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〇
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰      4,950      4,100      4,200      4,100      4,700

○               5,000○               4,500○               4,500      5,250      4,000      4,950

      4,850      4,750      4,450---------------------------------   ｍ３   
                                        
洗砂利　４０㎜以下                         T1203   

      4,950      4,100      4,300      4,100      4,800

○               5,100○               4,600○               4,600      5,350      4,100      5,050

      4,950      4,850      4,550---------------------------------   ｍ３   
砂利２５㎜　（洗い）                    
コンクリート用骨材                         TCC04   

-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

---------------------------------      4,100----------------------   ｍ３   
                                        
コンクリート用砕砂                         T1224   

      5,000      4,300      4,400      4,300      4,800

○               5,300○               4,800○               4,800      5,250      4,000      4,900

      4,800      4,700      4,400-----------○               4,900○               4,900   ｍ３   
                                        
洗滌砂                                     T1201   

010304

                                        

石材、骨材                                27 頁

地　　区　　単　　価　単　位　名  称  ・  規  格単価コード

適用年月日：

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰      7,500-----------      4,500      4,400      4,400

○               5,000○               4,500○               4,500---------------------------------

----------------------      4,250      3,750○               4,700○               4,700   ｍ３   
                                        
割栗石　５～１５㎝                         T1209   

-----------      4,600      4,500      4,600      4,400

○               5,000○               4,500○               4,500----------------------      4,000

      4,000      3,900      4,200-----------○               4,700○               4,700   ｍ３   
                                        
栗石、礫　５～１５㎝                       T1207   

-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

---------------------------------      4,000○               4,200○               4,200   ｍ３   
                                        
コンクリート用砕石　40～20mm               T1223   

-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

---------------------------------      4,100○               4,300○               4,300   ｍ３   
                                        
コンクリート用砕石　20～5mm                T1222   

010304

                                        

石材、骨材                                28 頁

地　　区　　単　　価　単　位　名  称  ・  規  格単価コード

適用年月日：
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰      7,300-----------      4,400      4,200      4,000

○               4,700○               4,200○               4,200      5,900      4,650      3,900

      3,900      3,900      4,050      3,450○               4,000○               4,000   ｍ３   
                                        
クラッシャーラン　２５㎜以下               T1213   

      7,400-----------      4,500      4,300      4,100

○               4,800○               4,300○               4,300      5,950      4,700      4,000

      4,000      4,000      4,250      3,550○               4,200○               4,200   ｍ３   
                                        
粒調砕石　４０㎜以下                       T1220   

      7,500-----------      4,600      4,400      4,200

○               4,900○               4,400○               4,400      6,050      4,800      4,100

      4,100      4,100      4,400      3,700○               4,300○               4,300   ｍ３   
                                        
粒調砕石　２５㎜以下                       T1212   

      8,500-----------      5,400      5,400-----------

-----------○               5,600○               5,600      8,050      6,800-----------

----------------------      5,250      4,750○               6,000○               6,000   ｍ３   
                                        
割詰石　２０㎝内外                         T1210   

010304

                                        

石材、骨材                                29 頁

地　　区　　単　　価　単　位　名  称  ・  規  格単価コード

適用年月日：

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

      6,400-----------      3,300      3,100      3,700

      3,800      3,000      3,000      5,450      4,200      3,200

      3,300      3,100      3,300      3,000○               3,900○               3,900   ｍ３   
                                        
再生クラッシャーラン　４０㎜以下           T1221   

      7,200-----------      4,300      4,100      3,900

○               4,600○               4,100○               4,100      5,800      4,550      3,800

      3,800      3,800      4,050      3,350○               3,900○               3,900   ｍ３   
                                        
クラッシャーラン　４０㎜以下               T1214   

010304
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地　　区　　単　　価　単　位　名  称  ・  規  格単価コード

適用年月日：
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

   5鋼製品関係                              

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   TA278   ねじ節鉄筋                              

ＳＤ３４５　Ｄ３８                      
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA279   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３４５　Ｄ４１                      

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA280   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３４５　Ｄ５１                      

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA285   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３９０　Ｄ２５                      

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA286   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３９０　Ｄ２９                      

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA287   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３９０　Ｄ３２                      

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA288   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３９０　Ｄ３５                      

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA289   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３９０　Ｄ３８                      

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA290   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３９０　Ｄ４１                      

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA295   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ４９０　Ｄ３５                      

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA296   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ４９０　Ｄ３８                      

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA297   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ４９０　Ｄ４１                      

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA302   平鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　
４．５×２５　　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA310   平鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　
６×２５　　　　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA506   等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００　　　　　
１５×１３０×１３０　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

   6鋼製品関係                              

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   TA510   等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００　　　　　

１５×１５０×１５０　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA524   等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００　　　　　
１２×７５×７５　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA536   等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００　　　　　
１３×１００×１００　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA602   不等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００　　　　
９×１５０×９０　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA610   不等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００　　　　
７×１２５×７５　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA626   溝形鋼（大形）　ＳＳ４００　　　　　　　
９×１５０×７５　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA632   溝形鋼（大形）　ＳＳ４００　　　　　　　
８×２００×９０　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA634   溝形鋼（大形）　ＳＳ４００　　　　　　　
９×２５０×９０　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA642   溝形鋼（大形）　ＳＳ４００　　　　　　　
１３×３８０×１００　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA650   溝形鋼（中形）　ＳＳ４００　　　　　　　
５×１００×５０　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA808   構造用炭素鋼管（ＳＴＫ４００）　　　　　
径４２．７×２．３　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA816   構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）        
径６０．５×３．２　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA826   構造用炭素鋼管（ＳＴＫ４００）　　　　　
径１０１．６×３．２　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA838   構造用炭素鋼管（ＳＴＫ４００）　　　　　
径１９０．７×５．３　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA908   構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）        
２．３×６０×６０　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA918   構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）　　　　
４．５×１００×１００　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

   7鋼製品関係                              

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   TA924   構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）　　　　

４．５×１２５×１２５　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA928   構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）　　　　
６．０×１５０×１５０　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA102   鉄筋用小型丸鋼　　　　　　　　　　　　　
ＳＲ２３５　径９　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA104   鉄筋用小型丸鋼　　　　　　　　　　　　　
ＳＲ２３５　径１３　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA106   鉄筋用小型丸鋼　　　　　　　　　　　　　
ＳＲ２３５　径１６　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA108   鉄筋用小型丸鋼　　　　　　　　　　　　　
ＳＲ２３５　径１９　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA110   鉄筋用小型丸鋼　　　　　　　　　　　　　
ＳＲ２３５　径２２　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA112   鉄筋用小型丸鋼　　　　　　　　　　　　　
ＳＲ２３５　径２５　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1705   厚鋼板　　　　　　　　　　　　　　　　　
；９×９１４×１８２９　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1706   等辺山形鋼　　　　　　　　　　　　　　　
；１２×１３０×１３０　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1707   不等辺山形鋼　　　　　　　　　　　　　　
；１０×１２５×７５　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1708   溝形鋼　　　　　　　　　　　　　　　　　
；８×２００×９０　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1709   Ｉ型鋼　　　　　　　　　　　　　　　　　
；7.５×２５０×１２５　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1710   Ｈ型鋼　　　　　　　　　　　　　　　　　
一般構造用（200×100）                  

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

   8鋼製品関係                              

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   T1713   鋼矢板　　　　　　　　　　　　　　　　　

巾　４００㎜　　　　　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1714   軽量鋼矢板                              
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1715   縞鋼板　　　　　　　　　　　　　　　　　
；９×１５２４×３０３８　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA707   しま鋼板                                
厚３．２×幅９１４×長１８２９㎜        

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1716   ハット型鋼矢板　１０Ｈ                  
                                        

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1717   ハット型鋼矢板　２５Ｈ                  
                                        

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1731   亜鉛引鉄線　　　　　　　　　　　　　　　
＃１２　＃１０　＃８　　　　　　　　　　

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW799GSD  普通鉄線　　　　　　　　　　　　　　　　
＃１２　　　　　　　　　　　　　　　　　

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

〔一般基礎用鋼管杭〕                    

   T1751   鋼管杭（一般基礎用）　　　　　　　　　　
ＳＫＫ４００（ベ－ス）　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1752   規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
ＳＫＫ４９０　　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1771   規格エキストラ（ＳＭ４９０Ａ）　　　　　
ＳＫＫ４９０　　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1753   規格エキストラ（ＳＭ４９０ＹＡ）　　　　
ＳＫＫ４９０　　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1732   肉厚エキストラ                          
6mm以上7mm以下                          

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  49雑　品                                  

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
　〔雑　　品〕                          

   T1897   河川護岸用吸出し防止シート              
１０㎜（9.8kN以上）                     

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2548   境界鋲（県名入）                        
５０×５０×１０                        

    個          1,440       1,440       1,440       1,440       1,440       1,440

 KC385DBK  土のう（ＰＥ）                          
４８×６２㎝                            

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KC390   土のう（ＰＥ）                          
４８×７０㎝                            

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KC403   大型土のう                              
１１０×１０８㎝                        

    袋    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TL316   人工筋芝（種子帯）　　　　　　　　　　　
幅１５㎝　　　　　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TL302   野芝　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TL304   高麗芝　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TL324   張芝                                    
幅１００ｃｍ　ワラ付                    

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TG602   瀝青質目地板                            
厚１０ｍｍ                              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TG604   瀝青質目地板                            
厚２０ｍｍ                              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2819   水抜管（塩ビパイプ　ＶＵ）　　　　　　　
５０×６０×4.１㎜                      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2820   足掛金具                                
 ２９８mm　φ12.7                        

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ010   配管用炭素鋼管　黒ねじ無し管　　　　　　
ＳＧＰ　３２Ａ　　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ012   配管用炭素鋼管　黒ねじ無し管　　　　　　
ＳＧＰ　４０Ａ　　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  50雑　品                                  

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   TQ014   配管用炭素鋼管　黒ねじ無し管　　　　　　

ＳＧＰ　５０Ａ　　　　　　　　　　　　　
    ｍ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ016   配管用炭素鋼管　黒ねじ無し管　　　　　　
ＳＧＰ　６５Ａ　　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ018   配管用炭素鋼管　黒ねじ無し管　　　　　　
ＳＧＰ　８０Ａ　　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ022   配管用炭素鋼管　黒ねじ無し管　　　　　　
ＳＧＰ　１００Ａ　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ302   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
一般管　ＶＰ－３０　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ304   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
一般管　ＶＰ－４０　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ306   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
一般管　ＶＰ－５０　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ308   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
一般管　ＶＰ－６５　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ310   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
一般管　ＶＰ－７５　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ312   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
一般管　ＶＰ－１００　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ314   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
一般管　ＶＰ－１２５　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ316   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
一般管　ＶＰ－１５０　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ318   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
一般管　ＶＰ－２００　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ320   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
一般管　ＶＰ－２５０　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ322   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
一般管　ＶＰ－３００　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ352   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
薄肉管　ＶＵ－４０　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  51雑　品                                  

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   TQ354   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      

薄肉管　ＶＵ－５０　　　　　　　　　　　
    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ356   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
薄肉管　ＶＵ－６５　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ358   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
薄肉管　ＶＵ－７５　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ360   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
薄肉管　ＶＵ－１００　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ362   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
薄肉管　ＶＵ－１２５　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW771GSD  硬質塩化ビニル管　ＶＵ（プレーンエンド）
１５０×１６５×5.１　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ366   硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
薄肉管　ＶＵ－２００　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW773GSD  硬質塩化ビニル管　ＶＵ（プレーンエンド）
２５０×２６７×7.８　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW774GSD  硬質塩化ビニル管　ＶＵ（プレーンエンド）
３００×３１８×9.２　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TQ472DBK  硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
薄肉管　ＶＵ－３５０                    

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TQ474DBK  硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
薄肉管　ＶＵ－４００                    

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TQ476DBK  硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
薄肉管　ＶＵ－４５０                    

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TQ478DBK  硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
薄肉管　ＶＵ－５００                    

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TQ480DBK  硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）      
薄肉管　ＶＵ－６００                    

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ601   硬質塩化ビニル管                        
接着受口管　ＶＵ－１００                

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ603   硬質塩化ビニル管                        
接着受口管　ＶＵ－１２５                

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  52雑　品                                  

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   TQ605   硬質塩化ビニル管                        

接着受口管　ＶＵ－１５０                
    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ607   硬質塩化ビニル管                        
接着受口管　ＶＵ－２００                

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQ609   硬質塩化ビニル管                        
接着受口管　ＶＵ－２５０                

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQA06   硬質塩化ビニル管継手                    
ＴＳ　エルボ　５０ｍｍ                  

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TQA26   硬質塩化ビニル管継手                    
ＴＳ　バルブソケット　５０ｍｍ          

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KC370   シート                                  
３．６ｍ×５．４ｍ×０．４mm            

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2833   工事用シート（ポリエステル）　　　　　　
1.８×5.１ｍ×0.４㎜　　　　　　　　　　

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

  TSX82N   練炭                                    
高４号                                  

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2827   肥料　（化学）　　　　　　　　　　　　　
高度化成１５－１５－１５（N-P-K)        

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2829   養生材（ファイバー類）　　　　　　　　　
種子吹付用　　　　　　　　　　　　　　　

    ㎏            135         135         135         135         135         135

   T2846   野芝種子（野芝種子吹付用）　　　　　　　
発芽促進剤処理済み　　　　　　　　　　　

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2847   長繊維不織布　　　　　　　　　　　　　　
セルロース１００％；ベンネット　　　　　

    ㎡             65          65          65          65          65          65

   T2849   土壌改良剤　　　　　　　　　　　　　　　
苦土石灰　　　　　　　　　　　　　　　　

    ㎏             22          22          22          22          22          22

   T1881   金　網　　　　　　　　　　　　　　　　　
径２　網目５０×５０　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TL782   アンカーピン　　　　　　　　　　　　　　
径１６　Ｌ＝４００　　　　　　　　　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TL786   補助アンカーピン　　　　　　　　　　　　
径９　Ｌ＝２００　　　　　　　　　　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  97下水道関係                              

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
 TW750GSD  下水道用塩ビ管ＶＵ自在支管６０°        

 φ２００　　　　　　　　　　　　　　　　
    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW751GSD  下水道用塩ビ管ＶＵ副管支管９０°        
 φ１２５　　　　　　　　　　　　　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW752GSD  下水道用塩ビ管ＶＵ副管支管９０°        
 φ１５０　　　　　　　　　　　　　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW753GSD  下水道用塩ビ管ＶＵ副管支管９０°        
 φ２００　　　　　　　　　　　　　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW754GSD  下水道用塩ビ管ＶＵ副管支管９０°        
 φ２５０　　　　　　　　　　　　　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW755GSD  下水道用塩ビ管ＶＵ副管支管９０°        
 φ３００　　　　　　　　　　　　　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

　〔下水道用塩ビ公共ます〕              

 TW601GSD  公共ます　横型・ストレート　　　　　　　
Ｓ－２００－１００－１００　　　　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW602GSD  公共ます　横型・ストレート　　　　　　　
Ｓ－２００－１００－１２５　　　　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW603GSD  公共ます　横型・ストレート　　　　　　　
Ｓ－２００－１００－１５０　　　　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW604GSD  公共ます　横型・４５度三方向合流　　　　
４５ＷＹ－２００－１００－１００　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW605GSD  公共ます　横型・４５度三方向合流　　　　
４５ＷＹ－２００－１００－１２５　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW606GSD  公共ます　横型・４５度三方向合流　　　　
４５ＷＹ－２００－１００－１５０　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW607GSD  公共ます　横型・４５度三方向合流　　　　
４５ＷＹ－３００－１００－１００　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW608GSD  公共ます　横型・４５度三方向合流　　　　
４５ＷＹ－３００－１００－１５０　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW609GSD  公共ます　横型・９０度三方向合流　　　　
９０ＷＹ－２００－１００－１００　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  98下水道関係                              

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
 TW610GSD  公共ます　横型・９０度三方向合流　　　　

９０ＷＹ－２００－１００－１２５　　　　
    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW611GSD  公共ます　横型・９０度三方向合流　　　　
９０ＷＹ－２００－１００－１５０　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW612GSD  公共ます　横型・９０度三方向合流　　　　
９０ＷＹ－３００－１００－１００　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW613GSD  公共ます　横型・９０度三方向合流　　　　
９０ＷＹ－３００－１００－１５０　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW614GSD  公共ます　横型・９０度三方向合流　　　　
９０ＷＹ－３５０－１００－１００　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW615GSD  公共ます　横型・９０度三方向合流　　　　
９０ＷＹ－３５０－１００－１５０　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW635GSD  公共ます　縦型・ストレート　　　　　　　
ＤＲＳ－２００－１００－１００　　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW636GSD  公共ます　縦型・ストレート　　　　　　　
ＤＲＳ－２００－１００－１２５　　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW637GSD  公共ます　縦型・ストレート　　　　　　　
ＤＲＳ－２００－１００－１５０　　　　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW638GSD  公共ます　縦型・４５度三方向合流　　　　
ＤＲ４５ＷＹ－２００－１００－１００　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW639GSD  公共ます　縦型・４５度三方向合流　　　　
ＤＲ４５ＷＹ－２００－１００－１５０　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW640GSD  公共ます　縦型・９０度三方向合流　　　　
ＤＲ９０ＷＹ－２００－１００－１００　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW641GSD  公共ます　縦型・９０度三方向合流　　　　
ＤＲ９０ＷＹ－２００－１００－１２５　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW642GSD  公共ます　縦型・９０度三方向合流　　　　
ＤＲ９０ＷＹ－２００－１００－１５０　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW643GSD  公共ます　縦型・９０度三方向合流　　　　
ＤＲ９０ＷＹ－３００－１００－１００　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW644GSD  公共ます　縦型・９０度三方向合流　　　　
ＤＲ９０ＷＹ－３００－１００－１５０　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  99下水道関係                              

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
 TW645GSD  公共ます　縦型・９０度三方向合流　　　　

ＤＲ９０ＷＹ－３５０－１００－１００　　
    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW646GSD  公共ます　縦型・９０度三方向合流　　　　
ＤＲ９０ＷＹ－３５０－１００－１５０　　

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW781GSD  薬液注入剤（溶液型）　　　　　　　　　　
無機タイプ　　　　　　　　　　　　　　　

    Ｌ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW783GSD  薬液注入剤（溶液型）　　　　　　　　　　
有機タイプ　　　　　　　　　　　　　　　

    Ｌ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW786GSD  薬液注入剤（懸濁型）　　　　　　　　　　
無機タイプ　　　　　　　　　　　　　　　

    Ｌ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW840GSD  ポリ塩化アルミニュウム　　　　　　　　　
；（ＰＡＣ）　　　　　　　　　　　　　　

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW841GSD  炭酸ガス　　　　　　　　　　　　　　　　
；ボンベ　　　　　　　　　　　　　　　　

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 100消雪パイプ関係                          

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   T6290   白鋼管　ネジ付き　　　　　　　　　　　　

２´（　５０㎜）　　　　　　　　　　　　
    ｍ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6291   白鋼管　ネジ付き　　　　　　　　　　　　
2.５′（６５㎜）　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6292   白鋼管　ネジ付き　　　　　　　　　　　　
３´（　８０㎜）　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6293   白鋼管　ネジ付き　　　　　　　　　　　　
４´（１００㎜）　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 113橋梁上部工関係（３）                    

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   T7062   ＰＬ　ＳＭ５２０Ｃ（ボックス）　　　　　

３８＜ｔ≦５０　　　　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7063   ＰＬ　ＳＭ５２０Ｃ（ボックス）　　　　　
５０＜ｔ≦１００　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7064   ＰＬ　ＳＭ５７０（ボックス）　　　　　　
３８＜ｔ≦５０　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7065   ＰＬ　ＳＭ５７０（ボックス）　　　　　　
５０＜ｔ≦７５　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7066   ＰＬ　ＳＭ５７０（ボックス）　　　　　　
７５＜ｔ≦１００　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7070   ＰＬ　ＳＳ４００（トラス）　　　　　　　
中・厚板　　　　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7073   ＰＬ　ＳＭ４００Ａ（トラス）　　　　　　
　８≦ｔ≦３２　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7075   ＰＬ　ＳＭ４００Ｂ（トラス）　　　　　　
２５＜ｔ≦３８　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7076   ＰＬ　ＳＭ４００Ｂ（トラス）　　　　　　
３８＜ｔ≦４０　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7077   ＰＬ　ＳＭ４００Ｃ（トラス）　　　　　　
３８＜ｔ≦５０　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7078   ＰＬ　ＳＭ４００Ｃ（トラス）　　　　　　
５０＜ｔ≦１００　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7079   ＰＬ　ＳＭ４９０Ａ（トラス）　　　　　　
　８≦ｔ≦２５　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7080   ＰＬ　ＳＭ４９０Ｂ（トラス）　　　　　　
２５＜ｔ≦３８　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7081   ＰＬ　ＳＭ４９０Ｂ（トラス）　　　　　　
３８＜ｔ≦４０　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7083   ＰＬ　ＳＭ４９０Ｃ（トラス）　　　　　　
２５＜ｔ≦３８　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7084   ＰＬ　ＳＭ４９０Ｃ（トラス）　　　　　　
３８＜ｔ≦５０　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 114橋梁上部工関係（３）                    

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   T7085   ＰＬ　ＳＭ４９０Ｃ（トラス）　　　　　　

５０＜ｔ≦１００　　　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7086   ＰＬ　ＳＭ４９０ＹＡ（トラス）　　　　　
　８≦ｔ≦１６　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7087   ＰＬ　ＳＭ４９０ＹＢ（トラス）　　　　　
１６＜ｔ≦２５　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7088   ＰＬ　ＳＭ４９０ＹＢ（トラス）　　　　　
２５＜ｔ≦３８　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7090   ＰＬ　ＳＭ４９０ＹＢ（トラス）　　　　　
３８＜ｔ≦４０　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7089   ＰＬ　ＳＭ５２０Ｂ（トラス）　　　　　　
２５＜ｔ≦３８　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7091   ＰＬ　ＳＭ５２０Ｃ（トラス）　　　　　　
２５＜ｔ≦３８　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7092   ＰＬ　ＳＭ５２０Ｃ（トラス）　　　　　　
３８＜ｔ≦５０　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7093   ＰＬ　ＳＭ５２０Ｃ（トラス）　　　　　　
５０＜ｔ≦１００　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7094   ＰＬ　ＳＭ５７０（トラス）　　　　　　　
３８＜ｔ≦５０　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7095   ＰＬ　ＳＭ５７０（トラス）　　　　　　　
５０＜ｔ≦７５　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7096   ＰＬ　ＳＭ５７０（トラス）　　　　　　　
７５＜ｔ≦１００　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7117   ＣＴ形鋼　ＳＳ４００                    
一般用　高75以下（ﾍﾞｰｽ）  W:175-250     

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7118   ＣＴ形鋼　ＳＳ４００                    
一般用　高75-125（ﾍﾞｰｽ)   W:175-250     

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7119   ＣＴ形鋼　ＳＳ４００                    
一般用　高150以上（ﾍﾞｰｽ） W:175-250     

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 115橋梁上部工関係（３）                    

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   T7125   Ｈ形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　

（ベース）　　　　　　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7126   Ｈ形鋼　ＳＭ４９０ＹＡ　　　　　　　　　
フランジ厚　２５　以下（ベース）　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7127   Ｈ形鋼　ＳＭ４９０ＹＢ　　　　　　　　　
フランジ厚　２５　以下（ベース）　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7130   構造用棒鋼　　ＳＳ４００　　　　　　　　
小型　１６－２５（ベース）　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7131   構造用棒鋼　　ＳＳ４００　　　　　　　　
小型　２８－４８（ベース）　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7132   構造用棒鋼　　ＳＳ４００　　　　　　　　
中型　５０－７５　（ベース）　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7133   構造用棒鋼　　ＳＳ４００　　　　　　　　
中型　８０－１００（ベース）　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7134   構造用棒鋼　　ＳＳ４００　　　　　　　　
大型　１１０－１５０（ベース）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7135   構造用棒鋼　　ＳＳ４００　　　　　　　　
大型　１６０－２００（ベース）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7136   軽量形鋼　ＳＳＣ４００　　　　　　　　　
軽溝形鋼　（ベース）　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7137   軽量形鋼　ＳＳＣ４００　　　　　　　　　
リツプ　溝形鋼（ベース）　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7138   デッキプレート　　　　　　　　　　　　　
ＳＤＰ１　ｔ＝1.２㎜　（ベース）　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7139   デッキプレート　　　　　　　　　　　　　
ＳＤＰ１　ｔ＝1.６㎜　（ベース）　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7140   キーストンプレート　　　　　　　　　　　
ＳＤＰ１　ｔ＝1.２㎜（ベース）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7141   ガス管　ＳＧＰ　　　　　　　　　　　　　
径１２５　以下（ベース）　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7145   構造用鋼管　ＳＴＫ４００　　　　　　　　
径１６5.２（ベース）　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 116橋梁上部工関係（３）                    

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   T7155   角鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　

１６－２５（ベース）　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7156   角鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　
２８－３８（ベース）　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

鋼材形鋼                                
(ｴｷｽﾄﾗ・割増・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除込み）          

   T7210   等辺山形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　
中型　　７５㎜以下　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7211   等辺山形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　
中型　９０～１００㎜；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7212   等辺山形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　
大型　１３０×１３０；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7213   等辺山形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　
大型　１５０×１５０；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7215   不等辺山形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　
中型１２５×７５以下；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7216   不等辺山形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　
大型　１５０×９０　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7340   等辺山形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ            
中型　７５㎜　　　　　；形式共通        

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7341   等辺山形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ            
中型　９０～１００㎜　；形式共通        

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7342   等辺山形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ            
大型　１３０×１３０　；形式共通        

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7343   等辺山形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ            
大型　１５０×１５０　；形式共通        

     t    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7344   等辺山形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ　　　　　　
大型　２００×２００；型式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7345   不等辺山形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ          
中型　１２５×７５　　；形式共通        

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 117橋梁上部工関係（３）                    

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   T7217   ＣＴ形鋼　ＳＳ４００；形式共通          

一般用　高75以下 　W:175-250 　　　　   
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7218   ＣＴ形鋼　ＳＳ４００；形式共通          
一般用　高75-125　 W:175-250            

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7219   ＣＴ形鋼　ＳＳ４００；形式共通          
一般用　高150以上　W:175-250            

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7220   溝形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
中型　１００㎜　　　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7221   溝形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
大型１２５ー１５０㎜；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7222   溝形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
大型１８０－２００㎜；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7223   溝形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
大型　２５０㎜　　　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7224   溝形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
大型３００－３８０㎜；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7350   溝形鋼　　　ＳＭＡ４００ＡＷ            
中型　１００㎜　　　　；形式共通        

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7351   溝形鋼　　　ＳＭＡ４００ＡＷ            
大型　１２５－１５０　；形式共通        

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7352   溝形鋼　　　ＳＭＡ４００ＡＷ            
大型　１８０－２００　；形式共通        

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7353   溝形鋼　　　ＳＭＡ４００ＡＷ            
大型　２５０　　　　　；形式共通        

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7354   溝形鋼　　　ＳＭＡ４００ＡＷ            
大型　３００－３８０　；形式共通        

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7225   Ｈ形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
（200×100）　　　　；形式共通          

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7226   Ｈ形鋼　ＳＭ４９０ＹＡ　　　　　　　　　
フランジ厚　２５以下（ベース）；形式共通

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7227   Ｈ形鋼　ＳＭ４９０ＹＢ　　　　　　　　　
フランジ厚　２５以下（ベース）；形式共通

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 118橋梁上部工関係（３）                    

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   T7228   Ｉ形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　

高　２００　以下　　；形式共通　　　　　
    ｔ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7229   Ｉ形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
高　２５０　以下　　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7358   Ｉ形鋼　　　ＳＭＡ４００ＡＷ            
高　　２００以下　　　；形式共通        

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7359   Ｉ形鋼　　　ＳＭＡ４００ＡＷ            
高　　２５０以上　　　；形式共通        

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7236   軽量形鋼　ＳＳＣ４００　　　　　　　　　
軽溝形鋼　　　　　　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7237   軽量形鋼　ＳＳＣ４００　　　　　　　　　
リツプ　溝形鋼　　　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7238   デッキプレート　　　　　　　　　　　　　
ＳＤＰ１ｔ＝1.２㎜　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7239   デッキプレート　　　　　　　　　　　　　
ＳＤＰ１ｔ＝1.６㎜　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7240   キーストンプレート　　　　　　　　　　　
　　　　ｔ＝1.２㎜　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7241   ガス管　ＳＧＰ　　　　　　　　　　　　　
径１２５　以下　　　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7243   構造用鋼管　ＳＴＫ４００　　　　　　　　
径４2.７－８９．１　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7244   構造用鋼管　ＳＴＫ４００　　　　　　　　
径１０1.６－１３9.８；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7245   構造用鋼管　ＳＴＫ４００　　　　　　　　
径１６5.２　　　　　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7246   構造用鋼管　ＳＴＫ４００　　　　　　　　
径１９0.７－３１8.５；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7280   構造用鋼管　ＳＴＫ４９０　　　　　　　　
径１６5.２ー３１8.５　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 119橋梁上部工関係（３）                    

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   T7247   角形鋼菅　ＳＴＫＲ４００　　　　　　　　

１００×１００以下　；形式共通　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7248   角形鋼菅　ＳＴＫＲ４００　　　　　　　　
１２５×１２５　　　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7249   角形鋼菅　ＳＴＫＲ４００　　　　　　　　
１５０×１５０　　　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7250   角形鋼菅　ＳＴＫＲ４００　　　　　　　　
２００×２００　　　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7253   平鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　
ＦＢ　厚　4.５㎜以下；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7254   平鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　
ＦＢ　厚　6.０㎜以上；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7255   角鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　
１６－２５　　　　　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7256   角鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　
２８－３８　　　　　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7261   ＨＴボルト　　　　　　　　　　　　　　　
Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６　　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7262   ＨＴボルト　　　　　　　　　　　　　　　
Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０　　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7263   ＨＴボルト　　　　　　　　　　　　　　　
Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２　　；形式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7200   トルシア高力ボルト　　　　　　　　　　　
Ｓ１０ＴＭ１６　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7201   トルシア高力ボルト　　　　　　　　　　　
Ｓ１０ＴＭ２０　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7202   トルシア高力ボルト　　　　　　　　　　　
Ｓ１０ＴＭ２２　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7205   耐候性高力トルシアボルト　　　　　　　　
Ｓ１０ＴＷＭ２２　　　　　　　　　　　　

    ｔ        380,000     380,000     380,000     380,000     380,000     380,000

   T7208   耐候性ＨＴＢ　　　　　　　　　　　　　　
Ｆ１０ＴＷＭ２２　　　　　　　　　　　　

    ｔ        400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     400,000

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 120橋梁上部工関係（３）                    

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01

　〔鋼　　材〕                          

   T7271   縞鋼板 無規格 厚3.2mm(ｶﾞｰﾀ)；形式共通   
エキストラ・割増・スクラップ控除込み    

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7274   縞鋼板 無規格 厚4.5-6mm(ｶﾞｰﾀ)；形式共通 
エキストラ・割増・スクラップ控除込み    

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7277   縞鋼板 無規格 厚9.0mm(ｶﾞｰﾀ)；形式共通   
エキストラ・割増・スクラップ控除込み    

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA702   しま鋼板                                
ｔ＝３．２                              

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA704   しま鋼板                                
ｔ＝４．５　　　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA708   しま鋼板　　　　　　　　　　　　　　　　
ｔ＝９．０　　　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7281   ステンレス鋼　　　　　　　　　　　　　　
ＳＵＳ　３０４　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

　〔耐候性鋼材〕                        
　　(ｴｷｽﾄﾗ・割増・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除込み）      

   T7290   中鋼板　ＳＭＡ４００ＢＷ　　　　　　　　
７㎜未満（ガーター形式）　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7291   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＡＷ　　　　　　　　
８≦Ｔ≦２５㎜（ガーター形式）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7292   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＢＷ　　　　　　　　
２５＜Ｔ≦３８㎜（ガーター形式）　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7284   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＢＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦４０㎜　（ガーター形式）　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7293   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＣＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦５０㎜（ガーター形式）　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）
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04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   T7294   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＡＷ　　　　　　　　

８≦Ｔ≦１６㎜（ガーター形式）　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7295   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＢＷ　　　　　　　　
１６＜Ｔ≦２５㎜　（ガーター）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7296   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＢＷ　　　　　　　　
２５＜Ｔ≦３８㎜　（ガーター）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7285   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＢＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦４０㎜　（ガーター）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7297   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＣＷ　　　　　　　　
２５＜Ｔ≦３８㎜　（ガーター）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7298   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＣＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦５０㎜　（ガーター）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7299   厚鋼板　ＳＭＡ５７０Ｗ　　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦５０㎜（ガーター）　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7300   中鋼板　ＳＭＡ４００ＡＷ　　　　　　　　
７㎜未満（ボックス形式）　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7301   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＡＷ　　　　　　　　
８≦Ｔ≦２５㎜（ボックス形式）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7302   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＢＷ　　　　　　　　
２５＜Ｔ≦３８㎜（ボックス形式）　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7286   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＢＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦４０㎜　（ボックス）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7303   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＣＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦５０㎜（ボックス形式）　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7304   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＡＷ　　　　　　　　
８≦Ｔ≦１６㎜（ボックス形式）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7305   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＢＷ　　　　　　　　
１６＜Ｔ≦２５㎜　（ボックス）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7306   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＢＷ　　　　　　　　
２５＜Ｔ≦３８㎜　（ボックス）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7287   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＢＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦４０㎜　（ボックス）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単 価
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   T7307   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＣＷ　　　　　　　　

２５＜Ｔ≦３８㎜　（ボックス）　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7308   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＣＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦５０㎜　（ボックス）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7309   厚鋼板　ＳＭＡ５７０Ｗ　　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦５０㎜　（ボックス）　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7347   ＣＴ形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ；形式共通    
一般用　高75以下　 W:175-250            

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7348   ＣＴ形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ；形式共通    
一般用　高75-125   W:175-250            

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7349   ＣＴ形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ；形式共通    
一般用　高150以上  W:175-250            

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7355   Ｈ形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ　　　　　　　　
ｔ＝３８㎜　以下　　；型式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7356   Ｈ形鋼　ＳＭＡ４００ＢＷ　　　　　　　　
ｔ＝２５㎜　以下　　；型式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7357   Ｈ形鋼　ＳＭＡ４００ＢＷ　　　　　　　　
ｔ２５－３８㎜　　　；型式共通　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KB320   円形空洞型枠（紙製）                    
Ｄ７５                                  

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KB340   円形空洞型枠（紙製）                    
Ｄ１００                                

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KB350   円形空洞型枠（紙製）                    
Ｄ１２５                                

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KB360   円形空洞型枠（紙製）                    
Ｄ１５０                                

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KB380   円形空洞型枠（紙製）                    
Ｄ２００                                

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KB550   円形空洞型枠（鋼製）　　　　　　　　　　
Ｄ６００　Ｔ＝０．６　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KB570   円形空洞型枠（鋼製）　　　　　　　　　　
Ｄ７００　Ｔ＝０．６　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 123橋梁上部工関係（３）                    

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   KB590   円形空洞型枠（鋼製）　　　　　　　　　　

Ｄ８００　Ｔ＝０．８　　　　　　　　　　
    ｍ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KB600   円形空洞型枠（鋼製）　　　　　　　　　　
Ｄ８５０　Ｔ＝０．８　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KB610   円形空洞型枠（鋼製）　　　　　　　　　　
Ｄ９００　Ｔ＝１．０　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KB630   円形空洞型枠（鋼製）　　　　　　　　　　
Ｄ１０００　Ｔ＝１．０　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 124トンネル関係                            

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
 TW501GSD  防水シ－ト（0.８㎜）　　　　　　　　　　

透水性緩衝材（ｔ＝３㎜）含む　　　　　　
    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW530GSD  シャンクスクリュ－ロッド　　　　　　　　
３２Ｒ　　　　　　　　　　　　　　　　　

    本         25,900      25,900      25,900      25,900      25,900      25,900

   TS992   チゼル　　　　　　　　　　　　　　　　　
大型ブレーカ（１３００㎏級）　　　　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TS994   チゼル　　　　　　　　　　　　　　　　　
大型ブレーカ（６００～８００㎏級）　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW561GSD  ロックボルト　　　　　　　　　　　　　　
Ｌ＝3.０ｍ耐力117.7ＫＮ以上             

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW562GSD  ロックボルト                            
Ｌ＝4.０ｍ耐力176.5ＫＮ以上             

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW563GSD  ロックボルト                            
Ｌ＝3.０ｍ耐力176.5ＫＮ以上             

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW564GSD  ロックボルト　　　　　　　　　　　　　　
Ｌ＝2.０ｍ耐力117.7ＫＮ以上             

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW570GSD  ドライモルタル　　　　　　　　　　　　　
（ロックボルト用）　　　　　　　　　　　

   ｍ３   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW580GSD  金網　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 １５０×１５０×φ５　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW582GSD  円形水路（グレーチング付）　　　　　　　
 縦断用　φ２００㎜　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW583GSD  円形水路用境界ブロック　　　　　　　　　
Ｈ－１５０　　　　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW584GSD  円形水路用境界ブロック　　　　　　　　　
Ｈ－２００　　　　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW585GSD  円形水路用境界ブロック　　　　　　　　　
Ｈ－２５０　　　　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW586GSD  集水管１種（有孔ヒューム管）　　　　　　
内径１５０㎜　厚２６　管長2.００　　　　

    本          6,620       6,620       6,620       6,620       6,620       6,620

 TW587GSD  集水管１種（有孔ヒューム管）　　　　　　
内径３００㎜　厚３０　管長2.００　　　　

    本          9,360       9,360       9,360       9,360       9,360       9,360
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

. . . . . . . . . . . .

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 141建設用仮設材賃料損料                    

                                        

04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   KA991   消波根固めブロック型枠賃料              

鋼製　１０ｔ未満                        
   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA986   消波根固めブロック型枠賃料　　　　　　　
ＦＲＰ製　３０ｔ未満　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA988   消波根固めブロック型枠賃料　　　　　　　
直積用鋼製　３０ｔ未満　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA990   消波根固めブロック型枠賃料　　　　　　　
直積用鋼製　３０ｔ以上５０ｔ未満　　　　

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA022   鋼矢板　賃料　２型　　　　　　　　　　　
４８㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA024   鋼矢板　賃料　２型　　　　　　　　　　　
４８㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA026   鋼矢板　賃料　２型　　　　　　　　　　　
４８㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA028   鋼矢板　賃料　２型　　　　　　　　　　　
４８㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA030   鋼矢板　賃料　２型　　　　　　　　　　　
４８㎏／ｍ　　；７２１～１０８０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA042   鋼矢板　賃料　３型　　　　　　　　　　　
６０㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA044   鋼矢板　賃料　３型　　　　　　　　　　　
６０㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA046   鋼矢板　賃料　３型　　　　　　　　　　　
６０㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA048   鋼矢板　賃料　３型　　　　　　　　　　　
６０㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA050   鋼矢板　賃料　３型　　　　　　　　　　　
６０㎏／ｍ　　；７２１～１０８０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA062   鋼矢板　賃料　４型　　　　　　　　　　　
７６．１㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA064   鋼矢板　賃料　４型　　　　　　　　　　　
７６．１㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁
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04 03 01 04 02 01 04 01 01 03 12 01 03 11 01 03 10 01
   KA066   鋼矢板　賃料　４型　　　　　　　　　　　

７６．１㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　
  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA068   鋼矢板　賃料　４型　　　　　　　　　　　
７６．１㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA070   鋼矢板　賃料　４型　　　　　　　　　　　
７６．１㎏／ｍ　　；７２１～１０８０日　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA082   鋼矢板　賃料　５Ｌ型　　　　　　　　　　
１０５㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA084   鋼矢板　賃料　５Ｌ型　　　　　　　　　　
１０５㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA086   鋼矢板　賃料　５Ｌ型　　　　　　　　　　
１０５㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA088   鋼矢板　賃料　５Ｌ型　　　　　　　　　　
１０５㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA090   鋼矢板　賃料　５Ｌ型　　　　　　　　　　
１０５㎏／ｍ　　；７２１～１０８０日　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA162   軽量鋼矢板　賃料　１・２・３型　　　　　
；１～９０日　　　　　　　　　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA164   軽量鋼矢板　賃料　１・２・３型　　　　　
；９１～１８０日　　　　　　　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA166   軽量鋼矢板　賃料　１・２・３型　　　　　
；１８１～３６０日　　　　　　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA168   軽量鋼矢板　賃料　１・２・３型　　　　　
；３６１～７２０日　　　　　　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA170   軽量鋼矢板　賃料　１・２・３型　　　　　
；７２１～１０８０日　　　　　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA192   軽量鋼矢板　不足分弁償金　　　　　　　　
１・２・３型　中古　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA194   軽量鋼矢板　不足分弁償金　　　　　　　　
１・２・３型　新品　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA222   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－２００　　　　　　　　
４９．９㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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   KA224   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－２００　　　　　　　　

４９．９㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　
  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA226   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－２００　　　　　　　　
４９．９㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA228   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－２００　　　　　　　　
４９．９㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA242   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－２５０　　　　　　　　
７１．８㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA244   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－２５０　　　　　　　　
７１．８㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA246   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－２５０　　　　　　　　
７１．８㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA248   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－２５０　　　　　　　　
７１．８㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA262   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－３００　　　　　　　　
９３㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA264   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－３００　　　　　　　　
９３㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA266   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－３００　　　　　　　　
９３㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA268   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－３００　　　　　　　　
９３㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA282   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－３５０　　　　　　　　
１３５㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA284   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－３５０　　　　　　　　
１３５㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA286   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－３５０　　　　　　　　
１３５㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA288   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－３５０　　　　　　　　
１３５㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA302   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－４００　　　　　　　　
１７２㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
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   KA304   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－４００　　　　　　　　

１７２㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　
  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA306   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－４００　　　　　　　　
１７２㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA308   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－４００　　　　　　　　
１７２㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA322   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－５９４×３０２　　　　
１７０㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA324   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－５９４×３０２　　　　
１７０㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA326   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－５９４×３０２　　　　
１７０㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA328   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－５９４×３０２　　　　
１７０㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA352   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－２００　中古　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA354   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－２５０　中古　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA356   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－３００　中古　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA358   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－３５０　中古　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA360   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－４００　中古　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA362   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－５９４×３０２　中古　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA364   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－２００　新品　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA366   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－２５０　新品　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA368   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－３００　新品　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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   KA370   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　

Ｈ－３５０　新品　　　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA372   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－４００　新品　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA374   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－５９４×３０２　新品　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA384   Ｈ形鋼（山留主部材）購入価格            
Ｈ－２５０［８０ｋｇ／ｍ］              

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA386   Ｈ形鋼（山留主部材）購入価格            
Ｈ－３００［１００ｋｇ／ｍ］            

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA388   Ｈ形鋼（山留主部材）購入価格            
Ｈ－３５０［１５０ｋｇ／ｍ］            

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA390   Ｈ形鋼（山留主部材）購入価格            
Ｈ－４００［２００ｋｇ／ｍ］            

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA392   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－２５０　
８０㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA394   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－２５０　
８０㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA396   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－２５０　
８０㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA398   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－２５０　
８０㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA400   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－２５０　
８０㎏／ｍ　　；７２１～１０８０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA412   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３００　
１００㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA414   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３００　
１００㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA416   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３００　
１００㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA418   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３００　
１００㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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   KA420   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３００　

１００㎏／ｍ　　；７２１～１０８０日　　
  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA432   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３５０　
１５０㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA434   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３５０　
１５０㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA436   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３５０　
１５０㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA438   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３５０　
１５０㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA440   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３５０　
１５０㎏／ｍ　　；７２１～１０８０日　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA452   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－４００　
２００㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA454   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－４００　
２００㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA456   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－４００　
２００㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA458   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－４００　
２００㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA460   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－４００　
２００㎏／ｍ　　；７２１～１０８０日　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA490   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
Ｈ－２５０　新品　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA482   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
Ｈ－２５０　中古　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA492   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
Ｈ－３００　新品　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA484   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
Ｈ－３００　中古　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA494   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
Ｈ－３５０　新品　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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   KA486   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　

Ｈ－３５０　中古　　　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA496   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
Ｈ－４００　新品　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA488   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
Ｈ－４００　中古　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA498   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
部品　新品　　　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA499   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
部品　中古　　　　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA622   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製　；１～３箇月　　　　　　　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA624   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製　；４～６箇月　　　　　　　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA626   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製　；７～１２箇月　　　　　　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA628   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製　；１３～２４箇月　　　　　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA630   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製　；２５～３６箇月　　　　　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA642   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製すべり止め　；１～３箇月　　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA644   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製すべり止め　；４～６箇月　　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA646   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製すべり止め　；７～１２箇月　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA648   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製すべり止め　；１３～２４箇月　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA650   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製すべり止め　；２５～３６箇月　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA772   覆工板（従来型）　不足分弁償金　　　　　
鋼製　中古　　　　　　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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   KA776   覆工板（従来型）　不足分弁償金　　　　　

鋼製すべり止め　中古　　　　　　　　　　
    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA812   鋼製マット　賃料　１．２型　　　　　　　
厚５０　；１～９０日　　　　　　　　　　

  ㎡・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA814   鋼製マット　賃料　１．２型　　　　　　　
厚５０　；９１～１８０日　　　　　　　　

  ㎡・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA816   鋼製マット　賃料　１．２型　　　　　　　
厚５０　；１８１～３６０日　　　　　　　

  ㎡・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA818   鋼製マット　賃料　１．２型　　　　　　　
厚５０　；３６１～７２０日　　　　　　　

  ㎡・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA820   鋼製マット　賃料　１．２型　　　　　　　
厚５０　；７２１～１０８０日　　　　　　

  ㎡・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA832   鋼製マット　賃料　１．５型　　　　　　　
厚５０　；１～９０日　　　　　　　　　　

  ㎡・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA834   鋼製マット　賃料　１．５型　　　　　　　
厚５０　；９１～１８０日　　　　　　　　

  ㎡・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA836   鋼製マット　賃料　１．５型　　　　　　　
厚５０　；１８１～３６０日　　　　　　　

  ㎡・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA838   鋼製マット　賃料　１．５型　　　　　　　
厚５０　；３６１～７２０日　　　　　　　

  ㎡・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA840   鋼製マット　賃料　１．５型　　　　　　　
厚５０　；７２１～１０８０日　　　　　　

  ㎡・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA852   鋼製マット　賃料　３．５型　　　　　　　
厚１００　；１～９０日　　　　　　　　　

  ㎡・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA854   鋼製マット　賃料　３．５型　　　　　　　
厚１００　；９１～１８０日　　　　　　　

  ㎡・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA856   鋼製マット　賃料　３．５型　　　　　　　
厚１００　；１８１～３６０日　　　　　　

  ㎡・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA858   鋼製マット　賃料　３．５型　　　　　　　
厚１００　；３６１～７２０日　　　　　　

  ㎡・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA860   鋼製マット　賃料　３．５型　　　　　　　
厚１００　；７２１～１０８０日　　　　　

  ㎡・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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   KA882   鋼製マット　不足分弁償金　　　　　　　　

１．２型　中古　　　　　　　　　　　　　
    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA884   鋼製マット　不足分弁償金　　　　　　　　
１．５型　中古　　　　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA886   鋼製マット　不足分弁償金　　　　　　　　
３．５型　中古　　　　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA888   鋼製マット　不足分弁償金　　　　　　　　
１．２型　新品　　　　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA890   鋼製マット　不足分弁償金　　　　　　　　
１．５型　新品　　　　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA892   鋼製マット　不足分弁償金　　　　　　　　
３．５型　新品　　　　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG02   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
９１４×１８２９　；１～９０日　　　　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG04   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
９１４×１８２９　；９１～１８０日　　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG06   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
９１４×１８２９　；１８１～３６０日　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG08   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
９１４×１８２９　；３６１～７２０日　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG10   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
９１４×１８２９　；７２１～１０８０日　

  枚・日           10          10          10          10          10          10

   KAG12   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
１２１９×２４３８　；１～９０日　　　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG14   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
１２１９×２４３８　；９１～１８０日　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG16   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
１２１９×２４３８　；１８１～３６０日　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG18   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
１２１９×２４３８　；３６１～７２０日　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG20   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
１２１９×２４３８　；７２１～１０８０日

  枚・日           18          18          18          18          18          18
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   KAG22   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　

１５２４×３０４８　；１～９０日　　　　
  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG24   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
１５２４×３０４８　；９１～１８０日　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG26   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
１５２４×３０４８　；１８１～３６０日　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG28   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
１５２４×３０４８　；３６１～７２０日　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG30   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
１５２４×３０４８　；７２１～１０８０日

  枚・日           29          29          29          29          29          29

   KAG32   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
１５２４×６０９６　；１～９０日　　　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG34   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
１５２４×６０９６　；９１～１８０日　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG36   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
１５２４×６０９６　；１８１～３６０日　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG38   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
１５２４×６０９６　；３６１～７２０日　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG40   敷鉄板（鋼板・厚２２）　賃料　　　　　　
１５２４×６０９６　；７２１～１０８０日

  枚・日           57          57          57          57          57          57

   KAG52   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
９１４×１８２９　；１～９０日　　　　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG54   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
９１４×１８２９　；９１～１８０日　　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG56   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
９１４×１８２９　；１８１～３６０日　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG58   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
９１４×１８２９　；３６１～７２０日　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG60   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
９１４×１８２９　；７２１～１０８０日　

  枚・日           12          12          12          12          12          12

   KAG62   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
１２１９×２４３８　；１～９０日　　　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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   KAG64   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　

１２１９×２４３８　；９１～１８０日　　
  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG66   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
１２１９×２４３８　；１８１～３６０日　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG68   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
１２１９×２４３８　；３６１～７２０日　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG70   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
１２１９×２４３８　；７２１～１０８０日

  枚・日           22          22          22          22          22          22

   KAG72   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
１５２４×３０４８　；１～９０日　　　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG74   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
１５２４×３０４８　；９１～１８０日　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG76   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
１５２４×３０４８　；１８１～３６０日　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG78   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
１５２４×３０４８　；３６１～７２０日　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG80   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
１５２４×３０４８　；７２１～１０８０日

  枚・日           34          34          34          34          34          34

   KAG82   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
１５２４×６０９６　；１～９０日　　　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG84   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
１５２４×６０９６　；９１～１８０日　　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG86   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
１５２４×６０９６　；１８１～３６０日　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG88   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
１５２４×６０９６　；３６１～７２０日　

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAG90   敷鉄板（鋼板・厚２５）　賃料　　　　　　
１５２４×６０９６　；７２１～１０８０日

  枚・日           68          68          68          68          68          68

   KAH52   敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費　　　　　
９１４×１８２９　　　　　　　　　　　　

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAH54   敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費　　　　　
１２１９×２４３８　　　　　　　　　　　

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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   KAH56   敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費　　　　　

１５２４×３０４８　　　　　　　　　　　
    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAH58   敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費　　　　　
１５２４×６０９６　　　　　　　　　　　

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAH60   敷鉄板（鋼板・厚２５）　整備費　　　　　
９１４×１８２９　　　　　　　　　　　　

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAH62   敷鉄板（鋼板・厚２５）　整備費　　　　　
１２１９×２４３８　　　　　　　　　　　

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAH64   敷鉄板（鋼板・厚２５）　整備費　　　　　
１５２４×３０４８　　　　　　　　　　　

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAH66   敷鉄板（鋼板・厚２５）　整備費　　　　　
１５２４×６０９６　　　　　　　　　　　

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAH76   敷鉄板（鋼板・厚２２）　不足分弁償金　　
９１４×１８２９　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAH78   敷鉄板（鋼板・厚２２）　不足分弁償金　　
１２１９×２４３８　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAH80   敷鉄板（鋼板・厚２２）　不足分弁償金　　
１５２４×３０４８　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAH82   敷鉄板（鋼板・厚２２）　不足分弁償金　　
１５２４×６０９６　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAH84   敷鉄板（鋼板・厚２５）　不足分弁償金　　
９１４×１８２９　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAH86   敷鉄板（鋼板・厚２５）　不足分弁償金　　
１２１９×２４３８　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAH88   敷鉄板（鋼板・厚２５）　不足分弁償金　　
１５２４×３０４８　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAH90   敷鉄板（鋼板・厚２５）　不足分弁償金　　
１５２４×６０９６　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAJ01   敷鉄板（鋼板・厚２２）　購入価格        
９１４×１８２９                        

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAJ03   敷鉄板（鋼板・厚２２）　購入価格        
１２１９×２４３８                      

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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