
Ｈ１．５ｍ Ｂ２ｍ ビニル被覆
Ｈ１ｍ Ｂ１ｍ メッキ
Ｈ１．２ｍ Ｂ１ｍ メッキ
Ｈ１．５ｍ Ｂ１ｍ メッキ
Ｈ１ｍ Ｂ２ｍ メッキ
Ｈ１．２ｍ Ｂ２ｍ メッキ
Ｈ１．５ｍ Ｂ２ｍ メッキ
１８×５５×４５ｃｍ
１８×１８×４５ｃｍ

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
個
個

ユカロンネット
ネトロンシート
柵工材 ダイプラベストしがら
塩ビ止水板 ＣＦ
塩ビ止水板 ＣＣ
塩ビ止水板 ＦＦ
ゴム止水板 センターバルブ
加硫ゴム系シート
加硫ゴム系シート
ＫＭ式フィルターボックス

Ｕ－１ Ｗ１００ｃｍ
Ｚ－２８ Ｗ２００ｃｍ
ＢＳ－１ Ｗ０．６２×Ｌ３０ｍ
Ｗ１５０×Ｔ５ｍｍ
Ｗ１５０×Ｔ５ｍｍ
Ｗ１５０×Ｔ５ｍｍ
３００×１２．５ｍｍ径３０一般
Ｔ１ｍｍ
Ｔ１．５ｍｍ
３００×３００×２５０

ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ２
ｍ２
個

亜鉛メッキ Ａ－１
亜鉛メッキ Ａ－２
亜鉛メッキ Ａ－３
亜鉛メッキ Ａ－４
亜鉛メッキ Ｂ－１
亜鉛メッキ Ｂ－２
亜鉛メッキ Ｂ－３
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
松矢板
松矢板
松矢板
松矢板
松矢板
松矢板
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松

１．８ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ
１．８ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ
１．８ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ
１．８ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ
１．８ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ
１．８ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ
１．８ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ
Ｌ２ｍ×末口９ｃｍ 皮付
Ｌ２ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ２ｍ×末口１５ｃｍ 皮付
Ｌ２ｍ×末口１８ｃｍ 皮付
Ｌ３ｍ×末口９ｃｍ 皮付
Ｌ３ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ３ｍ×末口１５ｃｍ 皮付
Ｌ３ｍ×末口１８ｃｍ 皮付
Ｌ４ｍ×末口９ｃｍ 皮付
Ｌ４ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ４ｍ×末口１５ｃｍ 皮付
Ｌ４ｍ×末口１８ｃｍ 皮付
Ｌ５ｍ×末口１５ｃｍ 皮付
Ｌ５ｍ×末口１８ｃｍ 皮付
Ｌ６ｍ×末口１５ｃｍ 皮付
Ｌ６ｍ×末口１８ｃｍ 皮付
２ｍ×５～６×１２上
３ｍ×５～６×１５上
４ｍ×５～６×１５上
２ｍ×３～４．５×１２上
３．６ｍ×３～４．５×１５上
３．６ｍ×３～４．５×１５上
Ｌ２ｍ×末口９ｃｍ 皮むき
Ｌ２ｍ×末口１２ｃｍ 皮むき
Ｌ２ｍ×末口１５ｃｍ 皮むき
Ｌ２ｍ×末口１８ｃｍ 皮むき
Ｌ３ｍ×末口９ｃｍ 皮むき
Ｌ３ｍ×末口１２ｃｍ 皮むき
Ｌ３ｍ×末口１５ｃｍ 皮むき
Ｌ３ｍ×末口１８ｃｍ 皮むき
Ｌ４ｍ×末口９ｃｍ 皮むき
Ｌ４ｍ×末口１２ｃｍ 皮むき
Ｌ４ｍ×末口１５ｃｍ 皮むき

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
ｍ３
ｍ３
ｍ３
ｍ３
ｍ３
ｍ３
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本

Ｈ１０００
Ｈ１２００
Ｈ１５００
Ｈ１５００
Ｈ１２００
Ｈ１５００
Ｈ１５００
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名称

規格

単位

普通鉄線（ＪＩＳ Ｇ ３５３２）
鉄丸くぎ（ＪＩＳ Ａ ５５０８）
かすがい
かすがい
六角ボルト（中ボルト）黒皮
マンホール用足掛金物 ワイドステップ

＃８ ４．０ｍｍ １０．１ｍ／ｋｇ
Ｎ－９０ ＃９×９０ｍｍ １２４本／ｋｇ
径９×長１２０ｍｍ
径９×長１８０ｍｍ
Ｍ１６×長３００ｍｍ ５０２．２ｇ／本
３０ＳＷ 現場打用 φ１９

ｋｇ
ｋｇ
本
本
本
個

目地板 ゴム発泡体
目地板 ゴム発泡体
造園資材 ビニールフィルム
コンクリート舗装用材 路盤紙

厚１０ｍｍ 硬度５０以上
厚２０ｍｍ 硬度５０以上
厚０．１ｍｍ×幅１５０ｃｍ×巻１００ｍ 農業用
クラフト紙系

ｍ２
ｍ２
ｍ
ｍ２

塩ビ製止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット）
塩ビ製止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート）
塩ビ製止水板 ＦＦ（フラット形フラット）
止水板 ブラックシール
土木シート ゴム系シート
土木シート ゴム系シート
ウィープホール フィルターボックス
ウィープホール ＴＭフィルター

幅１５０×厚５ｍｍ
幅１５０×厚５ｍｍ
幅１５０×厚５ｍｍ
ゴム系 ３００ＥＢ 厚１２．５×幅３００ｍｍ
厚１．０ｍｍ
厚１．５ｍｍ
ＫＭＦ－３００ □３００ｍｍ
ＴＭＦ－５０ 径５０×長１００ｍｍ

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ２
ｍ２
個
個

仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材

長２．０ｍ×末口９ｃｍ １・２等込
長２．０ｍ×末口１２ｃｍ １・２等込
長２．０ｍ×末口１５ｃｍ １・２等込
長２．０ｍ×末口１８ｃｍ １・２等込
長３．０ｍ×末口９ｃｍ １・２等込
長３．０ｍ×末口１２ｃｍ １・２等込
長３．０ｍ×末口１５ｃｍ １・２等込
長３．０ｍ×末口１８ｃｍ １・２等込
長４．０ｍ×末口９ｃｍ １・２等込
長４．０ｍ×末口１２ｃｍ １・２等込
長４．０ｍ×末口１５ｃｍ １・２等込
長４．０ｍ×末口１８ｃｍ １・２等込
長５．０ｍ×末口１５ｃｍ １・２等込
長５．０ｍ×末口１８ｃｍ １・２等込
長６．０ｍ×末口１５ｃｍ １・２等込
長６．０ｍ×末口１８ｃｍ １・２等込

本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本

長２．０ｍ×厚３～４．５×幅１２ｃｍ上１・２等込

ｍ３

長４．０ｍ×厚３～４．５×幅１５ｃｍ上１・２等込
長２．０ｍ×末口９ｃｍ １・２等込
長２．０ｍ×末口１２ｃｍ １・２等込
長２．０ｍ×末口１５ｃｍ １・２等込
長２．０ｍ×末口１８ｃｍ １・２等込
長３．０ｍ×末口９ｃｍ １・２等込
長３．０ｍ×末口１２ｃｍ １・２等込
長３．０ｍ×末口１５ｃｍ １・２等込
長３．０ｍ×末口１８ｃｍ １・２等込
長４．０ｍ×末口９ｃｍ １・２等込
長４．０ｍ×末口１２ｃｍ １・２等込
長４．０ｍ×末口１５ｃｍ １・２等込

ｍ３
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本

杭丸太
杭丸太
杭丸太
杭丸太
杭丸太
杭丸太
杭丸太
杭丸太
杭丸太
杭丸太
杭丸太
杭丸太
杭丸太
杭丸太
杭丸太
杭丸太

松・カラ松
松・カラ松
松・カラ松
松・カラ松
松・カラ松
松・カラ松
松・カラ松
松・カラ松
松・カラ松
松・カラ松
松・カラ松
松・カラ松
松・カラ松
松・カラ松
松・カラ松
松・カラ松

皮付
皮付
皮付
皮付
皮付
皮付
皮付
皮付
皮付
皮付
皮付
皮付
皮付
皮付
皮付
皮付

仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材
仮設・土木用木材

矢板 松・カラ松
杭丸太 松・カラ松
杭丸太 松・カラ松
杭丸太 松・カラ松
杭丸太 松・カラ松
杭丸太 松・カラ松
杭丸太 松・カラ松
杭丸太 松・カラ松
杭丸太 松・カラ松
杭丸太 松・カラ松
杭丸太 松・カラ松
杭丸太 松・カラ松

皮むき済
皮むき済
皮むき済
皮むき済
皮むき済
皮むき済
皮むき済
皮むき済
皮むき済
皮むき済
皮むき済

単価コード

TN4974
TN4976
TN4977
TN4978
TN4979
TN4981
TN4982
TN4983
TN4984
TN5095
TN5096
TN5097
TN5098
TN5099
TN5100
TN5201
TN5229
TN5230
TN5387
TN5454
TN5456
TN5457
TN5494
TN5510
TN5512
TN5513
TN5525
TN5571
TN5572
TN5573
TN5574
TN5575
TN5580
TN5581
TN5582
TN5583
TN5584
TN5618
TN5619
TN5621
TN5622
TN5627
TN5629
TN5631
TN5632
TN5654
TN5655
TN5656
TN5657
TN5658
TN5659
TN5661
TN5663
TN5665
TN5667
TN5673
TN5674
TN5676
TN5677
TN5678
TN5680
TN5682
TN5684
TN5686
TN5687
TN5688
TN5689
TN5692
TN5693
TN5694
TN5695
TN5696
TN5697
TN5699
TN5701
TN5703
TN5705
TN5706
TN5707
TN5711
TN5712
TN5713
TN5715
TN5717
TN5719
TN5721
TN5727
TN5728
TN5729
TN5731
TN5733
TN5735
TN5737
TN5743
TN5744
TN5746
TN5748
TN5750
TN5752
TN5757
TN5763
TN5765
TN5767
TN5846
TN5850
TN5853

月刊 建設物価 掲載
名称
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
ネットフェンス扉 片開
ネットフェンス扉 片開
ネットフェンス扉 片開
ネットフェンス扉 両開
ネットフェンス扉 両開
ネットフェンス扉 両開
電気溶接棒 軟鋼用
シンナー
エポキシ樹脂塗料
ロープ用金物 ワイヤクリップ
コアチューブ
コアチューブ
コアチューブ
メタルクラウン
ケーシングチューブ
ケーシングチューブ
ケーシングチューブ
ボーリングロッド
ダイヤモンドビット
エキステンションチューブ
エキステンションチューブ
アダプター（カップリング）
アダプター（カップリング）
ケーシングチューブ
ケーシングチューブ
ケーシングチューブ
ケーシングチューブ
ケーシングチューブ
６００Ｖ ＩＶ電線
６００Ｖ ＩＶ電線
６００Ｖ ＩＶ電線
６００Ｖ ＩＶ電線
６００Ｖ ＩＶ電線
６００Ｖ ＩＶ電線
６００Ｖ ＩＶ電線
６００Ｖ ＩＶ電線
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
３ｋＶ ＣＶケーブル
３ｋＶ ＣＶケーブル
３ｋＶ ＣＶケーブル
３ｋＶ ＣＶケーブル
３ｋＶ ＣＶケーブル
３ｋＶ ＣＶケーブル
３ｋＶ ＣＶケーブル
３ｋＶ ＣＶケーブル
３ｋＶ ＣＶケーブル
３ｋＶ ＣＶケーブル
３ｋＶ ＣＶケーブル
３ｋＶ ＣＶケーブル
３ｋＶ ＣＶケーブル
３ｋＶ ＣＶケーブル
６ｋＶ ＣＶケーブル
６ｋＶ ＣＶケーブル
６ｋＶ ＣＶケーブル
６ｋＶ ＣＶケーブル
６ｋＶ ＣＶケーブル
６ｋＶ ＣＶケーブル
６ｋＶ ＣＶケーブル
６ｋＶ ＣＶケーブル
６ｋＶ ＣＶケーブル
６ｋＶ ＣＶケーブル
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）

月刊 積算資料 掲載
規格

Ｌ４ｍ×末口１８ｃｍ 皮むき
Ｌ５ｍ×末口９ｃｍ 皮むき
Ｌ５ｍ×末口１２ｃｍ 皮むき
Ｌ５ｍ×末口１５ｃｍ 皮むき
Ｌ５ｍ×末口１８ｃｍ 皮むき
Ｌ６ｍ×末口９ｃｍ 皮むき
Ｌ６ｍ×末口１２ｃｍ 皮むき
Ｌ６ｍ×末口１５ｃｍ 皮むき
Ｌ６ｍ×末口１８ｃｍ 皮むき
Ｈ１ｍ Ｂ１ｍ 着塗
Ｈ１．２ｍ Ｂ１ｍ 着塗
Ｈ１．５ｍ Ｂ１ｍ 着塗
Ｈ１ｍ Ｂ２ｍ 着塗
Ｈ１．２ｍ Ｂ２ｍ 着塗
Ｈ１．５ｍ Ｂ２ｍ 着塗
径５ｍｍ Ｅ４３１９
エポキシ樹脂塗料用 水道用液状
液状
鋳物 １２ｍｍ
７４ｍｍ １．５ｍ シングル
９９ｍｍ １．５ｍ シングル
１１４ｍｍ １．５ｍ シングル
７６ｍｍ シングル
７３ｍｍ １．５ｍ
９７ｍｍ １．５ｍ
１１２ｍｍ １．５ｍ
４０．５ｍｍ １．０ｍ
呼径１０インチ
呼径６インチ
呼径１０インチ
呼径６インチ
呼径１０インチ
６３ｍｍ １ｍ
７３ｍｍ １ｍ
８３ｍｍ １ｍ
９７ｍｍ １ｍ
１１２ｍｍ １ｍ
より線 ２．０ｍｍ２
より線 ３．５ｍｍ２
より線 ８ｍｍ２
より線 １４ｍｍ２
より線 ６０ｍｍ２
より線 １００ｍｍ２
より線 １５０ｍｍ２
より線 ２００ｍｍ２
２．０ｍｍ２ 単心
３．５ｍｍ２ 単心
５．５ｍｍ２ 単心
８ｍｍ２ 単心
１４ｍｍ２ 単心
２２ｍｍ２ 単心
３８ｍｍ２ 単心
６０ｍｍ２ 単心
１００ｍｍ２ 単心
１５０ｍｍ２ 単心
２．０ｍｍ２ ２心
３．５ｍｍ２ ２心
８ｍｍ２ ２心
１４ｍｍ２ ２心
２２ｍｍ２ ２心
３８ｍｍ２ ２心
６０ｍｍ２ ２心
１００ｍｍ２ ２心
１５０ｍｍ２ ２心
２００ｍｍ２ ２心
２５０ｍｍ２ ２心
３２５ｍｍ２ ２心
２．０ｍｍ２ ３心
３．５ｍｍ２ ３心
５．５ｍｍ２ ３心
８ｍｍ２ ３心
１４ｍｍ２ ３心
２２ｍｍ２ ３心
３８ｍｍ２ ３心
６０ｍｍ２ ３心
１００ｍｍ２ ３心
１５０ｍｍ２ ３心
２００ｍｍ２ ３心
２５０ｍｍ２ ３心
８ｍｍ２ 単心
１４ｍｍ２ 単心
２２ｍｍ２ 単心
３８ｍｍ２ 単心
６０ｍｍ２ 単心
１００ｍｍ２ 単心
１５０ｍｍ２ 単心
８ｍｍ２ ３心
１４ｍｍ２ ３心
２２ｍｍ２ ３心
３８ｍｍ２ ３心
６０ｍｍ２ ３心
１００ｍｍ２ ３心
１５０ｍｍ２ ３心
１４ｍｍ２ 単心
２２ｍｍ２ 単心
３８ｍｍ２ 単心
６０ｍｍ２ 単心
１００ｍｍ２ 単心
１５０ｍｍ２ 単心
８ｍｍ２ ３心
６０ｍｍ２ ３心
１００ｍｍ２ ３心
１５０ｍｍ２ ３心
３．５ｍｍ２ ２心
３．５ｍｍ２ ３心
２．０ｍｍ２ ４心

単位
本
本
本
本
本
本
本
本
本
組
組
組
組
組
組
ｋｇ
リットル
ｋｇ
個
個
個
個
個
個
個
個
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

15

名称

規格

単位

仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済

長４．０ｍ×末口１８ｃｍ １・２等込

本

仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済

長５．０ｍ×末口１５ｃｍ １・２等込
長５．０ｍ×末口１８ｃｍ １・２等込

本
本

仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済

長６．０ｍ×末口１５ｃｍ １・２等込
長６．０ｍ×末口１８ｃｍ １・２等込

本
本

溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用

Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１） 径５．０ｍｍ

ｋｇ

ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ
ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ
ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ
ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン
ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ
ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ
ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ
ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド
ダイヤモンドビット ビット
ダイヤモンドビット チューブ
ダイヤモンドビット チューブ
ダイヤモンドビット アダプター
ダイヤモンドビット アダプター
ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ
ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ
ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ
ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ
ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

径７６ｍｍ 長１．５ｍ シングル
径１０１ｍｍ 長１．５ｍ シングル
径１１６ｍｍ 長１．５ｍ シングル
径７６ｍｍ シングル
径７３ｍｍ 長１．５ｍ
径９７ｍｍ 長１．５ｍ
径１１２ｍｍ 長１．５ｍ
径４０．５ｍｍ 長１．０ｍ カップリング付
１０インチ ２５５．０ｍｍ
６インチ １６０．０ｍｍ
１０インチ ２５５．０ｍｍ
６インチ １６０．０ｍｍ
１０インチ ２５５．０ｍｍ
径６３ｍｍ 長１．０ｍ
径７３ｍｍ 長１．０ｍ
径８３ｍｍ 長１．０ｍ
径９７ｍｍ 長１．０ｍ
径１１２ｍｍ 長１．０ｍ
より線 ２ｍｍ２
より線 ３．５ｍｍ２
より線 ８ｍｍ２
より線 １４ｍｍ２
より線 ６０ｍｍ２
より線 １００ｍｍ２
より線 １５０ｍｍ２
より線 ２００ｍｍ２
単心 ２ｍｍ２
単心 ３．５ｍｍ２
単心 ５．５ｍｍ２
単心 ８ｍｍ２
単心 １４ｍｍ２
単心 ２２ｍｍ２
単心 ３８ｍｍ２
単心 ６０ｍｍ２
単心 １００ｍｍ２
単心 １５０ｍｍ２
２心 ２ｍｍ２
２心 ３．５ｍｍ２
２心 ８ｍｍ２
２心 １４ｍｍ２
２心 ２２ｍｍ２
２心 ３８ｍｍ２
２心 ６０ｍｍ２
２心 １００ｍｍ２
２心 １５０ｍｍ２
２心 ２００ｍｍ２
２心 ２５０ｍｍ２
２心 ３２５ｍｍ２
３心 ２ｍｍ２
３心 ３．５ｍｍ２
３心 ５．５ｍｍ２
３心 ８ｍｍ２
３心 １４ｍｍ２
３心 ２２ｍｍ２
３心 ３８ｍｍ２
３心 ６０ｍｍ２
３心 １００ｍｍ２
３心 １５０ｍｍ２
３心 ２００ｍｍ２
３心 ２５０ｍｍ２

本
本
本
個
本
本
本
本
個
個
個
個
個
本
本
本
本
本
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

３３００Ｖ
３３００Ｖ
３３００Ｖ
３３００Ｖ
３３００Ｖ

単心
単心
単心
単心
単心

２２ｍｍ２
３８ｍｍ２
６０ｍｍ２
１００ｍｍ２
１５０ｍｍ２

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

３３００Ｖ
３３００Ｖ
３３００Ｖ
３３００Ｖ
３３００Ｖ
３３００Ｖ
６６００Ｖ
６６００Ｖ
６６００Ｖ
６６００Ｖ
６６００Ｖ
６６００Ｖ

３心
３心
３心
３心
３心
３心
単心
単心
単心
単心
単心
単心

１４ｍｍ２
２２ｍｍ２
３８ｍｍ２
６０ｍｍ２
１００ｍｍ２
１５０ｍｍ２
１４ｍｍ２
２２ｍｍ２
３８ｍｍ２
６０ｍｍ２
１００ｍｍ２
１５０ｍｍ２

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）

６６００Ｖ ３心 ６０ｍｍ２
６６００Ｖ ３心 １００ｍｍ２
６６００Ｖ ３心 １５０ｍｍ２
２心 ３．５ｍｍ２
３心 ３．５ｍｍ２
４心 ２ｍｍ２

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

月刊 建設物価 掲載

単価コード

TN5854
TN5857
TN5858
TN5861
TN5862
TN5865
TN5866
TN5869
TN5870
TN5876
TN5878
TN5879
TN5880
TN5881
TN5882
TN5883
TN5889
TN5890
TN5891
TN5893
TN5894
TN5895
TN5896
TN5897
TN5898
TN5899
TN5900
TN5901
TN5904
TN5905
TN5906
TN5907
TN5908
TN5909
TN5910
TN5911
TN6077
TN6078
TN6079
TN6080
TN6081
TN6082
TN6083
TN6086
TN6087
TN6088
TN6089
TN6090
TN6091
TN6092
TN6093
TN6098
TN6099
TN6100
TN6101
TN6102
TN6103
TN6104
TN6110
TN6111
TN6112
TN6113
TN6114
TN6115
TN6116
TN6117
TN6118
TN6124
TN6125
TN6126
TN6127
TN6128
TN6129
TN6130
TN6131
TN6158
TN6159
TN6160
TN6161
TN6163
TN6234
TN6235
TN6236
TN6237
TN6238
TN6239
TN6240
TN6241
TN6310
TN6312
TN6313
TN6314
TN6317
TN6318
TN6332
TN6333
TN6336
TN6337
TN6338
TN6411
TN6412
TN6415
TN6419
TN6420
TN6423
TN6427

名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
薄鋼電線管
薄鋼電線管
薄鋼電線管
薄鋼電線管
薄鋼電線管
薄鋼電線管
薄鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
ポリエチレンライニング鋼管
ポリエチレンライニング鋼管
ポリエチレンライニング鋼管
ポリエチレンライニング鋼管
ポリエチレンライニング鋼管
ポリエチレンライニング鋼管
ポリエチレンライニング鋼管
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
波付硬質ポリエチレン管
波付硬質ポリエチレン管
波付硬質ポリエチレン管
波付硬質ポリエチレン管
波付硬質ポリエチレン管
波付硬質ポリエチレン管
波付硬質ポリエチレン管
波付硬質ポリエチレン管
金属製可とう電線管
金属製可とう電線管
金属製可とう電線管
金属製可とう電線管
金属製可とう電線管
鋼製プルボックス 錆止 端子無
鋼製プルボックス 錆止 端子無
鋼製プルボックス 錆止 端子無
鋼製プルボックス 錆止 端子無
鋼製プルボックス 錆止 端子無
鋼製プルボックス 錆止 端子無
鋼製プルボックス 錆止 端子無
鋼製プルボックス 錆止 端子無
一般用コンクリートポール
一般用コンクリートポール
ＮＴＴ用コンクリートポール
ＮＴＴ用コンクリートポール
一般用コンクリートポール
電力仕様コンクリートポール
ステーブロック ２号
ステーブロック ３号

３．５ｍｍ２ ４心
２．０ｍｍ２ ５心
３．５ｍｍ２ ５心
２．０ｍｍ２ ６心
３．５ｍｍ２ ６心
２．０ｍｍ２ ７心
３．５ｍｍ２ ７心
２．０ｍｍ２ ８心
３．５ｍｍ２ ８心
３．５ｍｍ２ １０心
２．０ｍｍ２ １２心
３．５ｍｍ２ １２心
２．０ｍｍ２ １５心
３．５ｍｍ２ １５心
２．０ｍｍ２ ２０心
３．５ｍｍ２ ２０心
３．５ｍｍ２ ２心
２．０ｍｍ２ ３心
３．５ｍｍ２ ３心
３．５ｍｍ２ ４心
２．０ｍｍ２ ５心
３．５ｍｍ２ ５心
２．０ｍｍ２ ６心
３．５ｍｍ２ ６心
２．０ｍｍ２ ７心
３．５ｍｍ２ ７心
２．０ｍｍ２ ８心
３．５ｍｍ２ ８心
２．０ｍｍ２ １０心
３．５ｍｍ２ １０心
２．０ｍｍ２ １２心
３．５ｍｍ２ １２心
２．０ｍｍ２ １５心
３．５ｍｍ２ １５心
２．０ｍｍ２ ２０心
３．５ｍｍ２ ２０心
呼径Ｃ１９ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｃ２５ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｃ３１ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｃ３９ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｃ５１ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｃ６３ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｃ７５ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｇ１６ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｇ２２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｇ２８ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｇ３６ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｇ４２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｇ５４ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｇ７０ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｇ８２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
厚鋼 １６ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
厚鋼 ２２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
厚鋼 ２８ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
厚鋼 ３６ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
厚鋼 ４２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
厚鋼 ５４ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
厚鋼 ７０ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
１４ｍｍ Ｌ４ｍ
１６ｍｍ Ｌ４ｍ
２２ｍｍ Ｌ４ｍ
２８ｍｍ Ｌ４ｍ
３６ｍｍ Ｌ４ｍ
４２ｍｍ Ｌ４ｍ
５４ｍｍ Ｌ４ｍ
７０ｍｍ Ｌ４ｍ
８２ｍｍ Ｌ４ｍ
ＦＥＰ ３０ｍｍ
ＦＥＰ ４０ｍｍ
ＦＥＰ ５０ｍｍ
ＦＥＰ ６５ｍｍ
ＦＥＰ ８０ｍｍ
ＦＥＰ １００ｍｍ
ＦＥＰ １２５ｍｍ
ＦＥＰ １５０ｍｍ
１７ｍｍ ビニル被覆
２４ｍｍ ビニル被覆
３０ｍｍ ビニル被覆
３８ｍｍ ビニル被覆
６３ｍｍ ビニル被覆
１００×１００×１００
１５０×１５０×１００
１５０×１５０×１５０
２００×２００×１００
２００×２００×１５０
３００×３００×２００
４００×４００×２００
５００×５００×３００
６×末口１２ １．２ＫＮ
７×末口１４ １．５ＫＮ
８×末口１４ ２．０ＫＮ
９×末口１４ ２．５ＫＮ
１１×末口１９ ４．３ＫＮ
１２×末口１９ ３．５ＫＮ
６００×３００ｍｍ ロッド付
７００×３５０ｍｍ ロッド付

ｍ
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ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
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本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
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ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
個
個
個
個
個
個
個
個
本
本
本
本
本
本
組
組

ＨＩＤ灯 街路灯（柱上形）
高圧水銀ランプ
高圧水銀ランプ
高圧水銀ランプ
メタルハライド灯用安定器
メタルハライド灯用安定器

ＭＳ３５３１Ｒ ＧＳユアサ
２００Ｗ 蛍光形 ＨＦ
７００Ｗ 蛍光形 ＨＦ
１０００Ｗ 蛍光形 ＨＦ
２００Ｗ 始動器内蔵Ｌ２００Ｖ
７００Ｗ 始動器内蔵Ｌ２００Ｖ

台
個
個
個
個
個
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名称

規格

単位

６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
薄鋼電線管
薄鋼電線管
薄鋼電線管
薄鋼電線管
薄鋼電線管
薄鋼電線管
薄鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
ポリエチレンライニング鋼管 直管
ポリエチレンライニング鋼管 直管
ポリエチレンライニング鋼管 直管
ポリエチレンライニング鋼管 直管
ポリエチレンライニング鋼管 直管
ポリエチレンライニング鋼管 直管
ポリエチレンライニング鋼管 直管
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）
波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）
波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）
波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）
波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）
波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）
波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）
波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）
金属製可とう電線管
金属製可とう電線管
金属製可とう電線管
金属製可とう電線管
金属製可とう電線管
鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし
鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし
鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし
鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし
鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし
鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし
鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし
鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし
コンクリートポール一般柱 電力会社ＮＴＴ共架用
コンクリートポール 一般柱 ＮＴＴ通信線用
コンクリートポール 一般柱 ＮＴＴ通信線用
コンクリートポール 一般柱 ＮＴＴ通信線用
コンクリートポール一般柱 電力会社ＮＴＴ共架用
コンクリートポール一般柱 電力会社ＮＴＴ共架用
コンクリートポール用付属品 ステーブロック
コンクリートポール用付属品 ステーブロック
配電線用架線金具 チコーアンカー（すき形）
配電線用架線金具 チコーアンカー（すき形）
配電線用架線金具 チコーアンカー（すき形）
ＨＩＤ灯器具 道路灯（ランプ・安定器別）

４心 ３．５ｍｍ２
５心 ２ｍｍ２
５心 ３．５ｍｍ２
６心 ２ｍｍ２
６心 ３．５ｍｍ２
７心 ２ｍｍ２
７心 ３．５ｍｍ２
８心 ２ｍｍ２
８心 ３．５ｍｍ２
１０心 ３．５ｍｍ２
１２心 ２ｍｍ２
１２心 ３．５ｍｍ２
１５心 ２ｍｍ２
１５心 ３．５ｍｍ２
２０心 ２ｍｍ２
２０心 ３．５ｍｍ２
銅テープ ２心 ３．５ｍｍ２
銅テープ ３心 ２．０ｍｍ２
銅テープ ３心 ３．５ｍｍ２
銅テープ ４心 ３．５ｍｍ２
銅テープ ５心 ２．０ｍｍ２
銅テープ ５心 ３．５ｍｍ２
銅テープ ６心 ２．０ｍｍ２
銅テープ ６心 ３．５ｍｍ２
銅テープ ７心 ２．０ｍｍ２
銅テープ ７心 ３．５ｍｍ２
銅テープ ８心 ２．０ｍｍ２
銅テープ ８心 ３．５ｍｍ２
銅テープ １０心 ２．０ｍｍ２
銅テープ １０心 ３．５ｍｍ２
銅テープ １２心 ２．０ｍｍ２
銅テープ １２心 ３．５ｍｍ２
銅テープ １５心 ２．０ｍｍ２
銅テープ １５心 ３．５ｍｍ２
銅テープ ２０心 ２．０ｍｍ２
銅テープ ２０心 ３．５ｍｍ２
Ｃ１９
Ｃ２５
Ｃ３１
Ｃ３９
Ｃ５１
Ｃ６３
Ｃ７５
Ｇ１６
Ｇ２２
Ｇ２８
Ｇ３６
Ｇ４２
Ｇ５４
Ｇ７０
Ｇ８２
１６ｍｍ ねじ付き 定尺３．６６ｍ
２２ｍｍ ねじ付き 定尺３．６６ｍ
２８ｍｍ ねじ付き 定尺３．６６ｍ
３６ｍｍ ねじ付き 定尺３．６６ｍ
４２ｍｍ ねじ付き 定尺３．６６ｍ
５４ｍｍ ねじ付き 定尺３．６６ｍ
７０ｍｍ ねじ付き 定尺３．６６ｍ
１４ｍｍ
１６ｍｍ
２２ｍｍ
２８ｍｍ
３６ｍｍ
４２ｍｍ
５４ｍｍ
７０ｍｍ
８２ｍｍ
径３０ｍｍ
径４０ｍｍ
径５０ｍｍ
径６５ｍｍ
径８０ｍｍ
径１００ｍｍ
径１２５ｍｍ
径１５０ｍｍ
１７ｍｍ ビニル被覆
２４ｍｍ ビニル被覆
３０ｍｍ ビニル被覆
３８ｍｍ ビニル被覆
６３ｍｍ ビニル被覆
１００×１００×１００ｍｍ
１５０×１５０×１００ｍｍ
１５０×１５０×１５０ｍｍ
２００×２００×１００ｍｍ
２００×２００×１５０ｍｍ
３００×３００×２００ｍｍ
４００×４００×２００ｍｍ
５００×５００×３００ｍｍ
長６ｍ－末口１２ｃｍ－荷重１．２ｋＮ
長７ｍ－末口１４ｃｍ－荷重１．５ｋＮ
長８ｍ－末口１４ｃｍ－荷重２．０ｋＮ
長９ｍ－末口１４ｃｍ－荷重２．５ｋＮ
長１１ｍ－末口１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ
長１２ｍ－末口１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ
２号 長６００－幅３００－厚８０ｍｍ ロッド付
３号 長７００－幅３５０－厚９０ｍｍ ロッド付
１号 設計張力 ９．８ＫＮ
２号 設計張力１９．６ＫＮ
３号 設計張力２９．４ＫＮ
２００～４００Ｗ Ｈ７１４１ セミカットオフ
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ＨＩＤ 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ
ＨＩＤ 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ
ＨＩＤ 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ
ＨＩＤ灯 高圧水銀灯安定器 一般形（２００Ｖ）
ＨＩＤ灯 高圧水銀灯安定器 一般形（２００Ｖ）

蛍光形（ＨＦ－Ｘ） ２００Ｗ
蛍光形（ＨＦ－Ｘ） ７００Ｗ
蛍光形（ＨＦ－Ｘ） １０００Ｗ
高力率 ２００Ｗ １灯
高力率 ７００Ｗ １灯

個
個
個
台
台

単価コード

TN6428
TN6431
TN6432
TN6446
TN6447
TN6457
TN6460
TN6530
TN6559
TN7106
TN7107
TN7108
TN7201
TN7202
TN7203
TN7204
TN7205
TN7206
TN7207
TN7208
TN7211
TN7212
TN7213
TN7215
TN7216
TN7217
TN8071
TN8072
TN8073
TN8074
TN8075
TN8076
TN8077
TN8078
TN8079
TN8080
TN8081
TN8082
TN8166
TN8167
TN8168
TN8169
TN8170
TN8171
TN8172
TN8174
TN8175
TN8176
TN8177
TN8178
TN8179
TN8180
TN8181
TN8182
TN8183
TN8184
TN8185
TN8186
TN8187
TN8189
TN8190
TN8191
TN8192
TN8193
TN8194
TN8195
TN8197
TN8198
TN8199
TN8200
TN8201
TN8202
TN8203
TN8301
TN8302
TN8303
TN8304
TN8305
TN8311
TN8312
TN8313
TN8314
TN8315
TN8331
TN8332
TN8333
TN8390
TN8391
TN8392
TN8393
TN8394
TN8395
TN8396
TN8397
TN8398
TN8501
TN8502
TN8503
TN8504
TN8505
TN8506
TN8606
TN8607
TN8608
TN8609
TN8610

月刊 建設物価 掲載
名称
メタルハライド灯用安定器
ＨＩＤ灯 投光器
ＨＩＤ灯 投光器
避雷器 ＧＬアレスタ
避雷器 配電用アレスタ
丸形アース棒（単独・連結式）
接地極銅板（避雷針用）
高圧カットアウト
張芝
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＰ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＰ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＰ
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
くい丸太 松
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
ポリエチレン薄肉吸集水管
ポリエチレン薄肉吸集水管
ポリエチレン薄肉吸集水管
ポリエチレン薄肉吸集水管
ポリエチレン薄肉吸集水管
ポリエチレン薄肉吸集水管
ポリエチレン薄肉吸集水管
ポリエチレン薄肉吸集水管
ポリエチレン薄肉吸集水管
長尺ベンチフリューム １型
長尺ベンチフリューム １型
長尺ベンチフリューム １型
長尺ベンチフリューム １型
長尺ベンチフリューム １型
長尺ベンチフリューム １型
長尺ベンチフリューム ２型
長尺ベンチフリューム ２型
長尺ベンチフリューム ２型
長尺ベンチフリューム ２型
長尺ベンチフリューム ２型

月刊 積算資料 掲載
規格

１０００Ｗ始動器内蔵Ｌ２００Ｖ
Ｈ３６７ＳＸ 岩崎電気
Ｈ５６７ＤＸ 岩崎電気
ＧＬ－Ｂ６Ｇ ８．４ｋＶ 音羽
ＧＬＢ６ＤＧ５ ８．４ｋＶ音羽
Ｅ－ＢＫ 径１４×１５００日動
９００×９００×１．５ 溶接
ＦＣ－３０Ｃ ３０Ａ 日本高圧
ワラ付き Ｗ１００ｃｍ
呼び径２００ 有効長４ｍ
呼び径２５０ 有効長４ｍ
呼び径３００ 有効長４ｍ
Ｌ１．２ｍ×末口６ｃｍ 皮付
Ｌ１．２ｍ×末口９ｃｍ 皮付
Ｌ１．２ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ１．５ｍ×末口６ｃｍ 皮付
Ｌ１．５ｍ×末口９ｃｍ 皮付
Ｌ１．５ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ１．５ｍ×末口１５ｃｍ 皮付
Ｌ１．８ｍ×末口６ｃｍ 皮付
Ｌ２．５ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ２．６ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ２．８ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ３．２ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ３．３ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ３．７ｍ×末口１５ｃｍ 皮付
呼び径７５ 有効長４ｍ
呼び径１００ 有効長４ｍ
呼び径１２５ 有効長４ｍ
呼び径１５０ 有効長４ｍ
呼び径２００ 有効長４ｍ
呼び径２５０ 有効長４ｍ
呼び径３００ 有効長４ｍ
呼び径３５０ 有効長４ｍ
呼び径４００ 有効長４ｍ
呼び径４５０ 有効長４ｍ
呼び径５００ 有効長４ｍ
呼び径６００ 有効長４ｍ
９０度ベンド ７５ｍｍ
９０度ベンド １００ｍｍ
９０度ベンド １２５ｍｍ
９０度ベンド １５０ｍｍ
９０度ベンド ２００ｍｍ
９０度ベンド ２５０ｍｍ
９０度ベンド ３００ｍｍ
４５度ベンド ７５ｍｍ
４５度ベンド １００ｍｍ
４５度ベンド １２５ｍｍ
４５度ベンド １５０ｍｍ
４５度ベンド ２００ｍｍ
４５度ベンド ２５０ｍｍ
４５度ベンド ３００ｍｍ
２２度１／２ベンド ７５ｍｍ
２２度１／２ベンド １００ｍｍ
２２度１／２ベンド １２５ｍｍ
２２度１／２ベンド １５０ｍｍ
２２度１／２ベンド ２００ｍｍ
２２度１／２ベンド ２５０ｍｍ
２２度１／２ベンド ３００ｍｍ
１１度１／４ベンド ７５ｍｍ
１１度１／４ベンド １００ｍｍ
１１度１／４ベンド １２５ｍｍ
１１度１／４ベンド １５０ｍｍ
１１度１／４ベンド ２００ｍｍ
１１度１／４ベンド ２５０ｍｍ
１１度１／４ベンド ３００ｍｍ
５度５／８ベンド ７５ｍｍ
５度５／８ベンド １００ｍｍ
５度５／８ベンド １２５ｍｍ
５度５／８ベンド １５０ｍｍ
５度５／８ベンド ２００ｍｍ
５度５／８ベンド ２５０ｍｍ
５度５／８ベンド ３００ｍｍ
ソケット ２００
ソケット ２５０
ソケット ３００
ソケット ３５０
ソケット ４００
ソケット ２００×１５０
ソケット ２５０×２００
ソケット ３００×２５０
ソケット ３５０×３００
ソケット ４００×３５０
キャップ ７５
キャップ １００
キャップ １５０
内径５０ｍｍ 肉厚２ｍｍ
内径６０ｍｍ 肉厚２．２ｍｍ
内径７５ｍｍ 肉厚２．５ｍｍ
内径１００ｍｍ 肉厚３ｍｍ
内径１２５ｍｍ 肉厚３．３ｍｍ
内径１５０ｍｍ 肉厚３．８ｍｍ
内径２００ｍｍ 肉厚４．５ｍｍ
内径２５０ｍｍ 肉厚５．５ｍｍ
内径３００ｍｍ 肉厚６ｍｍ
３００×２００×５０００
４００×２６０×５０００
５００×３２０×５０００
６００×３８０×５０００
８００×４９０×５０００
１０００×６００×５０００
３００×３００×５０００
４００×４００×５０００
５００×５００×５０００
６００×６００×５０００
８００×８００×５０００

単位
個
台
台
個
個
本
枚
個
ｍ２
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
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名称

規格

単位

ＨＩＤ灯 高圧水銀灯安定器 一般形（２００Ｖ）

高力率 １０００Ｗ １灯

台

ＨＩＤ灯器具 投光器（ランプ・安定器別）
避雷関連機器 高圧用避雷器
避雷関連機器 高圧用避雷器
接地棒 丸形アース棒
避雷針 接地極銅板 １．５ｔ×９００×９００
高圧カットアウト（箱型）
人工芝類 張芝
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

７００～１０００Ｗ Ｈ５６７ＤＸ 一般形、耐食
受配電用 ＧＬ－Ｂ６Ｇ ８４００Ｖ ２５００Ａ
配電線路用 ＧＬ－６ＤＲ ８４００Ｖ ２５００Ａ
Ｅ－ＢＫ 単独・連結 φ１４×１５００ｍｍ
テルミト２点溶接 接地線付
７２００Ｖ ３０Ａ 機器用単極 取付金具付
幅１００ｃｍ ワラ付
呼び径２００ｍｍ ２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ
呼び径２５０ｍｍ ２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ
呼び径３００ｍｍ ３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ

台
個
個
本
枚
個
ｍ２
本
本
本

仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付

長１．２ｍ×末口９ｃｍ １・２等込
長１．２ｍ×末口１２ｃｍ １・２等込

本
本

仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付

長１．５ｍ×末口９ｃｍ １・２等込
長１．５ｍ×末口１２ｃｍ １・２等込
長１．５ｍ×末口１５ｃｍ １・２等込

本
本
本

仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ９０°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ９０°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ９０°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ９０°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ９０°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ９０°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ９０°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ４５°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ４５°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ４５°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ４５°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ４５°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ４５°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ４５°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ２２・１／２°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ２２・１／２°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ２２・１／２°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ２２・１／２°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ２２・１／２°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ２２・１／２°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ２２・１／２°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 １１・１／４°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 １１・１／４°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 １１・１／４°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 １１・１／４°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 １１・１／４°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 １１・１／４°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 １１・１／４°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ５・５／８°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ５・５／８°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ５・５／８°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ５・５／８°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ５・５／８°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ５・５／８°ベンド
水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ５・５／８°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ソケット
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ソケット
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 ソケット
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ソケット
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ソケット
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 径違いソケット
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 径違いソケット
水道用塩ビ管ＴＳ加工継手 径違いソケット
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 径違いソケット
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 径違いソケット
水道用塩ビ管ＴＳ継手 キャップ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 キャップ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 キャップ
プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管
プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管
プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管
プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管
プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管
プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管
プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管
プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管
プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管
水路 長尺ベンチフリュームⅠ型３００ 北陸地区型
水路 長尺ベンチフリュームⅠ型４００ 北陸地区型
水路 長尺ベンチフリュームⅠ型５００ 北陸地区型
水路 長尺ベンチフリュームⅠ型６００ 北陸地区型
水路 長尺ベンチフリュームⅠ型８００ 北陸地区型
水路 長尺ベンチフリュームⅠ型１０００北陸地区型
水路 長尺ベンチフリュームⅡ型３００ 北陸地区型
水路 長尺ベンチフリュームⅡ型４００ 北陸地区型
水路 長尺ベンチフリュームⅡ型５００ 北陸地区型
水路 長尺ベンチフリュームⅡ型６００ 北陸地区型
水路 長尺ベンチフリュームⅡ型８００ 北陸地区型

長２．５ｍ×末口１２ｃｍ １・２等込
長２．６ｍ×末口１２ｃｍ １・２等込
長２．８ｍ×末口１２ｃｍ １・２等込
長３．２ｍ×末口１２ｃｍ １・２等込
長３．３ｍ×末口１２ｃｍ １・２等込
長３．７ｍ×末口１５ｃｍ １・２等込
呼び径７５ｍｍ ８９×２．７ｍｍ×４ｍ
呼び径１００ｍｍ １１４×３．１ｍｍ×４ｍ
呼び径１２５ｍｍ １４０×４．１ｍｍ×４ｍ
呼び径１５０ｍｍ １６５×５．１ｍｍ×４ｍ
呼び径２００ｍｍ ２１６×６．５ｍｍ×４ｍ
呼び径２５０ｍｍ ２６７×７．８ｍｍ×４ｍ
呼び径３００ｍｍ ３１８×９．２ｍｍ×４ｍ
呼び径３５０ｍｍ ３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ
呼び径４００ｍｍ ４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ
呼び径４５０ｍｍ ４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ
呼び径５００ｍｍ ５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ
呼び径６００ｍｍ ６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１２５ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径２００ｍｍ
呼び径２５０ｍｍ
呼び径３００ｍｍ
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１２５ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径２００ｍｍ
呼び径２５０ｍｍ
呼び径３００ｍｍ
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１２５ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径２００ｍｍ
呼び径２５０ｍｍ
呼び径３００ｍｍ
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１２５ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径２００ｍｍ
呼び径２５０ｍｍ
呼び径３００ｍｍ
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１２５ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径２００ｍｍ
呼び径２５０ｍｍ
呼び径３００ｍｍ
呼び径２００ｍｍ（原管ＶＰ）
呼び径２５０ｍｍ（原管ＶＰ）
呼び径３００ｍｍ（原管ＶＰ）
呼び径３５０ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径４００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径２００×１５０ｍｍ（原管ＶＰ）
呼び径２５０×２００ｍｍ（原管ＶＰ）
呼び径３００×２５０ｍｍ（原管ＶＰ）
呼び径３５０×３００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径４００×３５０ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
径５０ 厚２．０ 長４０００ｍｍ １．３ｋｇ
径６０ 厚２．２ 長４０００ｍｍ １．７ｋｇ
径７５ 厚２．５ 長４０００ｍｍ ２．４ｋｇ
径１００ 厚３．０ 長４０００ｍｍ ３．８ｋｇ
径１２５ 厚３．３ 長３８７５ｍｍ ５．２ｋｇ
径１５０ 厚３．８ 長３８５０ｍｍ ７．２ｋｇ
径２００ 厚４．５ 長３８００ｍｍ １１．３ｋｇ
径２５０ 厚５．５ 長３７５０ｍｍ １７．２ｋｇ
径３００ 厚６．０ 長３７００ｍｍ ２２．５ｋｇ
３００×２００×５０００ｍｍ ３５０ｋｇ
４００×２６０×５０００ｍｍ ５８０ｋｇ
５００×３２０×５０００ｍｍ ７８０ｋｇ
６００×３８０×５０００ｍｍ ９５０ｋｇ
８００×４９０×５０００ｍｍ １５００ｋｇ
１０００×６００×５０００ｍｍ ２１８０ｋｇ
３００×３００×５０００ｍｍ ４８０ｋｇ
４００×４００×５０００ｍｍ ７００ｋｇ
５００×５００×５０００ｍｍ １０５０ｋｇ
６００×６００×５０００ｍｍ １４３０ｋｇ
８００×８００×５０００ｍｍ ２４００ｋｇ
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単価コード

TN8611
TN8803
TN8805
TN8809
TN8810
TN8921
TN8922
TN8923
TN8924
TN8925
TN8926
TN8927
TN8991
TN8993
TN9001
TN9002
TN9003
TN9111
TN9112
TN9113
TN9114
TN9115
TN9116
TN9117
TN9118
TN9119
TN9120
TN9121
TN9127
TN9128
TN9129
TNA085
TNA087
TNA152
TNA157
TNA158
TNA168
TNA187
TNB368
TNB369
TNB370
TNB371
TNB372
TNB373
TNB374
TNB375
TNB376
TNF232
TNF233
TNF234
TNF235
TNF237
TNF238
TNF239
TNF240
TNF241
TNF242
TNF246
TNF247
TNF248
TNF249
TNF251
TNF252
TNF253
TNF254
TNF255
TNF256
TNF261
TNF262
TNF263
TNF264
TNF266
TNF267
TNF268
TNF269
TNF270
TNF271
TNF276
TNF277
TNF278
TNF280
TNF281
TNF282
TNF284
TNF286
TNF288
TNF293
TNF294
TNF295
TNF304
TNF305
TNF309
TNF391
TNF392
TNF393
TNF394
TNF404
TNF405
TNF406
TNF407
TNF408
TNF409
TNF410
TNF411
TNF412
TNF413

月刊 建設物価 掲載
名称
長尺ベンチフリューム ２型
Ｕ型溝 ２４０ Ｔ－１４
Ｕ型溝 ３００ Ｔ－１４
Ｕ型溝 ４５０ Ｔ－１４
Ｕ型溝 ６００ Ｔ－１４
水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費
水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費
水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費
水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費
水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費
水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費
水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費
測量境界杭
測量境界杭
水田用給水栓
水田用給水栓
水田用給水栓
軟弱地盤安定シート
軟弱地盤安定シート
軟弱地盤安定シート
軟弱地盤安定シート
軟弱地盤安定シート
軟弱地盤安定シート
軟弱地盤安定シート
吸出し防止シート
吸出し防止シート
吸出し防止シート
吸出し防止シート
ＫＭ７５－Ｖウィープホール
ＫＭ１００－Ｖウィープホール
ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール
製図用 ダイヤマットスーパー
製図用 Ｚトレースター 片面
製図用 Ｚトレースター 片面
製図用 ダイヤマットスーパー
製図用 Ｚトレースター 片面
発破母線 銅線
マンガン乾電池
製図用品 原図入れ筒
製図用品 原図入れ筒
製図用品 原図入れ筒
製図用品 原図入れ筒
製図用品 原図入れ筒
製図用品 原図入れ筒
製図用品 原図入れ筒
製図用品 図面袋
製図用品 図面袋
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
排水用硬質ポリ塩ビ管継手 ＤＶ
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工

月刊 積算資料 掲載
規格

１０００×１０００×５０００
２４０×２４０×２０００ｍｍ
３００×３００×２０００ｍｍ
４５０×４５０×２０００ｍｍ
６００×６００×２０００ｍｍ
熱収縮タイプ ６００Ａ用
熱収縮タイプ ７００Ａ用
熱収縮タイプ ８００Ａ用
熱収縮タイプ ９００Ａ用
熱収縮タイプ １０００Ａ用
熱収縮タイプ １１００Ａ用
熱収縮タイプ １２００Ａ用
デルタＡ４５ リプロ
カールイＢＡ６０ リプロ
５０Ｔ型 ハンドル込み
７５Ｔ型 ハンドル込み
１００Ｔ型 ハンドル込み
ポリプロピレン系織布１１２０Ｎ
ポリプロピレン系織布１２２０Ｎ
ＰＰ系織布１４７０～１９００Ｎ
長繊維ＰＥＴ系不織布 Ｔ１．１
長繊維ＰＥＴ系不織布 Ｔ１．３
長繊維ＰＥＴ系不織布 Ｔ１．５
長繊維ＰＥＴ系不織布 Ｔ２．１
ナイロン・ポリ系 Ｔ３～３．３
ナイロン・ポリ系 Ｔ４．６～５
ヤシ繊維系不織布 Ｔ２０ｍｍ
ヤシ繊維系不織布 Ｔ３０ｍｍ
通常型 径７５×Ｌ２００目皿付
通常型径１００×Ｌ２００目皿付
通常型径１２５×Ｌ２００目皿付
片面 ＃３００ Ａ－１ きもと
Ｚ－５００．Ｓ Ａ－１
Ｚ－５００．Ｓ ９２０ｍｍ
片面＃３００ ９２０ｍｍきもと
Ｚ－４００．Ｓ ９２０ｍｍ
ＶＣＴ ２心 単線１００ｍ巻
単２形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５
Ａ－０ １０枚
Ａ－０ ３０枚
Ａ－０ ５０枚
Ａ－１ １０枚
Ａ－１ ３０枚
Ａ－１ ５０枚
Ａ－２ １０枚
Ａ－１ １０枚
Ａ－１ ３０枚
９０度エルボ ４０
９０度エルボ ５０
９０度エルボ ６５
９０度エルボ ７５
９０度エルボ １００
９０度エルボ １２５
９０度エルボ １５０
９０度エルボ ２００
９０度エルボ ２５０
９０度エルボ ３００
ソケット ４０
ソケット ５０
ソケット ６５
ソケット ７５
ソケット １００
ソケット １２５
ソケット １５０
ソケット ２００
ソケット ２５０
ソケット ３００
９０度Ｙ ４０
９０度Ｙ ５０
９０度Ｙ ６５
９０度Ｙ ７５
９０度Ｙ １００
９０度Ｙ １２５
９０度Ｙ １５０
９０度Ｙ ２００
９０度Ｙ ２５０
９０度Ｙ ３００
９０度Ｙ ５０×４０
９０度Ｙ ６５×４０
９０度Ｙ ７５×４０
９０度Ｙ １００×４０
９０度Ｙ ６５×５０
９０度Ｙ ７５×５０
９０度Ｙ １００×５０
９０度大曲Ｙ ７５×６５
９０度大曲Ｙ １００×６５
９０度大曲Ｙ １００×７５
９０度大曲Ｙ １２５×６５
９０度大曲Ｙ １５０×７５
９０度大曲Ｙ １２５×１００
９０度大曲Ｙ １５０×１００
９０度大曲Ｙ １５０×１２５
９０度ベンド ２００ ＶＵ
４５度ベンド ２００ ＶＵ
２２・１／２ベンド２００ ＶＵ
１１・１／４ベンド２００ ＶＵ
９０度ベンド ２５０ ＶＵ
４５度ベンド ２５０ ＶＵ
２２・１／２ベンド２５０ ＶＵ
１１・１／４ベンド２５０ ＶＵ
９０度ベンド ３００ ＶＵ
４５度ベンド ３００ ＶＵ
２２・１／２ベンド３００ ＶＵ
１１・１／４ベンド３００ ＶＵ
９０度ベンド ３５０ ＶＵ
４５度ベンド ３５０ ＶＵ

単位
個
個
個
個
個
組
組
組
組
組
組
組
本
本
個
個
個
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
個
個
個
冊
冊
本
本
本
巻
個
本
本
本
本
本
本
本
枚
枚
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
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名称

規格

単位

水路 長尺ベンチフリュームⅡ型１０００北陸地区型
側溝 Ｕ形溝 ＰＵ－２４０ 北陸地区型
側溝 Ｕ形溝 ＰＵ－３００ 北陸地区型
側溝 Ｕ形溝 ＰＵ－４５０ 北陸地区型
側溝 Ｕ形溝 ＰＵ－６００ 北陸地区型
ジョイントコート（熱収縮シート）
ジョイントコート（熱収縮シート）
ジョイントコート（熱収縮シート）
ジョイントコート（熱収縮シート）
ジョイントコート（熱収縮シート）
ジョイントコート（熱収縮シート）
ジョイントコート（熱収縮シート）

１０００×１０００×５０００ｍｍ ３７８０ｋｇ
２４０×２４０×２０００ｍｍ １９０ｋｇ
３００×３００×２０００ｍｍ ２７０ｋｇ
４５０×４５０×２０００ｍｍ ４６０ｋｇ
６００×６００×２０００ｍｍ ７１０ｋｇ
呼び径６００Ａ
呼び径７００Ａ
呼び径８００Ａ
呼び径９００Ａ
呼び径１０００Ａ
呼び径１１００Ａ
呼び径１２００Ａ

個
個
個
個
個
口
口
口
口
口
口
口

土木シート
土木シート
土木シート
土木シート
土木シート
土木シート
土木シート

１１７６Ｎ／５ｃｍ
１３７２Ｎ／５ｃｍ
１５６９～１８１４Ｎ／５ｃｍ
１００ｇ／ｍ２ １４７Ｎ／５ｃｍ
１１０～１４０ｇ／ｍ２ ２４５Ｎ／５ｃｍ
１５０～１６０ｇ／ｍ２ ２９４Ｎ／５ｃｍ
２００～２１０ｇ／ｍ２ ３９２Ｎ／５ｃｍ

ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２

ウィープホール ＫＭ式
ウィープホール ＫＭ式
ウィープホール ＫＭ式

ＫＭＶ－７５ 径７５×長２００ｍｍ 底部目皿付
ＫＭＶ－１００ 径１００×長２００ｍｍ底部目皿付
ＫＭＶＰ－１２５径１２５×長２００ｍｍ底部目皿付

個
個
個

発破器具類 発破母線

銅線 ＶＣＴ２心透明 単線１００ｍ

巻

呼び径４０ｍｍ
呼び径５０ｍｍ
呼び径６５ｍｍ
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１２５ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径２００ｍｍ
呼び径２５０ｍｍ
呼び径３００ｍｍ
呼び径４０ｍｍ
呼び径５０ｍｍ
呼び径６５ｍｍ
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１２５ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径２００ｍｍ
呼び径２５０ｍｍ
呼び径３００ｍｍ
呼び径４０ｍｍ
呼び径５０ｍｍ
呼び径６５ｍｍ
呼び径７５ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１２５ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径２００ｍｍ
呼び径２５０ｍｍ
呼び径３００ｍｍ
呼び径５０×４０ｍｍ
呼び径６５×４０ｍｍ
呼び径７５×４０ｍｍ

個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個

呼び径６５×５０ｍｍ
呼び径７５×５０ｍｍ
呼び径１００×５０ｍｍ
呼び径７５×６５ｍｍ
呼び径１００×６５ｍｍ
呼び径１００×７５ｍｍ
呼び径１２５×６５ｍｍ
呼び径１５０×７５ｍｍ
呼び径１２５×１００ｍｍ
呼び径１５０×１００ｍｍ
呼び径１５０×１２５ｍｍ
呼び径２００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径２００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径２００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径２００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径２５０ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径２５０ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径２５０ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径２５０ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径３００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径３００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径３００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径３００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径３５０ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径３５０ｍｍ（原管ＶＵ）

個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個

織布 ポリプロピレン系
織布 ポリプロピレン系
織布 ポリプロピレン系
不織布 長繊維化繊系（スパンボンド）
不織布 長繊維化繊系（スパンボンド）
不織布 長繊維化繊系（スパンボンド）
不織布 長繊維化繊系（スパンボンド）

排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手
排水用塩ビ管ＤＶ継手

９０°エルボ
９０°エルボ
９０°エルボ
９０°エルボ
９０°エルボ
９０°エルボ
９０°エルボ
９０°エルボ
９０°エルボ
９０°エルボ
ソケット
ソケット
ソケット
ソケット
ソケット
ソケット
ソケット
ソケット
ソケット
ソケット
９０°Ｙ
９０°Ｙ
９０°Ｙ
９０°Ｙ
９０°Ｙ
９０°Ｙ
９０°Ｙ
９０°Ｙ
９０°Ｙ
９０°Ｙ
９０°Ｙ
９０°Ｙ
９０°Ｙ

排水用塩ビ管ＤＶ継手 ９０°Ｙ
排水用塩ビ管ＤＶ継手 ９０°Ｙ
排水用塩ビ管ＤＶ継手 ９０°Ｙ
排水用塩ビ管ＤＶ継手 ９０°大曲Ｙ
排水用塩ビ管ＤＶ継手 ９０°大曲Ｙ
排水用塩ビ管ＤＶ継手 ９０°大曲Ｙ
排水用塩ビ管ＤＶ継手 ９０°大曲Ｙ
排水用塩ビ管ＤＶ継手 ９０°大曲Ｙ
排水用塩ビ管ＤＶ継手 ９０°大曲Ｙ
排水用塩ビ管ＤＶ継手 ９０°大曲Ｙ
排水用塩ビ管ＤＶ継手 ９０°大曲Ｙ
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ９０°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ４５°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ２２・１／２°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 １１・１／４°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ９０°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ４５°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ２２・１／２°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 １１・１／４°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ９０°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ４５°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ２２・１／２°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 １１・１／４°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ９０°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ４５°ベンド

単価コード

TNF414
TNF415
TNF416
TNF417
TNF418
TNF419
TNF420
TNF421
TNF422
TNF423
TNF424
TNF425
TNF426
TNF427
TNF456
TNF461
TNF464
TNF465
TNF732
TNF733
TNF735
TNF743
TNF744
TNF745
TNF746
TNF747
TNF748
TNF749
TNF750
TNF751
TNF752
TNF753
TNF754
TNG010
TNG020
TNG031
TNG032
TNG033
TNG034
TNG035
TNG040
TNG050
TNG060
TNG070
TNG080
TNG090
TNG100
TNG110
TNG115
TNG121
TNG122
TNG131
TNG132
TNG133
TNG134
TNG135
TNG136
TNG137
TNG138
TNG140
TNG150
TNG161
TNG162
TNG171
TNG172
TNG173
TNG181
TNG182
TNG183
TNG184
TNG185
TNG186
TNG210
TNG211
TNG212
TNG221
TNG222
TNG230
TNJ150
TNJ151
TNJ152
TNJ153
TNJ882
TNK30428
TNK30429
TNK30430
TNKG06001
TNKG06002
TNL615
TNL616
TNQ001
TNQ002
TNQ003
TNQ004
TNQ005
TNQ006
TNQ007
TNQ008
TNQ009
TNQ010
TNQ011
TNQ012
TNQ013
TNQ014
TNQ015
TNQ016

月刊 建設物価 掲載
名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ

２２・１／２ベンド３５０ ＶＵ
１１・１／４ベンド３５０ ＶＵ
９０度ベンド ４００ ＶＵ
４５度ベンド ４００ ＶＵ
２２・１／２ベンド４００ ＶＵ
１１・１／４ベンド４００ ＶＵ
９０度ベンド ４５０ ＶＵ
４５度ベンド ４５０ ＶＵ
２２・１／２ベンド４５０ ＶＵ
１１・１／４ベンド４５０ ＶＵ
９０度ベンド ５００ ＶＵ
４５度ベンド ５００ ＶＵ
２２・１／２ベンド５００ ＶＵ
１１・１／４ベンド５００ ＶＵ
チーズ ７５×５０
チーズ １２５×７５
チーズ １５０×７５
チーズ １５０×１００

個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個

農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＵ
土粒子の密度試験
土の含水比試験
土の粒度試験
土の粒度試験
土の粒度試験
土の粒度試験
土の粒度試験
土の液性限界試験
土の塑性限界試験
土の保水性試験
土の収縮定数試験
土の強熱減量試験
土のｐＨ試験
土質試験
土の湿潤密度試験
砂の最小密度・最大密度試験
土の透水試験
土の透水試験
土の締固め試験 乾燥法
土の締固め試験 乾燥法
土の締固め試験 乾燥法
土の締固め試験 乾燥法
土の締固め試験 非乾燥法
土の締固め試験 非乾燥法
土の締固め試験 非乾燥法
土の締固め試験 非乾燥法
土の一軸圧縮試験
土の圧密試験 段階載荷
一面せん断試験 ＵＵ試験
一面せん断試験 ＣＵ試験
改良型一面せん断試験 ＵＵ試験
改良型一面せん断試験 ＣＵ試験
改良型一面せん断試験 ＣＤ試験
三軸圧縮試験 ＵＵ試験
三軸圧縮試験 ＣＤ試験
三軸圧縮試験 ＣＵ試験
三軸圧縮試験 ＣＵ試験
三軸圧縮試験 ＣＵ（バー）試験
三軸圧縮試験 ＣＵ（バー）試験
現場ＣＢＲ試験
室内ＣＢＲ用試料採取
室内ＣＢＲ用試料採取
締め固めた土のＣＢＲ試験
締め固めた土のＣＢＲ試験
乱さない試料のＣＢＲ試験

呼び径７５ 有効長５ｍ
呼び径１００ 有効長５ｍ
呼び径１２５ 有効長５ｍ
呼び径１５０ 有効長５ｍ
呼び径２００ 有効長５ｍ
呼び径２５０ 有効長５ｍ
呼び径３００ 有効長５ｍ
呼び径３５０ 有効長５ｍ
呼び径４００ 有効長５ｍ
呼び径４５０ 有効長５ｍ
呼び径５００ 有効長５ｍ
呼び径６００ 有効長５ｍ
３個／試料
３個／試料
沈降分析 ふるい分け含む
ふるい分析 試料０．５ｋｇ以下
ふるい分析 試料０．５～２ｋｇ
ふるい分析 試料２～４ｋｇ
ふるい分析 試料４ｋｇ以上
４～６点／試料
３個／試料
３個／試料 遠心法
１個／試料
３個／試料
ガラス電極法
土の塩素イオン含有量試験
３個／試料 Ａ法（寸法測定法）
相対密度
１個／試料 定水位法
１個／試料 変水位法
モールド径１０ランマ２．５ｋｇ
モールド径１０ランマ４．５ｋｇ
モールド径１５ランマ２．５ｋｇ
モールド径１５ランマ４．５ｋｇ
モールド径１０ランマ２．５ｋｇ
モールド径１０ランマ４．５ｋｇ
モールド径１５ランマ２．５ｋｇ
モールド径１５ランマ４．５ｋｇ
２供試体／試料 乱さない試料
１供試体／試料
３供試体／試料
３供試体／試料
３供試体／試料
３供試体／試料
３供試体／試料
３供試体／試料
３供試体／試料
３供試体／試料 径３５ｍｍ
３供試体／試料 径５０ｍｍ
径３５ｍｍ 間隙水圧測定を含む
径５０ｍｍ 間隙水圧測定を含む
舗装掘削補修費別途
乱さない試料 ４モールド／箇所
締め固めた土 ７０ｋｇ採取
修正ＣＢＲ ９モールド
設計ＣＢＲ ２モールド
水浸法 ２モールド

本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
箇所
箇所
箇所
試料
試料
試料

歩道用横断防止柵 Ｃ根固
鋼板（賃貸）７２０日以内
鋼板（賃貸）７２０日以内
鋼板（賃貸）７２０日以内
足場パイプ（賃貸）
足場パイプ（賃貸）基本料
ＡＶ自動給水栓
ＡＶ自動給水栓
溶融亜鉛めっき（材工）無加工品
溶融亜鉛めっき（材工）無加工品
溶融亜鉛めっき（材工）無加工品
溶融亜鉛めっき（材工）無加工品
溶融亜鉛めっき（材工）無加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）無加工品

門型 Ｔ３．２×スパン３０００
２２×１５２４×３０４８
２２×１５２４×６０９６
２５×１５２４×６０９６
１０００×４８．６×２．４ｍｍ
１０００×４８．６×２．４ｍｍ
Ｎ・ＴＳ式 ８０Ａ センサー込
Ｎ・ＴＳ式 ５０Ａ センサー込
２種ＨＤＺ３５ 単体 ２００
２種ＨＤＺ４０ 単体 ２００
２種ＨＤＺ４５ 単体 ２００
２種ＨＤＺ５０ 単体 ２００
２種ＨＤＺ５５ 単体 ２００
２種ＨＤＺ３５ 溶接体 ２００
２種ＨＤＺ４０ 溶接体 ２００
２種ＨＤＺ４５ 溶接体 ２００
２種ＨＤＺ５０ 溶接体 ２００
２種ＨＤＺ５５ 溶接体 ２００
２種ＨＤＺ３５ 立方溶接２００
２種ＨＤＺ４０ 立方溶接２００
２種ＨＤＺ４５ 立方溶接２００
２種ＨＤＺ５０ 立方溶接２００
２種ＨＤＺ５５ 立方溶接２００
２種ＨＤＺ３５ 単体 １０

ｍ
枚・日
枚・日
枚・日
本・日
本
個
個
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
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名称

規格

単位

農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ２２・１／２°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 １１・１／４°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ９０°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ４５°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ２２・１／２°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 １１・１／４°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ９０°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ４５°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ２２・１／２°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 １１・１／４°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ９０°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ４５°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 ２２・１／２°ベンド
農水用塩ビ管ＴＳ加工継手 １１・１／４°ベンド
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いチーズ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いチーズ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いチーズ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 径違いチーズ
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（ＶＰ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
室内土質試験 土粒子の密度試験
室内土質試験 土の含水比試験
室内土質試験 土の粒度試験（１）
室内土質試験 土の粒度試験（２）
室内土質試験 土の粒度試験（２）
室内土質試験 土の粒度試験（２）
室内土質試験 土の粒度試験（２）
室内土質試験 土の液性限界試験
室内土質試験 土の塑性限界試験
室内土質試験 土の保水性試験
室内土質試験 土の収縮定数試験
室内土質試験 土の強熱減量試験
室内土質試験 土懸濁液のｐＨ試験
室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験
室内土質試験 土の湿潤密度試験
室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験
室内土質試験 土の透水試験
室内土質試験 土の透水試験
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥
室内土質試験 土の一軸圧縮試験
室内土質試験 土の圧密試験
室内土質試験 一面せん断試験（１）
室内土質試験 一面せん断試験（２）
室内土質試験 改良型一面せん断試験（１）
室内土質試験 改良型一面せん断試験（２）
室内土質試験 改良型一面せん断試験（３）
室内土質試験 三軸圧縮試験（１）
室内土質試験 三軸圧縮試験（２）
室内土質試験 三軸圧縮試験（３）
室内土質試験 三軸圧縮試験（３）
室内土質試験 三軸圧縮試験 間隙水圧測定含（４）
室内土質試験 三軸圧縮試験 間隙水圧測定含（４）
ＣＢＲ試験 現場ＣＢＲ試験
ＣＢＲ試験 室内ＣＢＲ用試料採取
ＣＢＲ試験 室内ＣＢＲ用試料採取
ＣＢＲ試験 締め固めた土のＣＢＲ試験
ＣＢＲ試験 締め固めた土のＣＢＲ試験
ＣＢＲ試験 乱さない試料のＣＢＲ試験
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
ＰＨＣパイル Ａ種
歩道用横断防止柵（標準品） 門型（白色）
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内
単管足場賃貸料金 単管類 丸パイプ ３０日以上
単管足場賃貸料金 単管類 丸パイプ 基本料

呼び径３５０ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径３５０ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径４００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径４００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径４００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径４００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径４５０ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径４５０ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径４５０ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径４５０ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径５００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径５００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径５００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径５００ｍｍ（原管ＶＵ）
呼び径７５×５０ｍｍ
呼び径１２５×７５ｍｍ
呼び径１５０×７５ｍｍ
呼び径１５０×１００ｍｍ
呼び径７５ｍｍ ８９×５．５ｍｍ×５ｍ
呼び径１００ｍｍ １１４×６．６ｍｍ×５ｍ
呼び径１５０ｍｍ １６５×８．９ｍｍ×５ｍ
呼び径７５ｍｍ ８９×２．７ｍｍ×５ｍ
呼び径１００ｍｍ １１４×３．１ｍｍ×５ｍ
呼び径１２５ｍｍ １４０×４．１ｍｍ×５ｍ
呼び径１５０ｍｍ １６５×５．１ｍｍ×５ｍ
呼び径２００ｍｍ ２１６×６．５ｍｍ×５ｍ
呼び径２５０ｍｍ ２６７×７．８ｍｍ×５ｍ
呼び径３００ｍｍ ３１８×９．２ｍｍ×５ｍ
呼び径３５０ｍｍ ３７０×１０．５ｍｍ×５ｍ
呼び径４００ｍｍ ４２０×１１．８ｍｍ×５ｍ
呼び径４５０ｍｍ ４７０×１３．２ｍｍ×５ｍ
呼び径５００ｍｍ ５２０×１４．６ｍｍ×５ｍ
呼び径６００ｍｍ ６３０×１７．８ｍｍ×５ｍ
１試料３個
１試料３個
沈降分析（ふるい分析含）
ふるい分析 試料０．５ｋｇ以下
ふるい分析 試料０．５～２ｋｇ
ふるい分析 試料２～４ｋｇ
ふるい分析 試料４ｋｇ以上
１試料４～６点
１試料３個
遠心法、１試料３個
１試料１個
１試料３個
ガラス電極法
土の塩素イオン含有量試験
Ａ法（ノギス法） １試料３個
相対密度
定水位 １試料１個
変水位 １試料１個
モールド径１０ｃｍ、ランマー２５Ｎ
モールド径１０ｃｍ、ランマー４５Ｎ
モールド径１５ｃｍ、ランマー２５Ｎ
モールド径１５ｃｍ、ランマー４５Ｎ
モールド径１０ｃｍ、ランマー２５Ｎ
モールド径１０ｃｍ、ランマー４５Ｎ
モールド径１５ｃｍ、ランマー２５Ｎ
モールド径１５ｃｍ、ランマー４５Ｎ
乱さない試料 １試料２供試体
段階載荷 １試料１供試体
非圧密非排水試験（ＵＵ試験） １試料３供試体
圧密非排水試験（ＣＵ試験） １試料３供試体
非圧密定体積試験（ＵＵ試験） １試料３供試体
圧密定体積試験（ＣＵ試験） １試料３供試体
圧密定圧試験（ＣＤ試験） １試料３供試体
ＵＵ試験 １試料３供試体
ＣＤ試験 １試料３供試体
ＣＵ試験 径３５ｍｍ １試料３供試体
ＣＵ試験 径５０ｍｍ １試料３供試体
ＣＵｂａｒ試験 径３５ｍｍ １試料３供試体
ＣＵｂａｒ試験 径５０ｍｍ １試料３供試体
舗装掘削補修費別途・準備費含む
乱さない土（４モールド／箇所）
締め固める土（７０ｋｇ）
修正ＣＢＲ モールド９個使用
設計ＣＢＲ モールド２個使用
水浸４日
３００×６０ｍｍ×５ｍ ５９０ｋｇ
３００×６０ｍｍ×６ｍ ７１０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×５ｍ ７１０ｋｇ
３５０×６０ｍｍ×６ｍ ８５０ｋｇ
Ｃ ３．２×６０．５×３０００ｍｍ
厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ ８０２ｋｇ
厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ １６０４ｋｇ
厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ １８２３ｋｇ
外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．０ｍ
外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．０ｍ

個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
試料
箇所
箇所
箇所
試料
試料
試料
本
本
本
本
ｍ
枚・日
枚・日
枚・日
本・日
本

溶融亜鉛めっき費
溶融亜鉛めっき費
溶融亜鉛めっき費
溶融亜鉛めっき費
溶融亜鉛めっき費
溶融亜鉛めっき費
溶融亜鉛めっき費
溶融亜鉛めっき費
溶融亜鉛めっき費
溶融亜鉛めっき費
溶融亜鉛めっき費
溶融亜鉛めっき費
溶融亜鉛めっき費
溶融亜鉛めっき費
溶融亜鉛めっき費
溶融亜鉛めっき費

鉄骨
鉄骨
鉄骨
鉄骨
鉄骨
鉄骨
鉄骨
鉄骨
鉄骨
鉄骨
鉄骨
鉄骨
鉄骨
鉄骨
鉄骨
鉄骨

ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ

２種
２種
２種
２種
２種
２種
２種
２種
２種
２種
２種
２種
２種
２種
２種
２種

ＨＤＺ３５
ＨＤＺ４０
ＨＤＺ４５
ＨＤＺ５０
ＨＤＺ５５
ＨＤＺ３５
ＨＤＺ４０
ＨＤＺ４５
ＨＤＺ５０
ＨＤＺ５５
ＨＤＺ３５
ＨＤＺ４０
ＨＤＺ４５
ＨＤＺ５０
ＨＤＺ５５
ＨＤＺ３５

無加工品
無加工品
無加工品
無加工品
無加工品
加工品
加工品
加工品
加工品
加工品
加工品
加工品
加工品
加工品
加工品
無加工品

単体（形鋼類）
単体（形鋼類）
単体（形鋼類）
単体（形鋼類）
単体（形鋼類）
溶接体（トラス類）
溶接体（トラス類）
溶接体（トラス類）
溶接体（トラス類）
溶接体（トラス類）
立方溶接体（柱類）
立方溶接体（柱類）
立方溶接体（柱類）
立方溶接体（柱類）
立方溶接体（柱類）
単体（形鋼類）

単価コード

TNQ017
TNQ018
TNQ019
TNQ020
TNQ021
TNQ022
TNQ023
TNQ024
TNQ025
TNQ026
TNQ027
TNQ028
TNQ029
TNQ030
TNR01021
TNR01031
TNR01032
TNR01033
TNR01034
TNR01035
TNR01082
TNR01083
TNR01084
TNR01085
TNR01086
TNR01087
TNR01088
TNR01089
TNR01090
TNR01100
TNR01200
TNR02001
TNR02002
TNR02021
TNR02051
TNR02052
TNR02053
TNR02054
TNR02055
TNR02056
TNR02057
TNR02058
TNR02059
TNR02060
TNR02061
TNR02062
TNR02063
TNR02064
TNR02065
TNR02066
TNR02067
TNR03030
TNR03031
TNR03032
TNR03033
TNR03034
TNR03035
TNR03036
TNR03037
TNR03038
TNR03041
TNR03042
TNR03043
TNR03044
TNR03045
TNR03101
TNR04061
TNR04081
TNR05041
TNR05051
TNR06011
TNR06012
TNR06022
TNR06041
TNR08010
TNR08011
TNR08012
TNR08013
TNR08014
TNR08028
TNR08029
TNR08031
TNR08041
TNR08051
TNR09001
TNR09002
TR2340
TR2395
TR2396
TR2530
TR2531
TR2532
TR2533
TR2608
TR2609
TR2722
TR2723
TR2724
TR2725
TR2726
TR2727
TR2728
TR2729
TR2745
TR2746
TR2747

月刊 建設物価 掲載
名称
溶融亜鉛めっき（材工）無加工品
溶融亜鉛めっき（材工）無加工品
溶融亜鉛めっき（材工）無加工品
溶融亜鉛めっき（材工）無加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
溶融亜鉛めっき（材工）加工品
トラッククレーン（作業料金）
トラッククレーン（作業料金）
トラッククレーン（作業料金）
トラッククレーン（作業料金）
トラッククレーン（作業料金）
トラッククレーン（作業料金）
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
クローラクレーン（賃貸）
クラムシェル（賃貸）
ガソリン発電機（賃貸）
ガソリン発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
電動コンプレッサ（賃貸）
電動コンプレッサ（賃貸）
電動コンプレッサ（賃貸）
電動コンプレッサ（賃貸）
電動コンプレッサ（賃貸）
タイヤローラ（賃貸）
振動ローラ（賃貸） 搭乗式
振動ローラ（賃貸）ハンドガイド
水中ポンプ（賃貸）
水中ポンプ（賃貸）
キャリアダンプ（賃貸）
キャリアダンプ（賃貸）
コンクリートカッタ（賃貸）
ジェットヒーター（賃貸）
超小旋回バックホウ（賃貸）
バックホウ（賃貸）クローラ
バックホウ（賃貸）クローラ
バックホウ（賃貸）クローラ
バックホウ（賃貸）クローラ
バックホウ（賃貸）クレーン付
バックホウ（賃貸）クレーン付
バックホウ（賃貸）クレーン付
超小旋回バックホウ（賃貸）
小型バックホウ（賃貸）クローラ
クレーン装置付トラック（賃貸）
クレーン装置付トラック（賃貸）
鋼製枠
雪崩防止柵 ＮＢ型
雪崩防止柵 ＮＢ型
鋼製組立網ユニットロック
鋼製組立網ユニットロック
鋼製組立網ユニットロック
鋼製組立網ユニットロック
Ｕ型溝 ２４０ Ｔ－１４
Ｕ型溝 ２４０ Ｔ－１４
法止側溝（水路式）３００型
法止側溝（水路式）３００型
法止側溝（水路式）３００型
法止側溝（水路式）３００型
法止側溝（水路式）３００型
法止側溝（水路式）３００型
法止側溝（水路式）３００型
法止側溝（水路式）３００型

月刊 積算資料 掲載
規格

２種ＨＤＺ４０ 単体 １０
２種ＨＤＺ４５ 単体 １０
２種ＨＤＺ５０ 単体 １０
２種ＨＤＺ５５ 単体 １０
２種ＨＤＺ３５ 溶接体 １０
２種ＨＤＺ４０ 溶接体 １０
２種ＨＤＺ４５ 溶接体 １０
２種ＨＤＺ５０ 溶接体 １０
２種ＨＤＺ５５ 溶接体 １０
２種ＨＤＺ３５ 立方溶接 １０
２種ＨＤＺ４０ 立方溶接 １０
２種ＨＤＺ４５ 立方溶接 １０
２種ＨＤＺ５０ 立方溶接 １０
２種ＨＤＺ５５ 立方溶接 １０
４．９ｔ吊 オペレータ付 日極
１００ｔ吊 オペレータ付 日極
１２０ｔ吊 オペレータ付 日極
１６０ｔ吊 オペレータ付 日極
２００ｔ吊 オペレータ付 日極
３６０ｔ吊 オペレータ付 日極
４．９ｔ吊 オペレータ付 日極
７ｔ吊 オペレータ付 日極
１６ｔ吊 オペレータ付 日極
２０ｔ吊 オペレータ付 日極
２５ｔ吊 オペレータ付 日極
３５ｔ吊 オペレータ付 日極
５０ｔ吊 オペレータ付 日極
１０ｔ吊 オペレータ付 日極
４５ｔ吊 オペレータ付 日極
４．９ｔ吊り 低騒音型含む
平積０．４ｍ３ 低騒音型含む
出力２ｋＶＡ 低騒音型含む
出力３ｋＶＡ 低騒音型含む
出力５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力８ｋＶＡ 低騒音型含む
出力１０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力１５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力２０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力２５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力３５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力４５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力６０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力７５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力１００ｋＶＡ 低騒音型含む
出力１２５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力１５０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力２００ｋＶＡ 低騒音型含む
出力２５０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力３００ｋＶＡ 低騒音型含む
出力３５０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力４００ｋＶＡ 低騒音型含む
２ｍ３／分 低騒音型含む
２．５ｍ３／分 低騒音型含む
３．５～３．７ｍ３／分低騒音型
５ｍ３／分 低騒音型含む
７．５～７．８ｍ３／分低騒音型
１０．５～１１ｍ３／分低騒音型
１４．２ｍ３／分 低騒音型含む
１７ｍ３／分 低騒音型含む
１８～１９ｍ３／分低騒音型含む
２．２ｍ３／分
３．７ｍ３／分
５．２ｍ３／分
６ｍ３／分
９ｍ３／分
質量８～２０ｔ
コンバインド型 ３～４ｔ
０．８～１．１ｔ
径１５０ｍｍ ７．５ｋＷ
径２００ｍｍ １１ｋＷ
クローラ 油圧式 ２ｔ
クローラ 油圧式 ２．５ｔ
ハンドカッタ エンジン式
１２６ＭＪ／ｈ
容量０．０５５（０．０４）ｍ３
容量０．２８（０．２）ｍ３
容量０．４５（０．３５）ｍ３
容量０．８（０．６）ｍ３
容量０．５（０．４）ｍ３
容量０．２８（０．２）ｍ３
容量０．４５（０．３５）ｍ３
容量０．８（０．６）ｍ３
容量０．２８（０．２２）ｍ３
容量０．１１（０．０８）ｍ３
２ｔ車 ２．９ｔ吊り
４ｔ車 ２．９ｔ吊り
エキスパンドメタル含む 塗装
積雪深３ｍ ３．５ｍ ４ｍ塗装
積雪深３ｍ ３．５ｍ ４ｍ
主筋径１３ｍｍ 網目１３ｃｍ
主筋径１３ｍｍ 網目１５ｃｍ
主筋径１６ｍｍ 網目１３ｃｍ
主筋径１６ｍｍ 網目１５ｃｍ
２４０×２４０×２０００ｍｍ
２４０×２４０×２０００ｍｍ
ＦＬ－Ｓ ８００×１０００
ＦＬ－Ｓ ８００×２０００
ＦＬ－Ｓ １０００×１０００
ＦＬ－Ｓ １０００×２０００
ＦＬ－Ｓ １５００×１０００
ＦＬ－Ｓ １５００×２０００
ＦＬ－Ｓ ２０００×１０００
ＦＬ－Ｓ ２０００×２０００

単位
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
台・日
台・日
台・日
基・日
基・日
台・日
台・日
基・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
ｔ
ｔ
ｔ
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
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名称

規格

単位

溶融亜鉛めっき費 ２種 ＨＤＺ４０ 無加工品
溶融亜鉛めっき費 ２種 ＨＤＺ４５ 無加工品
溶融亜鉛めっき費 ２種 ＨＤＺ５０ 無加工品
溶融亜鉛めっき費 ２種 ＨＤＺ５５ 無加工品
溶融亜鉛めっき費 ２種 ＨＤＺ３５ 加工品
溶融亜鉛めっき費 ２種 ＨＤＺ４０ 加工品
溶融亜鉛めっき費 ２種 ＨＤＺ４５ 加工品
溶融亜鉛めっき費 ２種 ＨＤＺ５０ 加工品
溶融亜鉛めっき費 ２種 ＨＤＺ５５ 加工品
溶融亜鉛めっき費 ２種 ＨＤＺ３５ 加工品
溶融亜鉛めっき費 ２種 ＨＤＺ４０ 加工品
溶融亜鉛めっき費 ２種 ＨＤＺ４５ 加工品
溶融亜鉛めっき費 ２種 ＨＤＺ５０ 加工品
溶融亜鉛めっき費 ２種 ＨＤＺ５５ 加工品
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
賃貸料金 クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）
賃貸料金 クラムシェル テレスコピック・クローラ
賃貸料金 ガソリン発電機（低騒音型）
賃貸料金 ガソリン発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ
賃貸料金 タイヤローラ
賃貸料金 振動ローラ（搭乗・コンバインド式）
賃貸料金 振動ローラ（ハンドガイド式）
賃貸料金 水中ポンプ
賃貸料金 水中ポンプ
賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車
賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車

鉄骨 単体（形鋼類）
鉄骨 単体（形鋼類）
鉄骨 単体（形鋼類）
鉄骨 単体（形鋼類）
鉄骨 溶接体（トラス類）
鉄骨 溶接体（トラス類）
鉄骨 溶接体（トラス類）
鉄骨 溶接体（トラス類）
鉄骨 溶接体（トラス類）
鉄骨 立方溶接体（柱類）
鉄骨 立方溶接体（柱類）
鉄骨 立方溶接体（柱類）
鉄骨 立方溶接体（柱類）
鉄骨 立方溶接体（柱類）
４．９ｔ吊 オペレータ付
１００ｔ吊オペレータ付（低騒音型含 要分解組立）
１２０ｔ吊オペレータ付（低騒音型含 要分解組立）
１６０ｔ吊オペレータ付（低騒音型含 要分解組立）
２００ｔ吊オペレータ付（低騒音型含 要分解組立）
３６０ｔ吊 オペレータ付（要分解組立）
４．９ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音含）
７ｔ吊 オペレータ付（排ガス１次、低騒音型 含）
１６ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音 含）
２０ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音 含）
２５ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音 含）
３５ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音 含）
５０ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音 含）
１０ｔ吊 オペレータ付（排ガス１次、低騒音 含）
４５ｔ吊 オペレータ付（排ガス１次、低騒音 含）
４．９ｔ吊（排出ガス１・２次対策、低騒音 含）
平積０．４ｍ３（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
定格容量２ｋＶＡ（低騒音型 含）
定格容量３ｋＶＡ（低騒音型 含）
定格容量５ｋＶＡ（低騒音型 含）
定格容量８ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量１０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量１５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量２０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量２５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量３５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量４５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量６０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量７５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量１００ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量１２５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量１５０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量２００ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量２５０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量３００ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量３５０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量４００ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
２．０ｍ３／ｍｉｎ（排ガス１・２次、低騒音 含）
２．５ｍ３／ｍｉｎ（排ガス１・２次、低騒音 含）
３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ（排１・２次、低騒含）
５ｍ３／ｍｉｎ（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ（排１・２次、低騒含）
１０．５～１１ｍ３／ｍｉｎ（排１・２次、低騒含）
１４．３ｍ３／ｍｉｎ（排ガス１・２次、低騒音含）
１７ｍ３／ｍｉｎ（排ガス１・２次、低騒音型 含）
１８～１９ｍ３／ｍｉｎ（排ガス１・２次、低騒含）
吐出量２．２ｍ３／ｍｉｎ
吐出量３．７ｍ３／ｍｉｎ
吐出量５．２ｍ３／ｍｉｎ
吐出量６ｍ３／ｍｉｎ
吐出量９ｍ３／ｍｉｎ
質量８～２０ｔ（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
質量３～４ｔ（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
質量０．８～１．１ｔ
口径１５０ｍｍ 全揚程１０ｍ
口径２００ｍｍ 全揚程１０ｍ
積載質量２．０ｔ（排出ガス１・２次対策型 含）
積載質量２．５ｔ（排出ガス１・２次対策型 含）

ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

賃貸料金 ジェットヒータ
賃貸料金 小型バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃貸料金 バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃貸料金 バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃貸料金 超小旋回バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 小型バックホウ（クローラ型）
賃貸料金 トラック（クレーン装置付）
賃貸料金 トラック（クレーン装置付）
鋼製砂防えん堤（不透過型） 鋼製枠
なだれ防止柵
なだれ防止柵
特殊かご ガードン（鋼製組立網）ユニットロック
特殊かご ガードン（鋼製組立網）ユニットロック
特殊かご ガードン（鋼製組立網）ユニットロック
特殊かご ガードン（鋼製組立網）ユニットロック

１２６ＭＪ／ｈ（３０１００ｋｃａｌ／ｈ）
山積０．０５５ｍ３（排ガス１・２次、低騒音 含）
山積０．２８ｍ３（排出ガス１～３次、低騒音 含）
山積０．４５ｍ３（排出ガス１～３次、低騒音 含）
山積０．８ｍ３（排１～３次、低騒音、超低騒音含）
山積０．５ｍ３（排出ガス１～３次、低騒音型 含）
山積０．２８ｍ３ 吊１．７ｔ（排１～３、低騒含）
山積０．４５ｍ３ 吊２．９ｔ（排１～３、低騒含）
山積０．８ｍ３ 吊２．９ｔ（排１～３次、低騒含）
山積０．２２ｍ３（排出ガス１～３次、低騒音 含）
山積０．１１ｍ３（排出ガス１～３次、低騒音 含）
積載質量２ｔ ２．９ｔ吊
積載質量４ｔ ２．９ｔ吊
エキスパンドメタル含む 塗装１回
ＮＢ型 塗装１回
ＮＢ型 亜鉛めっき
主筋１３．０ 線径８．０ｍｍ 網目１３ｃｍ
主筋１３．０ 線径８．０ｍｍ 網目１５ｃｍ
主筋１６．０ 線径８．０ｍｍ 網目１３ｃｍ
主筋１６．０ 線径８．０ｍｍ 網目１５ｃｍ

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
ｔ
ｔ
ｔ
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２

側溝 Ｕ形溝 ＰＵ－２４０ 北陸地区型
法止側溝 ３００型標準形 ＦＬ－Ｓ ８０×１
法止側溝 ３００型標準形 ＦＬ－Ｓ ８０×２
法止側溝 ３００型標準形 ＦＬ－Ｓ １００×１
法止側溝 ３００型標準形 ＦＬ－Ｓ １００×２
法止側溝 ３００型標準形 ＦＬ－Ｓ １５０×１
法止側溝 ３００型標準形 ＦＬ－Ｓ １５０×２
法止側溝 ３００型標準形 ＦＬ－Ｓ ２００×１
法止側溝 ３００型標準形 ＦＬ－Ｓ ２００×２
法止Ｌ形側溝 ＳＬ－２５０Ａ型
法止Ｌ形側溝 ＳＬ－２５０Ａ型
法止Ｌ形側溝 ＳＬ－２５０Ａ型

２４０×２４０×２０００ｍｍ １９０ｋｇ
高８００×長１０００ｍｍ ２８０ｋｇ
高８００×長２０００ｍｍ ５３０ｋｇ
高１０００×長１０００ｍｍ ４２０ｋｇ
高１０００×長２０００ｍｍ ７７０ｋｇ
高１５００×長１０００ｍｍ ６９０ｋｇ
高１５００×長２０００ｍｍ １２００ｋｇ
高２０００×長１０００ｍｍ １３１０ｋｇ
高２０００×長２０００ｍｍ ２２８０ｋｇ
高１２５０×長１０００ｍｍ ６６０ｋｇ
高１２５０×長２０００ｍｍ １２００ｋｇ
高１７５０×長１０００ｍｍ １１２０ｋｇ

個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個

単価コード

TR2748
TR2790
TR2791
TR2792
TR2793
TR2794
TR2795
TR2796
TR2797
TR2798
TR2799
TR2800
TR2801
TR2802
TR2803
TR2804
TR2805
TR2806
TR2807
TR2820
TR2821
TR2822
TR2823
TR2824
TR2825
TR2826
TR2827
TR2828
TR2829
TR2830
TR2831
TR2832
TR2833
TR2834
TR2835
TR2836
TR2837
TR2838
TR2839
TR2840
TR2841
TR2860
TR2861
TR2862
TR2863
TR2864
TR2865
TR2866
TR2867
TR2868
TR2869
TR2870
TR2871
TR2872
TR2873
TR2874
TR2875
TR2876
TR2877
TR2878
TR2879
TR2890
TR2891
TR2892
TR2893
TR2894
TR2895
TR2896
TR2897
TR2898
TR3090
TR3091
TR3092
TR3300
TR3301
TR3303
TR3304
TR3305
TR3306
TR3307
TR3308
TR3309
TR3310
TR3312
TR3313
TR3315
TR3316
TR3318
TR3319
TR3320
TR3321
TR3322
TR3473
TR3474
TR3475
TR3476
TR3477
TR3493
TR3713
TR3714
TR3715
TR3923
TR4288
TR4289
TR4874
TR5035

月刊 建設物価 掲載
名称
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ａ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
コルゲートＵ字フリューム Ｂ形
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームストラット
Ｕ字フリュームパッキング
Ｕ字フリュームパッキング
Ｕ字フリュームパッキング
Ｕ字フリュームパッキング
Ｕ字フリュームパッキング
Ｕ字フリュームサイドアングル
Ｕ字フリュームパッキング
Ｕ字フリュームパッキング
Ｕ字フリュームパッキング
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ パッキング
コルゲートパイプ パッキング
コルゲートパイプ パッキング
コルゲートパイプ パッキング
コルゲートパイプ パッキング
コルゲートパイプ 加工費
化学肥料 ウッドエース
化学肥料 まるやま１号
化学肥料 まるやま３号
芝串
港湾築堤マット ロックマット
港湾築堤マット ロックマット
亜鉛めっき鉄線 ２種 ＃１６
六角ボルト 中

月刊 積算資料 掲載
規格

３５０×３５０×１．６ｍｍ
４００×４００×１．６ｍｍ
４５０×４５０×１．６ｍｍ
５００×５００×１．６ｍｍ
５５０×５５０×１．６ｍｍ
６００×６００×１．６ｍｍ
６５０×６５０×１．６ｍｍ
７００×７００×１．６ｍｍ
７５０×７５０×１．６ｍｍ
３５０×３５０×２ｍｍ
４００×４００×２ｍｍ
４５０×４５０×２ｍｍ
５００×５００×２ｍｍ
５５０×５５０×２ｍｍ
６００×６００×２ｍｍ
６５０×６５０×２ｍｍ
７００×７００×２ｍｍ
７５０×７５０×２ｍｍ
８００×４５０×１．６ｍｍ
８００×７５０×１．６ｍｍ
９００×８００×１．６ｍｍ
１０００×６００×１．６ｍｍ
１０００×８５０×１．６ｍｍ
１１００×９００×１．６ｍｍ
１２００×７００×１．６ｍｍ
１２００×９５０×１．６ｍｍ
１３００×１０００×１．６ｍｍ
１４００×８００×１．６ｍｍ
１４００×１０５０×１．６ｍｍ
８００×４５０×２ｍｍ
８００×７５０×２ｍｍ
９００×８００×２ｍｍ
１０００×６００×２ｍｍ
１０００×８５０×２ｍｍ
１１００×９００×２ｍｍ
１２００×７００×２ｍｍ
１２００×９５０×２ｍｍ
１３００×１０００×２ｍｍ
１４００×８００×２ｍｍ
１４００×１０５０×２ｍｍ
Ａ形用 ３５０×３５０ｍｍ
Ａ形用 ４００×４００ｍｍ
Ａ形用 ４５０×４５０ｍｍ
Ａ形用 ５００×５００ｍｍ
Ａ形用 ５５０×５５０ｍｍ
Ａ形用 ６００×６００ｍｍ
Ａ形用 ６５０×６５０ｍｍ
Ａ形用 ７００×７００ｍｍ
Ａ形用 ７５０×７５０ｍｍ
Ｂ形用 ８００×４５０ｍｍ
Ｂ形用 ８００×７５０ｍｍ
Ｂ形用 ９００×８００ｍｍ
Ｂ形用 １０００×６００ｍｍ
Ｂ形用 １０００×８５０ｍｍ
Ｂ形用 １１００×９００ｍｍ
Ｂ形用 １２００×７００ｍｍ
Ｂ形用 １２００×９５０ｍｍ
Ｂ形用 １３００×１０００ｍｍ
Ｂ形用 １４００×８００ｍｍ
Ｂ形用 １４００×１０５０ｍｍ
Ａ形用 ３５０×３５０ｍｍ
Ａ形用 ４００×４００ｍｍ
Ａ形用 ５００×５００ｍｍ
Ａ形用 ６００×６００ｍｍ
Ａ形用 ７００×７００ｍｍ
Ｂ形用 ８００×４５０ｍｍ
Ｂ形用 ８００×７５０ｍｍ
Ｂ形用 ９００×８００ｍｍ
Ｂ形用 １０００×８５０ｍｍ
呼び径３００ 定尺４ｍ
呼び径４００ 定尺４ｍ
呼び径５００ 定尺４ｍ
径３００×Ｔ１．６ めっき
径３００×Ｔ２ めっき
径４００×Ｔ１．６ めっき
径４００×Ｔ２ めっき
径４００×Ｔ２．７ めっき
径６００×Ｔ１．６ めっき
径６００×Ｔ２ めっき
径６００×Ｔ２．７ めっき
径６００×Ｔ３．２ めっき
径８００×Ｔ１．６ めっき
径８００×Ｔ２．７ めっき
径８００×Ｔ３．２ めっき
径１０００×Ｔ１．６ めっき
径１０００×Ｔ２ めっき
径１０００×Ｔ３．２ めっき
径１０００×Ｔ４ めっき
径８００×Ｔ２ めっき
径８００×Ｔ４ めっき
径１０００×Ｔ２．７ めっき
円形１形用 径３００
円形１形用 径４００
円形１形用 径６００
円形１形用 径８００
円形１形用 径１０００
角度管 円形１形
２３－２－０ １５ｋｇ
６－４－３ 固形 ２０ｋｇ
３－６－４ 固形 ２０ｋｇ
１００本束
２×１．５×１ｍ 鋼材５Ｔ
３×２×１ｍ 鋼材１０Ｔ
径１．６ｍｍ
Ｍ１２×１５０ｍｍ 黒皮
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名称

規格

単位

法止Ｌ形側溝 ＳＬ－２５０Ａ型
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＡ形
コルゲートＵ字フリュームＡ形
コルゲートＵ字フリュームＡ形
コルゲートＵ字フリュームＡ形
コルゲートＵ字フリュームＡ形
コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）
コルゲートＵ字フリュームＢ形
コルゲートＵ字フリュームＢ形
コルゲートＵ字フリュームＢ形
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形（亜鉛めっき）
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形
コルゲートパイプ 円形１形

高１７５０×長２０００ｍｍ １９５０ｋｇ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅３５０×高３５０ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅４００×高４００ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅４５０×高４５０ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅５００×高５００ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅５５０×高５５０ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅６００×高６００ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅６５０×高６５０ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅７００×高７００ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅７５０×高７５０ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅３５０×高３５０ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅４００×高４００ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅４５０×高４５０ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅５００×高５００ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅５５０×高５５０ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅６００×高６００ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅６５０×高６５０ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅７００×高７００ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅７５０×高７５０ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅８００×高４５０ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅８００×高７５０ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅９００×高８００ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅１０００×高６００ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅１０００×高８５０ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅１１００×高９００ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅１２００×高７００ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅１２００×高９５０ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅１３００×高１０００ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅１４００×高８００ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 幅１４００×高１０５０ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅８００×高４５０ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅８００×高７５０ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅９００×高８００ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅１０００×高６００ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅１０００×高８５０ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅１１００×高９００ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅１２００×高７００ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅１２００×高９５０ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅１３００×高１０００ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅１４００×高８００ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 幅１４００×高１０５０ｍｍ
ストラット 幅３５０×高３５０ｍｍ
ストラット 幅４００×高４００ｍｍ
ストラット 幅４５０×高４５０ｍｍ
ストラット 幅５００×高５００ｍｍ
ストラット 幅５５０×高５５０ｍｍ
ストラット 幅６００×高６００ｍｍ
ストラット 幅６５０×高６５０ｍｍ
ストラット 幅７００×高７００ｍｍ
ストラット 幅７５０×高７５０ｍｍ
ストラット 幅８００×高４５０ｍｍ
ストラット 幅８００×高７５０ｍｍ
ストラット 幅９００×高８００ｍｍ
ストラット 幅１０００×高６００ｍｍ
ストラット 幅１０００×高８５０ｍｍ
ストラット 幅１１００×高９００ｍｍ
ストラット 幅１２００×高７００ｍｍ
ストラット 幅１２００×高９５０ｍｍ
ストラット 幅１３００×高１０００ｍｍ
ストラット 幅１４００×高８００ｍｍ
ストラット 幅１４００×高１０５０ｍｍ
パッキング 幅３５０×高３５０ｍｍ
パッキング 幅４００×高４００ｍｍ
パッキング 幅５００×高５００ｍｍ
パッキング 幅６００×高６００ｍｍ
パッキング 幅７００×高７００ｍｍ
サイドアングル 幅８００×高４５０ｍｍ
パッキング 幅８００×高７５０ｍｍ
パッキング 幅９００×高８００ｍｍ
パッキング 幅１０００×高８５０ｍｍ
呼び径３００ｍｍ ３１８×９．２ｍｍ×４ｍ
呼び径４００ｍｍ ４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ
呼び径５００ｍｍ ５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 径３００ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 径３００ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 径４００ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 径４００ｍｍ
本体 板厚２．７ｍｍ 径４００ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 径６００ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 径６００ｍｍ
本体 板厚２．７ｍｍ 径６００ｍｍ
本体 板厚３．２ｍｍ 径６００ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 径８００ｍｍ
本体 板厚２．７ｍｍ 径８００ｍｍ
本体 板厚３．２ｍｍ 径８００ｍｍ
本体 板厚１．６ｍｍ 径１０００ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 径１０００ｍｍ
本体 板厚３．２ｍｍ 径１０００ｍｍ
本体 板厚４．０ｍｍ 径１０００ｍｍ
本体 板厚２．０ｍｍ 径８００ｍｍ
本体 板厚４．０ｍｍ 径８００ｍｍ
本体 板厚２．７ｍｍ 径１０００ｍｍ
パッキング 径３００ｍｍ
パッキング 径４００ｍｍ
パッキング 径６００ｍｍ
パッキング 径８００ｍｍ
パッキング 径１０００ｍｍ
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肥料 ウッドエース１号
肥料 まるやま１号
肥料 まるやま３号
芝目串
港湾用築堤マット ロープタイプ ３ｍ３（５Ｔ）
港湾用築堤マット ロープタイプ ６ｍ３（１０Ｔ）
亜鉛めっき鉄線２種（ＪＩＳ Ｇ ３５４７）
六角ボルト（中ボルト）黒皮

Ｎ２３ Ｐ２ Ｋ０ 樹木用 １５ｋｇ
Ｎ６ Ｐ４ Ｋ３ 固形肥料 ２０ｋｇ
Ｎ３ Ｐ６ Ｋ４ 固形肥料 ２０ｋｇ
竹製１５ｃｍ １００本束
線径５．０ｍｍ 網目１５ｃｍ 高１幅１．５長２ｍ
線径５．０ｍｍ 網目１５ｃｍ 高１幅２．０長３ｍ
＃１６ １．６ｍｍ ６３．３ｍ／ｋｇ
Ｍ１２×長１５０ｍｍ １４７．１ｇ／本

袋
袋
袋
束
組
組
ｋｇ
本

月刊 建設物価 掲載

単価コード

TR5065
TR5310
TR5360
TR5368
TR5371
TSR193
TT544
TT545
TT546
TT547
TT548
TT564
TT565
TT566
TT567
TT568
TVJ1001013
TVJ1001016
TVJ1001017
TVJ1003002
TVJ1003004
TVJ1003016
TVJ1003019
TVJ1003020
TVJ1003021
TVJ1003022
TVJ1003023
TVJ1003024
TVJ1003025
TVJ1004021
TVJ1005042
TVJ1005043
TVJ1005044
TVJ1007050
TVJ1007051
TVJ1007052
TVJ1007062
TVJ1007063
TVJ1007064
TVJ1009003
TVJ1010001
TVJ1010002
TVJ1010003
TVJ1010004
TVJ1010005
TVJ1010006
TVJ1010007
TVJ1010008
TVJ1010009
TVJ1010010
TVJ1011002
TVJ1014002
TVJ1014009
TVJ1014045
TVJ1015002
TVJ1015010
TVJ1103003
TVJ1103005
TVJ1103006
TVJ1103007
TVJ1107002
TVJ1107006
TVJ1107008
TVJ1108003
TVJ1108005
TVJ1117008
TVJ1117010
TVJ1123004
TVJ1127002
TVJ1206001
TVJ1206002
TVJ1206003
TVJ1206004
TVJ1207009
TVJ1208001
TVJ1208002
TVJ1208003
TVJ1208004
TVJ1210006
TVJ1210007
TVJ1210008
TVJ1311001
TVJ1323003
TVJ1323004
TVJ1323005
TVJ1330001
TVJ1332004
TVJ1338011
TVJ1338035
TVJ1338040
TVJ1338055
TVJ1338060
TVJ1501002
TVJ1502001
TVJ1503001
TVJ1504001
TVJ1504002
TVJ1506001
TVJ1510002
TVJ1510006
TVJ1511005
TVJ1514001
TVJ1514003
TVJ1514007
TVJ1514008
TVJ1514009

名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

ロープ加工品 ワイヤモッコ

１２×９×２１００ｍｍ

枚

吸出し防止シート
瞬発電気雷管
フロート板ガラス ＦＬ５
メタルクラウン
コアチューブ
コアチューブ
ボーリングロッド
ケーシングチューブ
足場パイプ
足場パイプ
足場パイプ
足場付属金物 クランプ
足場付属金物 クランプ
６００Ｖ ＩＶ電線
６００Ｖ ＩＶ電線
６００Ｖ ＩＶ電線
６００Ｖ ＶＶ－Ｒケーブル
６００Ｖ ＶＶ－Ｒケーブル
６００Ｖ ＶＶ－Ｒケーブル
６００Ｖ ＶＶ－Ｒケーブル
６００Ｖ ＶＶ－Ｒケーブル
６００Ｖ ＶＶ－Ｒケーブル
６００Ｖ ＶＶ－Ｒケーブル
６００Ｖ ＶＶ－Ｒケーブル
６００Ｖ ＶＶ－Ｒケーブル
６００Ｖ ＶＶ－Ｒケーブル
６００Ｖ ＣＶケーブル
６ｋＶ ＣＶケーブル
６ｋＶ ＣＶケーブル
６ｋＶ ＣＶケーブル
端末 ６ｋＶ テープ巻型圧縮
端末 ６ｋＶ テープ巻型圧縮
端末 ６ｋＶ テープ巻型圧縮
端末 ６ｋＶ テープ巻型圧縮
端末 ６ｋＶ テープ巻型圧縮
端末 ６ｋＶ テープ巻型圧縮
６ｋＶ ＰＤＣ電線
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
ＯＥ電線
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶケーブル（制御用）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
ターミナルエントランスキャップ
ターミナルエントランスキャップ
金属製可とう電線管
金属製可とう電線管
鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形

ヤシ繊維系不織布 Ｔ１０ｍｍ
脚線３ｍ付き ５００個入
２．１８ｍ２以下 特寸
６６ｍｍ シングル
６４ｍｍ １．５ｍ シングル
６４ｍｍ １．５ｍ ダブル
４０．５ｍｍ ３．０ｍ
８３ｍｍ １．５ｍ
２０００×４８．６ 先めっき
４０００×４８．６ 先めっき
５０００×４８．６ 先めっき
パイプ径４８．６用 電気めっき
パイプ径４８．６用 電気めっき
より線 ５．５ｍｍ２
より線 ２２ｍｍ２
より線 ３８ｍｍ２
２．０ｍｍ ２心
５．５ｍｍ２ ２心
２．０ｍｍ ３心
５．５ｍｍ２ ３心
８ｍｍ２ ３心
１４ｍｍ２ ３心
２２ｍｍ２ ３心
３８ｍｍ２ ３心
６０ｍｍ２ ３心
１００ｍｍ２ ３心
５．５ｍｍ２ ２心
１４ｍｍ２ ３心
２２ｍｍ２ ３心
３８ｍｍ２ ３心
１４ｍｍ２ ３心 屋内
２２ｍｍ２ ３心 屋内
３８ｍｍ２ ３心 屋内
１４ｍｍ２ ３心 屋外
２２ｍｍ２ ３心 屋外
３８ｍｍ２ ３心 屋外
より線 ２２ｍｍ２
単線 ２．０ｍｍ
単線 ２．６ｍｍ
単線 ３．２ｍｍ
単線 ４．０ｍｍ
単線 ５．０ｍｍ
より線 １４ｍｍ２
より線 ２２ｍｍ２
より線 ３８ｍｍ２
より線 ６０ｍｍ２
より線 １００ｍｍ２
より線 ２２ｍｍ２
２．０ｍｍ２ ２心
２．０ｍｍ２ ３心
２．０ｍｍ２ １０心
２．０ｍｍ２ ２心
２．０ｍｍ２ ４心
呼径Ｇ２８ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｇ４２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｇ５４ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
呼径Ｇ７０ｍｍ Ｌ３．６６ｍ
１６ｍｍ Ｌ４ｍ
４２ｍｍ Ｌ４ｍ
７０ｍｍ Ｌ４ｍ
４２ｍｍ （ＶＥ）
７０ｍｍ （ＶＥ）
５０ｍｍ ビニル被覆
７６ｍｍ ビニル被覆
７０×５００ｍｍ

ｍ２
個
ｍ２
個
個
個
本
個
本
本
本
個
個
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
組
組
組
組
組
組
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
本
本
本
本
本
本
本
個
個
ｍ
ｍ
本

仮設ボックス
仮設ボックス

４００×３００×２００
５００×４００×２００

個
個

仮設ボックス
サーキットブレーカＢＣＷ型低圧
モーターブレーカ（低圧）
モーターブレーカ（低圧）
漏電遮断器（低圧）
漏電遮断器（低圧）
油入低圧進相コンデンサ
油入低圧進相コンデンサ
油入低圧進相コンデンサ
防水型蛍光灯
高圧水銀ランプ
高圧水銀ランプ
高圧水銀ランプ
レフランプ（１１０／２２０Ｖ）
蛍光ランプ 直管形
鋼管テーパーポール 一灯曲線
鋼管テーパーポール 一灯曲線
鋼管テーパーポール 一灯曲線
鋼管テーパーポール 二灯曲線
鋼管テーパーポール 二灯曲線
連結式接地棒
丸形アース棒（単独・連結式）
丸形アース棒用リード端子
連結式接地棒用リード端子
連結式接地棒用リード端子
接地極銅板（避雷針用）
電力仕様コンクリートポール
電力仕様コンクリートポール
一般用コンクリートポール
高圧耐張がいし
高圧ピンがいし
玉がいし
低圧引留がいし
低圧ピンがいし

７００×１２００×２００
ＢＣＷ－２２５ ３Ｐ パナ
ＭＮＹ３３Ａ ３Ｐ 日幸
ＭＮＹ５３Ａ ３Ｐ 日幸
ＧＢ１０３ＥＣ ３Ｐテンパール
ＧＢ２２３ＥＡ ３Ｐテンパール
６０Ｈｚ １５０μＦ
６０Ｈｚ ２００μＦ
６０Ｈｚ ２５０μＦ
ＡＹＡＣ４５１００３ 星和
２５０Ｗ 蛍光形 ＨＦ
３００Ｗ 蛍光形 ＨＦ
４００Ｗ 蛍光形 ＨＦ
５００Ｗ 反射形
ＦＬＲ－４０Ｗ 標準形
１０－２１Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき
８－１８－Ｃ 亜鉛めっき
８－１８Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき
８－１８Ｙ－Ｃ 亜鉛めっき
８－１８ＹＢ－Ｃ 亜鉛めっき
径１０×１５００ 東神
Ｅ－Ｂ３ 径１０×１０００日動
Ｅ－Ｂ１０ 径１０用 日動
径１０用 □８×５００ｍｍ東神
径１０用 ２２×５００ＪＲ恒和
９００×９００×１．５ 黄銅
１０×末口１９ ３．５ＫＮ
１３×末口１９ ５ＫＮ
７×末口１９ ４．３ＫＮ
Ａ級 普通形 ＪＲ向け
Ａ級 普通形 大
Ｂ級 １００×１００ｍｍ
Ｂ級 ７５×６５ｍｍ
Ｂ級 大 立ピン

個
個
個
個
個
個
台
台
台
台
個
個
個
個
個
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
枚
本
本
本
個
個
個
個
個
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名称

規格

単位

エキスパンドメタル

ＸＳ４３ ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ

ｍ２

造園資材 わら縄
土木シート 不織布 ヤシ繊維系
産業用火薬 雷管 ６号瞬発
フロート板ガラス
ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン
ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ
ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ
ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド
ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ
単管足場類 単管 丸パイプ（ＳＴＫ５００）
単管足場類 単管 丸パイプ（ＳＴＫ５００）
単管足場類 単管 丸パイプ（ＳＴＫ５００）
単管足場類 緊結金具 直交クランプ
単管足場類 緊結金具 直交クランプ
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

径１０ｍｍ １１０～１４０ｍ
厚１０．０ｍｍ
脚線３．０ｍ １箱５００個入
ＦＬ５ 厚５ｍｍ ２．１８ｍ２以下
径６６ｍｍ シングル
径６６ｍｍ 長１．５ｍ シングル
径６６ｍｍ 長１．５ｍ ダブル
径４０．５ｍｍ 長３．０ｍ カップリング付
径８３ｍｍ 長１．５ｍ
外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．０ｍ
外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．０ｍ
外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．０ｍ
φ４８．６ｍｍ用 電気めっき
φ４８．６ｍｍ用 電気めっき
より線 ５．５ｍｍ２
より線 ２２ｍｍ２
より線 ３８ｍｍ２

巻
ｍ２
個
ｍ２
個
本
本
本
本
本
本
本
個
個
ｍ
ｍ
ｍ

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）

ＶＶＲ（ＳＶ）丸形 ２心 ５．５ｍｍ２

ｍ

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）

ＶＶＲ（ＳＶ）丸形
ＶＶＲ（ＳＶ）丸形
ＶＶＲ（ＳＶ）丸形
ＶＶＲ（ＳＶ）丸形
ＶＶＲ（ＳＶ）丸形
ＶＶＲ（ＳＶ）丸形

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）
端末処理材（テープ巻工法）圧着方式 ＣＶ３心
端末処理材（テープ巻工法）圧着方式 ＣＶ３心
端末処理材（テープ巻工法）圧着方式 ＣＶ３心
端末処理材（テープ巻工法）圧着方式 ＣＶ３心
端末処理材（テープ巻工法）圧着方式 ＣＶ３心
端末処理材（テープ巻工法）圧着方式 ＣＶ３心
６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）
６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
６００Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルケーブル（ＣＶＶ）
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル ＣＶＶ－Ｓ
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
厚鋼電線管
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管（ＶＥ）
硬質ビニル電線管用ターミナルエントランスキャップ
硬質ビニル電線管用ターミナルエントランスキャップ
金属製可とう電線管
金属製可とう電線管
ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形
亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ Ｇ ３５３７）
仮設用屋外ボックス（水切防水構造）

２心 ５．５ｍｍ２
６６００Ｖ ３心 １４ｍｍ２
６６００Ｖ ３心 ２２ｍｍ２
６６００Ｖ ３心 ３８ｍｍ２
屋内 ６６００Ｖ １４ｍｍ２
屋内 ６６００Ｖ ２２ｍｍ２
屋内 ６６００Ｖ ３８ｍｍ２
屋外 ６６００Ｖ １４ｍｍ２
屋外 ６６００Ｖ ２２ｍｍ２
屋外 ６６００Ｖ ３８ｍｍ２
より線 ２２ｍｍ２
単線 ２．０ｍｍ
単線 ２．６ｍｍ
単線 ３．２ｍｍ
単線 ４．０ｍｍ
単線 ５．０ｍｍ
より線 １４ｍｍ２
より線 ２２ｍｍ２
より線 ３８ｍｍ２
より線 ６０ｍｍ２
より線 １００ｍｍ２
より線 ２２ｍｍ２
２心 ２ｍｍ２
３心 ２ｍｍ２
１０心 ２ｍｍ２
銅テープ ２心 ２．０ｍｍ２
銅テープ ４心 ２．０ｍｍ２
Ｇ２８
Ｇ４２
Ｇ５４
Ｇ７０
１６ｍｍ
４２ｍｍ
７０ｍｍ
４２ｍｍ
７０ｍｍ
５０ｍｍ ビニル被覆
７６ｍｍ ビニル被覆
高７０ｍｍ 幅５００ｍｍ 長３０００ｍｍ
２種Ａ級 断面積２２ｍｍ２ １７４ｋｇ／ｋｍ
Ｋ２０－３４

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
組
組
組
組
組
組
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
本
本
本
本
本
本
本
個
個
ｍ
ｍ
本
ｋｇ
個

仮設用屋外ボックス（水切防水構造）
仮設用屋外ボックス（水切防水構造）
低圧配電制御機器 サーキットブレーカ
低圧配電制御機器 漏電しゃ断器
低圧配電制御機器 漏電しゃ断器
低圧配電制御機器 漏電しゃ断器
低圧配電制御機器 漏電しゃ断器
低圧進相コンデンサ 油入式
低圧進相コンデンサ 油入式
低圧進相コンデンサ 油入式

Ｋ２０－７６
Ｋ２０－１２７
ＢＣＷ－２２５ 極数３
ＧＢ－３３ＥＣ 極数３
ＧＢ－５３ＥＣ モータ保護兼用 極数３
ＧＢ－１０３ＥＣ モータ保護兼用 極数３
ＧＢ－２２３ＥＡ モータ保護兼用 極数３
定格静電容量１５０μＦ 単相・三相 定格２００Ｖ
定格静電容量２００μＦ 単相・三相 定格２００Ｖ
定格静電容量２５０μＦ 単相・三相 定格２００Ｖ

個
個
個
個
個
個
個
台
台
台

ＨＩＤ 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ
ＨＩＤ 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ
ＨＩＤ 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ
反射形投光電球 レフランプ（ＲＦ）
蛍光ランプ ラピッドスタート形 直管形（ＦＬＲ）
道路照明用テーパーポール 鋼製めっき １灯曲線
道路照明用テーパーポール 鋼製めっき １灯曲線
道路照明用テーパーポール 鋼製めっき １灯曲線
道路照明用テーパーポール 鋼製めっき ２灯曲線
道路照明用テーパーポール 鋼製めっき ２灯曲線
接地棒 丸形アース棒
接地棒 丸形アース棒
接地棒 接地棒用リード端子
接地棒 接地棒用リード端子
接地棒 接地棒用リード端子
避雷針 接地極銅板 １．５ｔ×９００×９００
コンクリートポール一般柱 電力会社ＮＴＴ共架用
コンクリートポール一般柱 電力会社ＮＴＴ共架用
コンクリートポール 一般柱 ＮＴＴ通信線用
配電用 高圧耐張がいし ＪＩＳ Ｃ ３８２６
配電用 高圧ピンがいし ＪＩＳ Ｃ ３８２１
配電用 玉がいし ＪＩＳ Ｃ ３８３２
配電用 低圧引留がいし ＪＩＳ Ｃ ３８４５
配電用 低圧ピンがいし ＪＩＳ Ｃ ３８４４

蛍光形（ＨＦ－Ｘ） ２５０Ｗ
蛍光形（ＨＦ－Ｘ） ３００Ｗ
蛍光形（ＨＦ－Ｘ） ４００Ｗ
屋外 １１０／２２０Ｖ ４５０ＷＨ（５００Ｗ）
標準形 ４０Ｗ
１０－２１Ｂ－Ｃ 高１０ｍ ベース式露出型
８－１８－Ｃ 高８ｍ 埋込式
８－１８Ｂ－Ｃ 高８ｍ ベース式露出型
８－１８Ｙ－Ｃ 高８ｍ 埋込式
８－１８ＹＢ－Ｃ 高８ｍ ベース式露出型
Ｅ－Ｂ５ 単独・連結 φ１０×１５００ｍｍ
Ｅ－Ｂ３ 単独・連結 φ１０×１０００ｍｍ
Ｅ－Ｂ１０ φ１０用
φ１０用
φ１０用 ２２□×５００ｍｍ ＪＲ仕様
黄銅ろう付け 接地線付
長１０ｍ－末口１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ
長１３ｍ－末口１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ
長７ｍ－末口１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ
普通形
１号 普通形
１００×１００ｍｍ
７５×６５ｍｍ
大

個
個
個
個
個
本
本
本
本
本
本
本
個
個
個
枚
本
本
本
個
個
個
個
個

３心
３心
３心
３心
３心
３心

５．５ｍｍ２
８ｍｍ２
１４ｍｍ２
２２ｍｍ２
３８ｍｍ２
６０ｍｍ２

単価コード

TVJ1514010
TVJ1522001
TVJ1523001
TVJ1523002
TVJ1523003
TVJ1523005
TVJ1524002
TVJ1524003
TVJ1525001
TVJ1526001
TVJ1527001
TVJ1528001
TVJ1529001
TVJ1529002
TVJ1530001
TVJ1530002
TVJ1531001
TVJ1531002
TVJ1532001
TVJ1533001
TVJ1534001
TVJ1534002
TVJ1535001
TZJ1102029
TZJ1102030
TZJ1102031
TZJ1102032
TZJ1102033
TZJ1102034
TZJ1102035
TZJ1102036
TZJ1102037
TZJ4012004
TZJ4012005
TZJ4012006
TZJ4012007
TZJ4012008
TZJ4012009
TZJ4012010
TZJ4012011
TZJ4012012
TZJ4012013
TZJ4012014
TZJ4012015
TZJ4226049
TZJ4226050
TZJ4226051
TZJ4226052
TZJ4226053
TZJ4226054
TZJ4227049
TZJ4227050
TZJ4227051
TZJ4227052
TZJ4227053
TZJ4227054
TZJ4228001
TZJ4228002
TZJ4228003
TZJ4228004
TZJ4228005
TZJ4228006
TZJ4432010
TZP11880010
TZP11880020
TZP11881010
TZP51010000
TLC1030011
TLC1030012
TLC1100009
TZ304010040
TZ304010070
TZ304010080
TZ304010110
TZ304010120
TZ304010180
TZ305010250
TZJ1012004
TZJ1014001
TZJ1014002
TZJ1016001
TZJ1016002
TZJ1018004
TZJ1018005
TZJ1018006
TZJ1018007
TZJ1020001
TZJ1026001
TZJ1030001
TZJ1030002
TZJ1030003
TZJ1030004
TZJ1030006
TZJ1052001
TZJ1052004
TZJ1052005
TZJ1054001
TZJ1054003
TZJ1054005
TZJ1054007
TZJ1054008
TZJ1054014
TZJ1054016
TZJ1056002
TZJ1056003
TZJ1060001

月刊 建設物価 掲載
名称
低圧ピンがいし
コンクリート根かせ
軽腕金
軽腕金
軽腕金
軽腕金
ステンレスベルト
締付金具
足場ボルト
丸型アームタイ
巻付グリップ
Ｕボルト
銅線用引留クランプ
銅線用引留クランプ
蓄力コネクター
蓄力コネクター
高圧分岐カバー 蓄力コネクタ用
高圧水切カバー 蓄力コネクタ用
低圧用ラック
トンネル用ケーブル支持具
一般用ケーブル受皿
一般用ケーブル受皿
ステーブロック １号
異形棒鋼 ＳＤ３９０
異形棒鋼 ＳＤ３９０
異形棒鋼 ＳＤ３９０
異形棒鋼 ＳＤ３９０
異形棒鋼 ＳＤ３９０
異形棒鋼 ＳＤ３９０
異形棒鋼 ＳＤ４９０
異形棒鋼 ＳＤ４９０
異形棒鋼 ＳＤ４９０

月刊 積算資料 掲載
規格

Ｂ級 中 立ピン
Ａ・Ｂ型 バンド付
０．９ 電線用 東電仕様
１．２ トンボ用 東電仕様
１．５ 電線・変台用 東電仕様
１．８ 電線・変台用 東電仕様
ＳＦＢＴ－Ｎ１０ イワブチ
ＳＬＳ－１Ｎ イワブチ
ＣＰ用 東電仕様
２．３×２５．４×９４５ 東電
２２ シンブル・玉がいし 東神
１３×２２０ｍｍ 東電仕様
耐張碍子用 小 恒和工業
耐張碍子用 小 恒和工業
２号 ２２ｍｍ２ 恒和工業
３号 ３８ｍｍ２ 恒和工業
Ｔ１ １～３号 ２個用 恒和
１００Ａ・蛇害キャップ付 恒和
東電仕様
ＴＡ Ｌ１＝８５ めっき 浅羽
１５Ｒ ポリエチレン製 浅羽
２５Ｒ ポリエチレン製 浅羽
５００×２５０ｍｍ ロッド付
Ｄ２５
Ｄ２９
Ｄ３２
Ｄ３５
Ｄ３８
Ｄ４１
Ｄ３５
Ｄ３８
Ｄ４１

ガードケーブル中間支柱 土中用
ガードケーブル中間支柱 土中用
ガードケーブル中間支柱 土中用
ガードケーブル中間支柱 土中用
ガードケーブル中間支柱 土中用
ガードケーブル中間支柱 土中用
ガードケーブル中間支柱 ＣＯ用
ガードケーブル中間支柱 ＣＯ用
ガードケーブル中間支柱 ＣＯ用
ガードケーブル中間支柱 ＣＯ用
ガードケーブル中間支柱 ＣＯ用
ガードケーブル中間支柱 ＣＯ用
ガードケーブル補助支柱 土中用
ガードケーブル補助支柱 土中用
ガードケーブル補助支柱 土中用
ガードケーブル補助支柱 土中用
ガードケーブル補助支柱 土中用
ガードケーブル補助支柱 土中用
ＰＣ鋼より線 線材
ボックスビーム 支柱
ボックスビーム ビーム
ボックスビーム 土中建込用
電気溶接棒 軟鋼用
キャリアダンプ（賃貸）全旋回式
キャリアダンプ（賃貸）全旋回式
水中ポンプ（賃貸）
レギュラーガソリン
軽油
軽油

Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ 塗装 耐雪
Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ 塗装 耐雪
Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ 塗装 耐雪
Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ めっき 耐雪
Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ めっき 耐雪
Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ めっき 耐雪
Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ 塗装 耐雪
Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ 塗装 耐雪
Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ 塗装 耐雪
Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ めっき 耐雪
Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ めっき 耐雪
Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ めっき 耐雪
Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ 塗装 耐雪
Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ 塗装 耐雪
Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ 塗装 耐雪
Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ めっき 耐雪
Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ めっき 耐雪
Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ めっき 耐雪
１９本より線 径２８．６ｍｍ
Ａｍ－２Ｅ用 めっき
Ａｍ用 Ｌ５９９０ｍｍ めっき
Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ めっき
径５ｍｍ Ｅ４３１９
クローラ 油圧式 ６～７ｔ
クローラ 油圧式 １０～１１ｔ
径５０ｍｍ ３．７ｋＷ
ローリー
小型ローリー
ローリー

軽油
等辺山形鋼 大形 無規格
溝形鋼 大形 無規格
溝形鋼 大形 無規格
Ｉ形鋼 大形 無規格
Ｉ形鋼 大形 無規格
Ｈ形鋼 大形 無規格
Ｈ形鋼 大形 無規格
Ｈ形鋼 大形 無規格
Ｈ形鋼 大形 無規格
橋梁用Ｈ形鋼 無規格
厚板 無規格
鋼矢板 ＳＹ２９５
鋼矢板 ＳＹ２９５
鋼矢板 ＳＹＷ２９５
鋼矢板 ＳＹＷ２９５
鋼矢板 ＳＹＷ２９５
形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格
形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格
形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格
Ｈ・Ｔ形鋼 加算額 規格
Ｈ・Ｔ形鋼 加算額 規格
Ｈ・Ｔ形鋼 加算額 規格
Ｈ・Ｔ形鋼 加算額 規格
Ｈ・Ｔ形鋼 加算額 規格
Ｈ・Ｔ形鋼 加算額 規格
Ｈ・Ｔ形鋼 加算額 規格
ＣＴ形鋼加工 加算額
ＣＴ形鋼加工 加算額
鋼矢板 加算額 規格

パトロール給油 小型ローリー
２５０ 高炉・先物
３００ｍｍ 高炉 先物
３８０ｍｍ 高炉 先物
２００ｍｍ 高炉 先物
２５０～４５０ｍｍ 高炉・先物
中７００～９００ 高炉・先物
広中３００細４００以下高炉先物
広３５０中細５００以下高炉先物
広４００中細６００ 高炉・先物
高炉・先物
１２～２５×定尺 高炉 先物
Ｕ形（２～４・２Ｗ～４Ｗ）
Ｕ形（５Ｌ・６Ｌ）
Ｕ形（２～４・２Ｗ～４Ｗ）
Ｕ形（５Ｌ・６Ｌ）
ハット形１０Ｈ・２５Ｈ・４５Ｈ
ＳＳ４００
ＳＭ４００Ａ ｔ３８
ＳＭ４９０Ａ ｔ５０
ＳＳ４００ Ｔ≦３８
ＳＭ４００Ａ Ｔ≦３８
ＳＭ４９０Ａ Ｔ≦５０
ＳＭ４９０ＹＡ Ｔ≦２５
ＳＭ４９０ＹＢ Ｔ≦２５
ＳＭＡ４００ＡＷ Ｔ≦３８
ＳＭＡ４９０ＡＷ Ｔ≦５０
素材Ｈ形鋼 １７５≦Ｗ≦２５０
素材Ｈ形鋼 ３００≦Ｗシリーズ
ＳＹ３９０

単位
個
個
本
本
本
本
ｍ
個
本
本
個
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
組
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ

本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
ｋｇ
本
本
ｍ
ｋｇ
台・日
台・日
基・日
リットル
リットル
リットル

名称

単位

中
Ａ・Ｂ型 長１０００－幅１７０－厚１４０ｍｍ
０．９ 電線用
１．２ トンボ用
１．５ 電線・槍出・変台用
１．８ 電線・槍出・変台用
ＳＦＢＴ－Ｎ１０ １０ｍｍ幅
ＳＬＳ－１Ｎ １０ｍｍ幅用
コンクリートポール用
長９４５ｍｍ
２２ｍｍ２シンブル・玉碍子用 電力規格Ｃ－４０３
２２ｃｍ
耐張碍子用 小 ３８ｍｍ２
耐張碍子用 小 ３８ｍｍ２
２号 ２２ｍｍ２
３号 ３８ｍｍ２
Ｔ１ 蓄力コネクター用（１～３号用 ２個用）
１００Ａ 蓄力コネクター用（蛇害キャップ底板付）
７０×１２５ｍｍ
ＴＡＬ１＝８５ 亜鉛めっき
１５Ｒ ポリエチレン製
２５Ｒ ポリエチレン製
１号 長５００－幅２５０－厚７０ｍｍ ロッド付

個
個
本
本
本
本
ｍ
個
本
本
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個

異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼

ＳＤ３９０
ＳＤ３９０
ＳＤ３９０
ＳＤ３９０
ＳＤ３９０

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ

かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）
かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）
かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）
かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）
かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）
かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）
かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）
かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）
かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）
かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）
かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）
かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき
耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき
耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 白色塗装
耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 白色塗装
耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 白色塗装
耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 めっき
耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 めっき
耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 めっき
ＰＣ鋼より線
標準型ボックスビーム部材 支柱 めっき
標準型ボックスビーム部材 ビーム めっき
標準型ボックスビーム（土中建込） めっき

並列式Ａ型ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５
並列式Ａ型ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０
並列式Ａ型ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５
並列式Ａ型ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０
並列式Ａ型ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５
並列式Ｂ型ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５
並列式Ｂ型ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０
並列式Ｂ型ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５
並列式Ｂ型ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０
並列式Ｂ型ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５
並列式Ｃ型ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５
並列式Ｃ型ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５
Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１３９．８
Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３
Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３
Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１３９．８
Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３
Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３
Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ ４．５×φ１３９．８
Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ ４．５×φ１１４．３
Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ ４．５×φ１１４．３
Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ ４．５×φ１３９．８
Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ ４．５×φ１１４．３
Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ ４．５×φ１１４．３
Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ ４．５×φ１３９．８
Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ ４．５×φ１１４．３
Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ ４．５×φ１１４．３
Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１３９．８
Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３
Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３
ＳＷＰＲ１９ １９本より線 径２８．６ｍｍ
Ａｍ－２Ｅ １２５×６０×６×８×１９６０
Ａｍ ４．５×□２００×２００×５９９０
Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
ｋｇ
本
本
ｍ

積載質量６～７ｔ 全旋回式（排１・２次 含）
積載質量１０～１１ｔ 全旋回式（排１・２次 含）
口径５０ｍｍ 全揚程３０ｍ
ローリー渡し １０～２０ＫＬ積載車 給油
ミニローリー渡し ４ＫＬ積載車 給油
ローリー渡し １０～２０ＫＬ積載車 給油
ミニローリー渡し ４ＫＬ積載車 給油
ローリー渡し １０～２０ＫＬ積載車 給油
バージ渡し
パトロール給油 ２～４ＫＬ積載車 給油
大形 ２５０
大形 ３００、３８０
大形 ３００、３８０
大形 ２００以上
大形 ２００以上
中幅７００以上
広幅３００以下 中幅３００以下 細幅４００以下
広幅３５０ 中幅５００以下 細幅５００以下
広幅４００ 中幅６００ 細幅６００
無規格
厚板 １２・１６・１９・２０・２５×定尺
Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ）
Ｕ形（ⅤＬ、ⅥＬ）
Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ）
Ｕ形（ⅤＬ、ⅥＬ）
ハット形（１０Ｈ、２５Ｈ、４５Ｈ）
ＳＳ４００
ＳＭ４００Ａ ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭ４９０Ａ ｔ≦５０ｍｍ
ＳＳ４００ ｔ≦３８
ＳＭ４００Ａ ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭ４９０Ａ ｔ≦５０ｍｍ
ＳＭ４９０ＹＡ ｔ≦２５ｍｍ
ＳＭ４９０ＹＢ ｔ≦２５
ＳＭＡ４００ＡＷ ｔ≦３８ｍｍ 無塗装使用
ＳＭＡ４９０ＡＷ ｔ≦５０ｍｍ 無塗装使用
素材Ｈ形鋼 １７５≦Ｗ≦２５０シリーズ
素材Ｈ形鋼 ３００シリーズ≦Ｗ
ＳＹ３９０

日
日
日
ｋＬ
ｋＬ
ｋＬ
ｋＬ
ｋＬ
ｋＬ
Ｌ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ

賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車
賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車
賃貸料金 水中ポンプ
石油製品 ガソリン レギュラー
石油製品 軽油
石油製品 軽油
石油製品 軽油
石油製品 軽油
石油製品 Ｃ重油 ＨＳ 硫黄分３．０％以下
リットル 石油製品 軽油
ｔ
等辺山形鋼 無規格（月積み契約）
ｔ
みぞ形鋼 無規格（月積み契約）
ｔ
みぞ形鋼 無規格（月積み契約）
ｔ
Ｉ形鋼 無規格（月積み契約）
ｔ
Ｉ形鋼 無規格（月積み契約）
ｔ
Ｈ形鋼 無規格 ＪＩＳ標準寸法（月積み契約）
ｔ
Ｈ形鋼 無規格 ＪＩＳ標準寸法（月積み契約）
ｔ
Ｈ形鋼 無規格 ＪＩＳ標準寸法（月積み契約）
ｔ
Ｈ形鋼 無規格 ＪＩＳ標準寸法（月積み契約）
ｔ
橋梁用Ｈ形鋼 無規格（月積み契約）
ｔ
鋼板 無規格（月積み契約）
ｔ
鋼矢板 ＳＹ２９５（月積み契約）
ｔ
鋼矢板 ＳＹ２９５（月積み契約）
ｔ
鋼矢板 ＳＹＷ２９５（月積み契約）
ｔ
鋼矢板 ＳＹＷ２９５（月積み契約）
ｔ
鋼矢板 ＳＹＷ２９５（月積み契約）
ｔ
みぞ形鋼・Ｉ形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格
ｔ
みぞ形鋼・Ｉ形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格
ｔ
みぞ形鋼・Ｉ形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格
ｔ
Ｈ形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格
ｔ
Ｈ形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格
ｔ
Ｈ形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格
ｔ
Ｈ形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格
ｔ
Ｈ形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格
ｔ
Ｈ形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格
ｔ
Ｈ形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格
ｔ
Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼エキストラ
ｔ
Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼エキストラ
ｔ
鋼矢板 規格エキストラ 熱間圧延鋼矢板
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規格

配電用 低圧ピンがいし ＪＩＳ Ｃ ３８４４
コンクリートポール用付属品 コンクリート根枷
電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金
電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金
電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金
電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金
装柱金具 ステンレスベルト
装柱金具 ステンレスベルト用締付金具
電力用架線金具（東京電力規格）足場ボルト
電力用架線金具（東京電力規格）丸型アームタイ
配電線用架線金具 巻付グリップ
電力用架線金具（東京電力規格）Ｕボルト
クランプ 銅線用引留クランプ
クランプ 銅線用引留クランプ
コネクター 蓄力コネクター
コネクター 蓄力コネクター
コネクター 高圧分岐カバー
コネクター 高圧水切カバー
電力用架線金具（東京電力規格）低圧用ラック
配電線用架線金具 トンネル用ケーブル支持具
配電線用架線金具 一般用ケーブル受皿
配電線用架線金具 一般用ケーブル受皿
コンクリートポール用付属品 ステーブロック

Ｄ２９
Ｄ３２
Ｄ３５
Ｄ３８
Ｄ４１

５．０４ｋｇ／ｍ
６．２３ｋｇ／ｍ
７．５１ｋｇ／ｍ
８．９５ｋｇ／ｍ
１０．５ｋｇ／ｍ

単価コード

TZJ1060003
TZJ1061001
TZJ1062001
TZJ1062004
TZJ1062005
TZJ1062006
TZJ1062007
TZJ1062008
TZJ1062009
TZJ1062010
TZJ1062011
TZJ1062012
TZJ1062013
TZJ1062014
TZJ1062015
TZJ1062016
TZJ1062017
TZJ1062018
TZJ1062019
TZJ1062020
TZJ1062021
TZJ1062022
TZJ1062023
TZJ1062024
TZJ1062025
TZJ1062026
TZJ1062042
TZJ1062043
TZJ1062044
TZJ1062045
TZJ1062046
TZJ1062047
TZJ1062048
TZJ1062049
TZJ1062050
TZJ1062051
TZJ1062052
TZJ1062053
TZJ1102003
TZJ1102008
TZJ1102009
TZJ1102019
TZJ1102020
TZJ1102021
TZJ1102025
TZJ1102026
TZJ1102028
TZJ1104001
TZJ1104002
TZJ1104003
TZJ1104004
TZJ1104005
TZJ1104006
TZJ1104007
TZJ1104008
TZJ1104009
TZJ1110001
TZJ1110002
TZJ1110003
TZJ1110004
TZJ1110005
TZJ1110006
TZJ1110007
TZJ1110008
TZJ1110009
TZJ1110010
TZJ1110011
TZJ1110012
TZJ1110013
TZJ1120002
TZJ1120006
TZJ1130001
TZJ1130002
TZJ1130003
TZJ1130004
TZJ1130005
TZJ1130006
TZJ1130007
TZJ1130008
TZJ1130009
TZJ1130010
TZJ1130011
TZJ1130012
TZJ1130013
TZJ1130014
TZJ1130015
TZJ1130016
TZJ1130017
TZJ1130018
TZJ1130020
TZJ1150001
TZJ1150002
TZJ1150003
TZJ1150004
TZJ1150005
TZJ1150006
TZJ1150007
TZJ1150008
TZJ1150009
TZJ1200004
TZJ1200005
TZJ1210007
TZJ1220001
TZJ1220002
TZJ1224001
TZJ1224002

月刊 建設物価 掲載

月刊 積算資料 掲載

名称

規格

単位

鋼矢板 加算額 規格
鋼矢板 加算額 形状
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格ＳＭ５７０
中厚板 加算額 規格ＳＭ５７０
中厚板 加算額 規格ＳＭ５７０
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
中厚板 加算額 規格
異形棒鋼 ＳＤ３４５
異形棒鋼 ＳＤ２９５Ａ
異形棒鋼 ＳＤ２９５Ａ
異形棒鋼 ＳＤ３４５
異形棒鋼 ＳＤ３４５
異形棒鋼 ＳＤ３４５
異形棒鋼 ＳＤ３４５
異形棒鋼 ＳＤ３４５
異形棒鋼 ＳＤ２９５Ａ
一般構造用丸鋼ＳＳ４００
一般構造用丸鋼ＳＳ４００
一般構造用丸鋼ＳＳ４００

ＳＹＷ３９０
Ｕ形（５Ｌ・６Ｌ）
ＳＳ４００
ＳＭ４００Ａ Ｔ≦３８
ＳＭ４００Ｂ Ｔ≦２５
ＳＭ４００Ｂ ２５＜Ｔ≦３８
ＳＭ４００Ｃ Ｔ≦２５
ＳＭ４００Ｃ ２５＜Ｔ≦３８
ＳＭ４００Ｃ ３８＜Ｔ≦５０
ＳＭ４９０Ａ Ｔ≦５０
ＳＭ４９０Ｂ Ｔ≦２５
ＳＭ４９０Ｂ ２５＜Ｔ≦３８
ＳＭ４９０Ｃ Ｔ≦２５
ＳＭ４９０Ｃ ２５＜Ｔ≦３８
ＳＭ４９０Ｃ ３８＜Ｔ≦５０
ＳＭ４９０ＹＡ Ｔ≦２５
ＳＭ４９０ＹＢ Ｔ≦２５
ＳＭ４９０ＹＢ ２５＜Ｔ≦３８
ＳＭ５２０Ｂ Ｔ≦２５
ＳＭ５２０Ｂ ２５＜Ｔ≦３８
ＳＭ５２０Ｃ Ｔ≦２５
ＳＭ５２０Ｃ ２５＜Ｔ≦３８
ＳＭ５２０Ｃ ３８＜Ｔ≦５０
（Ｑ．ＴＭＣ） ６≦Ｔ≦２０
（Ｑ．ＴＭＣ） ２０＜Ｔ≦３８
（Ｑ．ＴＭＣ） ３８＜Ｔ≦５０
ＳＭＡ４００ＡＷ ６≦Ｔ≦３８
ＳＭＡ４００ＢＷ ６≦Ｔ≦２５
ＳＭＡ４００ＢＷ２５＜Ｔ≦３８
ＳＭＡ４００ＣＷ ６≦Ｔ≦２５
ＳＭＡ４００ＣＷ２５＜Ｔ≦３８
ＳＭＡ４００ＣＷ３８＜Ｔ≦５０
ＳＭＡ４９０ＡＷ ６≦Ｔ≦５０
ＳＭＡ４９０ＢＷ ６≦Ｔ≦２５
ＳＭＡ４９０ＢＷ２５＜Ｔ≦３８
ＳＭＡ４９０ＣＷ ６≦Ｔ≦２５
ＳＭＡ４９０ＣＷ２５＜Ｔ≦３８
ＳＭＡ４９０ＣＷ３８＜Ｔ≦５０
Ｄ４１
Ｄ１０
Ｄ１３
Ｄ１３
Ｄ１６
Ｄ２９
Ｄ３５
Ｄ３８
Ｄ１６
１６ｍｍ
３２ｍｍ
３８ｍｍ

ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ

一般構造用丸鋼ＳＳ４００
一般構造用丸鋼ＳＳ４００
一般構造用丸鋼ＳＳ４００
一般構造用丸鋼ＳＳ４００
平鋼 ＳＳ４００
平鋼 ＳＳ４００
平鋼 ＳＳ４００
平鋼 ＳＳ４００
平鋼 ＳＳ４００
平鋼 ＳＳ４００
平鋼 ＳＳ４００
平鋼 ＳＳ４００
平鋼 ＳＳ４００
平鋼 ＳＳ４００
平鋼 ＳＳ４００
平鋼 ＳＳ４００
平鋼 ＳＳ４００
Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅
Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形
溝形鋼 ＳＳ４００ 中形
溝形鋼 ＳＳ４００ 中形
溝形鋼 ＳＳ４００ 大形
溝形鋼 ＳＳ４００ 大形
溝形鋼 ＳＳ４００ 大形
溝形鋼 ＳＳ４００ 大形
溝形鋼 ＳＳ４００ 大形
溝形鋼 ＳＳ４００ 大形
溝形鋼 ＳＳ４００ 大形
中厚板 ＳＰＨＣ又は無規格
中厚板 ＳＰＨＣ又は無規格
一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００
ステンレス板 冷延 ３０４
ステンレス板 冷延 ３０４
熱間仕上ステンレス丸鋼
熱間仕上ステンレス丸鋼

１３ｍｍ
２５ｍｍ
４４ｍｍ
４８ｍｍ
４．５×２５ｍｍ
４．５×３２～３８ｍｍ
４．５×５０ｍｍ
６×２５ｍｍ
６×３２～４４ｍｍ
６×５０ｍｍ
６×９０～１００ｍｍ
６×１２５ｍｍ
９×２５ｍｍ
９×３２～４４ｍｍ
９×５０ｍｍ
９×９０～１００ｍｍ
９×１２５ｍｍ
１２５×１２５×６．５×９
２５０×２５０×９×１４
３×４０×４０ｍｍ
５×４０×４０ｍｍ
４×５０×５０ｍｍ
６×５０×５０ｍｍ
６×６５×６５ｍｍ
８×６５×６５ｍｍ
６×７５×７５ｍｍ
９×７５×７５ｍｍ
１２×７５×７５ｍｍ
７×９０×９０ｍｍ
１０×９０×９０ｍｍ
１３×９０×９０ｍｍ
７×１００×１００ｍｍ
１０×１００×１００ｍｍ
１３×１００×１００ｍｍ
９×１３０×１３０ｍｍ
１２×１３０×１３０ｍｍ
１５×１３０×１３０ｍｍ
１５×１５０×１５０ｍｍ
５×７５×４０ｍｍ
５×１００×５０ｍｍ
６×１２５×６５ｍｍ
６．５×１５０×７５ｍｍ
９×１５０×７５ｍｍ
７×１８０×７５ｍｍ
７．５×２００×８０ｍｍ
８×２００×９０ｍｍ
９×２５０×９０ｍｍ
９・１２×９１４×１８２９
１６－２５×９１４×１８２９
外径６０．５ 肉厚２．３
１ｍｍ×１×２ｍ
２ｍｍ×１×２ｍ
１０ｍｍ×４～６ｍ
１３ｍｍ×４～６ｍ
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ｔ
ｔ
ｔ
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名称
鋼矢板 規格エキストラ 溶接用熱間圧延鋼矢板
鋼矢板 形状エキストラ
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 一般構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性
鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
平鋼（ＳＳ４００）
平鋼（ＳＳ４００）
平鋼（ＳＳ４００）
平鋼（ＳＳ４００）
平鋼（ＳＳ４００）
平鋼（ＳＳ４００）
平鋼（ＳＳ４００）
平鋼（ＳＳ４００）
平鋼（ＳＳ４００）
平鋼（ＳＳ４００）
平鋼（ＳＳ４００）
平鋼（ＳＳ４００）
平鋼（ＳＳ４００）
Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 広幅
Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 広幅
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 小形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 小形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 大形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 大形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 大形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 大形
みぞ形鋼（ＳＳ４００）
みぞ形鋼（ＳＳ４００）
みぞ形鋼（ＳＳ４００）
みぞ形鋼（ＳＳ４００）
みぞ形鋼（ＳＳ４００）
みぞ形鋼（ＳＳ４００）
みぞ形鋼（ＳＳ４００）
みぞ形鋼（ＳＳ４００）
みぞ形鋼（ＳＳ４００）
普通鋼板 厚板
普通鋼板 厚板
一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）
ステンレス鋼 冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 棒鋼（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 棒鋼（ＳＵＳ３０４）

規格
ＳＹＷ３９０ Ｕ形、直線形、ハット形
ⅤＬ、ⅥＬ
ＳＳ４００
ＳＭ４００Ａ ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭ４００Ｂ ｔ≦２５ｍｍ
ＳＭ４００Ｂ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭ４００Ｃ ｔ≦２５ｍｍ
ＳＭ４００Ｃ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭ４００Ｃ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ
ＳＭ４９０Ａ ｔ≦５０ｍｍ
ＳＭ４９０Ｂ ｔ≦２５ｍｍ
ＳＭ４９０Ｂ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭ４９０Ｃ ｔ≦２５ｍｍ
ＳＭ４９０Ｃ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭ４９０Ｃ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ
ＳＭ４９０ＹＡ ｔ≦２５ｍｍ
ＳＭ４９０ＹＢ ｔ≦２５ｍｍ
ＳＭ４９０ＹＢ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭ５２０Ｂ ｔ≦２５ｍｍ
ＳＭ５２０Ｂ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭ５２０Ｃ ｔ≦２５ｍｍ
ＳＭ５２０Ｃ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭ５２０Ｃ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ
ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ ６≦ｔ≦２０ｍｍ
ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ ２０＜ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ
ＳＭＡ４００ＡＷ ６≦ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭＡ４００ＢＷ ６≦ｔ≦２５ｍｍ
ＳＭＡ４００ＢＷ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭＡ４００ＣＷ ６≦ｔ≦２５ｍｍ
ＳＭＡ４００ＣＷ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭＡ４００ＣＷ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ
ＳＭＡ４９０ＡＷ ６≦ｔ≦５０ｍｍ
ＳＭＡ４９０ＢＷ ６≦ｔ≦２５ｍｍ
ＳＭＡ４９０ＢＷ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭＡ４９０ＣＷ ６≦ｔ≦２５ｍｍ
ＳＭＡ４９０ＣＷ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ
ＳＭＡ４９０ＣＷ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ
ＳＤ３４５ Ｄ４１ １０．５ｋｇ／ｍ
ＳＤ２９５Ａ Ｄ１０ ０．５６ｋｇ／ｍ
ＳＤ２９５Ａ Ｄ１３ ０．９９５ｋｇ／ｍ
ＳＤ３４５ Ｄ１３ ０．９９５ｋｇ／ｍ
ＳＤ３４５ Ｄ１６ １．５６ｋｇ／ｍ
ＳＤ３４５ Ｄ２９ ５．０４ｋｇ／ｍ
ＳＤ３４５ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ
ＳＤ３４５ Ｄ３８ ８．９５ｋｇ／ｍ
ＳＤ２９５Ａ Ｄ１６ １．５６ｋｇ／ｍ
径１６ｍｍ １．５８ｋｇ／ｍ
径３２ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ
径３８ｍｍ ８．９０ｋｇ／ｍ
径５０ｍｍ １５．４ｋｇ／ｍ
径６０ｍｍ ２２．２ｋｇ／ｍ
径１３ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ
径２５ｍｍ ３．８５ｋｇ／ｍ
径４４ｍｍ １１．９ｋｇ／ｍ
径４８ｍｍ １４．２ｋｇ／ｍ
厚４．５×幅２５ｍｍ ０．８８３ｋｇ／ｍ
厚４．５×幅３２ｍｍ １．１３ｋｇ／ｍ
厚４．５×幅５０ｍｍ １．７７ｋｇ／ｍ
厚６×幅２５ｍｍ １．１８ｋｇ／ｍ
厚６×幅３２ｍｍ １．５１ｋｇ／ｍ
厚６×幅５０ｍｍ ２．３６ｋｇ／ｍ
厚６×幅９０ｍｍ ４．２４ｋｇ／ｍ
厚６×幅１２５ｍｍ ５．８９ｋｇ／ｍ
厚９×幅２５ｍｍ １．７７ｋｇ／ｍ
厚９×幅３２ｍｍ ２．２６ｋｇ／ｍ
厚９×幅５０ｍｍ ３．５３ｋｇ／ｍ
厚９×幅９０ｍｍ ６．３６ｋｇ／ｍ
厚９×幅１２５ｍｍ ８．８３ｋｇ／ｍ
１２５×１２５×６．５×９ｍｍ ２３．６ｋｇ／ｍ
２５０×２５０×９×１４ｍｍ ７１．８ｋｇ／ｍ
３×４０×４０ｍｍ １．８３ｋｇ／ｍ
５×４０×４０ｍｍ ２．９５ｋｇ／ｍ
４×５０×５０ｍｍ ３．０６ｋｇ／ｍ
６×５０×５０ｍｍ ４．４３ｋｇ／ｍ
６×６５×６５ｍｍ ５．９１ｋｇ／ｍ
８×６５×６５ｍｍ ７．６６ｋｇ／ｍ
６×７５×７５ｍｍ ６．８５ｋｇ／ｍ
９×７５×７５ｍｍ ９．９６ｋｇ／ｍ
１２×７５×７５ｍｍ １３．０ｋｇ／ｍ
７×９０×９０ｍｍ ９．５９ｋｇ／ｍ
１０×９０×９０ｍｍ １３．３ｋｇ／ｍ
１３×９０×９０ｍｍ １７．０ｋｇ／ｍ
７×１００×１００ｍｍ １０．７ｋｇ／ｍ
１０×１００×１００ｍｍ １４．９ｋｇ／ｍ
１３×１００×１００ｍｍ １９．１ｋｇ／ｍ
９×１３０×１３０ｍｍ １７．９ｋｇ／ｍ
１２×１３０×１３０ｍｍ ２３．４ｋｇ／ｍ
１５×１３０×１３０ｍｍ ２８．８ｋｇ／ｍ
１５×１５０×１５０ｍｍ ３３．６ｋｇ／ｍ
５×４０×７５ｍｍ ６．９２ｋｇ／ｍ
５×５０×１００ｍｍ ９．３６ｋｇ／ｍ
６×６５×１２５ｍｍ １３．４ｋｇ／ｍ
６．５×７５×１５０ｍｍ １８．６ｋｇ／ｍ
９×７５×１５０ｍｍ ２４．０ｋｇ／ｍ
７×７５×１８０ｍｍ ２１．４ｋｇ／ｍ
７．５×８０×２００ｍｍ ２４．６ｋｇ／ｍ
８×９０×２００ｍｍ ３０．３ｋｇ／ｍ
９×９０×２５０ｍｍ ３４．６ｋｇ／ｍ
厚９～１２ｍｍ ３×６フィート 無規格
厚１６～２５ｍｍ ３×６フィート 無規格
６０．５×２．３ｍｍ ３．３０ｋｇ／ｍ
Ｎｏ．２Ｂ 厚１．０×幅１０００×長２０００ｍｍ
Ｎｏ．２Ｂ 厚２．０×幅１０００×長２０００ｍｍ
径９～１２×長４０００～６０００ｍｍ
径１３～１５×長４０００～６０００ｍｍ
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単価コード

TZJ1224003
TZJ1224004
TZJ1224005
TZJ1224006
TZJ1310001
TZJ1312001
TZJ1312002
TZJ1330007
TZJ1350001
TZJ1350003
TZJ1350005
TZJ1350007
TZJ1350066
TZJ1370004
TZJ1370005
TZJ1370006
TZJ1370007
TZJ1370008
TZJ1370009
TZJ1370010
TZJ1370011
TZJ1370012
TZJ1370013
TZJ1370014
TZJ1370015
TZJ1370016
TZJ1370017
TZJ1370018
TZJ1370019
TZJ1370020
TZJ1370021
TZJ1370022
TZJ1370023
TZJ1370024
TZJ1370025
TZJ1370026
TZJ1370027
TZJ1370028
TZJ1370029
TZJ1370032
TZJ1370033
TZJ1370034
TZJ1370035
TZJ1370036
TZJ1370037
TZJ1370038
TZJ1370039
TZJ1370040
TZJ1370041
TZJ1372001
TZJ1372002
TZJ1372003
TZJ1372004
TZJ1372005
TZJ1372006
TZJ1372007
TZJ1372008
TZJ1372009
TZJ1372010
TZJ1372011
TZJ1372012
TZJ1372013
TZJ1372014
TZJ1372015
TZJ1372016
TZJ1372017
TZJ1372018
TZJ1372019
TZJ1372020
TZJ1372021
TZJ1374001
TZJ1374002
TZJ1374003
TZJ1374004
TZJ1374005
TZJ1374006
TZJ1374007
TZJ1374008
TZJ1374009
TZJ1374010
TZJ1374011
TZJ1374012
TZJ1374013
TZJ1374014
TZJ1374015
TZJ1374016
TZJ1374017
TZJ1374018
TZJ1374019
TZJ1374020
TZJ1374021
TZJ1374022
TZJ1374023
TZJ1374024
TZJ1374025
TZJ1374026
TZJ1374030
TZJ1374031
TZJ1374032
TZJ1376001
TZJ1376002
TZJ1376003
TZJ1376004
TZJ1376005
TZJ1376006
TZJ1376007

月刊 建設物価 掲載
名称
熱間仕上ステンレス丸鋼
熱間仕上ステンレス丸鋼
熱間仕上ステンレス丸鋼
熱間仕上ステンレス丸鋼
亜鉛めっき鉄線 ２種 ＃１２
なまし鉄線 ＃８
なまし鉄線 ＃１０
鉄丸くぎ Ｎ７５
ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種
ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種
ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種
ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種
ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト 六角
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア

月刊 積算資料 掲載
規格

１６ｍｍ×４～６ｍ
２０ｍｍ×４～６ｍ
２２ｍｍ×４～６ｍ
２５～１００ｍｍ×４～６ｍ
径２．６ｍｍ
径４ｍｍ
径３．２ｍｍ
＃１０ Ｌ７５ｍｍ
６×２４ 径６ｍｍ
６×２４ 径９ｍｍ
６×２４ 径１２ｍｍ
６×２４ 径１６ｍｍ
６×１９ 径１１．２ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×６０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×６５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×７０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×７５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×８０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×５０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×５５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×６０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×６５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×７０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×７５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×８０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×８５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×９０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×９５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１００ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１０５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１１０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１１５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１２０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１２５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１３０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１３５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１４０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１４５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１５０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×６０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×６５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×７０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×７５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×８０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×８５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×９０ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×９５ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×１００ｍｍ
Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×１０５ｍｍ
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×５０耐候性
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×５５耐候性
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×６０耐候性
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×６５耐候性
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×７０耐候性
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×７５耐候性
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×８０耐候性
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×８５耐候性
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×９０耐候性
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×９５耐候性
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×１００耐候
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×１０５耐候
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×１１０耐候
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×１１５耐候
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×１２０耐候
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×１２５耐候
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×１３０耐候
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×１３５耐候
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×１４０耐候
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×１４５耐候
Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２×１５０耐候
Ｓ１０Ｔ Ｍ２０×５０ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２０×５５ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２０×６０ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２０×６５ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２０×７０ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２０×７５ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×５０ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×５５ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×６０ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×６５ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×７０ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×７５ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×８０ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×８５ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×９０ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×９５ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×１００ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×１０５ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×１１０ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×１１５ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×１２０ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×１２５ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×１３０ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×１３５ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×１４０ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２２×１４５ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２４×８０ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２４×９０ｍｍ
Ｓ１０Ｔ Ｍ２４×１００ｍｍ
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×５０耐候性
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×５５耐候性
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×６０耐候性
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×６５耐候性
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×７０耐候性
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×７５耐候性
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×８０耐候性

単位
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｔ
ｔ
ｔ
ｋｇ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
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名称
ステンレス鋼 棒鋼（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 棒鋼（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 棒鋼（ＳＵＳ３０４）
ステンレス鋼 棒鋼（ＳＵＳ３０４）
亜鉛めっき鉄線２種（ＪＩＳ Ｇ ３５４７）
なまし鉄線（ＪＩＳ Ｇ ３５３２）
なまし鉄線（ＪＩＳ Ｇ ３５３２）
鉄丸くぎ（ＪＩＳ Ａ ５５０８）
ワイヤロープ ６撚×２４本線（４号）
ワイヤロープ ６撚×２４本線（４号）
ワイヤロープ ６撚×２４本線（４号）
ワイヤロープ ６撚×２４本線（４号）
ワイヤロープ ６撚×１９本線（３号）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力六角ボルト（耐候性） Ｆ１０ＴＷ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト Ｓ１０Ｔ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ

規格
径１６～２４×長４０００～６０００ｍｍ
径１６～２４×長４０００～６０００ｍｍ
径１６～２４×長４０００～６０００ｍｍ
径２５～１００×長４０００～６０００ｍｍ
＃１２ ２．６ｍｍ ２４．０ｍ／ｋｇ
＃８ ４．０ｍｍ １０．１ｍ／ｋｇ
＃１０ ３．２ｍｍ １５．８ｍ／ｋｇ
Ｎ－７５ ＃１０×７５ｍｍ １８４本／ｋｇ
径６ｍｍ 裸Ａ種（Ｏ／Ｏ） ０．１２０ｋｇ／ｍ
径９ｍｍ 裸Ａ種（Ｏ／Ｏ） ０．２６９ｋｇ／ｍ
径１２ｍｍ 裸Ａ種（Ｏ／Ｏ） ０．４７８ｋｇ／ｍ
径１６ｍｍ 裸Ａ種（Ｏ／Ｏ） ０．８５０ｋｇ／ｍ
径１０ｍｍ 裸Ａ種（Ｏ／Ｏ） ０．３６４ｋｇ／ｍ
Ｍ２０×長６０ｍｍ ３８５ｇ／組
Ｍ２０×長６５ｍｍ ３９８ｇ／組
Ｍ２０×長７０ｍｍ ４１０ｇ／組
Ｍ２０×長７５ｍｍ ４２２ｇ／組
Ｍ２０×長８０ｍｍ ４３５ｇ／組
Ｍ２２×長５０ｍｍ ４９６ｇ／組
Ｍ２２×長５５ｍｍ ５１０ｇ／組
Ｍ２２×長６０ｍｍ ５２５ｇ／組
Ｍ２２×長６５ｍｍ ５４０ｇ／組
Ｍ２２×長７０ｍｍ ５５５ｇ／組
Ｍ２２×長７５ｍｍ ５７０ｇ／組
Ｍ２２×長８０ｍｍ ５８５ｇ／組
Ｍ２２×長８５ｍｍ ６００ｇ／組
Ｍ２２×長９０ｍｍ ６１５ｇ／組
Ｍ２２×長９５ｍｍ ６３０ｇ／組
Ｍ２２×長１００ｍｍ ６４５ｇ／組
Ｍ２２×長１０５ｍｍ ６５９ｇ／組
Ｍ２２×長１１０ｍｍ ６７４ｇ／組
Ｍ２２×長１１５ｍｍ ６８９ｇ／組
Ｍ２２×長１２０ｍｍ ７０４ｇ／組
Ｍ２２×長１２５ｍｍ ７１９ｇ／組
Ｍ２２×長１３０ｍｍ ７３４ｇ／組
Ｍ２２×長１３５ｍｍ ７４９ｇ／組
Ｍ２２×長１４０ｍｍ ７６４ｇ／組
Ｍ２２×長１４５ｍｍ ７７９ｇ／組
Ｍ２２×長１５０ｍｍ ７９４ｇ／組
Ｍ２４×長６０ｍｍ ６８３ｇ／組
Ｍ２４×長６５ｍｍ ７０１ｇ／組
Ｍ２４×長７０ｍｍ ７１９ｇ／組
Ｍ２４×長７５ｍｍ ７３７ｇ／組
Ｍ２４×長８０ｍｍ ７５４ｇ／組
Ｍ２４×長８５ｍｍ ７７２ｇ／組
Ｍ２４×長９０ｍｍ ７９０ｇ／組
Ｍ２４×長９５ｍｍ ８０８ｇ／組
Ｍ２４×長１００ｍｍ ８２５ｇ／組
Ｍ２４×長１０５ｍｍ ８４３ｇ／組
Ｍ２２×長５０ｍｍ ４９６ｇ／組
Ｍ２２×長５５ｍｍ ５１０ｇ／組
Ｍ２２×長６０ｍｍ ５２５ｇ／組
Ｍ２２×長６５ｍｍ ５４０ｇ／組
Ｍ２２×長７０ｍｍ ５５５ｇ／組
Ｍ２２×長７５ｍｍ ５７０ｇ／組
Ｍ２２×長８０ｍｍ ５８５ｇ／組
Ｍ２２×長８５ｍｍ ６００ｇ／組
Ｍ２２×長９０ｍｍ ６１５ｇ／組
Ｍ２２×長９５ｍｍ ６３０ｇ／組
Ｍ２２×長１００ｍｍ ６４５ｇ／組
Ｍ２２×長１０５ｍｍ ６５９ｇ／組
Ｍ２２×長１１０ｍｍ ６７４ｇ／組
Ｍ２２×長１１５ｍｍ ６８９ｇ／組
Ｍ２２×長１２０ｍｍ ７０４ｇ／組
Ｍ２２×長１２５ｍｍ ７１９ｇ／組
Ｍ２２×長１３０ｍｍ ７３４ｇ／組
Ｍ２２×長１３５ｍｍ ７４９ｇ／組
Ｍ２２×長１４０ｍｍ ７６４ｇ／組
Ｍ２２×長１４５ｍｍ ７７９ｇ／組
Ｍ２２×長１５０ｍｍ ７９４ｇ／組
Ｍ２０×長５０ｍｍ ３４１ｇ／組
Ｍ２０×長５５ｍｍ ３５４ｇ／組
Ｍ２０×長６０ｍｍ ３６７ｇ／組
Ｍ２０×長６５ｍｍ ３８０ｇ／組
Ｍ２０×長７０ｍｍ ３９３ｇ／組
Ｍ２０×長７５ｍｍ ４０６ｇ／組
Ｍ２２×長５０ｍｍ ４６３ｇ／組
Ｍ２２×長５５ｍｍ ４７８ｇ／組
Ｍ２２×長６０ｍｍ ４９３ｇ／組
Ｍ２２×長６５ｍｍ ５０８ｇ／組
Ｍ２２×長７０ｍｍ ５２３ｇ／組
Ｍ２２×長７５ｍｍ ５３８ｇ／組
Ｍ２２×長８０ｍｍ ５５３ｇ／組
Ｍ２２×長８５ｍｍ ５６８ｇ／組
Ｍ２２×長９０ｍｍ ５８３ｇ／組
Ｍ２２×長９５ｍｍ ５９８ｇ／組
Ｍ２２×長１００ｍｍ ６１３ｇ／組
Ｍ２２×長１０５ｍｍ ６２８ｇ／組
Ｍ２２×長１１０ｍｍ ６４３ｇ／組
Ｍ２２×長１１５ｍｍ ６５８ｇ／組
Ｍ２２×長１２０ｍｍ ６７３ｇ／組
Ｍ２２×長１２５ｍｍ ６８８ｇ／組
Ｍ２２×長１３０ｍｍ ７０３ｇ／組
Ｍ２２×長１３５ｍｍ ７１８ｇ／組
Ｍ２２×長１４０ｍｍ ７３３ｇ／組
Ｍ２２×長１４５ｍｍ ７４８ｇ／組
Ｍ２４×長８０ｍｍ ７２１ｇ／組
Ｍ２４×長９０ｍｍ ７５７ｇ／組
Ｍ２４×長１００ｍｍ ７９３ｇ／組
Ｍ２２×長５０ｍｍ ４６３ｇ／組
Ｍ２２×長５５ｍｍ ４７８ｇ／組
Ｍ２２×長６０ｍｍ ４９３ｇ／組
Ｍ２２×長６５ｍｍ ５０８ｇ／組
Ｍ２２×長７０ｍｍ ５２３ｇ／組
Ｍ２２×長７５ｍｍ ５３８ｇ／組
Ｍ２２×長８０ｍｍ ５５３ｇ／組

単位
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月刊 建設物価 掲載

単価コード

TZJ1376008
TZJ1376009
TZJ1376010
TZJ1376011
TZJ1376012
TZJ1376013
TZJ1376014
TZJ1376015
TZJ1376016
TZJ1376017
TZJ1376018
TZJ1376019
TZJ1376020
TZJ1392001
TZJ1392002
TZJ1392003
TZJ1404001
TZJ1406001
TZJ1406002
TZJ1406003
TZJ1406004
TZJ1406005
TZJ1406006
TZJ1450007
TZJ1450009
TZJ1452002
TZJ1452005
TZJ1454001
TZJ2002001
TZJ2002002
TZJ2002003
TZJ2002006
TZJ2002007
TZJ2002008
TZJ2005001
TZJ2024001
TZJ2050001
TZJ2054002
TZJ2056001
TZJ2058001
TZJ2160001
TZJ2304001
TZJ2304002
TZJ2304003
TZJ2304006
TZJ2304007
TZJ2306001
TZJ2306002
TZJ2306003
TZJ2306004
TZJ2306005
TZJ2306006
TZJ2306007
TZJ2306008
TZJ2308001
TZJ2308002
TZJ2308003
TZJ2308004
TZJ2308005
TZJ2308006
TZJ2308007
TZJ2308008
TZJ2308009
TZJ2308010
TZJ2308011
TZJ2308012
TZJ2308013
TZJ2308014
TZJ2308015
TZJ2308016
TZJ2320001
TZJ2320002
TZJ2320003
TZJ2320004
TZJ2320005
TZJ2320006
TZJ2320007
TZJ2320008
TZJ2320009
TZJ2320010
TZJ2324001
TZJ2324002
TZJ2324003
TZJ2324004
TZJ2324005
TZJ2324006
TZJ2324007
TZJ2324008
TZJ2352001
TZJ2352002
TZJ2352003
TZJ2354001
TZJ2354002
TZJ2354003
TZJ2360001
TZJ2360002
TZJ2416003
TZJ2418001
TZJ2418002
TZJ2500006
TZJ2500007
TZJ2500008
TZJ2500009
TZJ2500010
TZJ2500011
TZJ2500012

名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
摩擦接合用高力ボルト トルシア
ホーク・アンカボルト
ホーク・アンカボルト
コンクリートアンカー 電気亜鉛
六角ボルト 並品
異形棒鋼ロックボルト
異形棒鋼ロックボルト
ねじり棒鋼ロックボルト
ねじり棒鋼ロックボルト
異形棒鋼ロックボルト
ねじり棒鋼ロックボルト
溶接金網 丸鉄線
溶接金網 丸鉄線

Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×８５耐候性
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×９０耐候性
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×９５耐候性
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×１００耐候
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×１０５耐候
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×１１０耐候
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×１１５耐候
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×１２０耐候
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×１２５耐候
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×１３０耐候
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×１３５耐候
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×１４０耐候
Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２×１４５耐候
Ｍ８×Ｌ６０ｍｍ
Ｍ１０×Ｌ７０ｍｍ
スリーブ打込 Ｍ１２×Ｌ１００
Ｗ１／２×２４０ｍｍ 黒皮
Ｄ２５×２０００ｍｍ 付属品含
Ｄ２５×３０００ｍｍ 付属品含
ＴＤ２４×３０００ｍｍ付属品含
ＴＤ２４×４０００ｍｍ付属品含
Ｄ２５×４０００ｍｍ 付属品含
ＴＤ２４×６０００ｍｍ付属品含
５×１５０×１５０ｍｍ
６×１５０×１５０ｍｍ

組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
ｍ２
ｍ２

鉄筋金網

Ｄ１３×１００×１００ｍｍ

ｔ

ポルトランドセメント 普通
ポルトランドセメント 早強
高炉セメント Ｂ種
ポルトランドセメント 普通
ポルトランドセメント 早強
高炉セメント Ｂ種
止水材
ドライモルタル
無収縮材
起泡剤
減水剤
裏込め添加剤
舗装用石灰石粉
鉄筋Ｌ形 ２５０Ｂ
鉄筋Ｌ形 ３００
鉄筋Ｌ形 ３５０
鉄筋Ｌ形 ２５０Ａ
鉄筋Ｌ形 ５００Ａ
鉄筋コンクリートＵ形 １種
鉄筋コンクリートＵ形 １種
鉄筋コンクリートＵ形 １種
鉄筋コンクリートＵ形 １種
鉄筋コンクリートＵ形 １種
鉄筋コンクリートＵ形 １種
鉄筋コンクリートＵ形 １種
鉄筋コンクリートＵ形 １種
道路用側溝 １種 ２５０
道路用側溝 １種 ３００Ａ
道路用側溝 １種 ３００Ｂ
道路用側溝 １種 ３００Ｃ
道路用側溝 １種 ４００Ａ
道路用側溝 １種 ４００Ｂ
道路用側溝 １種 ５００Ａ
道路用側溝 １種 ５００Ｂ
道路用側溝 ３種 ２５０
道路用側溝 ３種 ３００Ａ
道路用側溝 ３種 ３００Ｂ
道路用側溝 ３種 ３００Ｃ
道路用側溝 ３種 ４００Ａ
道路用側溝 ３種 ４００Ｂ
道路用側溝 ３種 ５００Ａ
道路用側溝 ３種 ５００Ｂ
鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種
鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種
鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種
鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種
鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種
鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種
鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種
鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種
鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種
鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種
道路用側溝ふた １種 ２５０
道路用側溝ふた １種 ３００
道路用側溝ふた １種 ４００
道路用側溝ふた １種 ５００
道路用側溝ふた ３種 ２５０
道路用側溝ふた ３種 ３００
道路用側溝ふた ３種 ４００
道路用側溝ふた ３種 ５００
歩車道境界ブロック Ａ
歩車道境界ブロック Ｂ
歩車道境界ブロック Ｃ
地先境界ブロック Ａ
地先境界ブロック Ｂ
地先境界ブロック Ｃ
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

バラ物
バラ物
バラ物
２５ｋｇ入袋物
２５ｋｇ入袋物
２５ｋｇ入袋物
止水セメント
ロックボルト用
マスターフロー８７０
アルミ粉
マスターポゾリスＮｏ．８
ウラゴメール
７４μｍ ７０％以上 ローリー
４５×１５．５×６０ｃｍ
５０×１５．５×６０ｃｍ
５５×１５．５×６０ｃｍ
３５×１５．５×６０ｃｍ
６６．５×２７×６０ｃｍ
２４０ ２４×２４×６０ｃｍ
３００Ａ ３０×２４×６０ｃｍ
３００Ｂ ３０×３０×６０ｃｍ
３００Ｃ ３０×３６×６０ｃｍ
３６０Ａ ３６×３０×６０ｃｍ
３６０Ｂ ３６×３６×６０ｃｍ
４５０ ４５×４５×６０ｃｍ
６００ ６０×６０×６０ｃｍ
２５０×２５０×２０００ｍｍ
３００×３００×２０００ｍｍ
３００×４００×２０００ｍｍ
３００×５００×２０００ｍｍ
４００×４００×２０００ｍｍ
４００×５００×２０００ｍｍ
５００×５００×２０００ｍｍ
５００×６００×２０００ｍｍ
２５０×２５０×２０００ｍｍ
３００×３００×２０００ｍｍ
３００×４００×２０００ｍｍ
３００×５００×２０００ｍｍ
４００×４００×２０００ｍｍ
４００×５００×２０００ｍｍ
５００×５００×２０００ｍｍ
５００×６００×２０００ｍｍ
２４０ Ｌ６０ｃｍ
３００ Ｌ６０ｃｍ
３６０ Ｌ６０ｃｍ
４５０ Ｌ６０ｃｍ
６００ Ｌ６０ｃｍ
２４０ Ｌ６０ｃｍ
３００ Ｌ６０ｃｍ
３６０ Ｌ６０ｃｍ
４５０ Ｌ６０ｃｍ
６００ Ｌ６０ｃｍ
３６２×９０×５００ｍｍ
４１２×９５×５００ｍｍ
５１２×１１０×５００ｍｍ
６２２×１２５×５００ｍｍ
３６２×９０×５００ｍｍ
４１２×９５×５００ｍｍ
５１２×１１０×５００ｍｍ
６２２×１２５×５００ｍｍ
１５／１７×２０×６０ｃｍ
１８／２０．５×２５×６０ｃｍ
１８／２１×３０×６０ｃｍ
１２×１２×６０ｃｍ
１５×１２×６０ｃｍ
１５×１５×６０ｃｍ
標準品 Ｔ６ｃｍ
標準品 Ｔ８ｃｍ

ｔ
ｔ
ｔ
袋
袋
袋
ｋｇ
ｍ３
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｔ
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
個
個
個
個
個
個
ｍ２
ｍ２

コンクリート積みブロック
コンクリート積みブロック
ヒューム管 外圧管１種
ヒューム管 外圧管１種
ヒューム管 外圧管１種
ヒューム管 外圧管１種
ヒューム管 外圧管１種
ヒューム管 外圧管１種
ヒューム管 外圧管１種

２５０×４００×３５０ｍｍ
２５０×４００×３５０ｍｍ
径４００×Ｌ２４３０ｍｍ
径４５０×Ｌ２４３０ｍｍ
径５００×Ｌ２４３０ｍｍ
径６００×Ｌ２４３０ｍｍ
径７００×Ｌ２４３０ｍｍ
径８００×Ｌ２４３０ｍｍ
径９００×Ｌ２４３０ｍｍ

個
個
本
本
本
本
本
本
本

滑面
滑面
Ｂ形
Ｂ形
Ｂ形
Ｂ形
Ｂ形
Ｂ形
Ｂ形
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名称

規格

単位

高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
高力トルシアボルト（耐候性） Ｓ１０ＴＷ
あと施工アンカー スリーブ打込み式
あと施工アンカー スリーブ打込み式
あと施工アンカー スリーブ打込み式
六角ボルト（並ボルト）黒皮
異形棒鋼ロックボルト
異形棒鋼ロックボルト
ねじり棒鋼ロックボルト
ねじり棒鋼ロックボルト
異形棒鋼ロックボルト
ねじり棒鋼ロックボルト
溶接金網 丸鉄線溶接金網
溶接金網 丸鉄線溶接金網
異形鉄筋金網 ＳＤ２９５Ａ
異形鉄筋金網 ＳＤ２９５Ａ
ひし形金網 亜鉛めっき鉄線
セメント（バラ） 普通ポルトランド
セメント（バラ） 早強ポルトランド
セメント（バラ） 高炉Ｂ種
セメント（袋） 普通ポルトランド
セメント（袋） 普通ポルトランド
セメント（袋） 高炉Ｂ種
止水剤

Ｍ２２×長８５ｍｍ ５６８ｇ／組
Ｍ２２×長９０ｍｍ ５８３ｇ／組
Ｍ２２×長９５ｍｍ ５９８ｇ／組
Ｍ２２×長１００ｍｍ ６１３ｇ／組
Ｍ２２×長１０５ｍｍ ６２８ｇ／組
Ｍ２２×長１１０ｍｍ ６４３ｇ／組
Ｍ２２×長１１５ｍｍ ６５８ｇ／組
Ｍ２２×長１２０ｍｍ ６７３ｇ／組
Ｍ２２×長１２５ｍｍ ６８８ｇ／組
Ｍ２２×長１３０ｍｍ ７０３ｇ／組
Ｍ２２×長１３５ｍｍ ７１８ｇ／組
Ｍ２２×長１４０ｍｍ ７３３ｇ／組
Ｍ２２×長１４５ｍｍ ７４８ｇ／組
ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長６５ｍｍ
ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長８０ｍｍ
ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長１００ｍｍ
Ｗ１／２×長２４０ｍｍ ２５９．１ｇ／本
Ｄ２５×長２０００ｍｍ ＳＤ３４５ １２ｔ耐力
Ｄ２５×長３０００ｍｍ ＳＤ３４５ １２ｔ耐力
ＴＤ２４×長３０００ｍｍ １８ｔ耐力
ＴＤ２４×長４０００ｍｍ １８ｔ耐力
Ｄ２５×長４０００ｍｍ ＳＤ３４５ １２ｔ耐力
ＴＤ２４×長６０００ｍｍ １８ｔ耐力
５．０ １５０×１５０ｍｍ ２．１６ｋｇ／ｍ２
６．０ １５０×１５０ｍｍ ３．１１ｋｇ／ｍ２
Ｄ６ １５０×１５０ｍｍ ３．４９ｋｇ／ｍ２
Ｄ１３ １００×１００ｍｍ １９．９ｋｇ／ｍ２
Ｚ－ＧＳ２ 線径２．０×網目５０ｍｍ
バラ
バラ
バラ
袋 ２５ｋｇ
袋 ２５ｋｇ
袋 ２５ｋｇ
止水セメント

組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
組
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
ｍ２
ｍ２
ｋｇ
ｋｇ
ｍ２
ｔ
ｔ
ｔ
袋
袋
袋
ｋｇ

無収縮材 マスターフロー８７０

１８７５ｋｇ／ｍ３

ｋｇ

ＡＥ減水剤 マスターポゾリスＮｏ．８
注入グラウト用混和剤 ウラゴメール
舗装用石灰石粉
道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＬ形
道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＬ形
道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＬ形
道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＬ形

遅延型 Ｃ×０．２～０．５
ウラゴメール
７４μｍ ７０％以上 バラ
幅４５０×高１５５×長６００ｍｍ
幅５００×高１５５×長６００ｍｍ
幅５５０×高１５５×長６００ｍｍ
幅３５０×高１５５×長６００ｍｍ

ｋｇ
ｋｇ
ｔ
個
個
個
個

幅２４０×高２４０×長６００ｍｍ
幅３００×高２４０×長６００ｍｍ
幅３００×高３００×長６００ｍｍ
幅３００×高３６０×長６００ｍｍ
幅３６０×高３００×長６００ｍｍ
幅３６０×高３６０×長６００ｍｍ
幅４５０×高４５０×長６００ｍｍ
幅６００×高６００×長６００ｍｍ
幅２５０×高２５０×長２０００ｍｍ ２９０ｋｇ
幅３００×高３００×長２０００ｍｍ ３４８ｋｇ
幅３００×高４００×長２０００ｍｍ ４２０ｋｇ
幅３００×高５００×長２０００ｍｍ ４９７ｋｇ
幅４００×高４００×長２０００ｍｍ ４５７ｋｇ
幅４００×高５００×長２０００ｍｍ ５３６ｋｇ
幅５００×高５００×長２０００ｍｍ ５９４ｋｇ
幅５００×高６００×長２０００ｍｍ ６８０ｋｇ
幅２５０×高２５０×長２０００ｍｍ ３３３ｋｇ
幅３００×高３００×長２０００ｍｍ ４１９ｋｇ
幅３００×高４００×長２０００ｍｍ ４７２ｋｇ
幅３００×高５００×長２０００ｍｍ ５８５ｋｇ
幅４００×高４００×長２０００ｍｍ ５１６ｋｇ
幅４００×高５００×長２０００ｍｍ ６３４ｋｇ
幅５００×高５００×長２０００ｍｍ ７００ｋｇ
幅５００×高６００×長２０００ｍｍ ８４９ｋｇ
幅３３０×高４５×長６００ｍｍ
幅４００×高６０×長６００ｍｍ
幅４６０×高６５×長６００ｍｍ
幅５６０×高７０×長６００ｍｍ
幅７４０×高７５×長６００ｍｍ
幅３３０×高１００×長６００ｍｍ
幅４００×高１００×長６００ｍｍ
幅４６０×高１００×長６００ｍｍ
幅５６０×高１２０×長６００ｍｍ
幅７４０×高１５０×長６００ｍｍ
幅３６２×高９０×長５００ｍｍ ２９ｋｇ
幅４１２×高９５×長５００ｍｍ ３３ｋｇ
幅５１２×高１１０×長５００ｍｍ ４７ｋｇ
幅６２２×高１２５×長５００ｍｍ ６５ｋｇ
幅３６２×高９０×長５００ｍｍ ３８ｋｇ
幅４１２×高９５×長５００ｍｍ ４５ｋｇ
幅５１２×高１１０×長５００ｍｍ ６５ｋｇ
幅６２２×高１２５×長５００ｍｍ ９１ｋｇ
幅１５０／１７０×高２００×長６００ｍｍ
幅１８０／２０５×高２５０×長６００ｍｍ
幅１８０／２１０×高３００×長６００ｍｍ
幅１２０×高１２０×長６００ｍｍ
幅１５０×高１２０×長６００ｍｍ
幅１５０×高１５０×長６００ｍｍ
厚６０ｍｍ
厚８０ｍｍ
２１５ｋｇ／ｍ２以上 厚１２０ｍｍ
２５０×４００×３５０ １０．０個／ｍ２ Ａ
２５０×４００×３５０ １０．０個／ｍ２ Ａ
４００×３５×２４３０ｍｍ ３０６ｋｇ
４５０×３８×２４３０ｍｍ ３７３ｋｇ
５００×４２×２４３０ｍｍ ４５９ｋｇ
６００×５０×２４３０ｍｍ ６６０ｋｇ
７００×５８×２４３０ｍｍ ８９９ｋｇ
８００×６６×２４３０ｍｍ １１７０ｋｇ
９００×７５×２４３０ｍｍ １５２０ｋｇ

個
個
個
個
個
個
個
個
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
個
個
個
個
個
個
ｍ２
ｍ２
ｍ２
個
個
本
本
本
本
本
本
本

２５０Ｂ
３００
３５０
２５０Ａ

道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ２４０
道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ３００Ａ
道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ３００Ｂ
道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ３００Ｃ
道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ３６０Ａ
道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ３６０Ｂ
道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ４５０
道路用Ｃｏ製品 鉄筋コンクリートＵ形 ６００
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ２５０
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ３００Ａ
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ３００Ｂ
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ３００Ｃ
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ４００Ａ
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ４００Ｂ
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ５００Ａ
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ５００Ｂ
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ２５０
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ３００Ａ
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ３００Ｂ
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ３００Ｃ
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ４００Ａ
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ４００Ｂ
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ５００Ａ
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ５００Ｂ
道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた ２４０
道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた ３００
道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた ３６０
道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた ４５０
道路用Ｃｏ製品 １種普通ふた ６００
道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた ２４０
道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた ３００
道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた ３６０
道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた ４５０
道路用Ｃｏ製品 ２種普通ふた ６００
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種ふた ２５０
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種ふた ３００
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種ふた ４００
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種ふた ５００
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種ふた ２５０
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種ふた ３００
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種ふた ４００
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種ふた ５００
道路用Ｃｏ製品 歩車道境界 Ａ
道路用Ｃｏ製品 歩車道境界 Ｂ
道路用Ｃｏ製品 歩車道境界 Ｃ
道路用Ｃｏ製品 地先境界 Ａ
道路用Ｃｏ製品 地先境界 Ｂ
道路用Ｃｏ製品 地先境界 Ｃ
インターロッキングブロック 標準ブロック
インターロッキングブロック 標準ブロック
張りブロック
コンクリート積みブロック 滑面
コンクリート積みブロック 滑面
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管） Ｂ形１種
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管） Ｂ形１種
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管） Ｂ形１種
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管） Ｂ形１種
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管） Ｂ形１種
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管） Ｂ形１種
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管） Ｂ形１種

単価コード

TZJ2500013
TZJ2500014
TZJ2500015
TZJ2500016
TZJ2500031
TZJ2500032
TZJ2500033
TZJ2500034
TZJ2500035
TZJ2500036
TZJ2500037
TZJ2500038
TZJ2500039
TZJ2500040
TZJ2500041
TZJ3002001
TZJ3004001
TZJ3008001
TZJ3008002
TZJ3008003
TZJ3020002
TZJ3020003
TZJ3020004
TZJ3050001
TZJ3102001
TZJ3104001
TZJ3120002
TZJ3121001
TZJ3122003
TZJ3200001
TZJ3200005
TZJ3200006
TZJ3200007
TZJ3200011
TZJ3200012
TZJ3200018
TZJ3200019
TZJ3200021
TZJ4002001
TZJ4002002
TZJ4002003
TZJ4002004
TZJ4002005
TZJ4002006
TZJ4002007
TZJ4002008
TZJ4002009
TZJ4010001
TZJ4010002
TZJ4041001
TZJ4130002
TZJ4130003
TZJ4130004
TZJ4150001
TZJ4150002
TZJ4152001
TZJ4152002
TZJ4154004
TZJ4154005
TZJ4156005
TZJ4156006
TZJ4156008
TZJ4156009
TZJ4202002
TZJ4202003
TZJ4204001
TZJ4206001
TZJ4206002
TZJ4206003
TZJ4206004
TZJ4206005
TZJ4206006
TZJ4206007
TZJ4206008
TZJ4206009
TZJ4206010
TZJ4206011
TZJ4206012
TZJ4206013
TZJ4206014
TZJ4206015
TZJ4206016
TZJ4206017
TZJ4206018
TZJ4206019
TZJ4206020
TZJ4206021
TZJ4206022
TZJ4206023
TZJ4206024
TZJ4206025
TZJ4206026
TZJ4206027
TZJ4206028
TZJ4206029
TZJ4206030
TZJ4208001
TZJ4208002
TZJ4208003
TZJ4208004
TZJ4208005
TZJ4208006
TZJ4210001
TZJ4210002
TZJ4210003
TZJ4210004

月刊 建設物価 掲載
名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

ヒューム管 外圧管１種 Ｂ形
ヒューム管 外圧管１種 Ｂ形
ヒューム管 外圧管１種 Ｂ形
ヒューム管 外圧管１種 Ｂ形
ヒューム管 外圧管２種 Ｂ形
ヒューム管 外圧管２種 Ｂ形
ヒューム管 外圧管２種 Ｂ形
ヒューム管 外圧管２種 Ｂ形
ヒューム管 外圧管２種 Ｂ形
ヒューム管 外圧管２種 Ｂ形
ヒューム管 外圧管２種 Ｂ形
ヒューム管 外圧管２種 Ｂ形
ヒューム管 外圧管２種 Ｂ形
ヒューム管 外圧管２種 Ｂ形
ヒューム管 外圧管２種 Ｂ形
野芝
高麗芝
筋芝
筋芝
筋芝
種子 トールフェスク
種子 めどはぎ
種子 えにしだ
化学肥料 新まるやま特３号
芝串

径１０００×Ｌ２４３０ｍｍ
径１１００×Ｌ２４３０ｍｍ
径１２００×Ｌ２４３０ｍｍ
径１３５０×Ｌ２４３０ｍｍ
径４００×Ｌ２４３０ｍｍ
径４５０×Ｌ２４３０ｍｍ
径５００×Ｌ２４３０ｍｍ
径６００×Ｌ２４３０ｍｍ
径７００×Ｌ２４３０ｍｍ
径８００×Ｌ２４３０ｍｍ
径９００×Ｌ２４３０ｍｍ
径１０００×Ｌ２４３０ｍｍ
径１１００×Ｌ２４３０ｍｍ
径１２００×Ｌ２４３０ｍｍ
径１３５０×Ｌ２４３０ｍｍ
半土付き
半土付き
Ｗ７ｃｍ 種子帯
Ｗ１０ｃｍ 種子帯
Ｗ１５ｃｍ 種子帯
普通種
マメ科
マメ科
６－１２－８ 粒状固形１５ｋｇ
１００本束

本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
ｍ２
ｍ２
ｍ
ｍ
ｍ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
袋
束

アンカーピン
補助アンカーピン
鉄丸くぎ Ｎ１５０
杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ
杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ
杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ
杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ
杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ
杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ
杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ
杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ
杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ
じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
じゃかご 円筒形 ＧＳ－３
かごマットスロープ型
かごマットスロープ型
麻袋土のう
アスファルト乳剤
アスファルト乳剤
アスファルト乳剤

径１６ Ｌ＝４００ｍｍ
径９ Ｌ＝２００ｍｍ
＃６ Ｌ１５０ｍｍ
Ｌ０．６ｍ 末口６ｃｍ
Ｌ１．８ｍ 末口６ｃｍ
Ｌ０．６ｍ 末口７．５ｃｍ
Ｌ０．７５ｍ 末口７．５ｃｍ
Ｌ１．８ｍ 末口７．５ｃｍ
梢丸太Ｌ２．１ｍ末口７．５ｃｍ
梢丸太 Ｌ４ｍ 末口３ｃｍ
梢丸太 Ｌ４ｍ 末口６ｃｍ
長丸太Ｌ６．３ｍ 中央径６ｃｍ
３．２ｍｍ×１０×４５ｃｍ
３．２ｍｍ×１３×４５ｃｍ
３．２ｍｍ×１５×４５ｃｍ
４ｍｍ×１０×４５ｃｍ
４ｍｍ×１０×６０ｃｍ
４ｍｍ×１３×４５ｃｍ
４ｍｍ×１３×６０ｃｍ
４ｍｍ×１５×４５ｃｍ
４ｍｍ×１５×６０ｃｍ
めっき鉄線 Ｈ３０ｃｍ
めっき鉄線 Ｈ５０ｃｍ
６０×１０５ｃｍ
ＰＫ３ ＰＫ４
ＰＫ３ ＰＫ４
ゴム入り（ＰＫＲ－Ｔ）

本
本
ｋｇ
本
本
本
本
本
本
本
本
本
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ２
ｍ２
枚
ｔ
ｔ
ｔ

道路標識柱オーバーハング 鋼管
道路標識柱オーバーヘッド 鋼管
コンクリート境界くい
デリネーター 土中建込 両面
デリネーター 土中建込 両面
デリネーター 土中建込 両面
デリネーター 土中建込 両面
デリネーター 土中建込 片面
デリネーター 土中建込 片面
デリネーター 土中建込 片面
デリネーター 土中建込 片面
デリネーター ＣＯ建込 両面
デリネーター ＣＯ建込 両面
デリネーター ＣＯ建込 両面
デリネーター ＣＯ建込 両面
デリネーター ＣＯ建込 片面
デリネーター ＣＯ建込 片面
デリネーター ＣＯ建込 片面
デリネーター ＣＯ建込 片面
デリネーター 防護柵建込 両面
デリネーター 防護柵建込 両面
デリネーター 防護柵建込 両面
デリネーター 防護柵建込 両面
デリネーター 防護柵建込 片面
デリネーター 防護柵建込 片面
デリネーター 防護柵建込 片面
デリネーター 防護柵建込 片面
デリネーター 構造物建込 両面
デリネーター 構造物建込 両面
デリネーター 構造物建込 両面
デリネーター 構造物建込 片面
デリネーター 構造物建込 片面
デリネーター 構造物建込 片面
スノーポール 土中建込 両面
スノーポール 土中建込 片面
スノーポール 土中建込 片面
スノーポール ＣＯ建込 両面
スノーポール ＣＯ建込 片面
スノーポール ＣＯ建込 片面
車線分離標 ラバーポール可変式
車線分離標 ラバーポール可変式
車線分離標 ラバーポール可変式
車線分離標 ラバーポール着脱式

Ｆ・逆Ｌ・Ｔ めっき 直管
トラス型 めっき 直管
１２×１２×１２０ 旧建設省型
反射径１００以下 支柱径３４
反射径１００以下 支柱６０．５
反射径１００以下 支柱径８９
反射径３００ 支柱径６０．５
反射径１００以下 支柱径３４
反射径１００以下 支柱６０．５
反射径１００以下 支柱径８９
反射径３００ 支柱径６０．５
反射径１００以下 支柱径３４
反射径１００以下 支柱６０．５
反射径１００以下 支柱径８９
反射径３００ 支柱径６０．５
反射径１００以下 支柱径３４
反射径１００以下 支柱６０．５
反射径１００以下 支柱径８９
反射径３００ 支柱径６０．５
反射径１００以下 バンド式
反射径１００以下 ボルト式樹脂
反射径１００以下 かぶせ式
反射径３００ バンド式
反射径１００以下 バンド式
反射径１００以下 ボルト式
反射径１００以下 かぶせ式
反射径３００ バンド式
反射径１００以下 側壁用
反射径１００以下 ベース
反射径３００ ベースプレート式
反射径１００以下 側壁用
反射径１００以下 ベース
反射径３００ ベースプレート式
反射径１００以下 反射体数１
反射径１００以下 反射体数２
反射径１００以下 反射体数１
反射径１００以下 反射体数１
反射径１００以下 反射体数２
反射径１００以下 反射体数１
径８０×Ｈ４００ベース径２５０
径８０×Ｈ６５０ベース径２５０
径８０×Ｈ８００ベース径２５０
径８０×Ｈ４００ベース径２５０

ｔ
ｔ
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
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名称
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）
遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）
野芝
高麗芝
人工芝類 筋芝
人工芝類 筋芝
人工芝類 筋芝
種子 トールフェスク
種子 めどはぎ
種子 えにしだ
肥料 新まるやま特３号
芝目串
造園資材 わら縄

規格
Ｂ形１種
Ｂ形１種
Ｂ形１種
Ｂ形１種
Ｂ形２種
Ｂ形２種
Ｂ形２種
Ｂ形２種
Ｂ形２種
Ｂ形２種
Ｂ形２種
Ｂ形２種
Ｂ形２種
Ｂ形２種
Ｂ形２種

単位

１０００×８２×２４３０ｍｍ １８５０ｋｇ
１１００×８８×２４３０ｍｍ ２１９０ｋｇ
１２００×９５×２４３０ｍｍ ２６００ｋｇ
１３５０×１０３×２４３０ｍｍ ３１９０ｋｇ
４００×３５×２４３０ｍｍ ３０６ｋｇ
４５０×３８×２４３０ｍｍ ３７３ｋｇ
５００×４２×２４３０ｍｍ ４５９ｋｇ
６００×５０×２４３０ｍｍ ６６０ｋｇ
７００×５８×２４３０ｍｍ ８９９ｋｇ
８００×６６×２４３０ｍｍ １１７０ｋｇ
９００×７５×２４３０ｍｍ １５２０ｋｇ
１０００×８２×２４３０ｍｍ １８５０ｋｇ
１１００×８８×２４３０ｍｍ ２１９０ｋｇ
１２００×９５×２４３０ｍｍ ２６００ｋｇ
１３５０×１０３×２４３０ｍｍ ３１９０ｋｇ
栽培品
栽培品
幅７ｃｍ
幅１０ｃｍ
幅１５ｃｍ
コモン
めどはぎ
えにしだ
Ｎ６ Ｐ１２ Ｋ８ 粒状固形 １５ｋｇ
竹製１５ｃｍ １００本束
径８ｍｍ １４０～１７０ｍ

本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
ｍ２
ｍ２
ｍ
ｍ
ｍ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
袋
束
巻

鉄丸くぎ（ＪＩＳ Ａ ５５０８）
丸太支柱材 切丸太
丸太支柱材 切丸太
丸太支柱材 切丸太
丸太支柱材 切丸太
丸太支柱材 切丸太
丸太支柱材 切丸太
丸太支柱材 梢丸太

Ｎ－１５０ ＃６×１５０ｍｍ ４０本／ｋｇ
末口６．０ｃｍ 長０．６ｍ
末口６．０ｃｍ 長１．８ｍ
末口７．５ｃｍ 長０．６ｍ
末口７．５ｃｍ 長０．７５ｍ
末口７．５ｃｍ 長１．８ｍ
末口７．５ｃｍ 長２．１ｍ
末口３．０ｃｍ 元口６．０ｃｍ 長４．０ｍ

ｋｇ
本
本
本
本
本
本
本

円筒形じゃかご ＧＳ－３
円筒形じゃかご ＧＳ－３
円筒形じゃかご ＧＳ－３
円筒形じゃかご ＧＳ－３
円筒形じゃかご ＧＳ－３
円筒形じゃかご ＧＳ－３
円筒形じゃかご ＧＳ－３
円筒形じゃかご ＧＳ－３
円筒形じゃかご ＧＳ－３
かごマット（スロープ型）長期性能型（めっき鉄線）
かごマット（スロープ型）長期性能型（めっき鉄線）

線径３．２ｍｍ 網目１０ｃｍ
線径３．２ｍｍ 網目１３ｃｍ
線径３．２ｍｍ 網目１５ｃｍ
線径４．０ｍｍ 網目１０ｃｍ
線径４．０ｍｍ 網目１０ｃｍ
線径４．０ｍｍ 網目１３ｃｍ
線径４．０ｍｍ 網目１３ｃｍ
線径４．０ｍｍ 網目１５ｃｍ
線径４．０ｍｍ 網目１５ｃｍ
蓋網６５×４．０×５．０ｍｍ
蓋網６５×５．０×６．０ｍｍ

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ２
ｍ２

アスファルト乳剤 浸透用（ＪＩＳ Ｋ ２２０８）
アスファルト乳剤 浸透用（ＪＩＳ Ｋ ２２０８）
アスファルト乳剤 ゴム入りアスファルト乳剤
目地板 瀝青質板
目地板 瀝青質板
目地板 瀝青繊維質板
目地板 瀝青繊維質板
目地板 ゴム発泡体
目地板 ゴム発泡体
目地板 樹脂発泡体
目地板 樹脂発泡体
目地板 樹脂発泡体
目地板 樹脂発泡体
道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーハング
道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーヘッド
コンクリート境界標杭 国土交通省型
道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用
道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用
道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用
道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用
道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用
道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用
道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用
道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用
道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用
道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用
道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用
道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用
道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用
道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用
道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用
道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用
道路視線誘導標 デリネーター 防護柵（バンド式）
道路視線誘導標 デリネーター 防護柵（ボルト式）
道路視線誘導標 デリネーター 防護柵（かぶせ式）
道路視線誘導標 デリネーター 防護柵（バンド式）
道路視線誘導標 デリネーター 防護柵（バンド式）
道路視線誘導標 デリネーター 防護柵（ボルト式）
道路視線誘導標 デリネーター 防護柵（かぶせ式）
道路視線誘導標 デリネーター 防護柵（バンド式）
道路視線誘導標 デリネーター 構造物（側壁用）
道路視線誘導標 デリネーター 構造物（ベース式）
道路視線誘導標 デリネーター 構造物（ベース式）
道路視線誘導標 デリネーター 構造物（側壁用）
道路視線誘導標 デリネーター 構造物（ベース式）
道路視線誘導標 デリネーター 構造物（ベース式）
スノーポール併用型視線誘導標 土中建込用
スノーポール併用型視線誘導標 土中建込用
スノーポール併用型視線誘導標 土中建込用
スノーポール併用型視線誘導標 コンクリート建込用
スノーポール併用型視線誘導標 コンクリート建込用
スノーポール併用型視線誘導標 コンクリート建込用
道路視線誘導標 車線分離標（ラバーポール）可変式
道路視線誘導標 車線分離標（ラバーポール）可変式
道路視線誘導標 車線分離標（ラバーポール）可変式
道路視線誘導標 車線分離標（ラバーポール）着脱式

ＰＫ－３ プライムコート用
ＰＫ－４ タックコート用
ＰＫＲ－Ｔ、ＰＫＲ－Ｓ
厚１０ｍｍ
厚２０ｍｍ
厚１０ｍｍ
厚２０ｍｍ
厚１０ｍｍ 硬度３０以上
厚２０ｍｍ 硬度３０以上
厚１０ｍｍ 倍率１５
厚１０ｍｍ 倍率３０
厚２０ｍｍ 倍率１５
厚２０ｍｍ 倍率３０
Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 ベースプレート付 鋼管
トラス型 ベースプレート付 鋼管
１２０×１２０×１２００ｍｍ ４１ｋｇ
反射体φ１００ｍｍ以下 両面 支柱φ３４ｍｍ
反射体φ１００ｍｍ以下 両面 支柱φ６０．５ｍｍ
反射体φ１００ｍｍ以下 両面 支柱φ８９ｍｍ
反射体φ３００ｍｍ 両面 支柱φ６０．５ｍｍ
反射体φ１００ｍｍ以下 片面 支柱φ３４ｍｍ
反射体φ１００ｍｍ以下 片面 支柱φ６０．５ｍｍ
反射体φ１００ｍｍ以下 片面 支柱φ８９ｍｍ
反射体φ３００ｍｍ 片面 支柱φ６０．５ｍｍ
反射体φ１００ｍｍ以下 両面 支柱φ３４ｍｍ
反射体φ１００ｍｍ以下 両面 支柱φ６０．５ｍｍ
反射体φ１００ｍｍ以下 両面 支柱φ８９ｍｍ
反射体φ３００ｍｍ 両面 支柱φ６０．５ｍｍ
反射体φ１００ｍｍ以下 片面 支柱φ３４ｍｍ
反射体φ１００ｍｍ以下 片面 支柱φ６０．５ｍｍ
反射体φ１００ｍｍ以下 片面 支柱φ８９ｍｍ
反射体φ３００ｍｍ 片面 支柱φ６０．５ｍｍ
反射体φ１００ｍｍ以下 両面
反射体φ１００ｍｍ以下 両面
反射体φ１００ｍｍ以下 両面
反射体φ３００ｍｍ 両面
反射体φ１００ｍｍ以下 片面
反射体φ１００ｍｍ以下 片面
反射体φ１００ｍｍ以下 片面
反射体φ３００ｍｍ 片面
反射体φ１００ｍｍ以下 両面
反射体φ１００ｍｍ以下 両面
反射体φ３００ｍｍ 両面
反射体φ１００ｍｍ以下 片面
反射体φ１００ｍｍ以下 片面
反射体φ３００ｍｍ 片面
反射体φ１００ｍｍ以下 両面 １個
反射体φ１００ｍｍ以下 片面 ２個
反射体φ１００ｍｍ以下 片面 １個
反射体φ１００ｍｍ以下 両面 １個
反射体φ１００ｍｍ以下 片面 ２個
反射体φ１００ｍｍ以下 片面 １個
φ８０×高４００ｍｍ １本脚 台座径φ２５０ｍｍ
φ８０×高６５０ｍｍ １本脚 台座径φ２５０ｍｍ
φ８０×高８００ｍｍ １本脚 台座径φ２５０ｍｍ
φ８０×高４００ｍｍ ３本脚 台座径φ２５０ｍｍ

径４５ｃｍ
径４５ｃｍ
径４５ｃｍ
径４５ｃｍ
径６０ｃｍ
径４５ｃｍ
径６０ｃｍ
径４５ｃｍ
径６０ｃｍ
高３０ｃｍ
高５０ｃｍ

ｔ
ｔ
ｔ
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｔ
ｔ
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本

月刊 建設物価 掲載

単価コード

TZJ4210005
TZJ4210006
TZJ4210007
TZJ4210008
TZJ4210009
TZJ4212001
TZJ4212002
TZJ4212003
TZJ4212004
TZJ4212005
TZJ4212006
TZJ4212007
TZJ4212008
TZJ4220001
TZJ4220003
TZJ4220005
TZJ4220008
TZJ4220010
TZJ4220012
TZJ4220015
TZJ4220017
TZJ4220020
TZJ4220022
TZJ4223001
TZJ4223002
TZJ4223005
TZJ4223006
TZJ4223009
TZJ4223010
TZJ4223013
TZJ4223014
TZJ4224001
TZJ4224002
TZJ4224003
TZJ4224004
TZJ4224005
TZJ4224006
TZJ4224007
TZJ4224008
TZJ4224009
TZJ4224010
TZJ4224011
TZJ4224012
TZJ4224013
TZJ4224014
TZJ4224015
TZJ4224016
TZJ4224017
TZJ4224018
TZJ4226002
TZJ4226003
TZJ4226006
TZJ4226007
TZJ4226010
TZJ4226011
TZJ4226017
TZJ4226018
TZJ4226019
TZJ4226021
TZJ4226022
TZJ4226023
TZJ4226025
TZJ4226026
TZJ4226027
TZJ4226038
TZJ4226039
TZJ4226045
TZJ4226046
TZJ4226047
TZJ4227002
TZJ4227006
TZJ4227010
TZJ4227018
TZJ4227022
TZJ4227026
TZJ4227038
TZJ4227046
TZJ4230001
TZJ4230002
TZJ4230003
TZJ4230004
TZJ4230005
TZJ4230006
TZJ4230007
TZJ4230008
TZJ4230009
TZJ4230010
TZJ4250001
TZJ4250002
TZJ4252001
TZJ4252002
TZJ4252003
TZJ4252004
TZJ4255001
TZJ4270001
TZJ4270002
TZJ4320007
TZJ4320008
TZJ4320009
TZJ4320010
TZJ4320011
TZJ4320012
TZJ4320013
TZJ4320014
TZJ4320015
TZJ4321001

名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

車線分離標 ラバーポール着脱式
車線分離標 ラバーポール着脱式
車線分離標 ラバーポール固定式
車線分離標 ラバーポール固定式
車線分離標 ラバーポール固定式
道路鋲 穿孔式
道路鋲 穿孔式
道路鋲 穿孔式
道路鋲 穿孔式
道路鋲 穿孔式
道路鋲 貼付式
道路鋲 穿孔式
道路鋲 貼付式
ガードレール 路側・土中用
ガードレール 路側・土中用
ガードレール 路側・土中用
ガードレール 路側・ＣＯ用
ガードレール 路側・ＣＯ用
ガードレール 路側・ＣＯ用
ガードレール 路側・土中用
ガードレール 路側・土中用
ガードレール 路側・ＣＯ用
ガードレール 路側・ＣＯ用
ガードレール 分離帯・土中用
ガードレール 分離帯・土中用
ガードレール 分離帯・土中用
ガードレール 分離帯・土中用
ガードレール 分離帯・ＣＯ用
ガードレール 分離帯・ＣＯ用
ガードレール 分離帯・ＣＯ用
ガードレール 分離帯・ＣＯ用
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・土中
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
耐雪型ガードレール 路側・ＣＯ
ガードケーブル 土中用 塗装
ガードケーブル 土中用 塗装
ガードケーブル 土中用 塗装
ガードケーブル 土中用 塗装
ガードケーブル 土中用 塗装
ガードケーブル 土中用 塗装
ガードケーブル 土中用 めっき
ガードケーブル 土中用 めっき
ガードケーブル 土中用 めっき
ガードケーブル 土中用 めっき
ガードケーブル 土中用 めっき
ガードケーブル 土中用 めっき
ガードケーブル 土中用 めっき
ガードケーブル 土中用 めっき
ガードケーブル 土中用 めっき
ガードケーブル 土中用 塗装
ガードケーブル端末埋込 土中用
ガードケーブル 土中用 めっき
ガードケーブル 土中用 めっき
ガードケーブル端末埋込 土中用
ガードケーブル ＣＯ用 塗装
ガードケーブル ＣＯ用 塗装
ガードケーブル ＣＯ用 塗装
ガードケーブル ＣＯ用 めっき
ガードケーブル ＣＯ用 めっき
ガードケーブル ＣＯ用 めっき
ガードケーブル ＣＯ用 塗装
ガードケーブル ＣＯ用 めっき
ガードパイプ 歩車道境界 土中
ガードパイプ 歩車道境界 土中
ガードパイプ 歩車道境界 土中
ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ
ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ
ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ
ガードパイプ 歩車道境界 土中
ガードパイプ 歩車道境界 土中
ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ
ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ
標準型吸音パネル
標準型吸音パネル
遮音壁用パネル落下防止ワイヤ
遮音壁用パネル落下防止ワイヤ
遮音壁用パネル落下防止ワイヤ
遮音壁用パネル落下防止ワイヤ
遮音壁用下段パネル
透光板（アイボルト無し）
透光板（アイボルト無し）

径８０×Ｈ６５０ベース径２５０
径８０×Ｈ８００ベース径２５０
径８０×Ｈ４００ベース径２５０
径８０×Ｈ６５０ベース径２５０
径８０×Ｈ８００ベース径２５０
大型 両面 設置幅３０ｃｍ
大型 両面 設置幅２０ｃｍ
大型 片面 設置幅３０ｃｍ
大型 片面 設置幅２０ｃｍ
小型 両面 設置幅１５ｃｍ
小型 両面 設置幅１０ｃｍ
小型 片面 設置幅１５ｃｍ
小型 片面 設置幅１０ｃｍ
新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装
新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装
新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装
新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装
新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装
新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 塗装
新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ めっき
新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ めっき
新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ めっき
新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ めっき
新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 塗装
新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ 塗装
新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ めっき
新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ めっき
新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 塗装
新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 塗装
新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ めっき
新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ めっき
Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ 塗装
Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ 塗装
Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ 塗装
Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ 塗装
Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ 塗装
Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ 塗装
Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ 塗装
Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ 塗装
Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ 塗装
Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ 塗装
Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ 塗装
Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ 塗装
Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ 塗装
Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ 塗装
Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ 塗装
Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ 塗装
Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ 塗装
Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ 塗装
Ｇｃ－Ａ－６Ｅ 中間支柱
Ｇｃ－Ａ－６Ｅ 端末・埋込
Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 中間支柱
Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 端末・埋込
Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 中間支柱
Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 端末・埋込
Ｇｃ－Ａ－６Ｅ ケーブル
Ｇｃ－Ａ－６Ｅ 中間支柱
Ｇｃ－Ａ－６Ｅ 端末・埋込
Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ケーブル
Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 中間支柱
Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 端末・埋込
Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ケーブル
Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 中間支柱
Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 端末・埋込
Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ 中間支柱
ＧｃＢｍ６Ｅ 塗装 ２００ｍｍ
Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ ケーブル
Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ 中間支柱
ＧｃＢｍ６Ｅめっき ２００ｍｍ
Ｇｃ－Ａ－４Ｂ 中間支柱
Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 中間支柱
Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 中間支柱
Ｇｃ－Ａ－４Ｂ 中間支柱
Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 中間支柱
Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 中間支柱
Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ 中間支柱
Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ 中間支柱
Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ 塗装
Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ 塗装
Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ 塗装
Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ 塗装
Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ 塗装
Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ 塗装
Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ めっき
Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ めっき
Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ めっき
Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ めっき
９５×５００×１９６０ｍｍ
９５×５００×３９６０ｍｍ
径６．３×Ｌ２５００ｍｍ
径６．３×Ｌ４５００ｍｍ
径６．３×Ｌ６５００ｍｍ
径６．３×Ｌ８５００ｍｍ
Ｗ２５５ｍｍ
１０００×１９６０×９５ｍｍ
１０００×３９６０×９５ｍｍ

本
本
本
本
本
個
個
個
個
個
個
個
個
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
本
本
本
本
本
本
ｍ
本
本
ｍ
本
本
ｍ
本
本
本
本
ｍ
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
枚
枚
本
本
本
本
ｍ
枚
枚

落石防護柵部材
落石防護柵部材
落石防護柵部材
落石防護柵部材

８本掛用
８本掛用
８本掛用
５本掛用

ｍ
本
本
本

改良コン中建込
改良コン中建込
改良コン中建込
改良コン中建込

ケーブル
中間支柱
端末支柱
中間支柱

めっき
めっき
めっき
めっき
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名称

規格

単位

道路視線誘導標 車線分離標（ラバーポール）着脱式
道路視線誘導標 車線分離標（ラバーポール）着脱式
道路視線誘導標 車線分離標（ラバーポール）固定式
道路視線誘導標 車線分離標（ラバーポール）固定式
道路視線誘導標 車線分離標（ラバーポール）固定式
道路鋲 チャッターバー
道路鋲 チャッターバー
道路鋲 チャッターバー
道路鋲 チャッターバー

φ８０×高６５０ｍｍ ３本脚 台座径φ２５０ｍｍ
φ８０×高８００ｍｍ ３本脚 台座径φ２５０ｍｍ
φ８０×高４００ｍｍ 台座径φ２５０ｍｍ
φ８０×高６５０ｍｍ 台座径φ２５０ｍｍ
φ８０×高８００ｍｍ 台座径φ２５０ｍｍ
設置幅３００ｍｍ 両面（スワレフレックス）
設置幅２００ｍｍ 両面（スワレフレックス）
設置幅３００ｍｍ 片面（スワレフレックス）
設置幅２００ｍｍ 片面（スワレフレックス）

本
本
本
本
本
個
個
個
個

標準型ガードレール 路側用（土中建込） 白色塗装
標準型ガードレール 路側用（土中建込） 白色塗装
標準型ガードレール 路側用（土中建込） 白色塗装
標準型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込） 白色塗装
標準型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込） 白色塗装
標準型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込） 白色塗装
標準型ガードレール 路側用（土中建込） めっき
標準型ガードレール 路側用（土中建込） めっき
標準型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込） めっき
標準型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込） めっき
標準型ガードレール 分離帯用（土中建込）白色塗装
標準型ガードレール 分離帯用（土中建込）白色塗装
標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） めっき
標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） めっき
標準型ガードレール 分離帯用（Ｃｏ建込）白色塗装
標準型ガードレール 分離帯用（Ｃｏ建込）白色塗装
標準型ガードレール 分離帯用（Ｃｏ建込） めっき
標準型ガードレール 分離帯用（Ｃｏ建込） めっき
耐雪型ガードレール 路側用（土中建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（土中建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（土中建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（土中建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（土中建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（土中建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（土中建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（土中建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（土中建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込） 白色塗装
耐雪型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込） 白色塗装
標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装
標準型ガードケーブル 埋込式端末支柱 白色塗装
標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装
標準型ガードケーブル 埋込式端末支柱 白色塗装
標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装
標準型ガードケーブル 埋込式端末支柱 白色塗装
標準型ガードケーブル ケーブル めっき
標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）めっき
標準型ガードケーブル ケーブル めっき
標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）めっき
標準型ガードケーブル ケーブル めっき
標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）めっき
標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装
標準型ガードケーブル 埋込式端末支柱 白色塗装
標準型ガードケーブル ケーブル めっき
標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）めっき
標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装
標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装
標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装
標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき
標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき
標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき
標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装
標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき
標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込 白色塗装
標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込 白色塗装
標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込 白色塗装
標準型ガードパイプ 歩車道境界Ｃｏ建込 白色塗装
標準型ガードパイプ 歩車道境界Ｃｏ建込 白色塗装
標準型ガードパイプ 歩車道境界Ｃｏ建込 白色塗装
標準型ガードパイプ 歩車道境界（土中建込）めっき
標準型ガードパイプ 歩車道境界（土中建込）めっき
標準型ガードパイプ 歩車道境界（Ｃｏ建込）めっき
標準型ガードパイプ 歩車道境界（Ｃｏ建込）めっき
遮音壁 標準型防音パネル（Ｚ２７）
遮音壁 標準型防音パネル（Ｚ２７）

新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 旧Ｇｒ－Ａ－４Ｅ
新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ
新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 旧Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ
新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 旧Ｇｒ－Ａ－２Ｂ
新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ
新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 旧Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ
新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 旧Ｇｒ－Ａ－４Ｅ
新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ
新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 旧Ｇｒ－Ａ－２Ｂ
新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ
新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ
新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ 旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ
新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ
新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ 旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ
新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ
新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ
新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ
新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ
新旧Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ
新旧Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ
新旧Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ
新旧Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ
新旧Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ
新旧Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ
新旧Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ
新旧Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ
新旧Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ
新旧Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ
新旧Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ
新旧Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ
新旧Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ
新旧Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ
新旧Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ
新旧Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ
新旧Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ
新旧Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ
Ｇｃ－Ａ－６Ｅ ４．５×φ１３９．８×２６５０
Ｇｃ－Ａ－６Ｅ ５．０×φ１６５．２×１５００
Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ４．５×φ１１４．３×２３７０
Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ４．５×φ１１４．３×１３２０
Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ４．５×φ１１４．３×２１４０
Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ４．５×φ１１４．３×１１４０
Ｇｃ－Ａ－６Ｅ φ１８ｍｍ 条数５
Ｇｃ－Ａ－６Ｅ ４．５×φ１３９．８×２６５０
Ｇｃ－Ａ－６Ｅ ５．０×φ１６５．２×１５００
Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ φ１８ｍｍ 条数４
Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ４．５×φ１１４．３×２３７０
Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ４．５×φ１１４．３×１３２０
Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ φ１８ｍｍ 条数３
Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ４．５×φ１１４．３×２１４０
Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ４．５×φ１１４．３×１１４０
Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ ４．５×φ１１４．３×２３３０
Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ４．５×２００×１５０×１３８０
Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ φ１８ｍｍ 条数６
Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ ４．５×φ１１４．３×２３３０
Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ４．５×２００×１５０×１３８０
Ｇｃ－Ａ－４Ｂ ４．５×φ１３９．８×１４００
Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ ４．５×φ１１４．３×１２７０
Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ ４．５×φ１１４．３×１１４０
Ｇｃ－Ａ－４Ｂ ４．５×φ１３９．８×１４００
Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ ４．５×φ１１４．３×１２７０
Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ ４．５×φ１１４．３×１１４０
Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ ４．５×φ１１４．３×１２３０
Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ ４．５×φ１１４．３×１２３０
Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ
Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ
Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ
Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ
Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ
Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ
Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ
Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ
Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ
Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ
厚９５×幅５００×長１９６０ｍｍ アイボルト無し
厚９５×幅５００×長３９６０ｍｍ アイボルト無し
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遮音壁 透光板（ポリカーボネート板 厚５ｍｍ）
遮音壁 透光板（ポリカーボネート板 厚５ｍｍ）
落石防護柵（従来型） ケーブル 亜鉛めっき
落石防護柵（従来型） 中間支柱 亜鉛めっき
落石防護柵（従来型） 端末支柱 亜鉛めっき
落石防護柵（従来型） ケーブル 亜鉛めっき
落石防護柵（従来型） 中間支柱 亜鉛めっき
落石防護柵（従来型） 端末支柱 亜鉛めっき
落石防護柵（改良型） ケーブル 亜鉛めっき
落石防護柵（改良型） 中間支柱 亜鉛めっき
落石防護柵（改良型） 端末支柱 亜鉛めっき
落石防護柵（改良型） 中間支柱 亜鉛めっき

厚９５×幅１０００×長１９６０ｍｍアイボルト無し
厚９５×幅１０００×長３９６０ｍｍアイボルト無し
柵高１．５５ｍ ５本掛 金網Ｚ－ＧＳ３種
柵高１．５５ｍ ５本掛 Ｕボルト付
柵高１．５５ｍ ５本掛 索端金具付
柵高２．０ｍ ６本掛 金網Ｚ－ＧＳ３種
柵高２．０ｍ ６本掛 Ｕボルト付
柵高２．０ｍ ６本掛 索端金具付
柵高２．５ｍ ８本掛 金網Ｚ－ＧＳ３種
柵高２．５ｍ ８本掛 Ｕボルト付
柵高２．５ｍ ８本掛 索端金具付
柵高１．５ｍ ５本掛 Ｕボルト付

枚
枚
ｍ
本
本
ｍ
本
本
ｍ
本
本
本

単価コード

TZJ4321002
TZJ4321003
TZJ4321004
TZJ4332002
TZJ4332003
TZJ4332004
TZJ4332005
TZJ4332006
TZJ4332007
TZJ4332008
TZJ4332009
TZJ4332010
TZJ4332011
TZJ4333005
TZJ4333008
TZJ4333009
TZJ4334001
TZJ4334002
TZJ4334003
TZJ4334004
TZJ4335001
TZJ4335002
TZJ4336001
TZJ4336002
TZJ4337001
TZJ4337002
TZJ4350005
TZJ4350007
TZJ4352001
TZJ4405005
TZJ4405006
TZJ4405007
TZJ4405008
TZJ4405009
TZJ4405010
TZJ4406001
TZJ4406002
TZJ4406003
TZJ4406004
TZJ4406005
TZJ4406006
TZJ4406008
TZJ4407004
TZJ4409001
TZJ4409002
TZJ4409003
TZJ4409004
TZJ4432002
TZJ4432003
TZJ4432004
TZJ4432005
TZJ4432006
TZJ4432007
TZJ4432009
TZJ4433001
TZJ4433005
TZJ4433006
TZJ4433010
TZJ4433011
TZJ4433012
TZJ4433013
TZJ4433014
TZJ4435001
TZJ4435002
TZJ4435004
TZJ4435005
TZJ4435006
TZJ4435007
TZJ4435008
TZJ4435010
TZJ4436001
TZJ4436002
TZJ4436003
TZJ4436004
TZJ4436013
TZJ4436014
TZJ4436015
TZJ4436016
TZJ4436017
TZJ4436018
TZJ4436019
TZJ4436020
TZJ4436021
TZJ4436022
TZJ4436023
TZJ4436024
TZJ4436025
TZJ4436026
TZJ4436027
TZJ4436028
TZJ4437009
TZJ4437010
TZJ4437011
TZJ4437012
TZJ4437013
TZJ4437014
TZJ4439001
TZJ4439002
TZJ4439003
TZJ4439004
TZJ4439006
TZJ4439007
TZJ4439008
TZJ4439009
TZJ4439010
TZJ4439011

月刊 建設物価 掲載
名称

月刊 積算資料 掲載
規格

落石防護柵部材 改良コン中建込
落石防護柵部材 改良コン中建込
落石防護柵部材 改良コン中建込
落石防止網 金網
落石防止網 金網
落石防止網 金網
落石防止網 金網
落石防止網 金網
落石防止網 金網
落石防止網 金網
落石防止網 金網
落石防止網 金網
落石防止網 金網
落石防止網 岩盤アンカー
落石防止網 羽根付アンカー
落石防止網 組立アンカー
落石防止網 ロープ
落石防止網 ロープ
落石防止網 ロープ
落石防止網 ロープ
落石防止網 クロスクリップ
落石防止網 クロスクリップ

７本掛用 中間支柱 めっき
８本掛用 中間支柱 めっき
１０本掛用 中間支柱 めっき
Ｚ－ＧＳ３ ４×５０ｍｍ
Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ｍｍ
Ｚ－ＧＳ３ ２．６×５０ｍｍ
Ｚ－ＧＳ４ ５×５０ｍｍ
Ｚ－ＧＳ４ ４×５０ｍｍ
Ｚ－ＧＳ４ ３．２×５０ｍｍ
Ｚ－ＧＳ７ ５×５０ｍｍ
Ｚ－ＧＳ７ ４×５０ｍｍ
Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０ｍｍ
Ｚ－ＧＳ７ ２．６×５０ｍｍ
Ｄ２２×１０００ｍｍ
径２５×１５００ｍｍ
径２５×１５００ｍｍ
３×７ Ｇ／Ｏ 径１８ｍｍ
３×７ Ｇ／Ｏ 径１６ｍｍ
３×７ Ｇ／Ｏ 径１４ｍｍ
３×７ Ｇ／Ｏ 径１２ｍｍ
径１６ｍｍ用
径１２ｍｍ用

落石防止網 結合コイル
落石防止網 結合コイル
路面標示用塗料 ２種Ｂ
路面標示用塗料 １種Ｂ
ガラスビーズ
トンネル支保工 Ｈ形鋼曲げ本体
トンネル支保工 Ｈ形鋼曲げ本体
トンネル支保工 Ｈ形鋼曲げ本体
トンネル支保工 Ｈ形鋼曲げ本体
トンネル支保工 Ｈ形鋼曲げ本体
トンネル支保工 Ｈ形鋼曲げ本体
トンネル支保工 附属品
トンネル支保工 加工費
トンネル支保工 加工費
トンネル支保工 加工費
トンネル支保工 加工費
トンネル支保工 加工費
トンネル支保工 加工費
トンネル支保工 加算額
橋梁用床版 ソリッドタイプ
橋梁用床版 ソリッドタイプ
橋梁用床版 ソリッドタイプ
橋梁用床版 ソリッドタイプ
ＰＣ鋼より線 線材
ＰＣ鋼より線 線材
ＰＣ鋼より線 線材
ＰＣ鋼より線 線材
ＰＣ鋼より線 線材
ＰＣ鋼より線 線材
ＰＣ鋼より線 線材
ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法
ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法
ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法
ＰＣ鋼線定着シングルストランド
ＰＣ鋼線定着シングルストランド
ＰＣ鋼線定着シングルストランド
ＰＣ鋼線定着シングルストランド
ＰＣ鋼線定着シングルストランド
ＰＣ用定着装置アンカープレート
ＰＣ用定着装置アンカープレート
ＰＣ用定着装置アンカープレート
ＰＣ用定着装置アンカープレート
ＰＣ用定着装置アンカープレート
ＰＣ用定着装置アンカープレート
ＰＣ用定着装置アンカープレート
ＰＣ用定着装置アンカープレート
ディビダーク鋼棒 Ａ種２号
ディビダーク鋼棒 Ａ種２号
ディビダーク鋼棒 Ｂ種２号
ディビダーク鋼棒 Ｂ種２号
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号
ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法
ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法
ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法
ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法
ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法
ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法
ＰＣ鋼棒 鋼ナット
ＰＣ鋼棒 鋼ナット
ＰＣ鋼棒 鋼ナット
ＰＣ鋼棒 鋼ナット
ＰＣ鋼棒 カップラー
ＰＣ鋼棒 カップラー
ＰＣ鋼棒 ワッシャー
ＰＣ鋼棒 ワッシャー
ＰＣ鋼棒 ワッシャー
ＰＣ鋼棒 ワッシャー

４×７０×３００ｍｍ
３．２×５０×３００ｍｍ
加熱 白
常温 白
１号
ＳＳ４００ １００×１００
ＳＳ４００ １２５×１２５
ＳＳ４００ １５０×１５０
ＳＳ４００ １７５×１７５
ＳＳ４００ ２００×２００
ＳＳ４００ ２５０×２５０
継手板（頂板）・底板 各型
溶接費 Ｈ１００×１００
溶接費 Ｈ１２５×１２５
溶接費 Ｈ１５０×１５０
溶接費 Ｈ１７５×１７５
溶接費 Ｈ２００×２００
穴あけ
Ｒ止り
本体パネル ＳＳ４００
異形パネル ＳＳ４００
ハンチ部
地覆型枠
７本より線Ｂ種 径１２．７ｍｍ
７本より線Ｂ種 径１５．２ｍｍ
７本より線Ａ種 径１２．４ｍｍ
７本より線Ａ種 径１５．２ｍｍ
１９本より線 径１７．８ｍｍ
１９本より線 径１９．３ｍｍ
１９本より線 径２１．８ｍｍ
緊張側 １３０Ｔ型 ７Ｔ１３Ｍ
緊張側 ３２０Ｔ型１２Ｔ１５Ｍ
固定側１３０Ｔ型 Ｄ７Ｖ１３Ｅ
後付用 ６０Ｔ型 １Ｔ２１．８
埋込用 ６０Ｔ型 １Ｔ２１．８
後付用 ４０Ｔ型 １Ｔ１７．８
後付用 ５０Ｔ型 １Ｔ１９．３
後付用 ６０Ｔ型 １Ｔ２１．８
スリーブ付１Ｓ１７．８用
スリーブ付１Ｓ１９．３用
スリーブ付１Ｓ２１．８用
１Ｓ１２．４用
１Ｓ１５．２用
１Ｓ１７．８用
１Ｓ１９．３用
１Ｓ２１．８用
径２６ｍｍ ５～８ｍ未満
径３２ｍｍ ５～８ｍ未満
径２６ｍｍ ５～８ｍ未満
径３２ｍｍ ５～８ｍ未満
径１７ｍｍ ５～８ｍ未満
径２３ｍｍ ５～８ｍ未満
径２６ｍｍ ５～８ｍ未満
径３２ｍｍ ５～８ｍ未満
径１７ｍｍ ８ｍ以上
径２３ｍｍ ８ｍ以上
径２６ｍｍ ８ｍ以上
径３２ｍｍ ８ｍ以上
径１７ｍｍ ５～８ｍ未満
径２３ｍｍ ５～８ｍ未満
径２６ｍｍ ５～８ｍ未満
径３２ｍｍ ５～８ｍ未満
径１７ｍｍ ８ｍ以上
径２３ｍｍ ８ｍ以上
径２６ｍｍ ８ｍ以上
径３２ｍｍ ８ｍ以上
後付用 φ２３
後付用 φ２６
後付用 φ３２
埋込用 φ２３
埋込用 φ２６
埋込用 φ３２
径１７ （Ａ～Ｃ種 １号）
径２３ （Ａ～Ｃ種 １号）
径２６ （Ａ～Ｃ種 １号）
径３２ （Ａ～Ｃ種 １号）
径２３ （Ａ～Ｃ種 １号）
径２６ （Ａ～Ｃ種 １号）
径１７ （Ａ～Ｃ種 １号）
径２３ （Ａ～Ｃ種 １号）
径２６ （Ａ～Ｃ種 １号）
径３２ （Ａ～Ｃ種 １号）

単位
本
本
本
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
本
本
本
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
個
個

名称
落石防護柵（改良型） 中間支柱 亜鉛めっき
落石防護柵（改良型） 中間支柱 亜鉛めっき
落石防護柵（改良型） 中間支柱 亜鉛めっき
落石防止網 金網 Ｚ－ＧＳ３ 亜鉛めっき３種
落石防止網 金網 Ｚ－ＧＳ３ 亜鉛めっき３種
落石防止網 金網 Ｚ－ＧＳ３ 亜鉛めっき３種
落石防止網 金網 Ｚ－ＧＳ４ 亜鉛めっき４種
落石防止網 金網 Ｚ－ＧＳ４ 亜鉛めっき４種
落石防止網 金網 Ｚ－ＧＳ４ 亜鉛めっき４種
落石防止網 金網 Ｚ－ＧＳ７ 厚めっき
落石防止網 金網 Ｚ－ＧＳ７ 厚めっき
落石防止網 金網 Ｚ－ＧＳ７ 厚めっき

落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）
落石防止網 羽根付アンカー
落石防止網 組立アンカー
落石防止網 ワイヤーロープ 普通めっき
落石防止網 ワイヤーロープ 普通めっき
落石防止網 ワイヤーロープ 普通めっき
落石防止網 ワイヤーロープ 普通めっき
落石防止網 クロスクリップ
落石防止網 クロスクリップ
落石防止網 ワイヤクリップ
落石防止網 ワイヤクリップ
個
落石防止網 結合コイル
個
落石防止網 結合コイル
リットル 路面標示用塗料 トラフィックペイント
リットル 路面標示用塗料 トラフィックペイント
ｋｇ
路面標示用塗料 ガラスビーズ
ｔ
トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工 Ｈ形鋼曲げ本体
ｔ
トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工 Ｈ形鋼曲げ本体
ｔ
トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工 Ｈ形鋼曲げ本体
ｔ
トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工 Ｈ形鋼曲げ本体
ｔ
トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工 Ｈ形鋼曲げ本体
ｔ
トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工 Ｈ形鋼曲げ本体
ｔ
トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工 付属品
箇所
トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工 加工費
箇所
トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工 加工費
箇所
トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工 加工費
箇所
トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工 加工費
箇所
トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工 加工費
箇所
トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工 加工費
ｔ
トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工エキストラ
ｔ
橋梁用床版 グレーチング床版（ソリッドタイプ）
ｔ
橋梁用床版 グレーチング床版（ソリッドタイプ）
ｔ
橋梁用床版 グレーチング床版（ソリッドタイプ）
ｔ
橋梁用床版 グレーチング床版（ソリッドタイプ）
ｋｇ
ＰＣ鋼より線
ｋｇ
ＰＣ鋼より線
ｋｇ
ＰＣ鋼より線
ｋｇ
ＰＣ鋼より線
ｋｇ
ＰＣ鋼より線
ｋｇ
ＰＣ鋼より線
ｋｇ
ＰＣ鋼より線
組
ＰＣ用定着装置 ＦＫＫフレシネー 緊張側用
組
ＰＣ用定着装置 ＦＫＫフレシネー 緊張側用
組
組
ＰＣ用定着装置 シングルストランド 後付用
組
ＰＣ用定着装置 シングルストランド 埋込用
組
ＰＣ用定着装置 シングルストランド 後付用
組
ＰＣ用定着装置 シングルストランド 後付用
組
ＰＣ用定着装置 シングルストランド 後付用
組
ＰＣ用定着装置 シングルストランド 埋込用
組
ＰＣ用定着装置 シングルストランド 埋込用
組
ＰＣ用定着装置 シングルストランド 埋込用
個
ＰＣ用定着装置 シングルストランド 後付用
個
ＰＣ用定着装置 シングルストランド 後付用
個
ＰＣ用定着装置 シングルストランド 後付用
個
ＰＣ用定着装置 シングルストランド 後付用
個
ＰＣ用定着装置 シングルストランド 後付用
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ａ種２号（ディビダーク鋼棒）
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ａ種２号（ディビダーク鋼棒）
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号（ディビダーク鋼棒）
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号（ディビダーク鋼棒）
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 ＳＢＰＲ９３０／１０８０
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 ＳＢＰＲ９３０／１０８０
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 ＳＢＰＲ９３０／１０８０
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 ＳＢＰＲ９３０／１０８０
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 ＳＢＰＲ９３０／１０８０
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 ＳＢＰＲ９３０／１０８０
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 ＳＢＰＲ９３０／１０８０
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 ＳＢＰＲ９３０／１０８０
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 ＳＢＰＲ１０８０／１２３０
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 ＳＢＰＲ１０８０／１２３０
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 ＳＢＰＲ１０８０／１２３０
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 ＳＢＰＲ１０８０／１２３０
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 ＳＢＰＲ１０８０／１２３０
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 ＳＢＰＲ１０８０／１２３０
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 ＳＢＰＲ１０８０／１２３０
ｋｇ
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 ＳＢＰＲ１０８０／１２３０
組
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒 後付用
組
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒 後付用
組
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒 後付用
組
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒 埋込用
組
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒 埋込用
組
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒 埋込用
個
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒
個
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒
個
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒
個
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒
個
個
個
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒
個
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒
個
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒
個
ＰＣ用定着装置 ＰＣ（普通）鋼棒
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規格

単位

柵高２．０ｍ ７本掛 Ｕボルト付
柵高２．５ｍ ８本掛 Ｕボルト付
柵高３．０ｍ １０本掛 Ｕボルト付
外径４．０×網目５０ｍｍ
外径３．２×網目５０ｍｍ
外径２．６×網目５０ｍｍ
外径５．０×網目５０ｍｍ
外径４．０×網目５０ｍｍ
外径３．２×網目５０ｍｍ
外径５．０×網目５０ｍｍ
外径４．０×網目５０ｍｍ
外径３．２×網目５０ｍｍ

本
本
本
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２

Ｄ２２×１０００ｍｍ
φ２５×１５００ｍｍ
４－φ２５×１５００ｍｍ
３×７ Ｇ／Ｏ φ１８
３×７ Ｇ／Ｏ φ１６
３×７ Ｇ／Ｏ φ１４
３×７ Ｇ／Ｏ φ１２
φ１８、φ１６用
φ１４、φ１２、φ８用
φ１６用
φ１２用
φ４．０×７０×３００ｍｍ
φ３．２×５０×３００ｍｍ
ＪＩＳ Ｋ５６６５ ２種Ｂ 加熱型 液状 白
ＪＩＳ Ｋ５６６５ １種Ｂ 常温型 液状 白
ＪＩＳ Ｒ３３０１ １号φ０．１０６～０．８５０
ＳＳ４００ １００×１００シリーズ
ＳＳ４００ １２５×１２５シリーズ
ＳＳ４００ １５０×１５０シリーズ
ＳＳ４００ １７５×１７５シリーズ
ＳＳ４００ ２００×２００シリーズ
ＳＳ４００ ２５０×２５０シリーズ
継手板（頂板）・底板
継手板（頂板）・底板 溶接費 Ｈ－１００×１００
継手板（頂板）・底板 溶接費 Ｈ－１２５×１２５
継手板（頂板）・底板 溶接費 Ｈ－１５０×１５０
継手板（頂板）・底板 溶接費 Ｈ－１７５×１７５
継手板（頂板）・底板 溶接費 Ｈ－２００×２００
継手板（頂板）・底板・Ｈ形鋼曲げ本体 孔あけ費
Ｒ止りエキストラ
本体パネル ＳＳ４００
異形パネル ＳＳ４００
ハンチ部
地覆型枠
ＳＷＰＲ７Ｂ ７本より線 Ｂ種 径１２．７ｍｍ
ＳＷＰＲ７Ｂ ７本より線 Ｂ種 径１５．２ｍｍ
ＳＷＰＲ７Ａ ７本より線 Ａ種 径１２．４ｍｍ
ＳＷＰＲ７Ａ ７本より線 Ａ種 径１５．２ｍｍ
ＳＷＰＲ１９ １９本より線 径１７．８ｍｍ
ＳＷＰＲ１９ １９本より線 径１９．３ｍｍ
ＳＷＰＲ１９ １９本より線 径２１．８ｍｍ
１３０Ｔ型 ７Ｔ１３Ｍ１３０ キャップ付き
３２０Ｔ型 １２Ｔ１５Ｍ３１９ キャップ付き

本
本
本
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
個
個
個
個
個
個
Ｌ
Ｌ
ｋｇ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
個所
個所
個所
個所
個所
個所
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
組
組

６０Ｔ型 １Ｔ２１．８ グラウト注入径１２．７
６０Ｔ型 １Ｔ２１．８ グラウト注入径１２．７
４０Ｔ型 １Ｔ１７．８ グラウト注入径１２．７
５０Ｔ型 １Ｔ１９．３ グラウト注入径１２．７
６０Ｔ型 １Ｔ２１．８ グラウト注入径１２．７
スリーブ付きアンカープレート １Ｔ１７．８
スリーブ付きアンカープレート １Ｔ１９．３
スリーブ付きアンカープレート １Ｔ２１．８
アンカープレート １Ｔ１２．７ 注入径１２．７
アンカープレート １Ｔ１５．２ 注入径１２．７
アンカープレート １Ｔ１７．８ 注入径１２．７
アンカープレート １Ｔ１９．３ 注入径１２．７
アンカープレート １Ｔ２１．８ 注入径１２．７
５～８ｍ未満 径２６ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ
５～８ｍ未満 径３２ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ
５～８ｍ未満 径２６ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ
５～８ｍ未満 径３２ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ
５～８ｍ未満 径１７ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ
５～８ｍ未満 径２３ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ
５～８ｍ未満 径２６ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ
５～８ｍ未満 径３２ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ
８ｍ以上 径１７ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ
８ｍ以上 径２３ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ
８ｍ以上 径２６ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ
８ｍ以上 径３２ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ
５～８ｍ未満 径１７ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ
５～８ｍ未満 径２３ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ
５～８ｍ未満 径２６ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ
５～８ｍ未満 径３２ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ
８ｍ以上 径１７ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ
８ｍ以上 径２３ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ
８ｍ以上 径２６ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ
８ｍ以上 径３２ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ
φ２３ グラウト注入径１２．７
φ２６ グラウト注入径１２．７
φ３２ グラウト注入径１２．７
φ２３ グラウト注入径１２．７
φ２６ グラウト注入径１２．７
φ３２ グラウト注入径１２．７
ナット φ１７
ナット φ２３
ナット φ２６
ナット φ３２

組
組
組
組
組
個
個
個
個
個
個
個
個
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
組
組
組
組
組
組
個
個
個
個

ワッシャー
ワッシャー
ワッシャー
ワッシャー

個
個
個
個

φ１７
φ２３
φ２６
φ３２

単価コード

TZJ4439012
TZJ4439013
TZJ4439014
TZJ4439015
TZJ4441001
TZJ4441002
TZJ4442001
TZJ4442002
TZJ4442003
TZJ4442004
TZJ4442005
TZJ4574101
TZJ4574102
TZJ4574103
TZJ4574104
TZJ4604002
TZJ4710001
TZJ4716002
TZJ4718001
TZJ4718002
TZJ4730001
TZJ4734001
TZJ4740001
TZJ4750001
TZJ4750002
TZJ4750003
TZJ4752001
TZJ4752004
TZJ4752006
TZJ4752011
TZJ4752013
TZJ4752017
TZJ4752022
TZJ4760024
TZJ5002001
TZJ5002002
TZJ5002003
TZJ5002004
TZJ5002005
TZJ5002006
TZJ5002007
TZJ5002008
TZJ5002009
TZJ5002011
TZJ5002012
TZJ5002013
TZJ5002016
TZJ5002017
TZJ5002018
TZJ5002019
TZJ5002020
TZJ5012001
TZJ5012002
TZJ5012003
TZJ5012004
TZJ5012005
TZJ5012006
TZJ5012007
TZJ5012008
TZJ5012009
TZJ5012010
TZJ5100003
TZJ5100004
TZJ5100005
TZJ5100006
TZJ5100007
TZJ5100008
TZJ5100009
TZJ5100011
TZJ5102001
TZJ5102002
TZJ5102003
TZJ5102004
TZJ5102005
TZJ5102006
TZJ5102007
TZJ5102008
TZJ5102009
TZJ5103001
TZJ5103002
TZJ5103003
TZJ5103004
TZJ5103005
TZJ5103006
TZJ5103007
TZJ5103008
TZJ5103009
TZJ5103010
TZJ5103011
TZJ5103012
TZJ5103013
TZJ5103014
TZJ5103015
TZJ5202001
TZJ5202002
TZJ6002001
TZJ6002002
TZJ6002003
TZJ6002004
TZJ6002005
TZJ6071001
TZJ6073002
TZJ6078001
TZJ6080001
TZJ6082001
TZJ6101012

月刊 建設物価 掲載
名称
ＰＣ鋼棒 アンカープレート
ＰＣ鋼棒 アンカープレート
ＰＣ鋼棒 アンカープレート
ＰＣ鋼棒 アンカープレート
カップラーシース
カップラーシース
グリップ ストランド用
グリップ ストランド用
グリップ ストランド用
グリップ ストランド用
グリップ ストランド用
ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法
ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法
ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法
ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法
ナトム工法用シート
ベントナイト 赤城
シール材
バックアップ材
バックアップ材
コンクリート養生マット
泥水調整剤
河川護岸用遮水シート（汎用品）
塩ビ送水ホース
塩ビ送水ホース
塩ビ送水ホース
塩ビ止水板 ＦＦ
塩ビ止水板 ＦＣ
塩ビ止水板 ＣＦ
塩ビ止水板 ＣＦ
塩ビ止水板 ＣＣ
塩ビ止水板 ＣＣ
塩ビ止水板 ＵＣ
ＡＮ－ＦＯ
水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ
一般配管用ステンレス鋼管
一般配管用ステンレス鋼管
一般配管用ステンレス鋼管
一般配管用ステンレス鋼管
一般配管用ステンレス鋼管
一般配管用ステンレス鋼管
一般配管用ステンレス鋼管
一般配管用ステンレス鋼管
一般配管用ステンレス鋼管
一般配管用ステンレス鋼管
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ
押出法ポリスチレン保温材 １種
押出法ポリスチレン保温材 １種
円形型枠 フジボイド
円形型枠 フジボイド
円形型枠 フジボイド
円形型枠 フジボイド
円形型枠 フジボイド
キャットウォーク
コンクリート型枠用合板 Ｂ－Ｃ
型枠はく離剤・溶剤
ブルーシート ＃２０００
ポリエチレン製土のう
切丸太 杉

月刊 積算資料 掲載
規格

径１７ （Ａ～Ｃ種 １号）
径２３ （Ａ～Ｃ種 １号）
径２６ （Ａ～Ｃ種 １号）
径３２ （Ａ～Ｃ種 １号）
径２３用
径２６用
Ｓ１２．４用
Ｓ１５．２用
Ｓ１７．８用
Ｓ１９．３用
Ｓ２１．８用
緊張側 １３０Ｔ型 ７Ｔ１３Ｍ
緊張側 ２２５Ｔ型１２Ｔ１３Ｍ
緊張側 ３２０Ｔ型１２Ｔ１５Ｍ
緊張側 ２２５Ｔ型１２Ｔ１３Ｍ
Ｔ０．８＋３ｍｍ
２５０メッシュ ２５ｋｇ袋
シリコーン系 プライマー含む
ウレタンフォーム
ポリエチレンフォーム
コンマット３号 Ｔ１２ｍｍ
シーガムＡ－１
ＰＶＣ Ｔ１＋１０ｍｍ
径１００ｍｍ
径１５０ｍｍ
径２００ｍｍ
Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ
Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ
Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ
Ｗ３００×Ｔ７ｍｍ
Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ
Ｗ３００×Ｔ７ｍｍ
Ｗ３００×Ｔ７ｍｍ
重袋（バラ） ２５ｋｇ入
呼び径３０ 定尺４ｍ
呼び径４０ 定尺４ｍ
呼び径５０ 定尺４ｍ
呼び径６５ 定尺４ｍ
呼び径７５ 定尺４ｍ
呼び径１００ 定尺４ｍ
呼び径１２５ 定尺４ｍ
呼び径１５０ 定尺４ｍ
呼び径２００ 定尺４ｍ
呼び径３００ 定尺４ｍ
呼び径４０ 定尺４ｍ
呼び径５０ 定尺４ｍ
呼び径１００ 定尺４ｍ
呼び径１２５ 定尺４ｍ
呼び径１５０ 定尺４ｍ
呼び径２００ 定尺４ｍ
呼び径２５０ 定尺４ｍ
呼径１３Ｓｕ 定尺４ｍ
呼径２０Ｓｕ 定尺４ｍ
呼径２５Ｓｕ 定尺４ｍ
呼径３０Ｓｕ 定尺４ｍ
呼径４０Ｓｕ 定尺４ｍ
呼径５０Ｓｕ 定尺４ｍ
呼径６０Ｓｕ 定尺４ｍ
呼径７５Ｓｕ 定尺４ｍ
呼径８０Ｓｕ 定尺４ｍ
呼径１００Ｓｕ 定尺４ｍ
黒ねじ無 ２０Ａ 定尺５．５ｍ
黒ねじ無 ２５Ａ 定尺５．５ｍ
黒ねじ無 ３２Ａ 定尺５．５ｍ
黒ねじ無 ４０Ａ 定尺５．５ｍ
黒ねじ無 ５０Ａ 定尺５．５ｍ
黒ねじ無 ６５Ａ 定尺５．５ｍ
黒ねじ無 ８０Ａ 定尺５．５ｍ
黒ねじ無１００Ａ 定尺５．５ｍ
白ねじ無 １５Ａ 定尺４ｍ
白ねじ無 ２０Ａ 定尺４ｍ
白ねじ無 ２５Ａ 定尺４ｍ
白ねじ無 ３２Ａ 定尺４ｍ
白ねじ無 ４０Ａ 定尺４ｍ
白ねじ無 ５０Ａ 定尺４ｍ
白ねじ無 ６５Ａ 定尺４ｍ
白ねじ無 ８０Ａ 定尺４ｍ
白ねじ無 １００Ａ 定尺４ｍ
黒ねじ無 １２５Ａ定尺５．５ｍ
黒ねじ無 １５０Ａ定尺５．５ｍ
黒ねじ無 ２００Ａ定尺５．５ｍ
黒ねじ無 ２５０Ａ定尺５．５ｍ
黒ねじ無 ３００Ａ定尺５．５ｍ
黒ねじ無 ３５０Ａ定尺５．５ｍ
黒ねじ無 ４００Ａ定尺５．５ｍ
黒ねじ無 ４５０Ａ定尺５．５ｍ
黒ねじ無 ５００Ａ定尺５．５ｍ
白ねじ無 １２５Ａ定尺５．５ｍ
白ねじ無 １５０Ａ定尺５．５ｍ
白ねじ無 ２００Ａ定尺５．５ｍ
白ねじ無 ２５０Ａ定尺５．５ｍ
白ねじ無 ３００Ａ定尺５．５ｍ
白ねじ無 ３５０Ａ定尺５．５ｍ
２０×９１０×１８２０ｍｍ
２０×９１０×１８２０ｍｍ
内径７５×Ｔ２．６×Ｌ４０００
内径１００×Ｔ２．７×４０００
内径１２５×Ｔ３．１×４０００
内径１５０×Ｔ３．５×４０００
内径２００×Ｔ４×Ｌ４０００
路面６００ｍｍ
１２×９００×１８００ 輸入品
サンヒットトクゴー 共用
３．６×５．４ｍ ポリエチレン
４８×６２ｃｍ
Ｌ２．４ｍ×末口径１２ｃｍ

単位
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
組
組
組
組
ｍ２
ｔ
リットル
リットル
リットル
ｍ２
ｋｇ
ｍ２
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｋｇ
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
枚
枚
本
本
本
本
本
基
枚
リットル
枚
枚
本
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名称
ＰＣ用定着装置
ＰＣ用定着装置
ＰＣ用定着装置
ＰＣ用定着装置

ＰＣ（普通）鋼棒
ＰＣ（普通）鋼棒
ＰＣ（普通）鋼棒
ＰＣ（普通）鋼棒

規格
後付用
後付用
後付用
後付用

アンカープレート
アンカープレート
アンカープレート
アンカープレート

φ１７
φ２３
φ２６
φ３２

グラウト注入径１２．７
グラウト注入径１２．７
グラウト注入径１２．７
グラウト注入径１２．７

単位
個
個
個
個

ＰＣ用定着装置 シングルストランド
ＰＣ用定着装置 シングルストランド
ＰＣ用定着装置 シングルストランド
ＰＣ用定着装置 シングルストランド
ＰＣ用定着装置 シングルストランド
ＰＣ用定着装置 ＦＫＫフレシネー 緊張側用
ＰＣ用定着装置 ＦＫＫフレシネー 緊張側用
ＰＣ用定着装置 ＦＫＫフレシネー 緊張側用
ＰＣ用定着装置 ＦＫＫフレシネー 緊張側用
ＮＡＴＭ工法用シート
ベントナイト 赤城

グリップ ２０Ｔ型 １Ｔ１２．７用
グリップ ３０Ｔ型 １Ｔ１５．２用
グリップ ４０Ｔ型 １Ｔ１７．８用
グリップ ５０Ｔ型 １Ｔ１９．３用
グリップ ６０Ｔ型 １Ｔ２１．８用
１３０Ｔ型 ７Ｔ１３Ｍ１３０ キャップ付き
２２５Ｔ型 １２Ｔ１３Ｍ２２０ キャップ付き
３２０Ｔ型 １２Ｔ１５Ｍ３１９ キャップ付き
２２５Ｔ型 １２Ｔ１３Ｍ２２０ キャップ付き
ＥＶＡ厚０．８ 不織布厚３．０ｍｍ
メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋

個
個
個
個
個
組
組
組
組
ｍ２
ｔ

コンクリート養生マット コンマット３号

幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１２ｍｍ

ｍ２

土木遮水シート 河川用遮水シートＡ
吸排水ホース（合成樹脂） 塩ビ送排水ホース
吸排水ホース（合成樹脂） 塩ビ送排水ホース
吸排水ホース（合成樹脂） 塩ビ送排水ホース
塩ビ製止水板 ＦＦ（フラット形フラット）
塩ビ製止水板 ＦＣ（フラット形コルゲート）
塩ビ製止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット）
塩ビ製止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット）
塩ビ製止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート）
塩ビ製止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート）
塩ビ製止水板 ＵＣ（アンカット形コルゲート）
産業用火薬 爆薬 ＡＮ－ＦＯ
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管（ＶＵ）
一般配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰＤ
一般配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰＤ
一般配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰＤ
一般配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰＤ
一般配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰＤ
一般配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰＤ
一般配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰＤ
一般配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰＤ
一般配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰＤ
一般配管用ステンレス鋼鋼管 ＳＵＳ３０４ＴＰＤ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ
発泡樹脂板 押出法ポリスチレンフォーム板
発泡樹脂板 押出法ポリスチレンフォーム板
円形紙管 フジボイド
円形紙管 フジボイド
円形紙管 フジボイド
円形紙管 フジボイド
円形紙管 フジボイド
土木型枠用足場 キャットウォーク
コンクリート型枠用合板（無塗装品）
型枠はく離剤 サンヒットトクゴー
シート ブルーシート
土のう

ＰＶＣ 厚１．０＋反毛フェルト 厚１０．０ｍｍ
呼び径１００ｍｍ
呼び径１５０ｍｍ
呼び径２００ｍｍ
幅２００×厚５ｍｍ
幅２００×厚５ｍｍ
幅２００×厚５ｍｍ
幅３００×厚７ｍｍ
幅２００×厚５ｍｍ
幅３００×厚７ｍｍ
幅３００×厚７ｍｍ
粉状 バラ
呼び径３０ｍｍ ３８×３．５ｍｍ×４ｍ
呼び径４０ｍｍ ４８×３．６ｍｍ×４ｍ
呼び径５０ｍｍ ６０×４．１ｍｍ×４ｍ
呼び径６５ｍｍ ７６×４．１ｍｍ×４ｍ
呼び径７５ｍｍ ８９×５．５ｍｍ×４ｍ
呼び径１００ｍｍ １１４×６．６ｍｍ×４ｍ
呼び径１２５ｍｍ １４０×７．０ｍｍ×４ｍ
呼び径１５０ｍｍ １６５×８．９ｍｍ×４ｍ
呼び径２００ｍｍ ２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ
呼び径３００ｍｍ ３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ
呼び径４０ｍｍ ４８×１．８ｍｍ×４ｍ
呼び径５０ｍｍ ６０×１．８ｍｍ×４ｍ
呼び径１００ｍｍ １１４×３．１ｍｍ×４ｍ
呼び径１２５ｍｍ １４０×４．１ｍｍ×４ｍ
呼び径１５０ｍｍ １６５×５．１ｍｍ×４ｍ
呼び径２００ｍｍ ２１６×６．５ｍｍ×４ｍ
呼び径２５０ｍｍ ２６７×７．８ｍｍ×４ｍ
１３Ｓｕ 肉厚０．８ｍｍ ０．３０１ｋｇ／ｍ
２０Ｓｕ 肉厚１．０ｍｍ ０．５２９ｋｇ／ｍ
２５Ｓｕ 肉厚１．０ｍｍ ０．６８７ｋｇ／ｍ
３０Ｓｕ 肉厚１．２ｍｍ ０．９８０ｋｇ／ｍ
４０Ｓｕ 肉厚１．２ｍｍ １．２４ｋｇ／ｍ
５０Ｓｕ 肉厚１．２ｍｍ １．４２ｋｇ／ｍ
６０Ｓｕ 肉厚１．５ｍｍ ２．２０ｋｇ／ｍ
７５Ｓｕ 肉厚１．５ｍｍ ２．７９ｋｇ／ｍ
８０Ｓｕ 肉厚２．０ｍｍ ４．３４ｋｇ／ｍ
１００Ｓｕ 肉厚２．０ｍｍ ５．５９ｋｇ／ｍ
２０Ａ ３／４Ｂ 長５．５ｍ １．６８ｋｇ／ｍ
２５Ａ １Ｂ 長５．５ｍ ２．４３ｋｇ／ｍ
３２Ａ １・１／４Ｂ長５．５ｍ ３．３８ｋｇ／ｍ
４０Ａ １・１／２Ｂ長５．５ｍ ３．８９ｋｇ／ｍ
５０Ａ ２Ｂ 長５．５ｍ ５．３１ｋｇ／ｍ
６５Ａ ２・１／２Ｂ長５．５ｍ ７．４７ｋｇ／ｍ
８０Ａ ３Ｂ 長５．５ｍ ８．７９ｋｇ／ｍ
１００Ａ ４Ｂ 長５．５ｍ １２．２ｋｇ／ｍ
１５Ａ １／２Ｂ 長４ｍ １．３１ｋｇ／ｍ
２０Ａ ３／４Ｂ 長４ｍ １．６８ｋｇ／ｍ
２５Ａ １Ｂ 長４ｍ ２．４３ｋｇ／ｍ
３２Ａ １・１／４Ｂ 長４ｍ ３．３８ｋｇ／ｍ
４０Ａ １・１／２Ｂ 長４ｍ ３．８９ｋｇ／ｍ
５０Ａ ２Ｂ 長４ｍ ５．３１ｋｇ／ｍ
６５Ａ ２・１／２Ｂ 長４ｍ ７．４７ｋｇ／ｍ
８０Ａ ３Ｂ 長４ｍ ８．７９ｋｇ／ｍ
１００Ａ ４Ｂ 長４ｍ １２．２ｋｇ／ｍ
１２５Ａ ５Ｂ 長５．５ｍ １５．０ｋｇ／ｍ
１５０Ａ ６Ｂ 長５．５ｍ １９．８ｋｇ／ｍ
２００Ａ ８Ｂ 長５．５ｍ ３０．１ｋｇ／ｍ
２５０Ａ １０Ｂ 長５．５ｍ ４２．４ｋｇ／ｍ
３００Ａ １２Ｂ 長５．５ｍ ５３．０ｋｇ／ｍ
３５０Ａ １４Ｂ 長５．５ｍ ６７．７ｋｇ／ｍ
４００Ａ １６Ｂ 長５．５ｍ ７７．６ｋｇ／ｍ
４５０Ａ １８Ｂ 長５．５ｍ ８７．５ｋｇ／ｍ
５００Ａ ２０Ｂ 長５．５ｍ ９７．４ｋｇ／ｍ
１２５Ａ ５Ｂ 長５．５ｍ １５．０ｋｇ／ｍ
１５０Ａ ６Ｂ 長５．５ｍ １９．８ｋｇ／ｍ
２００Ａ ８Ｂ 長５．５ｍ ３０．１ｋｇ／ｍ
２５０Ａ １０Ｂ 長５．５ｍ ４２．４ｋｇ／ｍ
３００Ａ １２Ｂ 長５．５ｍ ５３．０ｋｇ／ｍ
３５０Ａ １４Ｂ 長５．５ｍ ６７．７ｋｇ／ｍ
ＪＩＳ Ａ９５１１ １種 ２０×９１０×１８２０
ＪＩＳ Ａ９５１１ １種 ２０×９１０×１８２０
内径７５×厚２．６×長４０００ｍｍ
内径１００×厚２．７×長４０００ｍｍ
内径１２５×厚３．１×長４０００ｍｍ
内径１５０×厚３．５×長４０００ｍｍ
内径２００×厚４．０×長４０００ｍｍ
踏面６００ 手すり高９６０ｍｍ
ラワン 厚１２×幅９００×長１８００ｍｍ
原液 １８Ｌ
幅３．６×長５．４ｍ ＃２０００
幅４８×長６２ｃｍ ２号 ポリエチレン製

ｍ２
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｋｇ
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
枚
枚
本
本
本
本
本
基
枚
缶
枚
枚

月刊 建設物価 掲載

単価コード

TZJ6102009
TZJ6102011
TZJ6102017
TZJ6102020
TZJ6102026
TZJ6102029
TZJ6102030
TZJ6102031
TZJ6102032
TZJ6102033
TZJ6102034
TZJ6104004
TZJ6104009
TZJ6104010
TZJ6109001
TZJ6109002
TZJ6110001
TZJ6111017
TZJ6114004
TZJ6114009
TZJ6142001
TZJ6143001
TZJ6150004
TZJ6150009
TZJ6152001
TZJ6152002
TZJ6154001
TZJ6155001
TZJ6156002
TZJ6157002
TZJ6157003
TZJ6157004
TZJ6157005
TZJ6157006
TZJ6157007
TZJ6157008
TZJ6157009
TZJ6157010
TZJ6157011
TZJ6157012
TZJ6157013
TZJ6157014
TZJ6157015
TZJ6159001
TZJ6159002
TZJ6160002
TZJ6160003
TZJ6160004
TZJ6160005
TZJ6160006
TZJ6160007
TZJ6160008
TZJ6160009
TZJ6160010
TZJ6160011
TZJ6160012
TZJ6160013
TZJ6160014
TZJ6160015
TZJ6161001
TZJ6161002
TZJ6161003
TZJ6161004
TZJ6161005
TZJ6161006
TZJ6161007
TZJ6161008
TZJ6161009
TZJ6161010
TZJ6161011
TZJ6161012
TZJ6161013
TZJ6161014
TZJ6162001
TZJ6162002
TZJ6163001
TZJ6163002
TZJ6163003
TZJ6163004
TZJ6163005
TZJ6163006
TZJ6163007
TZJ6163008
TZJ6163009
TZJ6163010
TZJ6163011
TZJ6163012
TZJ6163013
TZJ6163014
TZJ6170001
TZJ6170004
TZJ6170005
TZJ6170007
TZJ6170010
TZJ6170011
TZJ6170012
TZJ6170014
TZJ6170015
TZJ6208001
TZJ6208002
TZJ6208004
TZJ6208005
TZJ6208007
TZJ6208008
TZJ6208009
TZJ6208010

名称
松丸太
松丸太
松丸太
松丸太
松丸太
松丸太
松丸太
松丸太
松丸太
松丸太
松丸太
切丸太
切丸太
切丸太
松矢板
松矢板
雑矢板

先端未加工
先端未加工
先端未加工
先端未加工
先端未加工
先端未加工
先端未加工
先端未加工
先端未加工
先端未加工
先端未加工
杉
杉
杉

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

Ｌ０．９ｍ×末口１０ｃｍ 皮付
Ｌ１．２ｍ×末口１５ｃｍ 皮付
Ｌ２．４ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ３ｍ×末口１０ｃｍ 皮付
Ｌ４．５ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ１．５ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ１．８ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ２ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ３ｍ×末口９ｃｍ 皮付
Ｌ３ｍ×末口１２ｃｍ 皮付
Ｌ４ｍ×末口９ｃｍ 皮付
Ｌ２ｍ×末口径７．５ｃｍ
Ｌ４ｍ×末口径９ｃｍ
Ｌ４ｍ×末口径７．５ｃｍ
１．５ｍ×３．６×１５上
１．５ｍ×６×１５上
Ｌ２ｍ×Ｔ３～４．５×Ｗ１２上

本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
ｍ３
ｍ３
ｍ３

エッチングプライマー
ジンクリッチプライマー
亜酸化鉛さび止めペイント
鉛・クロムフリーさび止ペイント
厚膜形ジンクリッチペイント
厚膜形ジンクリッチペイント
エポキシ樹脂下塗り塗料
エポキシ樹脂ＭＩＯ塗料
変性エポキシ樹脂下塗り塗料
ポリウレタン樹脂用塗料
ポリウレタン樹脂塗料
ポリウレタン樹脂用塗料
ポリウレタン樹脂塗料
ポリウレタン樹脂用塗料
ポリウレタン樹脂塗料
ポリウレタン樹脂用塗料
ポリウレタン樹脂塗料
ポリウレタン樹脂用塗料
ポリウレタン樹脂塗料
ポリウレタン樹脂用塗料
ポリウレタン樹脂塗料
ポリウレタン樹脂用塗料
ポリウレタン樹脂塗料
フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料
フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料
塩化ゴム系塗料
塩化ゴム系塗料
塩化ゴム系塗料
塩化ゴム系塗料
塩化ゴム系塗料
塩化ゴム系塗料
塩化ゴム系塗料
塩化ゴム系塗料
塩化ゴム系塗料
塩化ゴム系塗料
塩化ゴム系塗料
塩化ゴム系塗料
塩化ゴム系塗料
塩化ゴム系塗料
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
合成樹脂調合ペイント

ＪＩＳ １種 短バク型 黄
ＪＩＳ ２種 有機系 グレー
合成樹脂系 赤さび
ＪＩＳ Ｋ ５６７４ 赤さび
ＪＩＳ ２種 有機系 グレー
ＪＩＳ １種 無機系 グレー
ＪＩＳ Ａ種・Ｂ種 ブラウン
中塗り・上塗り用 グレー
内面用 淡彩
ＪＩＳ 中塗り塗料 淡彩
ＪＩＳ 上塗り塗料３級 淡彩
ＪＩＳ 中塗り塗料 赤系
ＪＩＳ 上塗り塗料３級 赤系
ＪＩＳ 中塗り塗料 青・緑系
ＪＩＳ 上塗り塗料３級 青・緑
ＪＩＳ 中塗り塗料 黄・橙系
ＪＩＳ 上塗り塗料３級 黄・橙
ＪＩＳ 中塗り塗料 中彩Ａ
ＪＩＳ 上塗り塗料３級 中彩Ａ
ＪＩＳ 中塗り塗料 中彩Ｂ
ＪＩＳ 上塗り塗料３級 中彩Ｂ
ＪＩＳ 中塗り塗料 白
ＪＩＳ 上塗り塗料３級 白
中塗り・上塗り用 グレー
中塗り・上塗り用 グレー
中塗り用 赤系
上塗り用 赤系
中塗り用 青・緑系
上塗り用 青・緑系
中塗り用 黄・オレンジ系
上塗り用 黄・オレンジ系
中塗り用 中彩Ａ
上塗り用 中彩Ａ
中塗り用 中彩Ｂ
上塗り用 中彩Ｂ
中塗り用 淡彩
上塗り用 淡彩
中塗り用 白
上塗り用 白
ＪＩＳ ２種 中塗り用 赤系
ＪＩＳ ２種 上塗り用 赤系
ＪＩＳ ２種 中塗用 青・緑系
ＪＩＳ ２種 上塗用 青・緑系
ＪＩＳ ２種 中塗用 黄・橙系
ＪＩＳ ２種 上塗用 黄・橙系
ＪＩＳ ２種 中塗り用 中彩Ａ
ＪＩＳ ２種 上塗り用 中彩Ａ
ＪＩＳ ２種 中塗り用 中彩Ｂ
ＪＩＳ ２種 上塗り用 中彩Ｂ
ＪＩＳ ２種 中塗り用 淡彩
ＪＩＳ ２種 上塗り用 淡彩
ＪＩＳ ２種 中塗り用 白
ＪＩＳ ２種 上塗り用 白

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ

ふっ素樹脂用塗料
ふっ素樹脂塗料
ふっ素樹脂用塗料
ふっ素樹脂塗料
ふっ素樹脂用塗料
ふっ素樹脂塗料
ふっ素樹脂用塗料
ふっ素樹脂塗料
ふっ素樹脂用塗料
ふっ素樹脂塗料
ふっ素樹脂用塗料
ふっ素樹脂塗料
ふっ素樹脂用塗料
ふっ素樹脂塗料
シンナー
シンナー
シンナー
シンナー

ＪＩＳ 中塗り塗料 淡彩
ＪＩＳ 上塗り塗料１級 淡彩
ＪＩＳ 中塗り塗料 赤系
ＪＩＳ 上塗り塗料１級 赤系
ＪＩＳ 中塗り塗料 青・緑系
ＪＩＳ 上塗り塗料１級 青・緑
ＪＩＳ 中塗り塗料 黄・橙系
ＪＩＳ 上塗り塗料１級 黄・橙
ＪＩＳ 中塗り塗料 中彩Ａ
ＪＩＳ 上塗り塗料１級 中彩Ａ
ＪＩＳ 中塗り塗料 中彩Ｂ
ＪＩＳ 上塗り塗料１級 中彩Ｂ
ＪＩＳ 中塗り塗料 白
ＪＩＳ 上塗り塗料１級 白
塗料用
ジンクリッチプライマー用 無機
ジンクリッチプライマー用 有機
エポキシ樹脂塗料用

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
リットル
リットル
リットル
リットル

シンナー
シンナー
シンナー
シンナー
電気溶接棒
電気溶接棒
電気溶接棒
電気溶接棒
電気溶接棒
電気溶接棒
電気溶接棒
電気溶接棒

ポリウレタン樹脂塗料用
塩化ゴム系塗料用
ふっ素樹脂塗料用 中塗り用
ふっ素樹脂塗料用 上塗り用
径３．２ｍｍ Ｅ４３１９
径４ｍｍ Ｅ４３１９
径３．２ｍｍ Ｅ４３０３
径４ｍｍ Ｅ４３０３
径３．２ｍｍ Ｅ４３１３
径４ｍｍ Ｅ４３１３
径５ｍｍ Ｅ４３１３
径３．２ｍｍ Ｅ３０８

リットル
リットル
リットル
リットル
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ

軟鋼用
軟鋼用
軟鋼用
軟鋼用
軟鋼用
軟鋼用
軟鋼用
ステンレス用

31

名称

規格

単位

仮設・土木用木材 雑矢板 込
一般建築用木材 正角材 杉
一般建築用木材 正割材 杉
一般建築用木材 正割材 杉
金属表面処理塗料 エッチングプライマー
金属表面処理塗料 ジンクリッチプライマー

長２．０ｍ×厚３～４．５×幅１２ｃｍ上
４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ １等
３ｍ×６×６ｃｍ 特１等
４ｍ×６×６ｃｍ 特１等
ＪＩＳ Ｋ５６３３ １種 短バク型 黄
ＪＩＳ Ｋ５５５２ ２種 有機系 グレー

ｍ３
ｍ３
ｍ３
ｍ３
ｋｇ
ｋｇ

錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント
錆止め塗料 ジンクリッチペイント
錆止め塗料 ジンクリッチペイント
鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料
鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系ＭＩＯ塗料
鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形
鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料
鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料
鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料
鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料
鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料
鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料
鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料
鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料
鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料
鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料
鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料
鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料
鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料
鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料
鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料
鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料
鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料
鋼構造物用塗料 タールエポキシ樹脂塗料
鋼構造物用塗料 タールエポキシ樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料
鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料
鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料
鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料
鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料
鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料
鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料
鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料
鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料
希釈剤 塗料用シンナー
希釈剤 ジンクリッチプライマー用シンナー
希釈剤 ジンクリッチプライマー用シンナー
希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー
希釈剤 タールエポキシ樹脂塗料用シンナー
希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー
希釈剤 塩化ゴム系塗料用シンナー
希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー
希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー
溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用
溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用
溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用
溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用
溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用
溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用
溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用
溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用

ＪＩＳ Ｋ５６７４ １種 赤さび
ＪＩＳ Ｋ５５５３ ２種 有機系 厚膜形 グレー
ＪＩＳ Ｋ５５５３ １種 無機系 厚膜形 グレー
下塗用 ＪＩＳ Ｋ５５５１ Ａ種・Ｂ種 赤さび
中塗・上塗用 グレー
下塗用 内面用 淡彩
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 淡彩
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 淡彩
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 赤系
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 赤系
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 青・緑系
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 青・緑系
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 黄・オレンジ系
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 黄・オレンジ系
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 中彩Ａ
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 中彩Ａ
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 中彩Ｂ
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 中彩Ｂ
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 白
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 白
中塗・上塗用 グレー
中塗・上塗用 グレー
中塗用 赤系
上塗用 赤系
中塗用 青・緑系
上塗用 青・緑系
中塗用 黄・オレンジ系
上塗用 黄・オレンジ系
中塗用 中彩Ａ
上塗用 中彩Ａ
中塗用 中彩Ｂ
上塗用 中彩Ｂ
中塗用 淡彩
上塗用 淡彩
中塗用 白
上塗用 白
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 赤系
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 赤系
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 青・緑系
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 青・緑系
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 黄・オレンジ系
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 黄・オレンジ系
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 中彩Ａ
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 中彩Ａ
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 中彩Ｂ
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 中彩Ｂ
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 淡彩
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 淡彩
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 白
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ ２種 白
中塗・上塗用 １種 黒・茶
中塗・上塗用 １種 黒・茶
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 淡彩
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 淡彩
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 赤系
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 赤系
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 青・緑系
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 青・緑系
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 黄・オレンジ系
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 黄・オレンジ系
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 中彩Ａ
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 中彩Ａ
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 中彩Ｂ
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 中彩Ｂ
中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 白
上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 白
ミネラルスピリット
無機
有機
エポキシ樹脂塗料用シンナー
タールエポキシ樹脂塗料用シンナー
上塗用
塩化ゴム系塗料用シンナー
中塗用
上塗用
Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１） 径３．２ｍｍ
Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１） 径４．０ｍｍ
Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３） 径３．２ｍｍ
Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３） 径４．０ｍｍ
Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３） 径３．２ｍｍ
Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３） 径４．０ｍｍ
Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３） 径５．０ｍｍ
ＥＳ３０８ 径３．２ｍｍ

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ

単価コード

TZJ6208011
TZJ6208012
TZJ6208013
TZJ6208014
TZJ6208015
TZJ6208016
TZJ6208017
TZJ6208018
TZJ6208019
TZJ6208020
TZJ6400001
TZJ6400002
TZJ6400003
TZJ6401001
TZJ6401002
TZJ6401003
TZJ6401004
TZJ6402001
TZJ6402002
TZJ6402003
TZJ6402004
TZJ6403001
TZJ6403002
TZJ6403003
TZJ6403004
TZJ6404001
TZJ6404002
TZJ6404003
TZJ6404004
TZJ6404005
TZJ6404006
TZJ6404007
TZJ6405001
TZJ6405002
TZJ6405003
TZJ6405004
TZJ6405005
TZJ6405006
TZJ6405007
TZJ6406001
TZJ6406003
TZJ6406004
TZJ6406005
TZJ6407001
TZJ6407002
TZJ6407003
TZJ6407004
TZJ6408001
TZJ6408002
TZJ6408003
TZJ6408004
TZJ6408007
TZJ6408008
TZJ6408009
TZJ6409005
TZJ6412002
TZJ6412003
TZJ6412005
TZJ6412007
TZJ6412008
TZJ6412009
TZJ6412010
TZJ6414002
TZJ6414003
TZJ6418002
TZJ6418004
TZJ6418006
TZJ6422001
TZJ6422002
TZJ6424007
TZJ6424008
TZJ6424009
TZJ6424014
TZJ6426003
TZJ6426005
TZJ6426006
TZJ6426007
TZJ6426008
TZJ6426010
TZJ6429001
TZJ6429002
TZJ6430001
TZJ6431001
TZJ6432002
TZJ6432004
TZJ6432006
TZJ6432007
TZJ6432008
TZJ6433002
TZJ6433004
TZJ6433006
TZJ6433007
TZJ6433008
TZJ6434002
TZJ6434004
TZJ6434006
TZJ6434007
TZJ6434008
TZJ6435002
TZJ6435004
TZJ6435006
TZJ6435007
TZJ6435008
TZJ6436002
TZJ6436004
TZJ6436006

月刊 建設物価 掲載
名称
電気溶接棒 ステンレス用
電気溶接棒 ステンレス用
電気溶接棒 高張力鋼用
電気溶接棒 高張力鋼用
電気溶接棒 高張力鋼用
電気溶接棒 高張力鋼用
溶接ワイヤ ノンガス
溶接ワイヤ ノンガス
ＣＯ２ワイヤ 高張力鋼用
ＣＯ２ワイヤ 高張力鋼用
打込アダプタ
打込アダプタ
打込アダプタ
シャンクロッド（ハンマーサブ）
シャンクロッド（ハンマーサブ）
シャンクロッド（ハンマーサブ）
シャンクロッド（ハンマーサブ）
クリーニングアダプター
クリーニングアダプター
クリーニングアダプター
クリーニングアダプター
エキステンションロッド
エキステンションロッド
エキステンションロッド
エキステンションロッド
ドリルパイプ
ドリルパイプ
ドリルパイプ
ドリルパイプ
ドリルパイプ
ドリルパイプ
ドリルパイプ
インナーロッド
インナーロッド
インナーロッド
インナーロッド
インナーロッド
インナーロッド
インナーロッド
リングビット
リングビット
リングビット
リングビット
インナービット
インナービット
インナービット
インナービット
ウォータースイーベル
ウォータースイーベル
ウォータースイーベル
ウォータースイーベル
ウォータースイーベル
ウォータースイーベル
ウォータースイーベル
ボーリングロッド
薬液注入工法部材
メタルクラウン
メタルクラウン
メタルクラウン
メタルクラウン
メタルクラウン
メタルクラウン
コアチューブ
コアチューブ
コアリフター
コアリフター
コアリフター
ケーシングチューブ
ケーシングチューブ
カービット
カービット
カービット
カービット
テーパーロッド
テーパーロッド
テーパーロッド
テーパーロッド
テーパーロッド
テーパーロッド
クロスビット
クロスビット
３２Ｒネジ シャンクロッド
３２Ｒネジ
ウィングビット
ウィングビット
ウィングビット
ウィングビット
ウィングビット
トリコンビット（ツースタイプ）
トリコンビット（ツースタイプ）
トリコンビット（ツースタイプ）
トリコンビット（ツースタイプ）
トリコンビット（ツースタイプ）
サブソケット
サブソケット
サブソケット
サブソケット
サブソケット
ドリルカラー
ドリルカラー
ドリルカラー
ドリルカラー
ドリルカラー
メタルクラウン
メタルクラウン
メタルクラウン

月刊 積算資料 掲載
規格

径４ｍｍ Ｅ３０８
径５ｍｍ Ｅ３０８
径４ｍｍ Ｅ４９１６
径５ｍｍ Ｅ４９１６
径４ｍｍ Ｅ６２１６
径５ｍｍ Ｅ６２１６
径２．４ｍｍ
径３．２ｍｍ
径１．２ｍｍ ５０キロ級
径１．６ｍｍ ５０キロ級
９５ｍｍ用
１１８ｍｍ用
１３２ｍｍ用
９５ １１８ １３２ｍｍ用
９５ １１８ １３２ｍｍ用
９５ １１８ １３２ｍｍ用
１４６ １６５ｍｍ用
９５ｍｍ用
１１８ｍｍ用
１３２ｍｍ用
１４６ｍｍ用
９５ｍｍ用
１１８ １３２ｍｍ用
１１８ １３２ｍｍ用
１４６ｍｍ用
径９５×１５００ｍｍ
径１１８×１５００ｍｍ
径１３２×１５００ｍｍ
径１４６×１５００ｍｍ
径９５×１０００ｍｍ
径１１８×１０００ｍｍ
径１３２×１０００ｍｍ
９５ｍｍ用×１５００ｍｍ
１１８ １３２ｍｍ用×１５００
１１８ １３２ｍｍ用×１５００
１４６ｍｍ用×１５００ｍｍ
９５（９０）ｍｍ用×１ｍ
１１８（１１５）ｍｍ用×１ｍ
１３２（１３５）ｍｍ用×１ｍ
９５ｍｍ用
１１８ｍｍ用
１３２ｍｍ用
１４６ｍｍ用
９５ｍｍ用
１１８ｍｍ用
１３２ｍｍ用
１４６ｍｍ用
９５ｍｍ用 イッシュー付き
１１８ｍｍ用 イッシュー付き
１３２ｍｍ用 イッシュー付き
１４６ｍｍ用 イッシュー付き
９５ｍｍ用 単管用
１１８ｍｍ用 単管用
１３２ｍｍ用 単管用
４０．５ｍｍ ３．０ｍ
メタルクラウン径４１ｍｍ
４６ｍｍ シングル
６６ｍｍ シングル
８６ｍｍ シングル
１０１ｍｍ シングル
１１６ｍｍ シングル
１３１ｍｍ シングル
６４ｍｍ １．５ｍ シングル
８４ｍｍ １．５ｍ シングル
６５ｍｍ シングル
８５ｍｍ シングル
１１５ｍｍ シングル
６３ｍｍ １．５ｍ
８３ｍｍ １．５ｍ
２２ｍｍ ８×１２ ゲージ３２
２２ｍｍ ８×１２ ゲージ３４
２２ｍｍ ８×１２ ゲージ３６
２５ｍｍ １０×１５ゲージ３８
サイズ２２ｍｍ 有効長１．１
サイズ２２ｍｍ 有効長１．７
サイズ２２ｍｍ 有効長２．０
サイズ２２ｍｍ 有効長２．３
サイズ２２ｍｍ 有効長２．６
２５ｍｍ Ｌ２ｍ
２５ｍｍ ８×１２ ゲージ３８
２５ｍｍ ８×１２ ゲージ４２
ＨＤ９０ 油圧ジャンボ用
カップリング（スリーブ）
２５０ｍｍ
３５０ｍｍ
４５０ｍｍ
５００ｍｍ
５５０ｍｍ
２５０ｍｍ
３５０ｍｍ
４５０ｍｍ
５００ｍｍ
５５０ｍｍ
２５０ｍｍ トリコンビット用
３５０ｍｍ トリコンビット用
４５０ｍｍ トリコンビット用
５００ｍｍ トリコンビット用
５５０ｍｍ トリコンビット用
２５０ｍｍ １ｍ
３５０ｍｍ １ｍ
４５０ｍｍ １ｍ
５００ｍｍ １ｍ
５５０ｍｍ １ｍ
２５０ｍｍ シングル
３５０ｍｍ シングル
４５０ｍｍ シングル

単位
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
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名称

規格

単位

溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用
溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用
溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用
溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用
溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用
溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用
溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ
溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ
溶接材料 溶接ワイヤ ソリッドワイヤ
溶接材料 溶接ワイヤ ソリッドワイヤ
ボーリング機材 アンカー用 打込アダプター
ボーリング機材 アンカー用 打込アダプター
ボーリング機材 アンカー用 打込アダプター
ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド
ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド
ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド
ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド
ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター
ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター
ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター
ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター
ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド
ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド
ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド
ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド
ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ
ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ
ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ
ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ
ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ
ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ
ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ
ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド
ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド
ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド
ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド
ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド
ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド
ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド
ボーリング機材 アンカー用 リングビット
ボーリング機材 アンカー用 リングビット
ボーリング機材 アンカー用 リングビット
ボーリング機材 アンカー用 リングビット
ボーリング機材 アンカー用 インナービット
ボーリング機材 アンカー用 インナービット
ボーリング機材 アンカー用 インナービット
ボーリング機材 アンカー用 インナービット
ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル
ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル
ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル
ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル
ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル
ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル
ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル
ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド

ＥＳ３０８ 径４．０ｍｍ
ＥＳ３０８ 径５．０ｍｍ
Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６） 径４．０ｍｍ
Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６） 径５．０ｍｍ
Ｅ６２１６ 径４．０ｍｍ
Ｅ６２１６ 径５．０ｍｍ
径２．４ｍｍ
径３．２ｍｍ
径１．２ｍｍ
径１．６ｍｍ
径９５ｍｍ用
径１１８ｍｍ用
径１３２ｍｍ用
径９５ｍｍ用
径１１８ｍｍ用
径１３２ｍｍ用
径１４６ｍｍ用
径９５ｍｍ用
径１１８ｍｍ用
径１３２ｍｍ用
径１４６ｍｍ用
径９５ｍｍ用
径１１８ｍｍ用
径１３２ｍｍ用
径１４６ｍｍ用
径９５ｍｍ用 長１．５ｍ
径１１８ｍｍ用 長１．５ｍ
径１３２ｍｍ用 長１．５ｍ
径１４６ｍｍ用 長１．５ｍ
径９５ｍｍ用 長１．０ｍ
径１１８ｍｍ用 長１．０ｍ
径１３２ｍｍ用 長１．０ｍ
径９５ｍｍ用 長１．５ｍ
径１１８ｍｍ用 長１．５ｍ
径１３２ｍｍ用 長１．５ｍ
径１４６ｍｍ用 長１．５ｍ
径９５ｍｍ用 長１．０ｍ
径１１８ｍｍ用 長１．０ｍ
径１３２ｍｍ用 長１．０ｍ
径９５ｍｍ用
径１１８ｍｍ用
径１３２ｍｍ用
径１４６ｍｍ用
径９５ｍｍ用
径１１８ｍｍ用
径１３２ｍｍ用
径１４６ｍｍ用
径９５ｍｍ用
径１１８ｍｍ用
径１３２ｍｍ用
径１４６ｍｍ用
径９５ｍｍ用 打込用
径１１８ｍｍ用 打込用
径１３２ｍｍ用 打込用
径４０．５ｍｍ 長３．０ｍ カップリング付

ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
個
個
個
本
本
本
本
個
個
個
個
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
本

ボーリング機材
ボーリング機材
ボーリング機材
ボーリング機材
ボーリング機材
ボーリング機材
ボーリング機材
ボーリング機材
ボーリング機材
ボーリング機材
ボーリング機材
ボーリング機材
ボーリング機材

径４６ｍｍ シングル
径６６ｍｍ シングル
径８６ｍｍ シングル
径１０１ｍｍ シングル
径１１６ｍｍ シングル
径１３１ｍｍ シングル
径６６ｍｍ 長１．５ｍ シングル
径８６ｍｍ 長１．５ｍ シングル
径６５ｍｍ シングル
径８５ｍｍ シングル
径１１５ｍｍ シングル
径６３ｍｍ 長１．５ｍ
径８３ｍｍ 長１．５ｍ

個
個
個
個
個
個
本
本
個
個
個
本
本

サイズ２２
サイズ２２
サイズ２２
サイズ２２
サイズ２２
サイズ２５

個
個
個
個
個
個

小孔径用
小孔径用
小孔径用
小孔径用
小孔径用
小孔径用
小孔径用
小孔径用
小孔径用
小孔径用
小孔径用
小孔径用
小孔径用

ビット・ロッド（削岩機用）
ビット・ロッド（削岩機用）
ビット・ロッド（削岩機用）
ビット・ロッド（削岩機用）
ビット・ロッド（削岩機用）
ビット・ロッド（削岩機用）

メタルクラウン
メタルクラウン
メタルクラウン
メタルクラウン
メタルクラウン
メタルクラウン
コアチューブ
コアチューブ
コアリフター
コアリフター
コアリフター
ケーシングパイプ
ケーシングパイプ

テーパーロッド
テーパーロッド
テーパーロッド
テーパーロッド
テーパーロッド
テーパーロッド

ビット・ロッド（削岩機用） カップリング
ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット
ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット
ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット
ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット
ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット
ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット
ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット
ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット
ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット
ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット
ボーリング機材 大孔径用 サブソケット
ボーリング機材 大孔径用 サブソケット
ボーリング機材 大孔径用 サブソケット
ボーリング機材 大孔径用 サブソケット
ボーリング機材 大孔径用 サブソケット
ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー
ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー
ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー
ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー
ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー
ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン
ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン
ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン

有効長１１００ｍｍ
有効長１７００ｍｍ
有効長２０００ｍｍ
有効長２３００ｍｍ
有効長２６００ｍｍ
有効長２０００ｍｍ

径３２ｍｍ用
径２５０ｍｍ
径３５０ｍｍ
径４５０ｍｍ
径５００ｍｍ
径５５０ｍｍ
径２５０ｍｍ
径３５０ｍｍ
径４５０ｍｍ
径５００ｍｍ
径５５０ｍｍ
径２５０ｍｍ
径３５０ｍｍ
径４５０ｍｍ
径５００ｍｍ
径５５０ｍｍ
径２５０ｍｍ
径３５０ｍｍ
径４５０ｍｍ
径５００ｍｍ
径５５０ｍｍ
径２５０ｍｍ
径３５０ｍｍ
径４５０ｍｍ

ロープねじ

ツースタイプ
ツースタイプ
ツースタイプ
ツースタイプ
ツースタイプ

長１．０ｍ
長１．０ｍ
長１．０ｍ
長１．０ｍ
長１．０ｍ
シングル
シングル
シングル

個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
本
本
本
本
本
個
個
個

月刊 建設物価 掲載

単価コード

TZJ6436007
TZJ6436008
TZJ6437002
TZJ6437004
TZJ6437006
TZJ6437007
TZJ6437008
TZJ6438001
TZJ6438002
TZJ6438003
TZJ6438004
TZJ6439001
TZJ6439002
TZJ6439003
TZJ6439004
TZJ6442001
TZJ6442002
TZJ6442003
TZJ6442004
TZJ6445003
TZJ6445004
TZJ6445005
TZJ6446002
TZJ6446004
TZJ6446005
TZJ6446006
TZJ6453001
TZJ6455001
TZJ6455002
TZJ6457001
TZJ6457002
TZJ6458001
TZJ6458002
TZJ6464001
TZJ6466001
TZJ6467001
TZJ6530001
TZJ6530002
TZJ6531001
TZJ6531002
TZJ6531003
TZJ6531004
TZJ6531005
TZJ6531006
TZJ6531007
TZJ6531008
TZJ6531009
TZJ6531010
TZJ6531011
TZJ6531012
TZJ6540001
TZJ6540002
TZJ6540003
TZJ6540004
TZJ6540005
TZJ6540006
TZJ6540007
TZJ6543001
TZJ6543002
TZJ6543003
TZJ6553001
TZJ6553002
TZJ6574001
TZJ6574002
TZJ6700001
TZJ6700002
TZJ6704001
TZJ6706001
TZJ6708001
TZJ6710001
TZJ6712001
TZJ6714001
TZJ6730001
TZJ6730004
TZJ6754001
TZJ6754002
TZJ6754003
TZJ6755001
TZJ6755002
TZJ6755003
TZJ6851001
TZJ7200004
TZJ7200044
TZJ7200045
TZJ7300051
TZJ7300052
TZJ7400012
TZJ7400016
TZP01160000
TL301010080
TL301010090
TL301010100
TL301010110
TL301010120
TL301010130
TL301010140
TL301010150
TL301010160
TL301010170
TL301010180
TL301010190
TL301010200
TL301010210
TL301010230
TL301010240
TL301010250

名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

メタルクラウン
メタルクラウン
コアチューブ
コアチューブ
コアチューブ
コアチューブ
コアチューブ
ボーリングロッド
ボーリングロッド
ボーリングロッド
ボーリングロッド
スタビライザー（アンカー用）
スタビライザー（アンカー用）
スタビライザー（アンカー用）
スタビライザー（アンカー用）
ハンマービット（クロスビット）
ハンマービット（クロスビット）
ハンマービット（クロスビット）
ハンマービット（クロスビット）
スイーベル（アンカー用）
スイーベル（アンカー用）
スイーベル（アンカー用）
コアチューブ
コアチューブ
コアチューブ
コアチューブ
薬液注入工法部材
薬液注入工法部材
薬液注入工法部材
薬液注入工法部材
薬液注入工法部材
薬液注入工法部材
薬液注入工法部材
薬液注入工法部材
薬液注入工法部材
薬液注入工法部材
モイルポイントチゼル
モイルポイントチゼル
ダイヤモンドビット
ダイヤモンドビット
ダイヤモンドビット
ダイヤモンドビット
ダイヤモンドビット
ダイヤモンドビット
ダイヤモンドビット
ダイヤモンドビット
ダイヤモンドビット
ダイヤモンドビット
ダイヤモンドビット
ダイヤモンドビット
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
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
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
コンクリートカッタブレード

５００ｍｍ シングル
５５０ｍｍ シングル
２５０ｍｍ １ｍ シングル
３５０ｍｍ １ｍ シングル
４５０ｍｍ １ｍ シングル
５００ｍｍ １ｍ シングル
５５０ｍｍ １ｍ シングル
７３ｍｍ ３．０ｍ
９０ｍｍ ３．０ｍ
１０１ｍｍ ３ｍ
１５０ｍｍ ３ｍ
８６ｍｍ用
１０１ｍｍ用
１１６ｍｍ用
１３２ｍｍ用
８６ｍｍ用
１０１ｍｍ用
１１６ｍｍ用
１３２ｍｍ用
８６ｍｍ用
１０１ｍｍ用
１１６ｍｍ用
６４ｍｍ １．５ｍ シングル
８４ｍｍ １．５ｍ シングル
９９ｍｍ １．５ｍ シングル
１１４ｍｍ １．５ｍ シングル
二重管ボーリングロッド
単相グラウトモニタ４０．５ｍｍ
複相グラウトモニタ４０．５ｍｍ
単相用注入ホース類径１２ｍｍ
複相用注入ホース類径１２ｍｍ
単相用サクションホース３８ｍｍ
複相用サクションホース３８ｍｍ
二重管ホース 径１２ｍｍ
シールパッカーセット
シールセット
油圧ブレーカ６００～８００ｋｇ
油圧ブレーカ １３００ｋｇ級用
呼径２．１／２インチ
呼径３インチ
呼径３．１／２インチ
呼径４インチ
呼径５インチ
呼径６インチ
呼径７インチ
呼径８インチ
呼径１インチ
呼径１．１／４インチ
呼径１．１／２インチ
呼径２インチ
１２インチ（径３００ｍｍ）
１６インチ（径４００ｍｍ）
２２インチ（径５５０ｍｍ）
２４インチ（径６００ｍｍ）
３０インチ（径７５０ｍｍ）
４２インチ（径１０５０ｍｍ）
３８インチ（径９５０ｍｍ）

個
個
個
個
個
個
個
本
本
本
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
ｍ
個
個
組
組
組
組
本
個
個
本
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚

清掃車用ブラシ
清掃車用ブラシ
ディスクサンドペーパー
ディスクサンドペーパー
Ａ重油
Ａ重油
レギュラーガソリン
白灯油
プロパンガス
酸素ガス
アセチレンガス

ガードレール清掃用径５００ＰＰ
トンネル清掃用 径８００ ＰＰ
径１５０ ＃１６
径１５０ ＃３０
海上 一般 バージ
陸上 一般 ローリー
スタンド
業務用 小型ローリー
工業用・業務用 ボンベ
ボンベ
ボンベ

個
個
枚
枚
リットル
リットル
リットル
リットル
ｋｇ
ｍ３
ｋｇ

鉄スクラップ
ステンレススクラップ
鋼板（賃貸）整備費
鋼板（賃貸）整備費
鋼板（賃貸）整備費
鋼板（賃貸）不足分弁償金
鋼板（賃貸）不足分弁償金
鋼板（賃貸）不足分弁償金
マニラロープ
泥水調整剤
無機凝集剤 ＰＡＣ
液化炭酸
一般用さび止めペイント
着色亜鉛鉄板 カラー亜鉛平板
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ
コンクリートアンカー 電気亜鉛
トラッククレーン（作業料金）
トラッククレーン（作業料金）
トラッククレーン（作業料金）
トラッククレーン（作業料金）
トラッククレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
クローラクレーン（作業料金）
ラフテレーンクレーン・作業料金

ヘビー Ｈ１
新断 １８Ｃｒ：８Ｎｉ
２２×１５２４×３０４８
２２×１５２４×６０９６
２５×１５２４×６０９６
２２×１５２４×６０９６
２２×１５２４×３０４８
２５×１５２４×６０９６
マニラ 中級 径１０ｍｍ以上
スムーサーＫＭ－５
排水処理用ＪＩＳ Ｋ １４７５
ボンベ
ＪＩＳ １種 油性系 赤さび
０．４×９１４×１８２９ｍｍ
エルボ ５０
バルブソケット ５０
芯棒打込 Ｍ１２×Ｌ７０ｍｍ
１００ｔ吊 オペレータ付 日極
１２０ｔ吊 オペレータ付 日極
１６０ｔ吊 オペレータ付 日極
２００ｔ吊 オペレータ付 日極
３６０ｔ吊 オペレータ付 日極
３５ｔ吊 オペレータ付 月極
４０ｔ吊 オペレータ付 月極
５０ｔ吊 オペレータ付 月極
５５ｔ吊 オペレータ付 月極
６５ｔ吊 オペレータ付 月極
８０ｔ吊 オペレータ付 月極
１００ｔ吊 オペレータ付 月極
１５０ｔ吊 オペレータ付 月極
２００ｔ吊 オペレータ付 月極
３００ｔ吊 オペレータ付 月極
４５０ｔ吊 オペレータ付 月極
１６ｔ吊 オペレータ付 日極

ｔ
ｋｇ
枚
枚
枚
ｔ
ｔ
ｔ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
枚
個
個
本
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・月
台・月
台・月
台・月
台・月
台・月
台・月
台・月
台・月
台・月
台・月
台・日
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名称

規格

単位

ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン
ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン
ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ
ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ
ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ
ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ
ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ
ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド
ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド
ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド
ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド
ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー
ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー
ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー
ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー
ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット
ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット
ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット
ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット
ボーリング機材 アンカー用 スイベル
ボーリング機材 アンカー用 スイベル
ボーリング機材 アンカー用 スイベル
ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ
ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ
ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ
ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ
薬液注入工法部材 二重管ボーリングロッド
薬液注入工法部材 グラウトモニタ
薬液注入工法部材 グラウトモニタ
薬液注入工法部材 注入ホース類
薬液注入工法部材 注入ホース類
薬液注入工法部材 サクションホース
薬液注入工法部材 サクションホース
薬液注入工法部材 二重管ホース
薬液注入工法部材 シールパッカーセット
薬液注入工法部材 シールセット
ブレーカ ポイントチゼル
ブレーカ ポイントチゼル
ダイヤモンドビット ビット
ダイヤモンドビット ビット
ダイヤモンドビット ビット
ダイヤモンドビット ビット
ダイヤモンドビット ビット
ダイヤモンドビット ビット
ダイヤモンドビット ビット
ダイヤモンドビット ビット
ダイヤモンドビット ビット
ダイヤモンドビット ビット
ダイヤモンドビット ビット
ダイヤモンドビット ビット
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
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
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
コンクリートカッタブレード
路面切削機用ビット
路面切削機用ビット
路面切削機用ビット
清掃車用ブラシ ガードレール清掃用

径５００ｍｍ シングル
径５５０ｍｍ シングル
径２５０ｍｍ 長１．０ｍ シングル
径３５０ｍｍ 長１．０ｍ シングル
径４５０ｍｍ 長１．０ｍ シングル
径５００ｍｍ 長１．０ｍ シングル
径５５０ｍｍ 長１．０ｍ シングル
径７３ｍｍ 長３．０ｍ カップリング付
径９０ｍｍ 長３．０ｍ カップリング付
径１０１ｍｍ 長３．０ｍ カップリング付
径１５０ｍｍ 長３．０ｍ カップリング付
径８６ｍｍ用 長０．３ｍ
径１０１ｍｍ用 長０．３ｍ
径１１６ｍｍ用 長０．３ｍ
径１３１ｍｍ用 長０．３ｍ
径８６ｍｍ用
径１０１ｍｍ用
径１１６ｍｍ用
径１３２ｍｍ用
径８６ｍｍ用
径１０１ｍｍ用
径１１６ｍｍ用
径６６ｍｍ 長１．５ｍ シングル
径８６ｍｍ 長１．５ｍ シングル
径１０１ｍｍ 長１．５ｍ シングル
径１１６ｍｍ 長１．５ｍ シングル
長３．０ｍ
単相用 径４０．５ｍｍ
複相用 径４０．５ｍｍ
単相用 ４．９ＭＰａ 径１２ｍｍ 長５０ｍ×２本
複相用 ４．９ＭＰａ 径１２ｍｍ 長５０ｍ×３本
単相用 径３８ｍｍ 長３．０ｍ×２本
複相用 径３８ｍｍ 長３．０ｍ×３本
２１ＭＰａ 径１２ｍｍ 長２０ｍ
シールパッカーセット
シールセット
油圧大型ブレーカ６００～８００ｋｇ級対応
油圧大型ブレーカ１３００ｋｇ級対応
２・１／２インチ ６４．７ｍｍ
３インチ ７７．４ｍｍ
３・１／２インチ ９０．８ｍｍ
４インチ １１０．０ｍｍ
５インチ １２８．５ｍｍ
６インチ １６０．０ｍｍ
７インチ １８０．０ｍｍ
８インチ ２０４．０ｍｍ
１インチ ２７．６ｍｍ
１・１／４インチ ３３．１ｍｍ
１・１／２インチ ４０．０ｍｍ
２インチ ５３．２ｍｍ
手動式切断機用 ブレード径３０ｃｍ １２インチ
手動式切断機用 ブレード径４０ｃｍ １６インチ
自走式切断機用 ブレード径５６ｃｍ ２２インチ
自走式切断機用 ブレード径６０ｃｍ ２４インチ
自走式切断機用 ブレード径７５ｃｍ ３０インチ
自走式切断機用 ブレード径１０６ｃｍ ４２インチ
自走式切断機用 ブレード径９５ｃｍ ３８インチ
ホイール式 ０．７ｍ級
ホイール式 １．０ｍ級
ホイール式 ２．０ｍ級
ポリプロピレン 直径５００ｍｍ 長６００ｍｍ

個
個
本
本
本
本
本
本
本
本
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
本
本
本
本
ｍ
個
個
組
組
組
組
本
個
個
本
本
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
個
枚
枚
枚
枚
枚
枚
枚
本
本
本
個

石油製品 Ａ重油 一般 硫黄分１．０％以下
石油製品 Ａ重油 一般
石油製品 ガソリン レギュラー
石油製品 灯油
ＬＰＧ（プロパン）
酸素
溶解アセチレン
石油製品
鉄屑
ステンレス屑
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金
麻ロープ ＪＩＳ Ｌ ２７０１
泥水調整剤 スムーサＫＭ－５
凝集剤 無機凝集剤
炭酸

バージ渡し
ローリー渡し １０～２０ＫＬ積載車 給油
スタンド渡し スタンド給油
ミニローリー渡し ４ＫＬ積載車 給油
液化 業務用・工業用 ボンベ
圧縮 純度９９．６％以上 ボンベ
ボンベ

ｋＬ
ｋＬ
Ｌ
ｋＬ
ｋｇ
ｍ３
ｋｇ
ガソリンスタンド渡し：潤滑油２サイクルエンジンオイル（２０：１） Ｌ
ヘビー Ｈ１
ｔ
新断 １８－８
ｔ
厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ ８０２ｋｇ
枚
厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ １６０４ｋｇ
枚
厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ １８２３ｋｇ
枚
厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ １６０４ｋｇ
ｔ
厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ ８０２ｋｇ
ｔ
厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ １８２３ｋｇ
ｔ
中級マニラ １類２種 ３ヨリ
ｋｇ
高吸水性掘削添加材
ｋｇ
ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ） ローリー
ｋｇ
液化 純度９９．５％以上 ボンベ
ｋｇ

カラー亜鉛鉄板 カラー平板
水道用塩ビ管ＴＳ継手 エルボ
水道用塩ビ管ＴＳ継手 バルブソケット
あと施工アンカー 芯棒打込み式
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）

０．４０×９１４×１８２９ｍｍ ５．８３ｋｇ／枚
呼び径５０ｍｍ
呼び径５０ｍｍ
ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長７０ｍｍ
１００ｔ吊オペレータ付（低騒音型含 要分解組立）
１２０ｔ吊オペレータ付（低騒音型含 要分解組立）
１６０ｔ吊オペレータ付（低騒音型含 要分解組立）
２００ｔ吊オペレータ付（低騒音型含 要分解組立）
３６０ｔ吊 オペレータ付（要分解組立）
３５ｔ吊 オペ付（排１次、低騒音型含 要分組）
４０ｔ吊 オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
５０ｔ吊 オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
５５ｔ吊 オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
６５ｔ吊 オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
８０ｔ吊 オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
１００ｔ吊オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
１５０ｔ吊オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
２００ｔ吊オペ付（排１・２次、低騒音含 要分組）
３００ｔ吊 オペレータ付（分解組立が必要）
４５０ｔ吊 オペレータ付（分解組立が必要）
１６ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音 含）

枚
個
個
本
日
日
日
日
日
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
日

単価コード

TL301010260
TL301010270
TL301010280
TL301010290
TL301010300
TL301010310
TL301020010
TL301020020
TL301020030
TL301020040
TL301020050
TL301030010
TL301030020
TL301030030
TL301030070
TL301030080
TL301030090
TL301030100
TL301030110
TL301030120
TL301030130
TL301030140
TL301030150
TL301030160
TL301030170
TL301030180
TL301040010
TL301040020
TL301040030
TL301040040
TL302070020
TL302070030
TL302070040
TL302070050
TLC3100001
TLC3100002
TLC3100003
TLC3100004
TLC3100005
TLC3100007
TLC3100008
TLC3100009
TLC3100010
TLC3100011
TLC3100012
TLC3100013
TLC3100014
TLC3100015
TLC3100016
TZ301010010
TZ301010030
TZ301010040
TZ301010050
TZ301010060
TZ301010100
TZ301010110
TZ301010120
TZ301010200
TZ301010210
TZ301010220
TZ301010230
TZ301010240
TZ301010250
TZ301010260
TZ301010270
TZ301010340
TZ301010350
TZ301010380
TZ301010430
TZ301010450
TZ301010470
TZ301010480
TZ301010500
TZ301070020
TZ301080070
TZ301090010
TZ301090020
TZ302010010
TZ302010020
TZ302010050
TZ302030010
TZ304010030
TZ304010050
TZ304010090
TZ304010150
TZ304010160
TZ304010170
TZ304030010
TZ304030020
TZ304030030
TZ306010010
TZJ6208003
TZJ6208006
TZJ6702002
TZJ7200001
TZJ7200002
TZJ7200003
TZP02352001
KAR202
KAR204
TN2396
TN2397
TN2398
TN2399
TN2400
TNF755

月刊 建設物価 掲載
名称

月刊 積算資料 掲載
規格

単位

ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
ラフテレーンクレーン・作業料金
自走式リフト（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
エンジンコンプレッサ（賃貸）
ガソリン発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
ディーゼル発電機（賃貸）
振動ローラ（賃貸）ハンドガイド
振動ローラ（賃貸） 搭乗式
タンパ（賃貸）
タイヤローラ（賃貸）
Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内
Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当
溝形鋼 ＳＳ４００ 大形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形
中厚板 ＳＰＨＣ又は無規格
異形棒鋼 ＳＤ２９５Ａ
異形棒鋼 ＳＤ２９５Ａ
異形棒鋼 ＳＤ２９５Ａ
異形棒鋼 ＳＤ３４５
異形棒鋼 ＳＤ３４５
異形棒鋼 ＳＤ３４５
異形棒鋼 ＳＤ３４５
異形棒鋼 ＳＤ３４５
異形棒鋼 ＳＤ３４５
異形棒鋼 ＳＤ３４５
異形棒鋼 ＳＤ３４５
一般構造用丸鋼ＳＳ４００
一般構造用丸鋼ＳＳ４００
一般構造用丸鋼ＳＳ４００
一般構造用丸鋼ＳＳ４００
一般構造用丸鋼ＳＳ４００
一般構造用丸鋼ＳＳ４００

２０ｔ吊 オペレータ付 日極
２５ｔ吊 オペレータ付 日極
３５ｔ吊 オペレータ付 日極
４５ｔ吊 オペレータ付 日極
５０ｔ吊 オペレータ付 日極
ホイール・ブーム型 床高１２ｍ
３．５～３．７ｍ３／分低騒音型
５ｍ３／分 低騒音型含む
７．５～７．８ｍ３／分低騒音型
１０．５～１１ｍ３／分低騒音型
１８～１９ｍ３／分低騒音型含む
出力２ｋＶＡ 低騒音型含む
出力３５０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力４００ｋＶＡ 低騒音型含む
出力１０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力２０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力３５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力４５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力６０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力７５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力１００ｋＶＡ 低騒音型含む
出力１２５ｋＶＡ 低騒音型含む
出力１５０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力２００ｋＶＡ 低騒音型含む
出力２５０ｋＶＡ 低騒音型含む
出力３００ｋＶＡ 低騒音型含む
０．８～１．１ｔ
コンバインド型 ３～４ｔ
質量６０～８０ｋｇ
質量８～２０ｔ
Ｈ－３００
Ｈ－３００
Ｈ－３００
Ｈ－３００
１．５型 Ｗ３ｍ未満
２．０型 Ｗ３ｍ未満
２．５型 Ｗ３ｍ未満
３．０型 Ｗ３ｍ未満
３．５型 Ｗ３ｍ未満
４．０型 Ｗ３ｍ未満
４．０型 Ｗ３～４．７ｍ未満
４．５型 Ｗ３ｍ未満
４．５型 Ｗ３～４．７ｍ未満
５．０型 Ｗ３ｍ未満
５．０型 Ｗ３～４．７ｍ未満
５．５型 Ｗ３ｍ未満
５．５型 Ｗ３～４．７ｍ未満
６．０型 Ｗ３ｍ未満
６．０型 Ｗ３～４．７ｍ未満
６．５×１５０×７５ｍｍ
９×７５×７５ｍｍ
６×５０×５０ｍｍ
１０×１００×１００ｍｍ
９・１２×９１４×１８２９
Ｄ１０
Ｄ１３
Ｄ１６
Ｄ１３
Ｄ１６
Ｄ１６
Ｄ１６
Ｄ１６
Ｄ２９
Ｄ２９
Ｄ３５
１３ｍｍ
１６ｍｍ
２５ｍｍ
３８ｍｍ
４４ｍｍ
４８ｍｍ

台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
台・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
基・日
台・日
台・日
基・日
台・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ

麻袋土のう
バタ角 杉
エポキシ樹脂下塗り塗料
フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料
アスファルト乳剤
アスファルト乳剤

４８×６２ｃｍ
Ｌ４ｍ×Ｔ１０×Ｗ１０ｃｍ
ＪＩＳ Ａ種・Ｂ種 ブラウン
中塗り・上塗り用 グレー
ＰＫ３ ＰＫ４
ＰＫ３ ＰＫ４

枚
ｍ３
ｋｇ
ｋｇ
ｔ
ｔ

レギュラーガソリン
レギュラーガソリン
軽油
Ａ重油
Ａ重油
Ａ重油
プロパンガス
アセチレンガス
酸素ガス
コンクリートカッタブレード
電気溶接棒 軟鋼用
電気溶接棒 軟鋼用
軽油
減摩剤
減摩剤
泥水調整剤
歩車道境界ブロック Ａ
キャリアダンプ（賃貸）全旋回式
キャリアダンプ（賃貸）全旋回式
農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手
農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手
農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手
農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手
農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＰ

スタンド
スタンド
パトロール給油 小型ローリー
海上 一般 バージ
陸上 一般 ローリー
陸上 一般 ローリー
工業用・業務用 ボンベ
ボンベ
ボンベ
８インチ（径２００ｍｍ）
径５ｍｍ Ｅ４３１９
径５ｍｍ Ｅ４３０３
パトロール給油 小型ローリー
マッドオイルＤ
ハイゲル
テルセローズＴＥ－Ｖ
１５／１７×２０×６０ｃｍ
クローラ 油圧式 ６～７ｔ
クローラ 油圧式 １０～１１ｔ
ドレッサー形ジョイント ７５
ドレッサー形ジョイント １００
ドレッサー形ジョイント １２５
ドレッサー形ジョイント １５０
ドレッサー形ジョイント ２００
呼び径２００ 有効長５ｍ

リットル
リットル
リットル
リットル
リットル
リットル
ｋｇ
ｋｇ
ｍ３
枚
ｋｇ
ｋｇ
リットル
リットル
ｋｇ
ｋｇ
個
台・日
台・日
個
個
個
個
個
本
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名称
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）
賃貸料金 自走式リフト（ホイール） ブーム型
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ
賃貸料金 ガソリン発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 ディーゼル発電機（低騒音型）
賃貸料金 振動ローラ（ハンドガイド式）
賃貸料金 振動ローラ（搭乗・コンバインド式）
賃貸料金 タンパ（ランマ）
賃貸料金 タイヤローラ
賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内
賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長３０ｍ１セット
みぞ形鋼（ＳＳ４００）
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形
普通鋼板 厚板
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
異形棒鋼
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）
土のう
仮設・土木用木材 バタ角 杉
鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料
鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料
アスファルト乳剤 浸透用（ＪＩＳ Ｋ ２２０８）
アスファルト乳剤 浸透用（ＪＩＳ Ｋ ２２０８）
コンクリート舗装用材 路盤紙
目地板 瀝青質板
石油製品 ガソリン レギュラー
石油製品 ガソリン レギュラー
石油製品 軽油
石油製品 Ａ重油 一般 硫黄分１．０％以下
石油製品 Ａ重油 一般
石油製品 Ａ重油 一般
ＬＰＧ（プロパン）
溶解アセチレン
酸素
コンクリートカッタブレード
溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用
溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用
石油製品 軽油
減摩剤 マッドオイルＤ
泥水調整剤 ハイゲル
泥水調整剤 テルセローズ
道路用Ｃｏ製品 歩車道境界 Ａ
賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車
賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車

規格
２０ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音 含）
２５ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音 含）
３５ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音 含）
４５ｔ吊 オペレータ付（排ガス１次、低騒音 含）
５０ｔ吊 オペレータ付（排１・２次、低騒音 含）
作業床高さ１２～１３ｍ
３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ（排１・２次、低騒含）
５ｍ３／ｍｉｎ（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ（排１・２次、低騒含）
１０．５～１１ｍ３／ｍｉｎ（排１・２次、低騒含）
１８～１９ｍ３／ｍｉｎ（排ガス１・２次、低騒含）
定格容量２ｋＶＡ（低騒音型 含）
定格容量３５０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量４００ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量１０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量２０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量３５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量４５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量６０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量７５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量１００ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量１２５ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量１５０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量２００ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量２５０ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
定格容量３００ｋＶＡ（排１・２次、低騒音型 含）
質量０．８～１．１ｔ
質量３～４ｔ（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
質量６０～８０ｋｇ
質量８～２０ｔ（排出ガス１・２次、低騒音型 含）
Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ
Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ
Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ
Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ
掘削深１．５ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深２．０ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深２．５ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深３．０ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深３．５ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深４．０ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深４．０ｍ 開削幅３．０以上４．７ｍ未満
掘削深４．５ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深４．５ｍ 開削幅３．０以上４．７ｍ未満
掘削深５．０ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深５．０ｍ 開削幅３．０以上４．７ｍ未満
掘削深５．５ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深５．５ｍ 開削幅３．０以上４．７ｍ未満
掘削深６．０ｍ 開削幅３．０ｍ未満
掘削深６．０ｍ 開削幅３．０以上４．７ｍ未満
６．５×７５×１５０ｍｍ １８．６ｋｇ／ｍ
９×７５×７５ｍｍ ９．９６ｋｇ／ｍ
６×５０×５０ｍｍ ４．４３ｋｇ／ｍ
１０×１００×１００ｍｍ １４．９ｋｇ／ｍ
厚９～１２ｍｍ ３×６フィート 無規格
ＳＤ２９５Ａ Ｄ１０ ０．５６ｋｇ／ｍ
ＳＤ２９５Ａ Ｄ１３ ０．９９５ｋｇ／ｍ
ＳＤ２９５Ａ Ｄ１６ １．５６ｋｇ／ｍ
ＳＤ３４５ Ｄ１３ ０．９９５ｋｇ／ｍ
ＳＤ３４５ Ｄ１６ １．５６ｋｇ／ｍ
ＳＤ３４５ Ｄ１６ １．５６ｋｇ／ｍ
ＳＤ３４５ Ｄ１６ １．５６ｋｇ／ｍ
ＳＤ３４５ Ｄ１６ １．５６ｋｇ／ｍ
ＳＤ３４５ Ｄ２９ ５．０４ｋｇ／ｍ
ＳＤ３４５ Ｄ２９ ５．０４ｋｇ／ｍ
ＳＤ３４５ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ
径１３ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ
径１６ｍｍ １．５８ｋｇ／ｍ
径２５ｍｍ ３．８５ｋｇ／ｍ
径３８ｍｍ ８．９０ｋｇ／ｍ
径４４ｍｍ １１．９ｋｇ／ｍ
径４８ｍｍ １４．２ｋｇ／ｍ
径５０ｍｍ １５．４ｋｇ／ｍ
径６０ｍｍ ２２．２ｋｇ／ｍ
幅４８×長６２ｃｍ 麻製
長４．０ｍ×厚１０×幅１０ｃｍ １・２等込
下塗用 ＪＩＳ Ｋ５５５１ Ａ種・Ｂ種 赤さび
中塗・上塗用 グレー
ＰＫ－３ プライムコート用
ＰＫ－４ タックコート用
ターポリン紙系
厚１０ｍｍ
スタンド渡し スタンド給油
スタンド渡し スタンド給油
パトロール給油 ２～４ＫＬ積載車 給油
バージ渡し
ローリー渡し １０～２０ＫＬ積載車 給油
ローリー渡し １０～２０ＫＬ積載車 給油
液化 業務用・工業用 ボンベ
ボンベ
圧縮 純度９９．６％以上 ボンベ
電動工具用 ブレード径２０ｃｍ ８インチ
Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１） 径５．０ｍｍ
Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３） 径５．０ｍｍ
パトロール給油 ２～４ＫＬ積載車 給油
潤滑剤
ゲル化剤
ＣＭＣ
幅１５０／１７０×高２００×長６００ｍｍ
積載質量６～７ｔ 全旋回式（排１・２次 含）
積載質量１０～１１ｔ 全旋回式（排１・２次 含）

単位
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｔ・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｍ２・日
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
ｋｇ
枚
ｍ３
ｋｇ
ｋｇ
ｔ
ｔ
ｍ２
ｍ２
Ｌ
Ｌ
Ｌ
ｋＬ
ｋＬ
ｋＬ
ｋｇ
ｋｇ
ｍ３
枚
ｋｇ
ｋｇ
Ｌ
Ｌ
ｋｇ
ｋｇ
個
日
日

単価コード

TNF756
TNF757
TVJ1384001
TVJ1384002
TVJ1384006
TVJ1384007
TVJ1384011
TVJ1384012
TVJ1384013
TVJ1384014
TVJ1384015
TVJ1384016
TVJ1384017
TZJ4160001

月刊 建設物価 掲載
名称
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＰ
農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管ＶＰ
建電協型 ＬＥＤ道路灯
建電協型 ＬＥＤ道路灯
建電協型 ＬＥＤ道路灯
建電協型 ＬＥＤ道路灯
建電協型 ＬＥＤ道路灯
建電協型 ＬＥＤ道路灯
建電協型 ＬＥＤ道路灯
建電協型 ＬＥＤ道路灯
建電協型 ＬＥＤ道路灯
建電協型 ＬＥＤ道路灯
建電協型 ＬＥＤ道路灯
モルトメール

月刊 積算資料 掲載
規格

呼び径２５０ 有効長５ｍ
呼び径３００ 有効長５ｍ
ＫＣＥ１００－２
ＫＣＥ１００－２
ＫＣＥ０７０－２
ＫＣＥ０７０－２
ＫＣＥ０５０－２
ＫＣＥ０５０－２
ＫＣＥ１２０－２
ＫＣＥ１００－２
ＫＣＥ０７０－２
ＫＣＥ１００－２
ＫＣＥ０７０－２
タイプＪ １５×１０ｍｍ

単位
本
本
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
ｍ
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名称

ＰＣ床版用型枠シール材 モルトメール タイプＪＢ

規格

単位

特殊発泡合成ゴム コンポ橋用 幅１５×厚１０ｍｍ ｍ

施工パッケージに用いる東京単価

単価コード

TL091011002
TL091011001
TL091010002
TL091010003
TL091010007
TL091010008
TL091010005
TL091010004
TL091060003
TL091070002
TL091070011
TL091180001
TL091081001
TL091081002
TL091090003
TL091090004
TL091160000
TL091130004
TL091130005
TL091130006
TL091130007
TL091130009
TL091130010
TL091120001
TL091120011
TL091120012
TL091120013
TL091120014
TL091140005
TZ091102019
TZ091102020
TZ091102021
TZ091102023
TZP98000080
TZP90020060
TZ092002008
TZP94010010
TZ092012001
TZ092012002
TZ092012004
TZ092120003
TZ092140001
TZP92560000
TZ092140002
TZP97260000
TZ092122003
TZ092125003
TZ092125002
TZ092152001
TZ092104002
TZ096150004
TZ096159001
TZ096161011
TZ096161012
TZ096160012
TZ096160013
TZ096706001
TZ096702002
TZ096704001
TL091170001
TZ096406001
TZ096406003
TZ096406004
TZ096406005
TZ096404001
TZ096404002
TZ096404003
TZ096404004
TZ096401001
TZ096401002
TZ096401003
TZ096400001
TZ096400002
TZ096400003
TZ096405001
TZ096405002
TZ096405003
TZ096405004
TZ096407001
TZ096407002
TZ096407003
TZ096407004
TZ096540003
TZ096540005
TZ096540007
TZ094100003
TZ094100005
TZ094100001
TZ094120002
TZ094106002
TZ094101002
TZ094101004
TZ094101005
TZ094130002
TZ094130003
TZ094130004
TZP92321010
TZ094220003
TZ094230002
TZP91820000
TZP91860010
TZP98000040
TZ092304002
TZ092352001
TZP92352001
TZ092352002
TZP92352002
TZ092354001
TZP92354001
TZP93000000
TZP93000001
TZP93130000
TZP93130001
TZP93120020

経済調査会、物価調査会HP

新潟県土木工事等基礎（公表）単価表
名称
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]
ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
ｾﾒﾝﾄ
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
ｾﾒﾝﾄ(高炉B)
杭丸太(松)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
割栗石
詰石
割栗石
中詰材
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
再生粒度調整砕石
再生粒度調整砕石
砂
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砂
下塗さび止め塗料
ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516
塩化ｺﾞﾑ系塗料
塩化ｺﾞﾑ系塗料
灯油
軽油
ｶﾞｿﾘﾝ
消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料鋼製
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
導水ﾊﾟｲﾌﾟ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中用)
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ歩車道境界用
直ﾋﾞｰﾑB塗装
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟGP-BP塗装
車止めﾎﾟｽﾄﾋﾟﾗｰ型取外し式
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
円形側溝
円形側溝
特殊ﾌﾞﾛｯｸ
特殊ﾌﾞﾛｯｸ
ｺﾞﾑ支承

規格
山積0.11m3(平積0.08m3)
山積0.22m3(平積0.16m3)
山積0.28m3(平積0.2m3)
山積0.45m3(平積0.35m3)
山積0.8m3(平積0.6m3)
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊
山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
運転質量8~20t
運転質量0.8~1.1t
運転質量3~4t
質量60~80kg
標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高さ9.7m
標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高さ12m
吐出量3.5~3.7m3/min
吐出量5.0m3/min
126MJ(30､100kcal)
16t吊
20t吊
25t吊
35t吊
45t吊
50t吊
4.9t吊
100t吊
120t吊
160t吊
200t吊
50t吊
SD345D13
SD345D16~25
SD345D29~32
SR235径13
高炉B0.09t
25kg袋入
25kg袋入
長1.5m×末口9cm皮付先端加工
18-8-25(20)高炉
21-8-25(20)高炉
24-8-25(20)高炉
C-40
50-150mm
割栗石150-200mm
150-200mm
割栗石150-200mm
RC-40
RM-40
RM-30
再生
洗い細目
K-5623-2合成樹脂系
下塗り
2種中塗り用淡彩
2種上塗り用淡彩
中塗り用淡彩
上塗り用淡彩
白灯油業務用
1.2号
ﾚｷﾞｭﾗｰ
異形ﾌﾞﾛｯｸ30t未満
φ90mm用
φ115mm用
φ135mm用
φ146mm用
φ90mm用(1.5m)
φ115mm用(1.5m)
φ135mm用(1.5m)
φ146mm用(1.5m)
φ90mm用
φ115mm用
φ135mm用
φ90mm用
φ115mm用
φ135mm用
φ90mm用(1.5m)
φ115mm用(1.5m)
φ135mm用(1.5m)
φ146mm用(1.5m)
φ90mm用
φ115mm用
φ135mm用
φ146mm用
径22ｲﾝﾁ
径30ｲﾝﾁ
径38ｲﾝﾁ
密粒度AS混合物(20)
細粒度AS混合物(13)
開粒度AS混合物(13)
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
AS安定処理(40)
再生粗粒度AS混合物(20)
再生密粒度AS混合物(13)
再生細粒度AS混合物(13)
PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
PK-4ﾀｯｸｺｰﾄ用
PKR
排水性舗装用ｽﾃﾝﾚｽ製φ18
Gr-B-4E塗装
GP-BP-2E土中建込塗装
板厚3.2×幅350×長さ2330mm
厚さ3.2外径φ48.6長さ2000mm
径114.3mm高さ850mmｽﾁｰﾙ
300500×155×600
片面150/170×200×600(A)
片面150/170×200×600(A)
片面180/205×250×600(B)
片面180/205×250×600(B)
120×120×600(A)
120×120×600(A)
縦断用内径300mmT-25L=2m
縦断用内径500mmT-25L=2m
研磨平板30cm×30cm×6cm
研磨平板40cm×40cm×6cm
Coﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑSBR単層10mm

単位
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
t
t
t
t
式
m3
t
本
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
L
L
L
m2
個
個
個
個
本
本
本
本
個
個
個
個
個
個
本
本
本
本
個
個
個
個
枚
枚
枚
t
t
t
t
t
t
t
t
L
L
L
m
m
m
m
m
本
個
個
m
個
m
個
m
個
個
枚
枚
m2

36

名称・規格
小型バックホウ（クローラ型）山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）
小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型］山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）
バックホウ（クローラ型）山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
バックホウ（クローラ型）山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）
バックホウ（クローラ型）山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）吊能力１．７ｔ
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊能力２．９ｔ
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）吊能力２．９ｔ
タイヤローラ質量８～２０ｔ
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量０．８～１．１ｔ
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量３～４ｔ
タンパ及びランマ質量６０～８０ｋｇ
高所作業車トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ作業床高さ９．７ｍ
高所作業車トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］５ｍ３／ｍｉｎ
ジェットヒータ１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１００ｔ吊
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１２０ｔ吊
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６０ｔ吊
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２００ｔ吊
クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］５０ｔ吊
鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３
鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１６
鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９
鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＲ２３５φ１３
セメント高炉Ｂ
普通ポルトランドセメント２５ｋｇ袋入
セメント高炉Ｂ２５ｋｇ袋入
杭丸太（松）長１．５ｍ×末口９cm皮付先端加工
生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ６０％
生コンクリート高炉２１－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ５５％
生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ５５％
クラッシャランＣ－４０
割栗石５０～１５０ｍｍ
詰石割栗石１５０～２００ｍｍ
割栗石１５０～２００ｍｍ
中詰材割栗石１５０～２００ｍｍ
再生クラッシャランＲＣ－４０
再生粒度調整砕石ＲＭ－４０
再生粒度調整砕石ＲＭ－３０
砂再生砂
砂細目（洗い）
鉛系錆止めペイント（ＪＩＳＫ５６２３２種）合成樹脂系
フェノール樹脂MIO塗料
長油性フタル酸樹脂塗料（ＪＩＳＫ５５１６２種）淡彩色中塗用
長油性フタル酸樹脂塗料（ＪＩＳＫ５５１６２種）淡彩色上塗用
塩化ゴム系塗料中塗用淡彩色
塩化ゴム系塗料上塗用淡彩色
灯油白灯油業務用ミニローリー
軽油１．２号パトロール給油
ガソリンレギュラースタンド
鋼製型枠異形ブロック３０ｔ未満
リングビットφ９０ｍｍ用
リングビットφ１１５ｍｍ用
リングビットφ１３５ｍｍ用
リングビットφ１４６ｍｍ用
ドリルパイプφ９０ｍｍ用（１．５ｍ）
ドリルパイプφ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）
ドリルパイプφ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）
ドリルパイプφ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）
シャンクロッドφ９０ｍｍ用
シャンクロッドφ１１５ｍｍ用
シャンクロッドφ１３５ｍｍ用
打込アダプタφ９０ｍｍ用
打込アダプタφ１１５ｍｍ用
打込アダプタφ１３５ｍｍ用
インナーロッドφ９０ｍｍ用（１．５ｍ）
インナーロッドφ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）
インナーロッドφ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）
インナーロッドφ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）
インナービットφ９０ｍｍ用
インナービットφ１１５ｍｍ用
インナービットφ１３５ｍｍ用
インナービットφ１４６ｍｍ用
コンクリートカッタ（ブレード）径２２インチ
コンクリートカッタ（ブレード）径３０インチ
コンクリートカッタ（ブレード）径３８インチ
アスファルト混合物密粒度ＡＳ混合物（２０）
アスファルト混合物細粒度ＡＳ混合物（１３）
アスファルト混合物開粒度ＡＳ混合物（１３）
アスファルト混合物ポーラスアスファルト混合物（１３）
アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）
再生アスファルト混合物再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）
再生アスファルト混合物再生密粒度ＡＳ混合物（１３）
再生アスファルト混合物再生細粒度ＡＳ混合物（１３）
アスファルト乳剤ＰＫ－３プライムコート用
アスファルト乳剤ＰＫ－４タックコート用
アスファルト乳剤ＰＫＲゴム入り
導水パイプ排水性舗装用ステンレス製φ１８
ガードレール土中建込Ｇr-Ｂ-４Ｅ塗装
ガードパイプ土中建込ＧＰ-ＢＰ-２Ｅ塗装
直ビームB板厚３．２×幅３５０×長さ２，３３０ｍｍ塗装
ビームパイプＧＰ-ＢＰ厚さ３．２外径φ４８．６長さ２，０００ｍｍ塗装
車止めポストピラー型取外し式径１１４．３ｍｍ高さ８５０ｍｍスチール
鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）
歩車道境界ブロックA種（１５０/１７０×２００×６００）
歩車道境界ブロックA種（１５０/１７０×２００×６００）
歩車道境界ブロックB種（１８０/２０５×２５０×６００）
歩車道境界ブロックB種（１８０/２０５×２５０×６００）
地先境界ブロックＡ種（１２０×１２０×６００）
地先境界ブロックＡ種（１２０×１２０×６００）
円形側溝縦断用内径３００ｍｍＴ-２５L=２ｍ
円形側溝縦断用内径５００ｍｍＴ-２５L=２ｍ
特殊ブロック研磨平板３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ
特殊ブロック研磨平板４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ
ゴム支承コンクリートヒンジ用緩衝ゴムＳＢＲ単層１０ｍｍ
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施工パッケージに用いる東京単価
TZP93880000
TZ092500002
TZ092500003
TZ092500004
TZ092500005
TZ092500006
TZ092500007
TZ092500008
TZ092500009
TZ092500010
TZ092500011
TZ092500012
TZ092500013
TZ092500014
TZ092500015
TZ092500016
TZP93520000
TZP93520001
TZP93520002
TZP93520003
TZP93520004
TZP93520005
TZP93520006
TZP93520007
TZP93520008
TZP93520009
TZP9352000A
TZP9352000B
TZP93570010
TZP93570011
TZP93570012
TZP93570013
TZP90500010
TZP90500011
TZP93560007
TZP93560002
TZP93560005
TZP93560000
TZP93560003
TZP93560001
TZP93560006
TZP96600000
TZP96600001
TZP96600002
TZP96600003
TZP96600004
TZP96600005
TZP96600006
TZP96600007
TZP96600008
TZP96600009
TZP9660000A
TZP9660000B
TZP9660000C
TZP9660000D
TZP9660000E
TZP9660000F
TZP9660000G
TZP9660000H
TZP96610000
TZP96610001
TZP96610002
TZP96610003
TZP96610004
TZP96610005
TZP96610006
TZP96610007
TZP96640000
TZP96640001
TZP96640002
TZP96640003
TZP96640004
TZP90210001
TZP90210000
TZP90230000
TZP90230001
TZP90230002
TZ094010001
TZ094010002
TZP90250000
TZP90250001
TZ092418002
TZP93690010
TZP92800000
TZP92800001
TZP92800002
TZP92800003
TZP96760000
TZP95620000
TZP90060000
TZP91160000
TZ094740001
TZP96741010
TZP96010000
TZ094752006
TZ094152001
TZP95000000
TZ093002001
TZP95021010
TZP95030000
TZP95120000
TZP90640000
TZP93620010
TZP92360000
TZP92360001
TZP95500000
TZP92360002
TZP92360003
TQ091001002
TL091010001
TL091110010
TL091110014
TL091140051
TZ091450009
TZ094730001
TZ096073002

高欄(鋼製)B種丸･縦桟型めっき
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形
PC管1種
PC管1種
PC管1種
PC管1種
PC管1種
PC管1種
PC管1種
PC管1種
PC管1種
PC管1種
PC管1種
PC管1種
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ土被り0.2~3.0m
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ土被り0.2~3.0m
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ土被り0.2~3.0m
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ土被り0.2~3.0m
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ土被り0.2~3.0m
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ土被り0.2~3.0m
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ土被り0.2~3.0m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ
ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ
ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ
ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ
ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ
ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ
ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ
ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ
暗渠排水管
暗渠排水管
暗渠排水管高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
暗渠排水管高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
暗渠排水管高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
鉄線じゃかご円筒形じゃかご
鉄線じゃかご円筒形じゃかご
ふとんかご角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
かごﾏｯﾄ
かごﾏｯﾄ
袋詰玉石用袋材
袋詰玉石用袋材
間知ﾌﾞﾛｯｸ
連節ﾌﾞﾛｯｸ
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁ﾊｲﾀｯﾁｳｫｰﾙ
土木安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ
被覆ｼｰﾄ
吸出し防止材
あと施工ｱﾝｶｰ
遮水ｼｰﾄ
止水ｼｰﾄ
ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用)
塩ﾋﾞ止水板
瀝青繊維質目地板
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ
野芝
種子(野芝)
芝
肥料
金網柵H2000
基礎ﾌﾞﾛｯｸ
厚鋼電線管
FEP
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
管路材
管路材
鉄筋工
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
溶接金網(G3551)
養生ﾏｯﾄ
型枠用合板

ﾋﾞｰﾑ数3本高さ1000mmｽﾊﾟﾝ2.0m
200×27×2000
250×28×2000
300×30×2000
350×32×2000
400×35×2430
450×38×2430
500×42×2430
600×50×2430
700×58×2430
800×66×2430
900×75×2430
1000×82×2430
1100×88×2430
1200×95×2430
1350×103×2430
外圧S形管径600mm×長さ4000mm
外圧S形管径700mm×長さ4000mm
外圧S形管径800mm×長さ4000mm
外圧S形管径900mm×長さ4000mm
外圧S形管径1000mm×長さ4000mm
外圧S形管径1100mm×長さ4000mm
外圧S形管径1200mm×長さ4000mm
外圧S形管径1350mm×長さ4000mm
外圧S形管径1500mm×長さ4000mm
外圧S形管径1650mm×長さ4000mm
外圧S形管径1800mm×長さ4000mm
外圧S形管径2000mm×長さ4000mm
管径300mm×長さ2000mm
管径450mm×長さ2500mm
管径600mm×長さ2500mm
管径1000mm×長さ2500mm
製品質量2000kg/基以下
質量2000kg/基超え4000kg/基以下
RCB3000×H2000×L1000T-25
RCB1500×H1000×L1500T-25
RCB1500×H1500×L1500T-25
RCB600×H600×L2000T-25
RCB1500×H1000×L2000T-25
RCB1000×H1500×L2000T-25
RCB1500×H1500×L2000T-25
円形1形400mm板厚2.0mm
円形1形800mm板厚2.7mm
円形1形1200mm板厚2.7mm
円形1形1350mm板厚3.2mm
円形1形1500mm板厚3.2mm
円形1形1800mm板厚3.2mm
円形2形2000mm板厚4.5mm
円形2形2500mm板厚4.5mm
円形2形3000mm板厚4.5mm
円形2形3500mm板厚4.5mm
円形2形4000mm板厚4.5mm
円形2形4500mm板厚4.5mm
ｱｰﾁ形2000mm板厚4.5mm
ｱｰﾁ形2500mm板厚4.5mm
ｱｰﾁ形3000mm板厚4.5mm
ｱｰﾁ形3500mm板厚4.5mm
ｱｰﾁ形4000mm板厚4.5mm
ｱｰﾁ形4500mm板厚4.5mm
A形350×350mm板厚1.6mm
A形400×400mm板厚1.6mm
A形500×500mm板厚1.6mm
A形600×600mm板厚1.6mm
A形700×700mm板厚1.6mm
B形800×750mm板厚1.6mm
B形900×800mm板厚1.6mm
B形1000×850mm板厚1.6mm
直管呼び径75mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管
直管呼び径300mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管
波状管呼び径75mm(ｼﾝｸﾞﾙ構造)
波状管呼び径300mm(ｼﾝｸﾞﾙ構造)
波状管呼び径500mm(ｼﾝｸﾞﾙ構造)
GS-3線径4.0mm(♯8)網目13径60cm
GS-7線径4.0mm(♯8)網目13径45cm
GS-34.0×13×40×120
GS-34.0×13×50×120
GS-34.0×13×60×120
H=30cm
H=50cm
2t用(長期性能型)
3t用(長期性能型)
控350
厚さ220mm
宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)
宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)
宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)
宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)
ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系1470N/3cm
長繊維不織布245N/5cm
合繊不織布t=10mm9.8kN/m
芯棒打込み式M12
厚1.0+10.0mm
t=1mm
ﾌﾚｺﾝ･1ﾄﾝﾊﾟｯｸ5.25t当り
CF200×5
厚10mm
樹高30cm枝張0.4m
半土付き
発芽促進剤処理済
一重ﾈｯﾄ
高度化成肥料N:P:K=15:15:15
ｱﾝｸﾞﾙ型ﾋﾞﾆﾙ被覆V-GS23.2×50
ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ18×55×45(cm)
G54
80mm
600×600×600mmR2K-60蓋付
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管φ100mm
直管φ100mm(SUDⅡ-V管)
加工･組立共一般構造物
山積0.5m3(平積0.4m3)
45kVA
125kVA
4.9t吊
径6.0×150×150
1.0×30m×12
JAS板面品質B-C12×900×1800
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高欄(鋼製)Ｂ種丸・縦桟型ビーム数３本高さ１，０００ｍｍスパン２．０ｍめっき
ヒューム管外圧管Ｂ形１種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ
ヒューム管外圧管Ｂ形１種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ
ヒューム管外圧管Ｂ形１種径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ
ヒューム管外圧管Ｂ形１種径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ
ヒューム管外圧管Ｂ形１種径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ
ヒューム管外圧管Ｂ形１種径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ
ヒューム管外圧管Ｂ形１種径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ
ヒューム管外圧管Ｂ形１種径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ
ヒューム管外圧管Ｂ形１種径７００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ
ヒューム管外圧管Ｂ形１種径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ
ヒューム管外圧管Ｂ形１種径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ
ヒューム管外圧管Ｂ形１種径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ
ヒューム管外圧管Ｂ形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ
ヒューム管外圧管Ｂ形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ
ヒューム管外圧管Ｂ形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ
ＰＣ管１種外圧S形管径６００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ
ＰＣ管１種外圧S形管径７００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ
ＰＣ管１種外圧S形管径８００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ
ＰＣ管１種外圧S形管径９００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ
ＰＣ管１種外圧S形管径１，０００ｍｍ×長さ４，０００mm
ＰＣ管１種外圧S形管径１，１００ｍｍ×長さ４，０００mm
ＰＣ管１種外圧S形管径１，２００ｍｍ×長さ４，０００mm
ＰＣ管１種外圧S形管径１，３５０ｍｍ×長さ４，０００mm
ＰＣ管１種外圧S形管径１，５００ｍｍ×長さ４，０００mm
ＰＣ管１種外圧S形管径１，６５０ｍｍ×長さ４，０００mm
ＰＣ管１種外圧S形管径１，８００ｍｍ×長さ４，０００mm
ＰＣ管１種外圧S形管径２，０００ｍｍ×長さ４，０００mm
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径４５０ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径６００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径１，０００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ
プレキャストマンホール製品質量２,０００ｋｇ/基以下
プレキャストマンホール製品質量２,０００ｋｇ/基を超え４,０００ｋｇ/基以下
ボックスカルバートRCB３０００×H２０００×L１０００Ｔ-２５土被り０．２～３．０m
ボックスカルバートRCB１５００×H１０００×L１５００Ｔ-２５土被り０．２～３．０m
ボックスカルバートRCB１５００×H１５００×L１５００Ｔ-２５土被り０．２～３．０m
ボックスカルバートRCB６００×H６００×L２０００Ｔ-２５土被り０．２～３．０m
ボックスカルバートRCB１５００×H１０００×L２０００Ｔ-２５土被り０．２～３．０m
ボックスカルバートRCB１０００×H１５００×L２０００Ｔ-２５土被り０．２～３．０m
ボックスカルバートRCB１５００×H１５００×L２０００Ｔ-２５土被り０．２～３．０m
コルゲートパイプ円形１形４００ｍｍ板厚２．０ｍｍ
コルゲートパイプ円形１形８００ｍｍ板厚２．７ｍｍ
コルゲートパイプ円形１形１，２００ｍｍ板厚２．７ｍｍ
コルゲートパイプ円形１形１，３５０ｍｍ板厚３．２ｍｍ
コルゲートパイプ円形１形１，５００ｍｍ板厚３．２ｍｍ
コルゲートパイプ円形１形１，８００ｍｍ板厚３．２ｍｍ
コルゲートパイプ円形２形２，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ
コルゲートパイプ円形２形２，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ
コルゲートパイプ円形２形３，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ
コルゲートパイプ円形２形３，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ
コルゲートパイプ円形２形４，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ
コルゲートパイプ円形２形４，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ
コルゲートパイプアーチ形２，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ
コルゲートパイプアーチ形２，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ
コルゲートパイプアーチ形３，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ
コルゲートパイプアーチ形３，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ
コルゲートパイプアーチ形４，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ
コルゲートパイプアーチ形４，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ
コルゲートU型フリュームＡ形３５０×３５０ｍｍ板厚１．６ｍｍ
コルゲートU型フリュームＡ形４００×４００ｍｍ板厚１．６ｍｍ
コルゲートU型フリュームＡ形５００×５００ｍｍ板厚１．６ｍｍ
コルゲートU型フリュームＡ形６００×６００ｍｍ板厚１．６ｍｍ
コルゲートU型フリュームＡ形７００×７００ｍｍ板厚１．６ｍｍ
コルゲートU型フリュームＢ形８００×７５０ｍｍ板厚１．６ｍｍ
コルゲートU型フリュームＢ形９００×８００ｍｍ板厚１．６ｍｍ
コルゲートU型フリュームＢ形１，０００×８５０ｍｍ板厚１．６ｍｍ
暗渠排水管直管呼び径７５ｍｍポリエチレン吸水管
暗渠排水管直管呼び径３００ｍｍポリエチレン吸水管
暗渠排水管波状管呼び径７５ｍｍ高密度ポリエチレン管（シングル構造）
暗渠排水管波状管呼び径３００ｍｍ高密度ポリエチレン管（シングル構造）
暗渠排水管波状管呼び径５００ｍｍ高密度ポリエチレン管（シングル構造）
鉄線じゃかご円筒形じゃかごＧＳ－３線径４．０ｍｍ（♯８）網目１３ｃｍ径６０ｃｍ
鉄線じゃかご円筒形じゃかごＧＳ－７線径４．０ｍｍ（♯８）網目１３ｃｍ径４５ｃｍ
ふとんかご角形パネルタイプＧＳ－３線径４．０ｍｍ（＃８）網目１３ｃｍ４０ｃｍ×１２０ｃｍ
ふとんかご角形パネルタイプＧＳ－３線径４．０ｍｍ（＃８）網目１３ｃｍ５０ｃｍ×１２０ｃｍ
ふとんかご角形パネルタイプＧＳ－３線径４．０ｍｍ（＃８）網目１３ｃｍ６０ｃｍ×１２０ｃｍ
かごマット（スロープ型）ｔ＝３０ｃｍめっき鉄線
かごマット（スロープ型）ｔ＝５０ｃｍめっき鉄線
袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）
袋詰玉石用袋材３ｔ用（長期性能型）
間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面
連節ブロック厚さ２２０ｍｍ
コンクリート擁壁宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１０００型（Ｌ＝２．０ｍ）
コンクリート擁壁宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ）
コンクリート擁壁宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ）
コンクリート擁壁ハイタッチウォール宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ）
土木安定シート・ネットナイロン・ポリエステル系１４７０Ｎ/３ｃｍ
被覆シート長繊維不織布２４５Ｎ/５cm
吸出し防止材合繊不織布ｔ＝１０ｍｍ９．８ｋＮ／ｍ
あと施工アンカー芯棒打込み式Ｍ１２
遮水シート厚１．０＋１０．０ｍｍ
止水シートｔ＝１ｍｍ
セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・１トンパック
塩ビ止水板CF幅２００×厚さ５ｍｍ
瀝青繊維質目地板厚さ１０ｍｍ
サツキツツジ樹高３０ｃｍ枝張０．４ｍ
野芝
種子(野芝)発芽促進剤処理済
芝一重ネット
肥料高度化成肥料Ｎ：Ｐ：Ｋ=１５：１５：１５
金網柵Ｈ２０００アングル型ビニル被覆Ｖ－ＧＳ２３．２×５０
基礎ブロックフェンス用ブロック１８×５５×４５（ｃｍ）
厚鋼電線管Ｇ５４
ＦＥＰ８０ｍｍ
ハンドホール６００×６００×６００ｍｍＲ２Ｋ-６０蓋付
管路材ポリエチレン被覆軽量鋼管φ１００ｍｍ
管路材直管φ１００ｍｍ（SUDⅡ-V管）
鉄筋工加工・組立共一般構造物
バックホウ（クローラ型）山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］４５ｋＶＡ
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］１２５ｋＶＡ
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊
丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ
養生マット幅１．０ｍ×長さ３０ｍ×厚さ１２ｍｍ
コンクリート型枠用合板ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ
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施工パッケージに用いる東京単価
TZ096114009
TZ096716001
TZ096531009
TZ096531010
TZ096531011
TZ096531012
TZ096531001
TZ096531002
TZ096531003
TZ096531004
TZ096412003
TZ096404005
TZ096404006
TZ096404007
TZ096405005
TZ096405006
TZ096405007
TZP91010000
TZP91881010
TZP91880020
TZP91880010
TZ092352003
TZ092354002
TZ092354003
TZP93660000
TZ094710001
TZ092054002
TZ092058001
TZP92320000
TZ095100009
TZ095002002
TZ394010030
TZ395010250
TZ391030060
TQ390702010
TQ390101010
TQ390802010
TQ390802020
TQ390802030
TL391010270

正割材
練炭
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ
溶接棒
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ土中建込
ﾋﾞｰﾑAmﾒｯｷ
支柱Am-2Eﾒｯｷ
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
平ﾌﾞﾛｯｸ
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ
起泡剤
繊維材
注入材(各種配合)一式
ｶﾞｽ管(SGP)黒ねじ無し管
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)
ｶﾞｿﾘﾝ
軽油
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
鋼製型枠組立組外(方塊製作)
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作)
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作)
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

杉4m×6cm×6cm特1等
高4号
27.6mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
33.1mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
40mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
53.1mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
90.8mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
110mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
径46
φ90mm用(1.0m)
φ115mm用(1.0m)
φ135mm用(1.0m)
φ90mm用(1.0m)
φ115mm用(1.0m)
φ135mm用(1.0m)
軟鋼用径5.0mm
Gb-Am-2Eﾒｯｷ
厚4.5×横200×縦200×長5990mm
高さ125×辺60×厚6×長さ1960mm
片面180/210×300×600(C)
150×120×600(B)
150×150×600(C)
厚さ100mm
25kg/袋
ｱﾙﾐ粉
ﾓﾙﾀﾙ添加剤
80A
VP-40
ﾚｷﾞｭﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ
1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
高炉18-8-25
ｸﾚｰﾝ抜き
ﾎﾟﾝﾌﾟ車
ﾐｷｻｰ車から直接投入
ｸﾚｰﾝ抜き
25t吊
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38

正割材杉４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等
練炭高４号
ダイヤモンドビットφ２７．６ｍｍ
ダイヤモンドビットφ３３．１ｍｍ
ダイヤモンドビットφ４０ｍｍ
ダイヤモンドビットφ５３．１ｍｍ
ダイヤモンドビットφ６４．７ｍｍ
ダイヤモンドビットφ７７．４ｍｍ
ダイヤモンドビットφ９０．８ｍｍ
ダイヤモンドビットφ１１０ｍｍ
メタルクラウンφ４６ｍｍ
ドリルパイプφ９０ｍｍ用（１．０ｍ）
ドリルパイプφ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）
ドリルパイプφ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）
インナーロッドφ９０ｍｍ用（１．０ｍ）
インナーロッドφ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）
インナーロッドφ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）
溶接棒軟鋼用径５．０ｍｍ
ボックスビーム土中建込Ｇｂ-Ａｍ-２Ｅメッキ
ビームＡｍ厚４．５×横２００×縦２００×長さ５，９９０ｍｍメッキ
支柱Ａｍ-２Ｅ高さ１２５×辺６０×厚６×長さ１，９６０ｍｍメッキ
歩車道境界ブロックＣ種（１８０／２１０×３００×６００）
地先境界ブロックＢ種（１５０×１２０×６００）
地先境界ブロックＣ種（１５０×１５０×６００）
平ブロック厚さ１００ｍｍ
ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００
起泡剤アルミ粉
繊維材モルタル添加剤
注入材（各種配合）一式
配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰＪＩＳＧ３４５２）黒ねじ無し管８０Ａ
硬質塩化ビニル管（ＶＰ管ＪＩＳＫ６７４１）φ４０ｍｍ
ガソリンレギュラー
軽油1.2号
レディーミクストコンクリート高炉18-8-25
型枠組立組外[材工共・ｸﾚｰﾝ抜き]根固ブロック
底面工・ルーフィング[材工共]
コンクリート打設[手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック
コンクリート打設[手間のみ・直接打設]根固ブロック
コンクリート打設[手間のみ・クレーン打設]根固ブロック
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］25ｔ吊
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