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単価名称 地区名称 規格 単位

300701

設計単価

重油 Ａ重油（バージ） Ｌ 07月号

重油 Ａ重油（ローリー） Ｌ 07月号

軽油 １．２号（船舶用） Ｌ 07月号

軽油 １．２号 Ｌ 07月号

ガソリン レギュラー Ｌ 07月号

灯油 白灯油　業務用 Ｌ 07月号

ガソリン レギュラー スタンド Ｌ 07月号

ガソリン Ｌ 07月号

ガソリン ローリー Ｌ 07月号

軽油 ミニローリー Ｌ 07月号

軽油 ローリー Ｌ 07月号

軽油 Ｌ 07月号

軽油 １．２号　パトロール給油 Ｌ 07月号

軽油 免税 ミニローリー Ｌ 07月号

軽油 免税 ローリー Ｌ 07月号

軽油 免税 Ｌ 07月号

重油A バージ Ｌ 07月号

重油A Ｌ 07月号

重油A ローリー Ｌ 07月号

重油C バージ Ｌ 07月号

重油C Ｌ 07月号

重油C ローリー Ｌ 07月号

スクラップ ヘビーＨ１ ｔ 07月号

スクラップ 鋼ダライ粉 ｔ 07月号

スクラップ 銑ダライ粉Ａ ｔ 07月号

スクラップ ステンレス　新切　１８ｃｒ ｋｇ 07月号

コンクリートセグメント 仕上内径１５００ｍｍ　Ｃ４ リング 213,000

コンクリートセグメント 仕上内径１５００ｍｍ　Ｃ５ リング 218,000

コンクリートセグメント 仕上内径１６５０ｍｍ　Ｃ６ リング 221,000

コンクリートセグメント 仕上内径１６５０ｍｍ　Ｃ７ リング 227,000

コンクリートセグメント 仕上内径１８００ｍｍ　Ｃ８ リング 228,000

コンクリートセグメント 仕上内径１８００ｍｍ　Ｃ９ リング 233,000

コンクリートセグメント 仕上内径２０００ｍｍ　Ｃ１０ リング 233,000

コンクリートセグメント 仕上内径２０００ｍｍ　Ｃ１１ リング 237,000

コンクリートセグメント 仕上内径２０００ｍｍ　Ｃ１２ リング 240,000

コンクリートセグメント 仕上内径２２００ｍｍ　Ｃ１３ リング 242,000

コンクリートセグメント 仕上内径２２００ｍｍ　Ｃ１４ リング 245,000

コンクリートセグメント 仕上内径２２００ｍｍ　Ｃ１５ リング 249,000

コンクリートセグメント 仕上内径２４００ｍｍ　Ｃ１６ リング 259,000

コンクリートセグメント 仕上内径２４００ｍｍ　Ｃ１７ リング 265,000

コンクリートセグメント 仕上内径２４００ｍｍ　Ｃ１８ リング 272,000

コンクリートセグメント 仕上内径２６００ｍｍ　Ｃ１９ リング 269,000

コンクリートセグメント 仕上内径２６００ｍｍ　Ｃ２０ リング 278,000

コンクリートセグメント 仕上内径２６００ｍｍ　Ｃ２１ リング 294,000

コンクリートセグメント 仕上内径２６００ｍｍ　Ｃ２２ リング 300,000

コンクリートセグメント 仕上内径２８００ｍｍ　Ｃ２３ リング 278,000

コンクリートセグメント 仕上内径２８００ｍｍ　Ｃ２４ リング 286,000

コンクリートセグメント 仕上内径２８００ｍｍ　Ｃ２５ リング 302,000

コンクリートセグメント 仕上内径２８００ｍｍ　Ｃ２６ リング 310,000

「月号」は、月刊建設物価（Ｗｅｂ建設物価含む）、月刊積算資料（「電子版」・「別冊」を含む）の該当号数を参照
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コンクリートセグメント 仕上内径３０００ｍｍ　Ｃ２７ リング 287,000

コンクリートセグメント 仕上内径３０００ｍｍ　Ｃ２８ リング 296,000

コンクリートセグメント 仕上内径３０００ｍｍ　Ｃ２９ リング 314,000

コンクリートセグメント 仕上内径３０００ｍｍ　Ｃ３０ リング 321,000

コンクリートセグメント 仕上内径３２５０ｍｍ　Ｃ３１ リング 312,000

コンクリートセグメント 仕上内径３２５０ｍｍ　Ｃ３２ リング 329,000

コンクリートセグメント 仕上内径３２５０ｍｍ　Ｃ３３ リング 347,000

コンクリートセグメント 仕上内径３２５０ｍｍ　Ｃ３４ リング 366,000

コンクリートセグメント 仕上内径３５００ｍｍ　Ｃ３５ リング 329,000

コンクリートセグメント 仕上内径３５００ｍｍ　Ｃ３６ リング 343,000

コンクリートセグメント 仕上内径３５００ｍｍ　Ｃ３７ リング 369,000

コンクリートセグメント 仕上内径３５００ｍｍ　Ｃ３８ リング 403,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１３５０ｍｍ　Ｓ５ リング 90,200

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１３５０ｍｍ　Ｓ６ リング 97,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１３５０ｍｍ　Ｓ９ リング 99,800

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１３５０ｍｍ　Ｓ１０ リング 102,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１５００ｍｍ　Ｓ１３ リング 149,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１５００ｍｍ　Ｓ１４ リング 158,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１５００ｍｍ　Ｓ１５ リング 162,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１５００ｍｍ　Ｓ１６ リング 172,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１５００ｍｍ　Ｓ１７ リング 181,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１６５０ｍｍ　Ｓ１８ リング 162,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１６５０ｍｍ　Ｓ１９ リング 171,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１６５０ｍｍ　Ｓ２０ リング 174,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１６５０ｍｍ　Ｓ２１ リング 183,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１６５０ｍｍ　Ｓ２２ リング 194,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１８００ｍｍ　Ｓ２３ リング 169,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１８００ｍｍ　Ｓ２４ リング 176,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１８００ｍｍ　Ｓ２５ リング 178,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１８００ｍｍ　Ｓ２６ リング 190,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径１８００ｍｍ　Ｓ２７ リング 202,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２０００ｍｍ　Ｓ２８ リング 181,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２０００ｍｍ　Ｓ２９ リング 191,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２０００ｍｍ　Ｓ３０ リング 188,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２０００ｍｍ　Ｓ３１ リング 200,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２０００ｍｍ　Ｓ３２ リング 213,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２２００ｍｍ　Ｓ３３ リング 188,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２２００ｍｍ　Ｓ３４ リング 198,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２２００ｍｍ　Ｓ３５ リング 195,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２２００ｍｍ　Ｓ３６ リング 208,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２２００ｍｍ　Ｓ３７ リング 222,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２４００ｍｍ　Ｓ３８ リング 202,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２４００ｍｍ　Ｓ３９ リング 216,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２４００ｍｍ　Ｓ４０ リング 231,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２４００ｍｍ　Ｓ４１ リング 237,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２４００ｍｍ　Ｓ４２ リング 254,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２４００ｍｍ　Ｓ４３ リング 271,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２６００ｍｍ　Ｓ４４ リング 225,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２６００ｍｍ　Ｓ４５ リング 240,000

「月号」は、月刊建設物価（Ｗｅｂ建設物価含む）、月刊積算資料（「電子版」・「別冊」を含む）の該当号数を参照
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ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２６００ｍｍ　Ｓ４６ リング 255,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２６００ｍｍ　Ｓ４７ リング 257,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２６００ｍｍ　Ｓ４８ リング 275,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２６００ｍｍ　Ｓ４９ リング 293,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２８００ｍｍ　Ｓ５０ リング 298,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２８００ｍｍ　Ｓ５１ リング 302,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２８００ｍｍ　Ｓ５２ リング 320,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径２８００ｍｍ　Ｓ５３ リング 342,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径３０００ｍｍ　Ｓ５４ リング 311,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径３０００ｍｍ　Ｓ５５ リング 314,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径３０００ｍｍ　Ｓ５６ リング 333,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径３０００ｍｍ　Ｓ５７ リング 357,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径３２５０ｍｍ　Ｓ５８ リング 326,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径３２５０ｍｍ　Ｓ５９ リング 346,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径３２５０ｍｍ　Ｓ６０ リング 370,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径３５００ｍｍ　Ｓ６１ リング 381,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径３５００ｍｍ　Ｓ６２ リング 409,000

ＳＭ４９０Ａスチールセグメント 仕上内径３５００ｍｍ　Ｓ６３ リング 433,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　2,000mm用 式 1,440,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　2,150mm用 式 1,520,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　2,350mm用 式 1,690,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　2,550mm用 式 1,820,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　2,750mm用 式 1,960,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　2,950mm用 式 2,130,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　3,150mm用 式 2,620,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　3,350mm用 式 2,860,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　3,550mm用 式 2,970,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　3,800mm用 式 3,160,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　4,050mm用 式 3,380,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　4,300mm用 式 3,520,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　4,550mm用 式 4,370,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　4,800mm用 式 4,730,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　5,100mm用 式 4,940,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　5,400mm用 式 5,220,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　5,700mm用 式 5,370,000

発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む) セグメント外径　6,000mm用 式 5,710,000

ガソリン レギュラー L 07月号

軽油 1.2号 L 07月号

「月号」は、月刊建設物価（Ｗｅｂ建設物価含む）、月刊積算資料（「電子版」・「別冊」を含む）の該当号数を参照


