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材料単価及びコード表 令和4年1月1日以降適用　

コード 名称 規格 単位
単 価
(円)

備考 参考重量等

Z1094100 止水板(融･流雪溝用) 幅900用 H=1100mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付 枚 136,000 特調 24kg/枚

Z1094110 止水板(融･流雪溝用) 幅1000用 H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付 枚 125,000 特調 19kg/枚

Z1094120 止水板(融･流雪溝用) 幅1000用 H= 900mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付 枚 132,000 特調 21kg/枚

Z1094130 止水板(融･流雪溝用) 幅1000用 H=1000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付 枚 140,000 特調 24kg/枚

Z1094140 止水板(融･流雪溝用) 幅1000用 H=1100mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付 枚 150,000 特調 26kg/枚

Z1094150 止水板(融･流雪溝用) 幅1000用 H=1200mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付 枚 158,000 特調 28kg/枚

【積・張・連節・法枠・連結ブロック】

Z1311005 積ﾌﾞﾛｯｸ A類 m2 6,800

Z1390020 大型積ﾌﾞﾛｯｸ ﾅｳﾛｯｸ(擬石)1000×998×500mm m2 16,900 特調 741kg/個

Z1390060 大型積ﾌﾞﾛｯｸ ﾅｳﾛｯｸ(擬石)1000×998×1000mm m2 31,900 特調 1405kg/個

Z1390080 大型積ﾌﾞﾛｯｸ ﾅｳﾛｯｸ(擬石)1000×998×1500mm m2 40,200 特調 1768kg/個

Z1390100 大型積ﾌﾞﾛｯｸ SPﾌﾞﾛｯｸ 1000×2000×871mm m2 13,200 特調 1045kg/個

Z1390150 平張ﾌﾞﾛｯｸ B類 m2 3,600

Z1390210 大型平張ﾌﾞﾛｯｸ ｽﾄｰﾝｻｰｸﾙ擬石ﾀｲﾌﾟ 950×950×120mm m2 掲載 277kg個

Z1390240 大型平張ﾌﾞﾛｯｸ ｽﾄｰﾝｻｰｸﾙ擬石ﾀｲﾌﾟ 950×950×150mm m2 8,560 特調 339kg/個

Z1390250 大型平張ﾌﾞﾛｯｸ ｽﾄｰﾝｻｰｸﾙ擬石ﾀｲﾌﾟ 950×950×170mm m2 9,600 特調 380kg/個

Z1390270 法枠ﾌﾞﾛｯｸ A類 m2 2,360

Z1390280 法枠ﾌﾞﾛｯｸ B類 m2 2,380

Z1390290 法枠ﾌﾞﾛｯｸ C類 m2 3,100

Z1390300 法枠ﾌﾞﾛｯｸ D類 m2 3,420

Z1311030 連結ﾌﾞﾛｯｸ(ﾀｰﾌﾛｯｸⅡ) 950×950×220mm 個 掲載 305.5kg/個

Z1311200 ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ 滑面 m2 掲載 41.2kg個

Z1311205 ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ 粗面 m2 掲載 41.2kg個

【ヒューム管】

Z1103120 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 150×26×2000mm JISA5372 本 掲載

Z1103000 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 200×27×2000mm JISA5372 本 掲載

Z1103005 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 250×28×2000mm JISA5372 本 掲載

Z1103010 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 300×30×2000mm JISA5372 本 掲載

Z1103015 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 350×32×2000mm JISA5372 本 掲載

Z1103020 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 400×35×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103025 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 450×38×2430mm JISA5372 本 掲載

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。
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材料単価及びコード表 令和4年1月1日以降適用　

コード 名称 規格 単位
単 価
(円)

備考 参考重量等

Z1103030 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 500×42×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103035 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 600×50×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103040 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 700×58×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103045 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 800×66×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103050 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 900×75×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103055 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 1000×82×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103125 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 1100×88×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103130 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 1200×95×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103135 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種 B形 1350×103×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103140 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 150×26×2000mm JISA5372 本 掲載

Z1103060 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 200×27×2000mm JISA5372 本 掲載

Z1103065 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 250×28×2000mm JISA5372 本 掲載

Z1103070 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 300×30×2000mm JISA5372 本 掲載

Z1103075 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 350×32×2000mm JISA5372 本 掲載

Z1103080 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 400×35×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103085 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 450×38×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103090 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 500×42×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103095 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 600×50×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103100 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 700×58×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103105 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 800×66×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103110 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 900×75×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103115 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 1000×82×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103145 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 1100×88×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103150 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 1200×95×2430mm JISA5372 本 掲載

Z1103155 ﾋｭｰﾑ管 外圧管 2種 B形 1350×103×2430mm JISA5372 本 掲載

【ボックスカルバート】

Z1190310 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) 600× 600×1500 土かぶり0.2～3.0m以下 個 47,300 特調 1499kg/個

Z1190320 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) 600× 600×2000 土かぶり0.2～3.0m以下 個 63,000 特調 1998kg/個

Z1190330 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) 700× 700×1500 土かぶり0.2～3.0m以下 個 53,500 特調 1694kg/個

Z1190340 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) 700× 700×2000 土かぶり0.2～3.0m以下 個 71,400 特調 2258kg/個

Z1190350 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) 800× 800×1500 土かぶり0.2～3.0m以下 個 61,700 特調 1889kg/個

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。
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材料単価及びコード表 令和4年1月1日以降適用　

コード 名称 規格 単位
単 価
(円)

備考 参考重量等

Z1198425 管明示ﾃｰﾌﾟ W=30 m 22 特調

【電線】

Z4090090 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV) より線 0.9mm2 m 掲載 16kg/km

Z4090100 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV) より線 1.25mm2 m 掲載 19kg/km

Z4090110 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV) より線 2.0mm2 m 掲載 28kg/km

Z4090120 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV) より線 3.5mm2 m 掲載 45kg/km

Z4000001 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV) より線 5.5mm2 m 掲載 70kg/km

Z4090130 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV) より線 8mm2 m 掲載 105kg/km

Z4090140 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV) より線 14mm2 m 掲載 175kg/km

【照明機器】

Z4490030 ﾚﾌﾚｸﾀﾗﾝﾌﾟ(屋外用) 100W 白熱灯 個 掲載

Z4490040 ﾚﾌﾚｸﾀﾗﾝﾌﾟ(屋外用) 200W 白熱灯 個 掲載

Z4490050 ﾚﾌﾚｸﾀﾗﾝﾌﾟ(屋外用) 300W 白熱灯 個 掲載

Z4401000 白熱灯ﾗﾝﾌﾟ(屋外用) 500W 個 掲載

Z4490110 防水ｿｹｯﾄ 250V 6A 個 掲載

Z4490130 安定器 水銀灯用 200V 1kwA 個 掲載

Z4490140 ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 200A/220V 1(灯)･2(灯用)単独 個 掲載

Z4490150 光電式自動点滅器 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 10A･200V 金具 個 掲載

Z4490160 接地棒 E-B2 φ10×500mm 本 掲載

Z4490170 接地棒 E-B2 φ10×500mm ﾘｰﾄﾞ端子付き 本 掲載

Z4490215 組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明柱) 4-M24×600L 組 8,370 特調

Z4490220 組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明柱) 4-M24×700L 組 9,340 特調

Z4490230 ﾄﾝﾈﾙLED落下防止材 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ接続､二重落下防止対策ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 組 18,700 特調

【電線管】

Z4290000 厚鋼電線管 16× 21.0× 16.4mm L=3.66m 本 掲載 3.88kg/本

Z4290010 厚鋼電線管 22× 26.5× 21.9mm L=3.66m 本 掲載 5.014kg/本

Z4290015 厚鋼電線管 28× 33.3× 28.3mm L=3.66m 本 掲載 6.954kg/本

Z4290020 厚鋼電線管 36× 41.9× 36.9mm L=3.66m 本 掲載 8.894kg/本

Z4290030 厚鋼電線管 42× 47.8× 42.8mm L=3.66m 本 掲載 10.211kg/本

Z4290035 厚鋼電線管 54× 59.6× 54.0mm L=3.66m 本 掲載 14.347kg/本

Z4200000 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE) 16mm L4m 本 掲載 720g/本

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。
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材料単価及びコード表 令和4年1月1日以降適用　

コード 名称 規格 単位
単 価
(円)

備考 参考重量等

Z4200015 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE) 22mm L4m 本 掲載 864g/本

Z4200020 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE) 28mm L4m 本 掲載 1672g/本

Z4200025 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE) 36mm L4m 本 掲載 2420g/本

Z4200005 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE) 42mm L4m 本 掲載 3164g/本

Z4200030 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE) 54mm L4m 本 掲載 4488g/本

【電気雑材料】

Z4506000 避雷針 接地極銅板 900ﾛ×1.5t(mm) 黄銅ﾛｳ付 ﾘｰﾄﾞ線付 枚 掲載

Z4590000 ﾎﾞﾙﾄ型ｺﾈｸﾀ- 22mm2 個 掲載

Z4590030 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 3BD横棒HD-17 170～260mm 個 掲載

Z4507005 高圧ﾋﾟﾝがいし 配電用 普通形 大 個 掲載

Z4590090 低圧ﾋﾟﾝがいし 配電用 大 立ﾋﾟﾝ 個 掲載

Z4507020 低圧ﾋﾟﾝがいし 配電用 中 立ﾋﾟﾝ 個 掲載

Z4507015 低圧引留がいし 配電用 75×65mm 個 掲載

Z4507010 玉がいし 100×100mm 個 掲載

【その他電気材料】

Z4390200 漏電しゃ断器 2P 30AF 過負荷保護付 GB2EA 個 掲載

Z4390210 漏電しゃ断器 3P 60AF 電動機用 GB63EA 個 掲載

Z4390220 漏電しゃ断器 3P 125AF 電動機用 GB123EA 個 掲載

【デリネーター・スノーポール】

Z1096810 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ 89×77×1550 土中埋込用 ﾌﾟﾘｽﾞﾑ片面 本 3,710 特調

Z1096820 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ 89×77×1050 ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石用 ﾌﾟﾘｽﾞﾑ片面 本 3,370 特調

Z1096830 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ 89×77×1550 土中埋込用 ﾌﾟﾘｽﾞﾑ両面 本 3,930 特調

Z1096840 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ 89×77×1050 ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石用 ﾌﾟﾘｽﾞﾑ両面 本 3,600 特調

Z1096850 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ用ｻﾔ管 φ104×92×350 ﾎﾟﾘ製 本 1,130 特調

Z1096880 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ兼用) ﾌﾟﾘｽﾞﾑ片面(上部) 縁石用 φ89×77×1650,φ75×65×1050 本 10,500 特調

Z1096890 ﾃﾞﾘﾈｰﾀ(ﾎﾟｰﾙ兼)ﾌﾟﾘｽﾞﾑ片面(下部)中央取付 縁石用 φ89×77×1650,φ75×65×1050 本 10,500 特調

Z1096900 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ兼用) ﾌﾟﾘｽﾞﾑ両面(上部) 縁石用 φ89×77×1650,φ75×65×1050 本 10,700 特調

Z1096940 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ用ｻﾔ管 φ104×450mm 本 1,390 特調

Z1008000 視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ) 土中 φ100mm以下 片面 φ34mm 本 掲載

Z1008005 視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ) 土中 φ100mm以下 片面 φ60.5mm 本 掲載

Z1008010 視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ) 土中 φ100mm以下 片面 φ89mm 本 掲載

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。
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材料単価及びコード表 令和4年1月1日以降適用　

コード 名称 規格 単位
単 価
(円)

備考 参考重量等

Z1198480 防護蓋 300用 T-8 簡易型 個 掲載

Z1199725 防護蓋 300用 T-14 袋穴式 個 掲載

Z1198470 防護蓋 300用 T-25 袋穴式 個 掲載

Z1195660 仮止めｷｬｯﾌﾟ 呼径 100 (ﾌﾟﾚﾝｴﾝﾄﾞ･ｺﾞﾑ輪受口兼用) 個 529 特調

Z1195670 仮止めｷｬｯﾌﾟ 呼径 125 (ﾌﾟﾚﾝｴﾝﾄﾞ･ｺﾞﾑ輪受口兼用) 個 583 特調

Z1195680 仮止めｷｬｯﾌﾟ 呼径 150 (ﾌﾟﾚﾝｴﾝﾄﾞ･ｺﾞﾑ輪受口兼用) 個 622 特調

Z1195690 仮止めｷｬｯﾌﾟ 呼径 200 (ﾌﾟﾚﾝｴﾝﾄﾞ･ｺﾞﾑ輪受口兼用) 個 754 特調

Z1195620 ます用砂付ﾌﾟﾚﾝｴﾝﾄﾞ取付継手 呼径 100 MSB 個 掲載

Z1195630 ます用砂付ﾌﾟﾚﾝｴﾝﾄﾞ取付継手 呼径 125 MSB 個 掲載

Z1195640 ます用砂付ﾌﾟﾚﾝｴﾝﾄﾞ取付継手 呼径 150 MSB 個 掲載

Z1195650 ます用砂付ﾌﾟﾚﾝｴﾝﾄﾞ取付継手 呼径 200 MSB 個 掲載

【落石防止柵・防護柵類】

Z1312000 落石防護柵 中間支柱 柵高1.5m 本 掲載

Z1312005 落石防護柵 中間支柱 柵高2.0m 本 掲載

Z1312010 落石防護柵 中間支柱 柵高2.5m 本 掲載

Z1312015 落石防護柵 中間支柱 柵高3.0m 本 掲載

Z1312020 落石防護柵 中間支柱 柵高3.5m 本 掲載

Z1312025 落石防護柵 中間支柱 柵高4.0m 本 掲載

Z1392160 落石防護柵 支柱H100×100 H=1500 @1500 m 36,300 特調

Z1392170 落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500 m 27,700 特調

Z1392180 落石防護柵 支柱φ101.6 H=1500 @1500 m 21,800 特調

Z1392190 落石防護柵 支柱φ101.6 H=1000 @1500 m 15,200 特調

Z1392200 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ XF型 H1.5m m 掲載

【しゃ音壁類】

Z2801000 遮音壁 遮音板 500×1960×95（K27） 枚 掲載

Z2801100 遮音壁 遮音板 500×3960×95（K27） 枚 掲載

Z2803000 遮音壁 落下防止索 φ6×2500 個 掲載

Z2803020 遮音壁 落下防止索 φ6×4500 個 掲載

Z2803040 遮音壁 落下防止索 φ6×6500 個 掲載

Z2803060 遮音壁 落下防止索 φ6×8500 個 掲載

Z2804000 遮音壁 下段ﾊﾟﾈﾙ W=255 m 掲載

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。
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コード 名称 規格 単位
単 価
(円)

備考 参考重量等

Z0200030 ｾﾒﾝﾄ(ﾌﾚｺﾝ) 高炉B ｔ 14,900 特調

Z0293000 減水剤 ﾎﾟｿﾞﾘｽ NO.70 kg 掲載

Z0293010 減水剤 ﾎﾟｿﾞﾘｽ NO.8 kg 掲載

Z0293020 減水剤 ﾎﾟｿﾞﾘｽ NO.75 kg 掲載

Z0293030 起泡剤 ｳﾞｨﾝｿﾙ800 kg 掲載

Z0293040 起泡剤 ﾏｰﾙP液 ﾄﾝﾈﾙ裏込注入用 L 掲載

Z0293080 繊維補強材 ｳﾗｺﾞﾒｰﾙ kg 掲載

Z0203010 無収縮材 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｸｽﾀｲﾌﾟ 1現場1000m3未満 kg 掲載 1875kg/m3

Z0293090 無収縮材 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｸｽﾀｲﾌﾟ 1現場1000m3以上 kg 掲載 1875kg/m3

Z0203005 注入ｸﾞﾗｳﾄ用混和剤 GF-1700 kg 掲載

Z0203300 ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ(1t) t 15,800 特調

Z0203310 ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ t 14,300 特調

Z0203320 ｾﾒﾝﾄ系固化材 特殊土用 ﾌﾚｺﾝ(1t) t 17,800 特調

Z0203330 ｾﾒﾝﾄ系固化材 特殊土用 ﾊﾞﾗ t 16,300 特調

Z0203340 ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾌﾚｺﾝ(1t) t 18,800 特調

Z0203350 ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ t 17,300 特調

【丸鋼類】

Z0002000 鉄筋用小形丸鋼 SR235 9mm t 掲載 0.499kg/m

Z0002005 鉄筋用小形丸鋼 SR235 13mm t 掲載 1.04kg/m

Z0002010 鉄筋用小形丸鋼 SR235 16～25mm t 掲載

Z0000000 異形棒鋼 SD295 D10 t 掲載 0.56kg/m

Z0000005 異形棒鋼 SD295 D13 t 掲載 0.995kg/m

Z0000010 異形棒鋼 SD295 D16 t 掲載 1.56～kg/m

Z0000025 異形棒鋼 SD345 D10 t 掲載 0.56kg/m

Z0000030 異形棒鋼 SD345 D13 t 掲載 0.995kg/m

Z0000035 異形棒鋼 SD345 D16～D25 t 掲載 1.56～kg/m

Z0000040 異形棒鋼 SD345 D29～D32 t 掲載 5.04～kg/m

Z0000045 異形棒鋼 SD345 D35 t 掲載 7.51kg/m

Z0000110 異形棒鋼 SD345 D38 t 掲載 8.95kg/m

Z0000115 異形棒鋼 SD345 D41 t 掲載 10.5kg/m

Z0000120 異形棒鋼 SD345 D51 t 掲載 15.9kg/m

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。
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コード 名称 規格 単位
単 価
(円)

備考 参考重量等

Z0000150 異形棒鋼 SD390 D25 t 掲載 3.98kg/m

Z0000155 異形棒鋼 SD390 D29 t 掲載 5.04kg/m

Z0000160 異形棒鋼 SD390 D32 t 掲載 6.23kg/m

Z0000165 異形棒鋼 SD390 D35 t 掲載 7.51kg/m

Z0000170 異形棒鋼 SD390 D38 t 掲載 8.95kg/m

Z0000175 異形棒鋼 SD390 D41 t 掲載 10.5kg/m

Z0000180 異形棒鋼 SD490 D35 t 掲載 7.51kg/m

Z0000185 異形棒鋼 SD490 D38 t 掲載 8.95kg/m

Z0000190 異形棒鋼 SD490 D41 t 掲載 10.5kg/m

Z0000200 異形棒鋼 SD345 ねじ節鉄筋 D13 t 掲載 0.995kg/m

Z0000205 異形棒鋼 SD345 ねじ節鉄筋 D16 t 掲載 1.56kg/m

Z0000210 異形棒鋼 SD345 ねじ節鉄筋 D19 t 掲載 2.25kg/m

Z0000215 異形棒鋼 SD345 ねじ節鉄筋 D22 t 掲載 3.04kg/m

Z0000220 異形棒鋼 SD345 ねじ節鉄筋 D25 t 掲載 3.98kg/m

Z0000225 異形棒鋼 SD345 ねじ節鉄筋 D29 t 掲載 5.04kg/m

Z0000230 異形棒鋼 SD345 ねじ節鉄筋 D32 t 掲載 6.23kg/m

Z0000235 異形棒鋼 SD345 ねじ節鉄筋 D35 t 掲載 7.51kg/m

Z0000240 異形棒鋼 SD345 ねじ節鉄筋 D38 t 掲載 8.95kg/m

Z0000245 異形棒鋼 SD345 ねじ節鉄筋 D41 t 掲載 10.5kg/m

Z0000250 異形棒鋼 SD345 ねじ節鉄筋 D51 t 掲載 15.9kg/m

Z0000255 異形棒鋼 SD390 ねじ節鉄筋 D25 t 掲載 3.98kg/m

Z0000260 異形棒鋼 SD390 ねじ節鉄筋 D29 t 掲載 5.04kg/m

Z0000265 異形棒鋼 SD390 ねじ節鉄筋 D32 t 掲載 6.23kg/m

Z0000270 異形棒鋼 SD390 ねじ節鉄筋 D35 t 掲載 7.51kg/m

Z0000275 異形棒鋼 SD390 ねじ節鉄筋 D38 t 掲載 8.95kg/m

Z0000280 異形棒鋼 SD390 ねじ節鉄筋 D41 t 掲載 10.5kg/m

Z0000285 異形棒鋼 SD490 ねじ節鉄筋 D35 t 掲載 7.51kg/m

Z0000290 異形棒鋼 SD490 ねじ節鉄筋 D38 t 掲載 8.95kg/m

Z0000295 異形棒鋼 SD490 ねじ節鉄筋 D41 t 掲載 10.5kg/m

Z0001000 一般構造用丸鋼(ﾍﾞｰｽ価格) SS400 16mm t 掲載 1.58kg/m

Z0001005 一般構造用丸鋼(ﾍﾞｰｽ価格) SS400 32mm t 掲載 6.31kg/m

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。
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コード 名称 規格 単位
単 価
(円)

備考 参考重量等

Z0001010 一般構造用丸鋼(ﾍﾞｰｽ価格) SS400 36～38mm t 掲載 8.9kg/m

【鉄線・釘類】

Z0090040 普通鉄線 φ3.2mm (#10) kg 掲載 15.8m/kg

Z0090050 亜鉛引鉄線 φ3.2mm (#10) kg 掲載 15.8m/kg

Z0090060 鉄丸釘 大小とりまぜ kg 掲載

Z0102005 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鋼線 径6mm t 掲載 4.54m/kg

Z0102010 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鋼線 径8mm t 掲載 2.55m/kg

【ボルト】

Z0191570 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 捻り棒鋼 18t 径25mm ×2.5m 本 掲載

Z0191580 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 捻り棒鋼 18t 径25mm ×3.0m 本 掲載

Z0191590 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 捻り棒鋼 18t 径25mm ×4.0m 本 掲載

Z0191600 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 異形棒鋼 12t 径25mm ×2.5m 本 掲載

Z0191610 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 異形棒鋼 12t 径25mm ×3.0m 本 掲載

Z0191620 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 異形棒鋼 12t 径25mm ×4.0m 本 掲載

【溶接材料】

Z1392780 電気溶接棒 軟鋼用 3.2mm JISZ3211 kg 掲載

Z1392790 電気溶接棒 軟鋼用 4.0mm JISZ3211 kg 掲載

Z1392800 電気溶接棒 軟鋼用 5.0mm JISZ3211 kg 掲載

Z1392810 電気溶接棒 高張力鋼用 5.0mm JISZ3212 kg 掲載

Z0104110 溶接ﾜｲﾔｰ JIS Z 3351 US-36 φ3.2×25 相当 kg 430 特調

Z0104120 溶接ﾜｲﾔｰ JIS Z 3351 Y-D φ4.8×25 相当 kg 420 特調

Z0104210 ﾌﾗｯｸｽ JIS Z 3352 MF-38 20×200 相当 kg 450 特調

Z0104220 ﾌﾗｯｸｽ JIS Z 3352 YF-15A 20×200 相当 kg 450 特調

Z0104310 裏当材 L=600 FA-B1 相当 枚 1,260 特調

Z0104320 裏当材 L=600 SB-51 相当 枚 1,260 特調

Z0104410 充填材 RR-2 相当 kg 590 特調

Z0104420 充填材 YK-C 相当 kg 590 特調

【ワイヤーロープ】

Z0103100 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ O/O A種6×24(4号)･φ16mm m 430 特調

Z0103005 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ C/L A種6×7(1号)･φ20mm m 586 特調

Z0103010 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ C/L A種6×7(1号)･φ24mm m 828 特調

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。
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単 価
(円)

備考 参考重量等

Z0103030 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ C/L A種6×7(1号)･φ30mm m 1,350 特調

Z0103035 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ C/L A種6×7(1号)･φ32mm m 1,560 特調

Z0103040 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ C/L A種6×7(1号)･φ34mm m 1,790 特調

【油脂・燃料類】

Z6600000 ｶﾞｿﾘﾝ L 掲載

Z6600010 軽油

ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡)

ﾛｰﾘｰ渡(免税) L 掲載

Z6690030 軽油 ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) L 掲載

Z6600015 重油 A重油(ﾛｰﾘｰ渡)硫黄分0.5%以下 L 掲載

Z6690000 混合油 ｵｲﾙ 1:ｶﾞｿﾘﾝ 20 L 147 特調

Z6602000 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 工業用･業務用 kg 掲載

Z6602010 ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ kg 1,330 特調

Z6602015 酸素ｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ m3 345 特調

Z6600020 灯油 1号 ﾐﾆﾛｰﾘｰ渡 L 掲載

Z6690010 灯油 1号 ﾛｰﾘｰ渡し L 掲載

Z6600025 練炭 着火4号 個 110 特調

【杉材】

Z0690040 杉板材 長 4.0m 厚0.9×巾18～21cm 特1等 m3 63,000 特調

Z0690050 杉板材 長 4.0m 厚1.2～1.8×巾12～21cm特1等 m3 掲載

Z0690060 杉板材 長 4.0m 厚2.4×巾12～21cm 特1等 m3 63,000 特調

Z0690070 杉板材 長 4.0m 厚3.0×巾18～21cm 特1等 m3 70,000 特調

Z0690080 杉角材 長 4.0m 4.5～6.0×4.5～6.0cm 1等 m3 54,000 特調

Z0690110 杉角材 長 4.0m 厚15～18×15～18cm 1等 m3 55,000 特調

Z0602006 桟木(杉) 4m×2.5cm×5cm m3 掲載

Z0603001 正割材(杉) 4m×6cm×6cm 特1等 m3 掲載

【松材】

Z0690160 松板材 長 4.0m 厚0.9×巾18～21cm 特1等 m3 63,000 特調

Z0690170 松板材 長 4.0m 厚1.2～1.8×巾12～21cm特1等 m3 63,000 特調

Z0690180 松板材 長 4.0m 厚2.4×巾12～21cm 特1等 m3 65,000 特調

Z0690190 松板材 長 4.0m 厚3.0×巾18～21cm 特1等 m3 65,000 特調

Z0690200 松角材 長 4.0m 4.5～6.0×4.5～6.0cm 1等 m3 55,000 特調

Z0690210 松角材 長 4.0m 厚9.0～10.5×9.0～10.5cm 1等 m3 55,000 特調

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。
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備考 参考重量等

Z0690220 松角材 長 4.0m 厚12×12cm 1等 m3 56,000 特調

Z0690230 松角材 長 4.0m 厚15～18×15～18cm 1等 m3 58,000 特調

Z0690300 くい丸太(松) 1.5m×末口9cm 本 掲載

【木製合板】

Z0690500 ﾗﾜﾝ合板 1類 厚5.5×910×1820 枚 掲載

Z0690510 ﾗﾜﾝ合板 1類 厚9.0×910×1820 枚 掲載

Z0690600 しな合板 1類 厚5.5×910×1820 枚 1,720 特調

Z0690610 しな合板 1類 厚9.0×910×1820 枚 2,830 特調

Z0690620 しな合板 2類 厚5.5×910×1820 枚 1,610 特調

Z0690630 しな合板 2類 厚9.0×910×1820 枚 2,500 特調

【急傾斜地用単管パイプ及び足場板】

Z1392820 足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500) 5000×48.6×2.4 (先めっき) m 掲載

Z1392830 足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500) 4000×48.6×2.4 (先めっき) m 掲載

Z1392840 足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500) 3000×48.6×2.4 (先めっき) m 掲載

Z1392850 足場板 杉 3.6×20以上×400cm m3 掲載

Z0191710 H形鋼 SS400 100×100×6×8 t 掲載 16.9kg/m

Z0191720 H形鋼 SS400 150×150×7×10 t 掲載 31.1kg/m

Z0191730 等辺山形鋼 SS400 L75×75×6 t 掲載 6.85kg/m

【土・粘土】

Z1392870 粘土 t 39,600 特調

【塗料・接着剤】

Z0700070 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 中塗用 2種 JISK5516 淡彩 kg 掲載

Z0700065 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 中塗用 2種 JISK5516 白 kg 掲載

Z0700075 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 中塗用 2種 JISK5516 中彩A kg 掲載

Z0700080 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 中塗用 2種 JISK5516 中彩B kg 掲載

Z0700085 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 中塗用 2種 JISK5516 赤系 kg 掲載

Z0700090 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 中塗用 2種 JISK5516 青･緑系 kg 掲載

Z0700095 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 中塗用 2種 JISK5516 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 kg 掲載

Z0700105 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 上塗用 2種 JISK5516 淡彩 kg 掲載

Z0700100 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 上塗用 2種 JISK5516 白 kg 掲載

Z0700110 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 上塗用 2種 JISK5516 中彩A kg 掲載

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。
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Z1209145 かごﾏｯﾄ(多段積型) 勾配1:1.0 A-b m 掲載

Z1209150 かごﾏｯﾄ(多段積型) 勾配1:1.0 A-c m 掲載

Z1209155 かごﾏｯﾄ(多段積型) 勾配1:1.0 B-a m 掲載

Z1209160 かごﾏｯﾄ(多段積型) 勾配1:1.0 B-b m 掲載

Z1209165 かごﾏｯﾄ(多段積型) 勾配1:1.0 B-c m 掲載

Z1209180 かごﾏｯﾄ(多段積型) C-a m 掲載

Z1209185 かごﾏｯﾄ(多段積型) C-c m 掲載

Z1231000 袋詰玉石用袋材 2t用(長期性能型) 袋 掲載

Z1231005 袋詰玉石用袋材 3t用(長期性能型) 袋 掲載

【蛇かご】

Z1203005 円筒形蛇かご 径45cm ×網目13cm ×3.2mm (#10) m 掲載

Z1295580 円筒形蛇かご 径45cm ×網目15cm ×3.2mm (#10) m 掲載

Z1203000 円筒形蛇かご 径45cm ×網目13cm ×4.0mm (# 8) m 掲載

Z1295590 円筒形蛇かご 径45cm ×網目15cm ×4.0mm (# 8) m 掲載

Z1203010 円筒形蛇かご 径60cm ×網目13cm ×3.2mm (#10) m 掲載

Z1295620 円筒形蛇かご 径60cm ×網目15cm ×3.2mm (#10) m 掲載

Z1203015 円筒形蛇かご 径60cm ×網目13cm ×4.0mm (# 8) m 掲載

Z1295630 円筒形蛇かご 径60cm ×網目15cm ×4.0mm (# 8) m 掲載

【ふとんかご】

ZA990010 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高40cm ×巾120cm ×網目10cm(#10) m 掲載

ZA990020 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高40cm ×巾120cm ×網目13cm(#10) m 掲載

ZA990030 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高40cm ×巾120cm ×網目15cm(#10) m 掲載

ZA990040 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高50cm ×巾120cm ×網目10cm(#10) m 掲載

ZA990050 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高50cm ×巾120cm ×網目13cm(#10) m 掲載

ZA990060 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高50cm ×巾120cm ×網目15cm(#10) m 掲載

ZA990070 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高60cm ×巾120cm ×網目10cm(#10) m 3,830 特調

ZA990080 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高60cm ×巾120cm ×網目13cm(#10) m 掲載

ZA990090 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高60cm ×巾120cm ×網目15cm(#10) m 掲載

ZA990100 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高40cm ×巾120cm ×網目10cm(# 8) m 掲載

ZA990110 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高40cm ×巾120cm ×網目13cm(# 8) m 掲載

ZA990120 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高40cm ×巾120cm ×網目15cm(# 8) m 掲載

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。
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材料単価及びコード表 令和4年1月1日以降適用　

コード 名称 規格 単位
単 価
(円)

備考 参考重量等

ZA990130 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高50cm ×巾120cm ×網目10cm(# 8) m 掲載

ZA990140 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高50cm ×巾120cm ×網目13cm(# 8) m 掲載

ZA990150 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高50cm ×巾120cm ×網目15cm(# 8) m 掲載

ZA990160 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高60cm ×巾120cm ×網目10cm(# 8) m 4,670 特調

ZA990170 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高60cm ×巾120cm ×網目13cm(# 8) m 掲載

ZA990180 ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式 高60cm ×巾120cm ×網目15cm(# 8) m 掲載

【港湾築堤マット】

Z1295950 港湾築堤ﾏｯﾄ ﾛｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ 3m3(5t) 組 掲載

Z1295960 港湾築堤ﾏｯﾄ ﾛｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ 6m3(10t) 組 掲載

Z1295970 港湾築堤ﾏｯﾄ 鋼材ﾀｲﾌﾟ 3m3(5t) 組 掲載

Z1295980 港湾築堤ﾏｯﾄ 鋼材ﾀｲﾌﾟ 6m3(10t) 組 掲載

【縄・土のう類】

Z1392900 縄 径12mm kg 150 特調

Z1310005 麻袋 105cm ×60cm 枚 掲載

Z0403000 土のう ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 48×62cm 枚 掲載

Z0403100 大型土のう 丸型 φ110×高108cm 枚 掲載

Z0403200 耐候性大型土のう φ110×高110cm 短期仮設(1年)対応 枚 掲載

Z0403210 耐候性大型土のう φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応 枚 掲載

【工事用シート・マット】

Z0402000 養生ｼｰﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6×5.4m 枚 掲載

Z1392970 ｺﾝｸﾘｰﾄ養生ﾏｯﾄ 厚10mm m2 掲載

Z1392990 河川護岸用紋付ｼｰﾄ (PVC+反毛ﾌｪﾙﾄ) 厚1.0+10mm m2 掲載

Z1309020 遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10mm m2 掲載

【摩擦係数増大マット】

Z1295990 摩擦係数増大ﾏｯﾄ ｹｰｿﾝ用 (ｱｽﾌｧﾙﾄ系) m2 11,200 特調

【スリップバー（海岸構造物用）】

Z1296010 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(海岸構造物用) 瀝青剤塗布φ19×600mm(ｷｬｯﾌﾟ含む) 本 275 特調

【係船柱】

Z1208000 係船柱 直柱 耐力15t 基 掲載

Z1208005 係船柱 直柱 耐力25t 基 掲載

Z1208010 係船柱 直柱 耐力35t 基 掲載

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。
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材料単価及びコード表 令和4年1月1日以降適用　

コード 名称 規格 単位
単 価
(円)

備考 参考重量等

L4101205 ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ 呼び(90mm) φ95mm用(1.0m) 本 掲載

L4101210 ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ 呼び(115mm) φ118mm用(1.0m) 本 掲載

L4101215 ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ 呼び(135mm) φ132mm用(1.0m) 本 掲載

L4190560 ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ 呼び(146mm) φ146mm用(1.0m) 本 掲載

L4101185 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ 呼び(90mm) φ95mm用 個 掲載

L4101190 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ 呼び(115mm) φ118mm用 個 掲載

L4101195 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ 呼び(135mm) φ132mm用 個 掲載

L4101200 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ 呼び(146mm) φ146mm用 個 掲載

L4101110 ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ 呼び(90mm) φ95mm用 個 掲載

L4101115 ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ 呼び(115mm) φ118mm用 個 掲載

L4101120 ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ 呼び(135mm) φ132mm用 個 掲載

L4101125 ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ 呼び(146mm) φ146mm用 個 掲載

L4101040 ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ 呼び(90mm) φ95mm 単管用 個 掲載

L4101055 ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ 呼び(90mm) φ95mm 二重管用 個 掲載

L4101045 ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ 呼び(115mm) φ118mm 単管用 個 掲載

L4101060 ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ 呼び(115mm) φ118mm 二重管用 個 掲載

L4101050 ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ 呼び(135mm) φ132mm 単管用 個 掲載

L4101065 ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ 呼び(135mm) φ132mm 二重管用 個 掲載

L4101070 ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ 呼び(146mm) φ146mm 二重管用 個 掲載

Z5100000 配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管) 黒ねじなし(SGP) 40A m 掲載

Z5100005 配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管) 黒ねじなし(SGP) 50A m 掲載

Z5100010 配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管) 黒ねじなし(SGP) 65A m 掲載

Z5100015 配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管) 黒ねじなし(SGP) 80A m 掲載

【グラウト用材】

Z1393570 ｴｱｰﾁｭｰﾌﾞ m 87 特調

【門扉管理橋用材料】

Z0191850 ﾎﾞﾙﾄ SS400相当品 M12×50 本 掲載 59.2g/本

Z0191860 ﾎﾞﾙﾄ SS400相当品 M16×45 本 掲載 104.4g/本

Z0191870 ﾎﾞﾙﾄ SS400相当品 M16×50 本 掲載 112.3g/本

Z0191880 ﾎﾞﾙﾄ SS400相当品 M16×55 本 掲載 120.2g/本

Z0191900 ﾎﾞﾙﾄ SUS304 M12×40 本 掲載 55.7g/本

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。
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材料単価及びコード表 令和4年1月1日以降適用　

コード 名称 規格 単位
単 価
(円)

備考 参考重量等

Z0191910 ﾎﾞﾙﾄ SUS304 M12×50 本 掲載 64.7g/本

Z0191920 ﾎﾞﾙﾄ SUS304 M12×60 本 掲載 73.6g/本

Z0191930 ﾎﾞﾙﾄ SUS304 M12×70 本 掲載

Z0191950 ﾎﾞﾙﾄ SUS304 M12×55 本 掲載 69.2g/本

Z0192850 ﾅｯﾄ SS400相当品 M12 ﾅｯﾄ 個 掲載

Z0192860 ﾅｯﾄ SS400相当品 M16 ﾅｯﾄ 個 掲載

Z0192870 ﾅｯﾄ SUS304 M10 ﾅｯﾄ 個 掲載

Z0192880 ﾅｯﾄ SUS304 M12 ﾅｯﾄ 個 掲載

Z0192890 ﾅｯﾄ SUS304 M16 ﾅｯﾄ 個 掲載

Z1393840 水密ｺﾞﾑ P型 kg 掲載

Z1393880 水密ｺﾞﾑ 平型 kg 掲載

【マンホール金物】

Z1393910 ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 個 掲載

Z1393920 ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅400×φ22 現場打用 個 掲載

Z1393930 ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅500×φ19 現場打用 個 掲載

【工場製作副資材費】

Z0008230 副資材費 鋼橋用 溶接材料込み t 基準書

【仮設材積込・取卸】

Z0490040 仮設材積込･取卸 基地～現場 t 基準書

Z0490050 仮設材積込･取卸 現場～基地 t 基準書

Z0490060 仮設材積込･取卸 基地～現場+現場～基地 t 基準書

【架樋】

Z0490070 架樋 設置･撤去含む m2 4,220

【コンクリートブロック(河川景観に配慮)】

Z1399500 (積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ系間知型 m2 13,500

Z1399510 (積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 m2 13,500

Z1399520 (積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾎﾟｰﾗｽ系中空型 m2 11,800

Z1399600 (張り)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ系突起型(連結金具費用含まず) m2 13,500

Z1399610 (張り)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ系間知型 m2 26,800

Z1399700 (平張り)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ系突起型(連結金具費用含まず) m2 12,500

Z1399720 (平張り)河川景観ﾀｲﾌﾟ 擬石系連結型(連結金具費用含まず) m2 17,400

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。
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数量 単位 単価 摘   要

1.0 本 6,940   塩分試験用、長さは鉄筋位置まで

1.0 本 10,500  圧縮、残存膨張試験用、長さは直径の２倍程度

1.0 本 12,000  圧縮、残存膨張試験用、長さは直径の２倍程度

1.0 日 58,800  
鉄筋探査機による配筋調査費用(探査機損料又は賃料を含む)
標準1日

1.0 日 59,000  鉄筋径・間隔の確認、腐食状況の確認  標準1日

1.0 箇所 4,640   コンクリートの非破壊強度試験

1.0 日 122,000 
ディスクサンダー＋超音波板厚測定＋ペイント処理
1日20箇所を標準とする

1.0 日 114,700 
ディスクサンダー＋ノギス測定＋ペイント処理
1日20箇所を標準とする

1.0 日 212,300 
ガーゼ拭き取り塩素イオン検知管法
1日10箇所を標準とする

コンクリート
塩分含有量試験

1.0 本 60,000  試料採取費含まず、諸経費含まず。

コンクリート
圧縮強度試験

1.0 本 15,000  試料採取費含まず、諸経費含まず。

中性化試験(割裂) 1.0 本 3,500   試料採取費含まず、諸経費含まず。

残存膨張量試験 1.0 本 140,000 試料採取費含まず、諸経費含まず。

EPMA分析(4次元) 1.0 本 118,000 
試料採取費含まず、諸経費含まず。EPMAによるマッピング分
析（40㎜角）試料前処理含む。4次元まで。

偏光顕微鏡観察 1.0 本 205,000 試料採取費含まず、諸経費含まず。

BT-100クラス 1.0 日 178,400 

BT-200クラス 1.0 日 218,200 

足場工 1.0 ㎡ 8,000   地上高2m以上で枠組足場を設置できない場合に適用

(組立て解体) 1.0 掛㎡ 2,880   地上高2m以上に適用

準備費 1.0 業務 50,000  準備及び後片付け(採取機損料または賃料を含む)

復旧工(材料費) 1.0 kg 600     20kg/袋単位を標準とする

労務費 2.0 人 - 
コア採取及び復旧工
1日当たり2人を標準とする

間接調査費

橋梁点検車(オペレーターを含む)

吊り足場

枠組足場

コア採取準備費

コア採取孔復旧材
(急硬結材セメント)

普通作業員

骨材の岩種及び反応性骨材の
種類を特定

原位置調査

鉄筋探査

はつり調査

シュミットハンマー試験

鋼材調査

板厚測定(超音波板厚測定)

板厚測定(ノギス測定)

付着塩分量測定

5スライス標準
スライス厚2cm

静弾性係数測定含む

フェノールフタレイン法
圧縮強度試験コア使用

デンマーク法(3ヶ月)
NaCl溶液に浸漬

アルカリシリカゲルの
化学組成分析

橋梁補修関係　調査単価(１)

費   目  ・  工   種  ・  種  別

直接調査費

コンクリート
コア採取

φ50

φ70～80

φ100

98

BMSクラウド使用料
Aグループ橋

Bグループ橋

1.0 ｍ

1.0 ｍ

点検時

点検時

     150

     13





材料単価及びコード表 令和4年1月1日以降適用　

コード 名称 規格 単位
単 価
(円)

備考 参考重量等

L0200210 鋼製山留材賃料 H-250～400 360日(12ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200215 鋼製山留材賃料 H-250～400 720日(24ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200220 鋼製山留材賃料 H-250～400 1080日(36ヵ月)以内 t･日 掲載

L0291150 鋼製山留材整備費 H-250～400 t 掲載

L0290290 不足分弁償金(新品) 鋼製山留材 H-250～400 t 掲載

L0290300 不足分弁償金(中古) 鋼製山留材 H-250～400 t 掲載

L0291180 鋼製山留材賃料 部品 90日(3ヵ月)以内 t･日 掲載

L0291185 鋼製山留材賃料 部品 180日(6ヵ月)以内 t･日 掲載

L0291190 鋼製山留材賃料 部品 360日(12ヵ月)以内 t･日 掲載

L0291195 鋼製山留材賃料 部品 720日(24ヵ月)以内 t･日 掲載

L0291200 鋼製山留材賃料 部品 1080日(36ヵ月)以内 t･日 掲載

L0291220 鋼製山留材整備費 部品 t 掲載

L0291210 不足分弁償金(新品) 鋼製山留材 部品 t 掲載

【覆工板】

L0200825 覆工板鋼製(補強型) 90日(3ヵ月)以内 m2･月 掲載

L0200830 覆工板鋼製(補強型) 180日(6ヵ月)以内 m2･月 掲載

L0200835 覆工板鋼製(補強型) 360日(12ヵ月)以内 m2･月 掲載

L0200840 覆工板鋼製(補強型) 720日(24ヵ月)以内 m2･月 掲載

L0200845 覆工板鋼製(補強型) 1080日(36ヵ月)以内 m2･月 掲載

L0291310 覆工板鋼製整備費 補強型 m2 掲載

L0290350 不足分弁償金(中古) 鋼製滑り止め(従来型) m2 掲載

L0200875 覆工板鋼製滑り止め(補強型) 90日(3ヵ月)以内 m2･月 掲載

L0200880 覆工板鋼製滑り止め(補強型) 180日(6ヵ月)以内 m2･月 掲載

L0200885 覆工板鋼製滑り止め(補強型) 360日(12ヵ月)以内 m2･月 掲載

L0200890 覆工板鋼製滑り止め(補強型) 720日(24ヵ月)以内 m2･月 掲載

L0200895 覆工板鋼製滑り止め(補強型) 1080日(36ヵ月)以内 m2･月 掲載

L0291330 覆工板鋼製滑り止め整備費 補強型 m2 掲載

L0200925 覆工板ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡) 90日(3ヵ月)以内 m2･月 掲載

L0200930 覆工板ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡) 180日(6ヵ月)以内 m2･月 掲載

L0200935 覆工板ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡) 360日(12ヵ月)以内 m2･月 掲載

L0200940 覆工板ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡) 720日(24ヵ月)以内 m2･月 掲載

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。
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