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材料単価及びコード表 令和3年12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

Z1003605 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(耐雪型)中間支柱 Gc-A 路側用 CO建込用 ﾒｯｷ 本 掲載

Z1311100 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ W400×D400×H250mm 個 2,070 特調

Z1004050 転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H=1.1m W=2m 土中建込用 m 9,590 特調

Z1004060 転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H=1.1m W=2m Co根固(独立基礎)用 m 8,970 特調

Z1004070 転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H=1.1m W=2m Co建込(連続基礎)用 m 8,730 特調

Z1004080 転落防止柵 縦格子型 H=1.1m W=3m 土中建込用 m 掲載 14.6kg/m

Z1004090 転落防止柵 縦格子型 H=1.1m W=3m Co根固(独立基礎)用 m 掲載 13.2kg/m

Z1004100 転落防止柵 縦格子型 H=1.1m W=3m Co建込(連続基礎)用 m 掲載 12.8kg/m

Z1004200 転落防止柵 H1500×2000(PC-AS1500同等品) m 8,450 特調

Z1004210 転落防止柵 H1500 @1500 φ101.6*4.2 亜鉛ﾒｯｷ m 20,200 特調

Z1004220 転落防止柵 H1500 @1500 φ101.6*4.2 亜鉛ﾒｯｷ 耐塩型 m 112,000 特調

Z1004230 転落防止柵 H1500 @1800 □60*30*2.3 亜鉛ﾒｯｷ m 16,500 特調

Z1004240 転落防止柵 H1500 @1800 □60*30*2.3 亜鉛ﾒｯｷ 耐塩型 m 21,500 特調

Z1004250 転落防止柵 H1500 @2000 φ50.8 亜鉛ﾒｯｷ m 8,340 特調

Z1015000 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Ap-2E 土中建込用 塗装 m 掲載

Z1015030 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Ap-2E 土中建込用 ﾒｯｷ m 掲載

Z1015010 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2E 土中建込用 塗装 m 掲載

Z1015040 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2E 土中建込用 ﾒｯｷ m 掲載

Z1015020 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Cp-2E 土中建込用 塗装 m 掲載

Z1015100 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Ap-2B CO建込用 塗装 m 掲載

Z1015130 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Ap-2B CO建込用 ﾒｯｷ m 掲載

Z1015110 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2B CO建込用 塗装 m 掲載

Z1015140 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2B CO建込用 ﾒｯｷ m 掲載

Z1015120 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Cp-2B CO建込用 塗装 m 掲載

【プレンエンド直管】

Z1193810 ﾌﾟﾚﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼径100×4000mm 本 掲載

Z1193820 ﾌﾟﾚﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼径125×4000mm 本 掲載

Z1193830 ﾌﾟﾚﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼径150×4000mm 本 掲載

Z1193840 ﾌﾟﾚﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼径200×4000mm 本 掲載

Z1193850 ﾌﾟﾚﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼径250×4000mm 本 掲載

Z1193860 ﾌﾟﾚﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼径300×4000mm 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3年12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

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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材料単価及びコード表 令和3年12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

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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材料単価及びコード表 令和3年12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

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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材料単価及びコード表 令和3年12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

Z0800130 高視認性区画線 非ﾘﾌﾞ式[材料] 黄色 (溶融式) 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm km 1,662,100

【目地・止水板】

Z1306000 目地板 瀝青質板 厚10mm m2 掲載

Z1306015 目地板 瀝青質板 厚20mm m2 掲載

Z1306005 目地板 ｺﾞﾑ発泡体 厚10mm 硬度30上 m2 掲載

Z1306020 目地板 ｺﾞﾑ発砲体 厚20mm 硬度30上 m2 掲載

Z1306010 目地板 樹脂発泡体 厚10mm 倍率15 m2 掲載

Z1306025 目地板 樹脂発砲体 厚20mm 倍率15 m2 掲載

Z1306040 目地板 樹脂発砲体 厚10mm 倍率30 m2 掲載

Z1306030 目地板 樹脂発砲体 厚20mm 倍率30 m2 掲載

Z1306045 目地板 瀝青繊維質板 厚10mm m2 掲載

Z1306035 目地板 瀝青繊維質板 厚20mm m2 掲載

Z1307000 目地材 加熱注入式 高弾性 kg 掲載

Z1307010 目地材 支承工用 10×15mm m 掲載

Z1305000 塩ﾋﾞ止水板 CC 200×5 m 掲載

Z1305005 塩ﾋﾞ止水板 CC 300×7 m 掲載

Z1305030 塩ﾋﾞ止水板 CF 200×5 m 掲載

Z1305015 塩ﾋﾞ止水板 CF 300×7 m 掲載

Z1392890 塩ﾋﾞ止水板 FF 150×5 m 掲載

Z1305020 塩ﾋﾞ止水板 FF 200×5 m 掲載

Z1305025 塩ﾋﾞ止水板 FC 200×5 m 掲載

Z1305055 塩ﾋﾞ止水板 UC 300×7 m 掲載

Z1305045 塩ﾋﾞ止水板 S.SF 200×5 m 掲載

【しま鋼板】

Z0191740 しま鋼板 3.2×914×1829mm t 119,000 特調

Z0191750 しま鋼板 4.5×914×1829mm t 118,000 特調

Z0191760 しま鋼板 6.0×914×1829mm t 118,000 特調

Z0191770 しま鋼板 8.0×914×1829mm t 120,000 特調

Z0191780 しま鋼板 9.0×914×1829mm t 120,000 特調

【鋼板】

Z0191790 鋼板(厚板) t=6mm 無規格品 t 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3年12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

Z0191800 鋼板(厚板) t=9～12mm 無規格品 t 掲載

Z0191810 鋼板(厚板) t=16～25mm 無規格品 t 掲載

【アスファルト類】

Z1001000 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 L 掲載

Z1001005 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用 L 掲載

Z1001010 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入) L 掲載

Z1098220 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 MN-1 ｾﾒﾝﾄ混合ﾘｻｲｸﾙ用 L 掲載

Z1001500 舗装用石灰石粉 74μm70%以上 ﾛｰﾘｰ t 掲載

【舗装用材料】

Z1098270 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ･舗装用 W33cm m 掲載

Z1012000 路盤紙 ｸﾗﾌﾄ紙系 m2 掲載

【舗装維持修繕用材料】

Z6190010 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30cm(12ｲﾝﾁ) 枚 掲載

Z6000090 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 35cm(14ｲﾝﾁ) 枚 掲載

Z6190020 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 40cm(16ｲﾝﾁ) 枚 掲載

Z6100000 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 56cm(22ｲﾝﾁ) 枚 掲載

Z6190030 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 65cm(26ｲﾝﾁ) 枚 掲載

Z6100005 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 75cm(30ｲﾝﾁ) 枚 掲載

Z6100007 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 96cm(38ｲﾝﾁ) 枚 掲載

Z6100010 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 106cm(42ｲﾝﾁ) 枚 掲載

【ＰＣ橋梁材料】

Z1295040 PC鋼棒 B種1号 φ23mm L≧8m kg 掲載 3.26kg/m

Z1295050 PC鋼棒 B種1号 φ23mm 5m>L≧4m kg 掲載 3.26kg/m

Z1295060 PC鋼棒 B種1号 φ23mm 4m>L≧3m kg 掲載 3.26kg/m

Z1295070 PC鋼棒 B種1号 φ23mm 3m>L≧1m kg 掲載 3.26kg/m

Z1295080 PC鋼棒 B種1号 φ26mm L≧8m kg 掲載 4.17kg/m

Z1295090 PC鋼棒 B種1号 φ26mm 5m>L≧4m kg 掲載 4.17kg/m

Z1295100 PC鋼棒 B種1号 φ26mm 4m>L≧3m kg 掲載 4.17kg/m

Z1295110 PC鋼棒 B種1号 φ26mm 3m>L≧1m kg 掲載 4.17kg/m

Z1200075 PC鋼より線 SWP R19 径17.8mm kg 掲載 1.652kg/m

Z1200080 PC鋼より線 SWP R19 径19.3mm kg 掲載 1.931kg/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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材料単価及びコード表 令和3年12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

Z1208015 係船柱 直柱 耐力50t 基 掲載

Z1208020 係船柱 直柱 耐力70t 基 掲載

Z1208025 係船柱 直柱 耐力100t 基 掲載

Z1208030 係船柱 直柱 耐力150t 基 掲載

Z1208035 係船柱 直柱 耐力200t 基 掲載

Z1208040 係船柱 曲柱 耐力5t 基 掲載

Z1208045 係船柱 曲柱 耐力10t 基 掲載

Z1208050 係船柱 曲柱 耐力15t 基 掲載

Z1208055 係船柱 曲柱 耐力25t 基 掲載

Z1208060 係船柱 曲柱 耐力35t 基 掲載

Z1208065 係船柱 曲柱 耐力50t 基 掲載

Z1208070 係船柱 曲柱 耐力70t 基 掲載

Z1208075 係船柱 曲柱 耐力100t 基 掲載

【擁壁集水用ろ過器】

Z1393000 擁壁集水用ろ過器 M型 300mm 個 掲載

【型枠用材料】

Z0500000 ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板 12×900×1800mm 枚 掲載

Z0590000 Pｺﾝ D型 W1/2 個 掲載

Z0590130 発泡ｽﾁﾛｰﾙ 押出し発泡板 厚75mm m2 掲載

Z1306050 発泡ｽﾁﾛｰﾙ 厚10mm m2 掲載

Z1306055 発泡ｽﾁﾛｰﾙ 厚20mm m2 掲載

Z0500100 円形空洞型枠 D75 m 掲載

Z0500110 円形空洞型枠 D100 m 掲載

Z0500120 円形空洞型枠 D125 m 掲載

Z0500130 円形空洞型枠 D150 m 掲載

Z0500140 円形空洞型枠 D200 m 掲載

【仮設用材料】

Z0490010 仮設停止ﾗｲﾝ ｺﾞﾑ製 190×2300mm 枚 6,750 特調

【芝類】

Z1590000 人工芝 張芝 m2 掲載

Z1590010 人工芝 筋芝 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3年12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

【鋼矢板】　

L0200005 普通鋼矢板賃料 3型 90日(3ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200065 普通鋼矢板賃料 3型 180日(6ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200070 普通鋼矢板賃料 3型 360日(12ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200075 普通鋼矢板賃料 3型 720日(24ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200080 普通鋼矢板賃料 3型 1080日(36ヵ月)以内 t･日 掲載

L0291030 普通鋼矢板整備費 3型 t 掲載

L0290020 不足分弁償金(新品) 普通鋼矢板 3型 t 掲載

L0290030 不足分弁償金(中古) 普通鋼矢板 3型 t 掲載

L0200010 普通鋼矢板賃料 4型 90日(3ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200085 普通鋼矢板賃料 4型 180日(6ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200090 普通鋼矢板賃料 4型 360日(12ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200095 普通鋼矢板賃料 4型 720日(24ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200100 普通鋼矢板賃料 4型 1080日(36ヵ月)以内 t･日 掲載

L0291040 普通鋼矢板整備費 4型 t 掲載

L0290040 不足分弁償金(新品) 普通鋼矢板 4型 t 掲載

L0290050 不足分弁償金(中古) 普通鋼矢板 4型 t 掲載

L0290080 軽量鋼矢板賃料 1､2､3型 90日(3ヵ月)以内 t･日 掲載

L0290090 軽量鋼矢板賃料 1､2､3型 180日(6ヵ月)以内 t･日 掲載

L0290100 軽量鋼矢板賃料 1､2､3型 360日(12ヵ月)以内 t･日 掲載

L0291060 軽量鋼矢板整備費 1､2､3型 t 掲載

L0290130 不足分弁償金(新品) 軽量鋼矢板 1､2､3型 t 掲載

L0290140 不足分弁償金(中古) 軽量鋼矢板 1､2､3型 t 掲載

【Ｈ型鋼】

L0200020 H形鋼賃料 H-200 90日(3ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200125 H形鋼賃料 H-200 180日(6ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200130 H形鋼賃料 H-200 360日(12ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200135 H形鋼賃料 H-200 720日(24ヵ月)以内 t･日 掲載

L0291120 H形鋼整備費 H-200 t 掲載

L0290150 不足分弁償金(新品) H-200 t 掲載

L0290160 不足分弁償金(中古) H-200 t 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3年12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

L0200025 H形鋼賃料 H-250 90日(3ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200140 H形鋼賃料 H-250 180日(6ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200145 H形鋼賃料 H-250 360日(12ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200150 H形鋼賃料 H-250 720日(24ヵ月)以内 t･日 掲載

L0291125 H形鋼整備費 H-250 t 掲載

L0290170 不足分弁償金(新品) H-250 t 掲載

L0290180 不足分弁償金(中古) H-250 t 掲載

L0200030 H形鋼賃料 H-300 90日(3ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200155 H形鋼賃料 H-300 180日(6ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200160 H形鋼賃料 H-300 360日(12ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200165 H形鋼賃料 H-300 720日(24ヵ月)以内 t･日 掲載

L0291130 H形鋼整備費 H-300 t 掲載

L0290190 不足分弁償金(新品) H-300 t 掲載

L0290200 不足分弁償金(中古) H-300 t 掲載

L0200035 H形鋼賃料 H-350 90日(3ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200170 H形鋼賃料 H-350 180日(6ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200175 H形鋼賃料 H-350 360日(12ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200180 H形鋼賃料 H-350 720日(24ヵ月)以内 t･日 掲載

L0291135 H形鋼整備費 H-350 t 掲載

L0290210 不足分弁償金(新品) H-350 t 掲載

L0290220 不足分弁償金(中古) H-350 t 掲載

L0200040 H形鋼賃料 H-400 90日(3ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200185 H形鋼賃料 H-400 180日(6ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200190 H形鋼賃料 H-400 360日(12ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200195 H形鋼賃料 H-400 720日(24ヵ月)以内 t･日 掲載

L0291140 H形鋼整備費 H-400 t 掲載

L0290230 不足分弁償金(新品) H-400 t 掲載

L0290240 不足分弁償金(中古) H-400 t 掲載

【鋼製山留材】

L0200200 鋼製山留材賃料 H-250～400 90日(3ヵ月)以内 t･日 掲載

L0200205 鋼製山留材賃料 H-250～400 180日(6ヵ月)以内 t･日 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3年12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

Z1296360 連結ﾀﾗｯﾌﾟ(ｺﾞﾑ製梯子用) 2100L 基 掲載

Z1296370 連結ﾀﾗｯﾌﾟ(ｺﾞﾑ製梯子用) 2400L 基 235,000 特調 45kg/基

Z1296390 車止め 150H×150W (樹脂製､ﾎﾞﾙﾄ込) SUS m 26,500 特調

Z1296400 H形鋼 SS400 100*50*5*7 t 掲載 9.3kg/m

Z1296410 漏えい防止ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm m2 掲載

Z1296420 係船柱 直柱5t 物揚場及び-4.0m岸壁迄 個 掲載

Z1296430 係船柱 直柱10t -5.0m岸壁 個 掲載

Z1296480 係船環 φ19mm ｽﾃﾝﾚｽ製 逆U型ｱﾝｶｰ JW 組 18,000 特調

Z1296440 係船環 φ19mm ｽﾃﾝﾚｽ製 たこ足ｱﾝｶｰ JW 組 20,000 特調

Z1296450 係船環 φ32mm ｽﾃﾝﾚｽ製 逆U型ｱﾝｶｰ JW 組 51,000 特調

Z1296460 係船環 φ32mm ｽﾃﾝﾚｽ製 たこ足ｱﾝｶｰ JW 組 72,000 特調

Z1296470 ｺｰﾅｰ保護材 100H×100W ｺﾞﾑ製 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(SUS304含む) m 28,000 特調

Z1296530 滑り材(樹脂製) 70H×150W×2200L m 掲載

Z1296540 残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(最上段) H1000×L5000 個 140,000 特調

Z1296550 残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(標準) H1000×L5000 個 140,000 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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