
公開用

積算基準（農業農村整備事業）

基 礎 単 価 表

令和４年４月８日適用

千葉県農林水産部耕地課



基礎単価の取扱いについて
［令和４年４月８日適用］

1　この基礎単価表は、千葉県農林水産部が発注する農業農村整備事業関係
　の工事及び委託業務において、予定価格の基礎となる積算価格の算出の
　ために使用している主要な単価（以下、「基礎単価」という。）の一覧表
　です。

２　基礎単価は主に次の（１）から（５）を根拠として定めています。
（１）千葉県県土整備部の積算基準（設計単価編）で取り扱う単価。
（２）農林水産省の積算基準又は関東農政局の資材等価格表に掲載がある
　　単価。

（３）（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている
　　「月刊建設物価（Ｗｅｂ建設物価を含む）及び季刊土木コスト情報」、
　　並びに「月刊積算資料（「電子版」・「別冊」を含む）及び季刊土木施
　　工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されている単価を基に
　　設定した単価。

（４）千葉県農林水産部耕地課が独自の調査等に基づき設定した単価。
（５）千葉県農林水産部耕地課が独自の算出方法に基づき設定した単価。

　　（１）及び（２）については、根拠の引用元を表記しています。
　　（３）については、物価資料の該当する号数を表記しています。
　　　　両方の物価資料に掲載がある場合は平均値、一方掲載の場合
　　　　はその値を採用しております。
　　（４）及び（５）については、単価値を掲載しています。
　　また、基礎単価の端数処理については、標準として下記のとおりです。

３　基礎単価表の更新は、４月及び１０月の年２回を基本としていますが、
　一定の価格変動があった場合は、随時改定を実施しています。

４　改定単価に採用する物価資料の月号・季号は、下記のとおりです。

５　この基礎単価表を複製することを禁止します。また、基礎単価表を基に
　した公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

６　基礎単価表中の地区等は、別添の単価適用地区と物価資料掲載都市一覧
　を標準としています。



地区資材単価の適用地域区分と物価資料掲載都市一覧（千葉県農業農村整備事業）
［令和４年４月８日適用］

積算資料 建設物価 積算資料 建設物価 積算資料 建設物価

千葉農業事務所 千葉市

印旛農業事務所 習志野市 八千代市

東葛飾農業事務所 市川市 浦安市

印旛農業事務所 船橋市

市　原 千葉 千葉 千葉 千葉 千葉 千葉 千葉農業事務所 市原市

東葛飾 松戸 松戸 松戸 松戸 松戸 松戸 東葛飾農業事務所 松戸市 野田市 柏市 流山市 我孫子市 鎌ケ谷市

印　旛 成田 成田 成田 成田 成田 成田 印旛農業事務所 佐倉市 四街道市 八街市 印西市 白井市 酒々井町 栄町

印旛農業事務所 成田市 富里市

香取農業事務所 多古町

山武農業事務所 芝山町

香　取 銚子 銚子 銚子 銚子 成田 成田 香取農業事務所 香取市 神崎町 東庄町

銚　子 銚子 銚子 銚子 銚子 銚子 銚子 海匝農業事務所 銚子市

海　匝 東金 東金 東金 東金 銚子 銚子 海匝農業事務所 旭市 匝瑳市

山　武 東金 東金 東金 東金 成田 東金 山武農業事務所 東金市 山武市 大網白里市 九十九里町 横芝光町

長　生 茂原 茂原 茂原 茂原 茂原 茂原 長生農業事務所 茂原市 一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長柄町 長南町

夷　隅 勝浦 勝浦 勝浦 勝浦 木更津 勝浦 夷隅農業事務所 勝浦市 いすみ市 御宿町 大多喜町

安　房 館山 館山 館山 館山 木更津 館山 安房農業事務所 館山市 鴨川市 南房総市 鋸南町

君　津 木更津 木更津 木更津 木更津 木更津 木更津 君津農業事務所 木更津市 君津市 富津市 袖ケ浦市

注意：事業実施区域が複数市町村に跨る場合等、適用農業事務所や適用市町村が上表のとおりとならないことがあります。

葛　南

千葉 千葉 千葉

適用農業事務所

千葉

船橋 船橋 船橋 船橋 船橋 船橋

適用市町村地区名称

成田 成田 成田 成田 成田 成田

千葉

アスファルト合材生コンクリート骨材・砕石

物価資料参照都市

成　田

千　葉 千葉



地区資材単価の適用地域区割図（千葉県農業農村整備事業）
［令和４年４月８日適用］
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基礎単価一覧表

令和４年４月８日適用

コード区分 単価区分 改定区分

Ｒ 労務単価 改定あり

Ｐ 地域資材単価 改定あり

Ｊ 地区資材単価 改定あり

Ｆ 機械器具賃料 改定あり

Ａ 市場単価 改定あり

Ｍ 機械器具損料 改定なし

ＭＱ 機械器具損料（独自分） 改定なし

Ｇ 仮設材賃料 改定なし

Ｗ 仮設材損料 改定なし

ＷＱ 仮設材損料（独自分） 改定なし

Ｋ 施設機械資材単価 改定あり

【注意事項】

（１）４月及び１０月は、全ての基礎単価を掲載します。

（２）上記（１）以外の月は、改定があった基礎単価のみ掲載します。



Rコード 労務単価 令和４年４月８日適用

単価
コード

名称 規格 単位 設定単価

土木一般世話役 人 25,800

特殊作業員 人 25,100

普通作業員 人 21,100

軽作業員 人 14,900

さく岩工 人 31,300

石工 人 27,500

ブロック工 人 25,300

法面工 人 26,600

型わく工 人 25,600

鉄筋工 人 28,700

溶接工 人 29,400

とび工 人 28,200

電工 人 24,500

山林砂防工 人 26,900

軌道工 人 50,900

運転手（特殊） 人 25,100

運転手（一般） 人 22,400

運転助手 人 21,100

交通誘導警備員Ａ 人 15,800

交通誘導警備員Ｂ 人 13,800

潜かん世話役 人 36,900

潜かん工 人 31,100

橋りょう世話役 人 35,300

橋りょう特殊工 人 30,600

橋りょう塗装工 人 31,200

トンネル世話役 人 34,000

トンネル特殊工 人 30,900

トンネル作業員 人 25,300

船団長 人 30,500

高級船員 人 30,500

普通船員 人 24,200

潜水世話役 人 41,100

潜水士 人 41,100

潜水連絡員 人 30,300

潜水送気員 人 29,700

造園工 人 22,000

鉄骨工 人 25,000

塗装工 人 28,900

大工 人 25,600

左官 人 27,800

配管工 人 23,600

はつり工 人 25,600

防水工 人 29,400

板金工 人 29,100

サッシ工 人 26,600

内装工 人 27,800

ガラス工 人 26,400

ダクト工 人 23,400

保温工 人 23,100

設備機械工 人 23,300

製作工 人 25,500

据付工 人 25,600

電気通信技術者 人 33,100

電気通信技術員 人 22,300

機械工 人 29,400

点検技術者 人 33,000

点検技術員 人 25,400

点検整備工 人 25,600

鋼橋製作工 人 27,800

運転監視技術員 人 25,400

主任技術者 人 70,600

技師長 人 66,900

主任技師 人 58,600

技師（Ａ） 人 51,200

技師（Ｂ） 人 41,600

技師（Ｃ） 人 32,800

技術員 人 29,000

技師（Ａ）（超勤）125/100 時間 4,800

技師（Ｂ）（超勤）125/100 時間 3,900

技師（Ｃ）（超勤）125/100 時間 3,070

技術員　（超勤）125/100 時間 2,710
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Rコード 労務単価 令和４年４月８日適用

単価
コード

名称 規格 単位 設定単価

測量主任技師 人 48,000

測量技師 人 42,200

測量技師補 人 32,400

測量助手 人 31,100

操縦士 人 55,300

整備士 人 42,200

撮影士 人 39,300

撮影助手 人 31,800

図工（測量助手） 人 31,100

図工（直接経費） 人 31,100

測量補助員 人 25,400

測量船操縦士 人 31,400

地質調査技師 人 50,100

主任地質調査員 人 36,800

地質調査員 人 27,200

補助員 人 7,600

委員（換地業務助手） 人 7,300

委員（直接経費計上用） 人 7,300
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Pコード 地域資材単価 令和４年４月８日適用

単価
コード

名称 規格 単位 設定単価

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150　長2.00m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径200　長2.00m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径250　長2.00m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300　長2.00m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径350　長2.00m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径400　長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450　長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径500　長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600　長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径700　長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径800　長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径900  長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1000 長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1100 長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1200 長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1350 長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径150　長2.00m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径200　長2.00m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径250　長2.00m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径300　長2.00m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径350　長2.00m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径400　長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径450　長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径500　長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径600　長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径700　長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径800　長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径900　長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径1000 長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径1100 長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径1200 長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径1350 長2.43m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧1種　径1500　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧1種　径1650　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧1種　径1800　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧1種　径2000　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧1種　径2200　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧1種　径2400　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧1種　径2600　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧1種　径2800　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧1種　径3000　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧2種　径1500　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧2種　径1650　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧2種　径1800　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧2種　径2000　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧2種　径2200　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧2種　径2400　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧2種　径2600　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧2種　径2800　長2.30m 本 県土整備部

遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形 外圧2種　径3000　長2.30m 本 県土整備部

透水コンクリート管（ポラコン） 径100 厚30mm 長600mm 本 県土整備部

透水コンクリート管（ポラコン） 径150 厚35mm 長600mm 本 県土整備部

配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m 本 3月号(平)

配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m 本 3月号(平)

配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m 本 3月号(平)

配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m 本 3月号(平)

配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m 本 3月号(平)

配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m 本 3月号(平)

配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m 本 3月号(平)

配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m 本 3月号(平)

配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m 本 3月号(平)

配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m 本 3月号(平)

配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m 本 3月号(積)

配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m 本 3月号(積)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 1種管　　径75  　長4.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 1種管　　径100 　長4.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 1種管　　径150　 長5.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 1種管　　径200 　長5.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 1種管　　径250 　長5.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 1種管　　径300 　長6.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 1種管　　径350 　長6.0m 本 3月号(平)
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ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 1種管　　径400 　長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 1種管　　径450 　長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 1種管　　径500 　長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 2種管　　径400　 長6.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 2種管　　径450　 長6.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 2種管　　径500 　長6.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径75　  長4.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径100　 長4.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径150　 長5.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　 長5.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径250　 長5.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径300　 長6.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径350　 長6.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径400　 長6.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径450 　長6.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径500　 長6.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 1種管　　径75　　長4.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 1種管　　径100　 長4.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 1種管　　径150　 長5.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 1種管　　径200　 長5.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 1種管　　径250　 長5.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 1種管　　径300 　長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 1種管　　径350　 長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 1種管　　径400　 長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 1種管　　径450　 長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 1種管　　径500　 長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 2種管　　径400 　長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 2種管　　径450 　長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 2種管　　径500　 長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径75 　 長4.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径100 　長4.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径150　 長5.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径200　 長5.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径250　 長5.0m 本 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径300　 長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径350　 長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径400　 長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径450　 長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径500 　長6.0m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　5種･DB 径300　 長6.00m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　5種･DB 径350　 長6.00m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　5種･DB 径400 　長6.00m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　5種･DB 径450　 長6.00m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　5種･DB 径500　 長6.00m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形　　5種･DB 径300　 長6.00m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形　　5種･DB 径350　 長6.00m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形　　5種･DB 径400　 長6.00m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形　　5種･DB 径450　 長6.00m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形　　5種･DB 径500　 長6.00m 本 3月号(建)

ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径75 組 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径100 組 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径150 組 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径200 組 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径250 組 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径300 組 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径350 組 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径400 組 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径450 組 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径500 組 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 径75～100 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(積)

ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 径150～250 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(積)

ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 径300～450 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(積)

ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 径500～800 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(積)

ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形 径　７５～１００  Ⅰ類 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形 径　７５～１００  Ⅱ類 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形 径１５０～２５０  Ⅰ類 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形 径１５０～２５０  Ⅱ類 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300～450   Ⅰ類 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300～450   Ⅱ類 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径500～800　 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径500～800　 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(平)
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ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形 径　７５～１００  Ⅲ類 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形 径１５０～２５０  Ⅲ類 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300～450　 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(平)

ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径500～800　 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装 ton 3月号(平)

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径350長4.0m 本 37,700

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径400長4.0m 本 49,900

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径450長4.0m 本 63,300

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径500長4.0m 本 79,600

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ  中肉管VM径350長4.0m 本 44,900

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径400長4.0m 本 59,800

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径450長4.0m 本 76,400

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径500長4.0m 本 95,800

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径13 　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径16　 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径20　 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径25 　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径30 　長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　 長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50 　長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径65 　長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　 長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径100　長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径125　長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径150　長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径200　長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径250　長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径300　長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径40　 長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径50　 長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径65　 長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径75　 長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径100　長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径125　長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径200　長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径250　長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径300　長4.0m 本 県土整備部

硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径350　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径400　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径450　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径500　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径600　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径65　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径75　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径50  長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径65　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75  長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m 本 3月号(平)

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 　長5.0m 本 3月号(平)

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 　長5.0m 本 3月号(平)

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100　長5.0m 本 3月号(平)

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径125　長5.0m 本 3月号(平)

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150　長5.0m 本 3月号(平)

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径200　長5.0m 本 3月号(平)

5 / 192 ページ



Pコード 地域資材単価 令和４年４月８日適用

単価
コード

名称 規格 単位 設定単価

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径250　長5.0m 本 3月号(平)

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径300　長5.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径50　 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径65　 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径75　 長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径100　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径125　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径150　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径200　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径250　長4.0m 本 3月号(平)

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径300　長4.0m 本 3月号(平)

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP) RR片受直管 径200 長4.0m 本 19,900

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP) RR片受直管 径250 長4.0m 本 30,700

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP) RR片受直管 径300 長4.0m 本 44,400

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径 75 長4.0m 本 2,190

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径100 長4.0m 本 3,220

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径125 長4.0m 本 5,280

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径150 長4.0m 本 7,590

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径200 長4.0m 本 12,500

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径250 長4.0m 本 18,800

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径300 長4.0m 本 27,500

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径350 長4.0m 本 36,100

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径400 長4.0m 本 47,900

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径500 長4.0m 本 77,000

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径600 長4.0m 本 118,000

硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP) TS片スリーブ　径 40　長4.0m 本 1,600

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　  A形　径13 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　  A形　径16 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　  A形　径20 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　  A形　径25 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット  　A形　径30 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　  A形　径40 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　  A形　径50 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット    A形　径65 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　  A形　径75 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット  　A形　径100 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット  　A形　径125 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　  A形　径150 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　16×13 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　20×16 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　25×16 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　25×20 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　30×25 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　40×30 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　50×40 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　65×50 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　75×50 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　75×65 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　100×75 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　125×100 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　150×125 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） バルブソケット　  A形　径13 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） バルブソケット　  A形　径16 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） バルブソケット　  A形　径20 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） バルブソケット　  A形　径25 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） バルブソケット  　A形　径30 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） バルブソケット　  A形　径40 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） バルブソケット　  A形　径50 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） バルブソケット    A形　径65 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） バルブソケット　  A形　径75 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） バルブソケット  　A形　径100 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ユニオンソケット　  A形　径13 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ユニオンソケット　  A形　径16 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ユニオンソケット　  A形　径20 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ユニオンソケット　  A形　径25 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ユニオンソケット  　A形　径30 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ユニオンソケット　  A形　径40 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ユニオンソケット　  A形　径50 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　  A形　径13 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　  A形　径16 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　  A形　径20 個 3月号(平)
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　  A形　径25 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ  　A形　径30 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　  A形　径40 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　  A形　径50 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　  A形　径75 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ  　A形　径100 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ  　A形　径125 個 3月号(建)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　  A形　径150 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　　A形　径13 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　　A形　径16 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　　A形　径20 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　　A形　径25 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　　A形　径30 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　　A形　径40 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　　A形　径50 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　　A形　径65 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　　A形　径75 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　　A形　径100 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　　A形　径125 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　　A形　径150 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　13×13 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　16×13 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　16×16 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　20×16 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　20×20 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　25×20 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　25×25 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　30×25 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　30×30 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　40×30 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　40×40 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　50×40 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　50×50 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　65×50 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　65×65 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　75×65 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　75×75 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　100×75 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　100×100 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　125×100 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　125×125 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　150×125 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　　A形　150×150 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド　　 B形  径50 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド　　 B形  径65 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド　　 B形  径75 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド　　 B形  径100 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド　　 B形  径125 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド　　 B形  径150 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド　　 B形  径200 個 3月号(建)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　 B形  径50 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　 B形  径65 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　 B形  径75 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　 B形  径100 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　 B形  径125 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　 B形  径150 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　 B形  径200 個 3月号(建)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22　1/2°ベンドB形  径50 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22　1/2°ベンドB形  径65 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22　1/2°ベンドB形  径75 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22　1/2°ベンドB形  径100 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22　1/2°ベンドB形  径125 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22　1/2°ベンドB形  径150 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22　1/2°ベンドB形  径200 個 3月号(建)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形  径50 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形  径65 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形  径75 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形  径100 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形  径125 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形  径150 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形  径200 個 3月号(建)
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ドレッサ形ジョイント　径75 個 6,430

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ドレッサ形ジョイント　径100 個 8,590

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ドレッサ形ジョイント　径125 個 11,200

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ドレッサ形ジョイント　径150 個 15,600

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ドレッサ形ジョイント　径200 個 22,800

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　 径200 個 3月号(建)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　 径250 個 3月号(建)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケット　200×150 個 3月号(建)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケット　250×200 個 3月号(建)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 90°ベンド　径250 個 3月号(建)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 45°ベンド　径250 個 3月号(建)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 22　1/2°ベンド  径250 個 3月号(建)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 11　1/4°ベンド  径250 個 3月号(建)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径13 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径20 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径25 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径30 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径40 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径50 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径13 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径20 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径25 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径30 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径40 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径50 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径65 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径75 個 3月号(平)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径100 個 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径200　 長5m＜Ｌ≦6m（内圧管） 本 3月号(建)

強化プラスチック複合管 5種　径250　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(建)

強化プラスチック複合管 5種　径300　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(建)

強化プラスチック複合管 5種　径350　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(建)

強化プラスチック複合管 5種　径400　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径450　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径500　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径600　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径700　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径800　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径1000　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径1350　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径400　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径450　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径500　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径600　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径700　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径800　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径1000　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径1350　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径400　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径450　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径500　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径600　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径700　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径800　 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径1000　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径1350　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径200 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径250 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径300 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径350 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径400 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径450 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径500 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径600 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径700 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径800 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径1000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 5種　径1350　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径200 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径250 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径300 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)
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強化プラスチック複合管 4種　径350 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径400 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径450 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径500 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径600 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径700 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径800 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径1000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 4種　径1350　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径200 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径250 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径300 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径350 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径400 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径450 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径500 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径600 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径700 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径800 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径1000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 3種　径1350　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 3月号(平)

強化プラスチック複合管 2種　径200 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 32,300

強化プラスチック複合管 2種　径250　 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 37,600

強化プラスチック複合管 2種　径300　 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 50,800

強化プラスチック複合管 2種　径350　 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 63,600

強化プラスチック複合管 2種　径400 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 73,200

強化プラスチック複合管 2種　径450　 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 84,900

強化プラスチック複合管 2種　径500 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 93,900

強化プラスチック複合管 2種　径600　 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 117,000

強化プラスチック複合管 2種　径700　 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 139,000

強化プラスチック複合管 2種　径800 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 165,000

強化プラスチック複合管 2種　径900 　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 197,000

青銅ねじ込み玉形弁 5K 径15A 個 3月号(平)

青銅ねじ込み玉形弁 5K 径20A 個 3月号(平)

青銅ねじ込み玉形弁 5K 径25A 個 3月号(平)

青銅ねじ込み玉形弁 5K 径32A 個 3月号(平)

青銅ねじ込み玉形弁 5K 径40A 個 3月号(平)

青銅ねじ込み玉形弁 5K 径50A 個 3月号(平)

青銅ねじ込み玉形弁 5K 径65A 個 3月号(平)

青銅ねじ込み玉形弁 5K 径80A 個 3月号(平)

青銅ねじ込み仕切弁 5K 径15A 個 3月号(平)

青銅ねじ込み仕切弁 5K 径20A 個 3月号(平)

青銅ねじ込み仕切弁 5K 径25A 個 3月号(平)

青銅ねじ込み仕切弁 5K 径32A 個 3月号(平)

青銅ねじ込み仕切弁 5K 径40A 個 3月号(平)

青銅ねじ込み仕切弁 5K 径50A 個 3月号(平)

青銅ねじ込み仕切弁 5K 径65A 個 3月号(平)

青銅ねじ込み仕切弁 5K 径80A 個 3月号(平)

青銅フランジ形玉形弁 10K 径15A 個 3月号(平)

青銅フランジ形玉形弁 10K 径20A 個 3月号(平)

青銅フランジ形玉形弁 10K 径25A 個 3月号(平)

青銅フランジ形玉形弁 10K 径32A 個 3月号(平)

青銅フランジ形玉形弁 10K 径40A 個 3月号(平)

青銅フランジ形玉形弁 10K 径50A 個 3月号(平)

青銅フランジ形玉形弁 10K 径65A 個 3月号(平)

青銅フランジ形玉形弁 10K 径80A 個 3月号(平)

青銅フランジ形玉形弁 10K 径100A 個 3月号(平)

青銅フランジ形仕切弁 10K 径25A 個 3月号(平)

青銅フランジ形仕切弁 10K 径32A 個 3月号(平)

青銅フランジ形仕切弁 10K 径40A 個 3月号(平)

青銅フランジ形仕切弁 10K 径50A 個 3月号(平)

青銅フランジ形仕切弁 10K 径65A 個 3月号(平)

青銅フランジ形仕切弁 10K 径80A 個 3月号(平)

鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁 5K 径50A 個 3月号(平)

鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁 5K 径65A 個 3月号(平)

鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁 5K 径80A 個 3月号(平)

鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁 5K 径100A 個 3月号(平)

鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁 5K 径125A 個 3月号(平)

鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁 5K 径150A 個 3月号(平)

鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁 5K 径200A 個 3月号(平)

鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁 5K 径250A 個 3月号(平)
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水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径150 ﾎﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装 個 350,000

水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径200 ﾎﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装 個 740,000

フィルター パット型　φ300 個 3月号(平)

フィルター ボックス型　300×300mm 個 3月号(平)

フィルター 集水フィルター　φ50 個 3月号(平)

フィルター 集水フィルター　φ75 個 3月号(平)

ビニールフィルム 厚 0.1mm　幅150cm ｍ 3月号(平)

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径300　長7m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径300　長8m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径300　長9m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径300　長10m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径300　長11m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径300　長12m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径300　長13m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径350　長7m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径350　長8m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径350　長9m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径350　長10m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径350　長11m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径350　長12m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径350　長13m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長7m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長8m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長9m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長10m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長11m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長12m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長13m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長14m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長15m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径450　長7m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径450　長8m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径450　長9m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径450　長10m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径450　長11m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径450　長12m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径450　長13m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径450　長14m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径450　長15m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径500　長7m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径500　長8m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径500　長9m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径500　長10m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径500　長11m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径500　長12m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径500　長13m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径500　長14m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径500　長15m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径600　長7m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径600　長8m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径600　長9m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径600　長10m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径600　長11m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径600　長12m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径600　長13m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径600　長14m 本 県土整備部

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径600　長15m 本 県土整備部

橋梁用ゴム支承材 硬質ゴム 　10mm×2　厚23mm　150㎜×1000㎜ 枚 3月号(平)

橋梁用ゴム支承材 硬質ゴム   15mm×2　厚33mm　150㎜×1000㎜ 枚 3月号(平)

橋梁用ゴム支承材 硬質ゴム　 12mm×3　厚42mm　200㎜×1000㎜ 枚 3月号(平)

橋梁用ゴム支承材 硬質　　　　　10mm ㎡ 3月号(平)

鉄筋コンクリートU形 240 長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートU形 300A　長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートU形 300B　長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートU形 300C　長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートU形 360A　長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートU形 360B　長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートU形 450 長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートU形 600 長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートU形 240　長2000mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートU形 300A　長2000mm 個 県土整備部
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鉄筋コンクリートU形 300B　長2000mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートU形 300C　長2000mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートU形 360A　長2000mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートU形 360B　長2000mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートU形 600 長2000mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　240 長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　300 長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　360 長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　450 長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　600 長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　240 長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　300 長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　360 長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　450 長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　600 長600mm 個 県土整備部

鉄筋コンクリートＬ形 250B　450×155×600 個 県土整備部

鉄筋コンクリートＬ形 300　500×155×600 個 県土整備部

鉄筋コンクリートＬ形 350　550×155×600 個 県土整備部

歩車道境界ブロック（片側） A 150×170×200×600 個 県土整備部

歩車道境界ブロック（片側） B 180×205×250×600 個 県土整備部

歩車道境界ブロック（片側） C 180×210×300×600 個 県土整備部

地先境界ブロック A 120×120×120×600 個 県土整備部

地先境界ブロック B 150×150×120×600 個 県土整備部

地先境界ブロック C 150×150×150×600 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 250　250×230×2m　1種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 300A　300×280×2m　1種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 300B　300×270×2m　1種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 300C　300×260×2m　1種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 400A　400×370×2m　1種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 400B　400×360×2m　1種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 500A　500×460×2m　1種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 500B　500×450×2m　1種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 250　250×230×2m　3種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 300A　300×280×2m　3種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 300B　300×270×2m　3種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 300C　300×260×2m　3種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 400A　400×370×2m　3種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 400B　400×360×2m　3種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 500A　500×460×2m　3種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝 500B　500×450×2m　3種 個 県土整備部

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 250×500　　1種 枚 3月号(平)

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500　　1種 枚 3月号(平)

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500　　1種 枚 3月号(平)

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 500×500　　1種 枚 3月号(平)

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 250×500　　3種 枚 3月号(平)

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500　　3種 枚 3月号(平)

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500　　3種 枚 3月号(平)

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 500×500　　3種 枚 3月号(平)

プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)中地震対応型 個 3月号(平)

プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)中地震対応型 個 3月号(建)

プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)中地震対応型 個 3月号(平)

プレキャスト擁壁 ﾊｲﾀｯﾁｳｫｰﾙ宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)中地震対応 個 3月号(平)

下水道用マンホール側塊 斜壁　　600A　下径900　　高300 個 県土整備部

下水道用マンホール側塊 斜壁　　600C　下径900　　高600 個 県土整備部

下水道用マンホール側塊 斜壁　　600D　下径1200　 高600 個 県土整備部

下水道用マンホール側塊 斜壁　　900   下径1200　 高600 個 県土整備部

下水道用マンホール側塊 直壁　　900A　　高300 個 県土整備部

下水道用マンホール側塊 直壁　　900B　　高600 個 県土整備部

下水道用マンホール側塊 直壁　　1200A　 高300 個 県土整備部

下水道用マンホール側塊 直壁　　1200B   高600 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 3月号(平)

ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部
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ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 県土整備部

ブロックマット 厚10㎝幅120～160㎝長200～800㎝ ㎡ 県土整備部

張ブロック 厚12㎝(500×500以下) ㎡ 県土整備部

張ブロック 厚15㎝(500×500以下) ㎡ 県土整備部

コンクリート積ブロック A種　控35㎝ 個 県土整備部

間知ブロック 控350 滑面 ㎡ 県土整備部

鋼矢板 U形　SYW295　Ⅱ型　6m以上20m以下(500mmピッチ) ton 県土整備部

鋼矢板 U形　SYW295　Ⅲ型　6m以上20m以下(500mmピッチ) ton 県土整備部

鋼矢板 U形　SYW295　Ⅳ型　6m以上20m以下(500mmピッチ) ton 県土整備部

鋼矢板 U形　SYW295　ⅤL型　6m以上20m以下(500mmピッチ) ton 県土整備部

鋼矢板 U形　SYW295　ⅥL型　6m以上20m以下(500mmピッチ) ton 県土整備部

軽量鋼矢板 SS400　2m以上12m以下(500mmピッチ) ton 県土整備部

広幅鋼矢板 U形　SYW295　ⅡW型　6m以上20m以下(500mmピッチ) ton 県土整備部

広幅鋼矢板 U形　SYW295　ⅢW型　6m以上20m以下(500mmピッチ) ton 県土整備部

広幅鋼矢板 U形　SYW295　ⅣW型　6m以上20m以下(500mmピッチ) ton 県土整備部

ハット形鋼矢板 SYW295　SP-10H　6m以上20m以下(500mmピッチ) ton 県土整備部

ハット形鋼矢板 SYW295　SP-25H　6m以上20m以下(500mmピッチ) ton 県土整備部

ハット形鋼矢板 SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ) ton 県土整備部

ハット形鋼矢板 SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ) ton 県土整備部

Ｈ形鋼杭 SHK400　　　200×204×12×12 ton 県土整備部

Ｈ形鋼杭 SHK400　　　250×255×14×14 ton 県土整備部

Ｈ形鋼杭 SHK400　　　300×300×10×15 ton 県土整備部

Ｈ形鋼杭 SHK400　　　350×350×12×19 ton 県土整備部

Ｈ形鋼杭 SHK400　　　400×400×13×21 ton 県土整備部

鋼管杭　（ＳＫＫ―４００） 各種 ton 県土整備部

普通丸鋼 SR235　径9 ton 県土整備部

普通丸鋼 SR235　径13 ton 県土整備部

普通丸鋼 SR235　径16 ton 県土整備部

普通丸鋼 SR235　径19 ton 県土整備部

普通丸鋼 SR235　径22 ton 県土整備部

普通丸鋼 SR235　径25 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD295A　　　　　D10 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD295A　　　　　D13 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD295A　　　　　D16 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD345　　　 　　D13 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD345　　　　 　D16 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD345　　　 　　D19 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD345　　　 　　D22 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD345　　　 　　D25 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD345　　　 　　D29 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD345　　　 　　D32 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD345　　　 　　D35 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD345　　　 　　D38 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD345　　　　　 D51 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD345　　　 　　D41 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD295　　　　　 D10 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD295　　　　　 D13 ton 県土整備部

異形棒鋼 SD295　　　　　 D16 ton 県土整備部

鋼板（無規格品） 中板　　　　　 　厚3.2 ×914×1829 ton 県土整備部

鋼板（無規格品） 中板　　　     　厚4.5 ×914×1829 ton 県土整備部

鋼板（無規格品） 厚板　　　　　 　厚6   ×914×1829 ton 県土整備部

鋼板（無規格品） 厚板　　　　　　 厚9,12×914×1829 ton 県土整備部

鋼板（無規格品） 厚板　　　　　 　厚16,19,22,25×914×1829 ton 県土整備部

鋼板 熱延薄板(SPHC) 　厚1.6 ton 3月号(平)

鋼板 熱延薄板(SPHC) 　厚2.3 ton 3月号(平)

縞鋼板 厚3.2 ton 県土整備部

縞鋼板 厚4.5～6.0 ton 県土整備部

縞鋼板 厚9.0 ton 県土整備部

Ｈ形鋼 SS400　　　　200×200×8×12 ton 県土整備部

Ｈ形鋼 SS400　　　　250×250×9×14 ton 県土整備部

Ｈ形鋼 SS400　　　　300×300×10×15 ton 県土整備部

Ｈ形鋼 SS400　　　　350×350×12×19 ton 県土整備部

Ｈ形鋼 SS400　　　　400×400×13×21 ton 県土整備部
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平鋼（ＳＳ４００） 厚4.5㎜ 　幅32～38 ton 県土整備部

平鋼（ＳＳ４００） 厚6㎜　　 幅32～44 ton 県土整備部

平鋼（ＳＳ４００） 厚6㎜　   幅50～75 ton 県土整備部

平鋼（ＳＳ４００） 厚9㎜　   幅32～44 ton 県土整備部

平鋼（ＳＳ４００） 厚9㎜   　幅50～75 ton 県土整備部

等辺山形鋼（ＳＳ４００） 小形　厚3　　　 辺40 ton 県土整備部

等辺山形鋼（ＳＳ４００） 小形　厚5　　　 辺40 ton 県土整備部

等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚4　　　 辺50 ton 県土整備部

等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚6～9　　辺50～75 ton 県土整備部

等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚7～10　 辺90～100 ton 県土整備部

等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚13    　辺90～100 ton 県土整備部

等辺山形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚9～15　 辺130 ton 県土整備部

等辺山形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚9～15　 辺150 ton 県土整備部

溝形鋼（ＳＳ４００） 中形厚5幅40～50高75～100 ton 県土整備部

溝形鋼（ＳＳ４００） 大形厚6-6.5幅65-75高125-150 ton 県土整備部

溝形鋼（ＳＳ４００） 大形厚7-9幅75-90高150-200 ton 県土整備部

溝形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚9　幅90　高250 ton 県土整備部

溝形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚9　幅90　高300 ton 県土整備部

溝形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚10-12幅90　高300 ton 県土整備部

溝形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚13　幅100　高380 ton 県土整備部

不等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚7～10　辺75　辺100～125 ton 県土整備部

不等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚9～12　辺90　辺150 ton 県土整備部

Ｉ形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚5.5-7幅75-100高150-200 ton 県土整備部

Ｉ形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚7.5-10幅125高250 ton 県土整備部

Ｉ形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚10×150×300 ton 県土整備部

Ｉ形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚9-12×150×350 ton 県土整備部

なまし鉄線 3.2mm(＃10) kg 県土整備部

なまし鉄線 2.6mm(＃12) kg 県土整備部

なまし鉄線 1.6mm(＃16) kg 県土整備部

なまし鉄線 0.8mm(＃21)　結束線 kg 県土整備部

亜鉛メッキ鉄線 2種　　　　　　2.6mm(＃12) kg 県土整備部

亜鉛アルミめっき鉄線 径6mm ton 県土整備部

亜鉛アルミめっき鉄線 径8mm ton 県土整備部

鉄丸くぎ N32　　長32　　胴部径1.90 kg 3月号(平)

鉄丸くぎ N45　　長45　　胴部径2.45 kg 県土整備部

鉄丸くぎ N50　　長50　　胴部径2.75 kg 県土整備部

鉄丸くぎ N65　　長65　　胴部径3.05 kg 県土整備部

鉄丸くぎ N75　　長75　　胴部径3.40 kg 県土整備部

鉄丸くぎ N90　　長90　　胴部径3.75 kg 3月号(平)

鉄丸くぎ N100　 長100 　胴部径4.20 kg 県土整備部

鉄丸くぎ N150 　長150　 胴部径5.20 kg 3月号(平)

かすがい　（丸かすがい） 径9　　長120mm 本 3月号(平)

かすがい　（丸かすがい） 径9　　長180mm 本 3月号(平)

かすがい　（丸かすがい） 径12　 長180mm 本 3月号(平)

かすがい　（丸かすがい） 径12　 長210mm 本 3月号(平)

かすがい　（丸かすがい） 径12　 長240mm 本 3月号(平)

六角ボルト（中） 径M16　長300mm　（黒皮） 本 3月号(平)

摩擦接合用高力六角ボルト 径M20　長45mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M20　長50mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M20　長55mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M20　長60mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M20　長65mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M20　長70mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M20　長75mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M20　長80mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M22　長50mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M22　長55mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M22　長60mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M22　長65mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M22　長70mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M22　長75mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M22　長80mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M22　長85mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M22　長90mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M22　長95mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M22　長100mm　 2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M24　長60mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M24　長65mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M24　長70mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M24　長75mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M24　長80mm　　2種F10T 組 県土整備部
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摩擦接合用高力六角ボルト 径M24　長85mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M24　長90mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M24　長95mm　　2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M24　長100mm　 2種F10T 組 県土整備部

摩擦接合用高力六角ボルト 径M24　長105mm　 2種F10T 組 県土整備部

ワイヤークリップ 鋳物　　　　　φ12mm 個 3月号(建)

ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm　網目50mm ㎡ 県土整備部

ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm　網目56mm ㎡ 県土整備部

ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製 線径2.6mm　網目40mm ㎡ 3月号(平)

ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製 線径2.6mm　網目50mm ㎡ 県土整備部

ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製 線径2.6mm　網目56mm ㎡ 県土整備部

ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製 線径3.2mm　網目63mm ㎡ 3月号(平)

溶接金網 線径3.2mm　網目100mm ㎡ 県土整備部

溶接金網 線径3.2mm　網目150mm ㎡ 県土整備部

溶接金網 線径4.0mm　網目100mm ㎡ 県土整備部

溶接金網 線径4.0mm　網目150mm ㎡ 県土整備部

溶接金網 線径5.0mm　網目100mm ㎡ 県土整備部

溶接金網 線径5.0mm　網目150mm ㎡ 県土整備部

マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250 個 3月号(平)

ガードレール 路側用　塗装品　Gｒ－A　－4E ｍ 県土整備部

ガードレール 路側用　塗装品　Gｒ－A　－4ES（旧基準） ｍ 県土整備部

ガードレール 路側用　塗装品　Gｒ－A　－2B ｍ 県土整備部

ガードレール 路側用　メッキ　Gｒ－A　－4E ｍ 県土整備部

ガードレール 路側用　メッキ　Gｒ－A　－2B ｍ 県土整備部

ガードレール 路側用　塗装品　Gｒ－Cｋ－2PHL（旧基準） ｍ 3月号(平)

ガードレール 路側用　塗装品　Gｒ－C－2B－5 ｍ 3月号(平)

ガードレール 路側用　塗装品　Gｒ－C－2B－4 ｍ 3月号(平)

ガードレール 路側用　塗装品　Gｒ－B　－4E ｍ 3月号(平)

ガードレール 路側用　塗装品　Gｒ－C　－4E ｍ 3月号(平)

ガードレール 路側用　塗装品　Gｒ－B　－2B ｍ 3月号(平)

ガードレール 路側用　塗装品　Gｒ－C　－2B ｍ 3月号(平)

ガードレール 路側用　メッキ　Gｒ－B　－4E ｍ 3月号(平)

ガードレール 路側用　メッキ　Gｒ－B　－2B ｍ 3月号(平)

ガードパイプ 歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｅ ｍ 県土整備部

ガードパイプ 歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｂ ｍ 県土整備部

ガードパイプ 歩車道境界用　塗装品　Gｐ－Bｐ－2E ｍ 県土整備部

ガードパイプ 歩車道境界用　塗装品　Gｐ－Cｐ－2E ｍ 県土整備部

ガードパイプ 歩車道境界用　塗装品　Gｐ－Bｐ－2B ｍ 県土整備部

ガードパイプ 歩車道境界用　塗装品　Gｐ－Cｐ－2B ｍ 県土整備部

ガードパイプ 歩車道境界用　メッキ　Gｐ－Bｐ－2E ｍ 県土整備部

ガードパイプ 歩車道境界用　メッキ　Gｐ－Bｐ－2B ｍ 県土整備部

中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3B～6B 本 県土整備部

中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B 本 県土整備部

中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B 本 県土整備部

中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3B～6B 本 県土整備部

中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3B～6B 本 県土整備部

中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3B～6B 本 県土整備部

中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3E～6E 本 県土整備部

中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E 本 県土整備部

中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E 本 県土整備部

中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3E～6E 本 県土整備部

中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3E～6E 本 県土整備部

中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3E～6E 本 県土整備部

端末支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3E～6E 本 県土整備部

端末支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E 本 県土整備部

端末支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E 本 県土整備部

端末支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3E～6E 本 県土整備部

端末支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3E～6E 本 県土整備部

端末支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3E～6E 本 県土整備部

ケーブル(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3E～6E ｍ 県土整備部

ケーブル(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3E～6E ｍ 県土整備部

ケーブル(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3E～6E ｍ 県土整備部

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅳ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス(亜鉛メッキ) A-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　Z‐GS6 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス(亜鉛メッキ) A-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm ｍ 3月号(建)
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ネットフェンス(亜鉛メッキ) A-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス(亜鉛メッキ) A-Ⅳ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス(亜鉛メッキ) B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス(亜鉛メッキ) B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス(亜鉛メッキ) B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（メッキ着色塗装） A-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（メッキ着色塗装） A-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（メッキ着色塗装） A-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（メッキ着色塗装） A-Ⅳ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（メッキ着色塗装） B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（メッキ着色塗装） B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（メッキ着色塗装） B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅰ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅱ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅲ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅳ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） B-Ⅰ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） B-Ⅱ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） B-Ⅲ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（亜鉛メッキ） A-Ⅰ 支柱間隔　1.8m　Z‐GS6 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（亜鉛メッキ） A-Ⅱ 支柱間隔　1.8m　Z‐GS6 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（亜鉛メッキ） A-Ⅲ 支柱間隔　1.8m　Z‐GS6 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（亜鉛メッキ） A-Ⅳ 支柱間隔　1.8m　Z‐GS6 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（亜鉛メッキ） B-Ⅰ 支柱間隔　1.8m　Z‐GS6 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（亜鉛メッキ） B-Ⅱ 支柱間隔　1.8m　Z‐GS6 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（亜鉛メッキ） B-Ⅲ 支柱間隔　1.8m　Z‐GS6 3.2*56mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅰ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅱ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅲ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅳ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） B-Ⅰ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） B-Ⅱ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） B-Ⅲ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅰ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅱ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅲ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） A-Ⅳ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） B-Ⅰ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） B-Ⅱ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） B-Ⅲ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm ｍ 3月号(建)

ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆 組 3月号(平)

ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆 組 3月号(平)

ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆 組 3月号(平)

ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆 組 3月号(平)

ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆 組 3月号(平)

ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆 組 3月号(平)

ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ 組 3月号(建)

ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ 組 3月号(建)

ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ 組 3月号(建)

ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ 組 3月号(建)

ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ 組 3月号(建)

ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ 組 3月号(建)

ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450 個 3月号(建)

ネットフェンス用アンカーブロック 180×550×450 個 3月号(建)

落石防止網 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　2.6×50 ㎡ 県土整備部

落石防止網 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　3.2×50 ㎡ 県土整備部

落石防止網 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　4.0×50 ㎡ 県土整備部

落石防止網 金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4)　5.0×50 ㎡ 県土整備部

落石防止網 羽根付アンカー　φ25×1500 本 県土整備部

落石防止網 クロスクリップ　φ12 個 県土整備部

落石防止網 クロスクリップ　φ16 個 県土整備部

落石防止網 ワイヤクリップ　φ12 個 県土整備部

落石防止網 ワイヤクリップ　φ16 個 県土整備部

落石防止網 結合コイル　　　3.2×50×300 個 県土整備部

落石防止網 結合コイル　　　4.0×70×300 個 県土整備部

落石防止網 繊維系ｽﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ　37.5mm×37.5mm ㎡ 3月号(平)

落石防止網　　ワイヤクリップ φ８ 個 県土整備部

落石防止網　　ワイヤクリップ φ１４ 個 県土整備部

落石防止網　　ワイヤクリップ φ１８ 個 県土整備部

落石防止網　組立アンカー φ25×1500mm 組 県土整備部

ＰＣ鋼棒 B種　1号　径23mm　長5～8m未満 kg 県土整備部
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ＰＣ鋼棒 B種　1号　径23mm　長8m以上 kg 県土整備部

ＰＣ鋼棒 B種　1号　径26mm　長5～8m未満 kg 県土整備部

ＰＣ鋼棒 B種　1号　径26mm　長8m以上 kg 県土整備部

ＰＣ鋼棒 C種　1号　径23mm　長5～8m未満 kg 県土整備部

ＰＣ鋼棒 C種　1号　径23mm　長8m以上 kg 県土整備部

ＰＣ鋼棒 C種　1号　径26mm　長5～8m未満 kg 県土整備部

ＰＣ鋼棒 C種　1号　径26mm　長8m以上 kg 県土整備部

ＰＣ鋼より線 7本より線　Ａ種　径12.4mm kg 県土整備部

ＰＣ鋼棒工法用定着装置 径17㎜　（後付用） 組 3月号(平)

ＰＣ鋼棒工法用定着装置 径23㎜　（後付用） 組 県土整備部

ＰＣ鋼棒工法用定着装置 径26㎜　（後付用） 組 県土整備部

ＰＣ用シース（カップラーシース） 標準型　径23mm　厚0.25㎜　長2m 個 県土整備部

ＰＣ用シース（カップラーシース） 標準型　径26mm　厚0.25㎜　長2m 個 県土整備部

ＰＣ鋼より線 7本より線　Ｂ種　径12.7mm ton 県土整備部

ＰＣ鋼より線 7本より線　Ｂ種　径15.2㎜ ton 県土整備部

ＰＣ鋼より線 19本より線　径17.8mm ton 県土整備部

ＰＣ鋼より線 19本より線　径19.3mm ton 県土整備部

ＰＣ鋼より線 19本より線　径21.8mm ton 県土整備部

ＰＣ鋼棒工法用定着装置 径32㎜　（後付用） 組 県土整備部

ＰＣケーブル 19本より線　径17.8㎜ kg 県土整備部

ＰＣケーブル 19本より線　径19.3㎜ kg 県土整備部

ＰＣケーブル 19本より線　径21.8㎜ kg 県土整備部

円筒形じゃかご GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目10cm ｍ 県土整備部

円筒形じゃかご GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目10cm ｍ 3月号(平)

円筒形じゃかご GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目13cm ｍ 県土整備部

円筒形じゃかご GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目13cm ｍ 3月号(平)

円筒形じゃかご GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目15cm ｍ 県土整備部

円筒形じゃかご GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目15cm ｍ 3月号(平)

円筒形じゃかご GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目10cm ｍ 県土整備部

円筒形じゃかご GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目10cm ｍ 県土整備部

円筒形じゃかご GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目13cm ｍ 県土整備部

円筒形じゃかご GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目13cm ｍ 県土整備部

円筒形じゃかご GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目13cm ｍ 3月号(平)

円筒形じゃかご GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目15cm ｍ 県土整備部

円筒形じゃかご GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目15cm ｍ 県土整備部

円筒形じゃかご GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目15cm ｍ 3月号(平)

円筒形じゃかご GS-3　径60cm　線径5.0mm　網目13cm ｍ 3月号(平)

円筒形じゃかご GS-3　径90cm　線径5.0mm　網目13cm ｍ 3月号(平)

円筒形じゃかご GS-3　径60cm　線径5.0mm　網目15cm ｍ 3月号(平)

円筒形じゃかご GS-3　径90cm　線径5.0mm　網目15cm ｍ 3月号(平)

鉄筋金網 D6×100×100 ㎡ 県土整備部

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm ｍ 3月号(平)

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm ｍ 3月号(平)

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm ｍ 3月号(平)

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm ｍ 県土整備部

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm ｍ 県土整備部

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm ｍ 3月号(平)

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm ｍ 3月号(平)

多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c　B-a,c　C-a,c ｍ 県土整備部

多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b ｍ 県土整備部

多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b ｍ 県土整備部

多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c ｍ 県土整備部

多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b ｍ 県土整備部

多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b ｍ 県土整備部

多段積型かごマット(長期性能型) 被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c　B-a,c　C-a,c ｍ 3月号(平)

多段積型かごマット(長期性能型) 被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b ｍ 3月号(平)

多段積型かごマット(長期性能型) 被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b ｍ 3月号(平)

多段積型かごマット(長期性能型) 被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c ｍ 3月号(平)

多段積型かごマット(長期性能型) 被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b ｍ 3月号(平)

多段積型かごマット(長期性能型) 被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b ｍ 3月号(平)

円筒形じゃかご GS-7　径45cm　線径4.0mm　網目13cm ｍ 3月号(平)

目地板（瀝青質板） 10㎜ ㎡ 県土整備部

目地板（瀝青質板） 20㎜ ㎡ 県土整備部

目地板（ゴム発泡体） 硬度20以上　10㎜ ㎡ 3月号(平)

目地板（ゴム発泡体） 硬度50以上　10㎜ ㎡ 県土整備部

目地板（ゴム発泡体） 硬度30以上　20㎜ ㎡ 3月号(平)

目地板（ゴム発泡体） 硬度50以上　20㎜ ㎡ 3月号(平)

目地板（瀝青繊維質板） 10㎜ ㎡ 県土整備部

目地板（バックアップ材） 10㎜　樹脂発泡体　倍率14 ㎡ 県土整備部

止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅150㎜　厚5㎜ ｍ 3月号(平)

止水板（塩化ビニル樹脂製） CC幅150㎜　厚5㎜ ｍ 3月号(平)
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止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅200㎜　厚5㎜ ｍ 県土整備部

止水板（塩化ビニル樹脂製） CC幅200㎜　厚5㎜ ｍ 県土整備部

止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅300㎜　厚7㎜ ｍ 県土整備部

止水板（塩化ビニル樹脂製） CC幅300㎜　厚7㎜ ｍ 県土整備部

止水板（塩化ビニル樹脂製） FF幅150㎜　厚5㎜ ｍ 3月号(平)

止水板（塩化ビニル樹脂製） FF幅200㎜　厚5㎜ ｍ 県土整備部

止水板（ゴム製） 幅300㎜　厚12.5㎜　φ50㎜ ｍ 3月号(積)

止水板（ゴム製） 幅300㎜　厚12.5㎜　φ30㎜ ｍ 3月号(平)

注入材 kg 県土整備部

合成ゴムシート（遮水シート） 厚1.0mm ㎡ 3月号(平)

合成ゴムシート（遮水シート） 厚1.5mm ㎡ 3月号(平)

吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm ㎡ 3月号(平)

吸出防止材 合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m ㎡ 3月号(平)

遮水シート 厚1.0＋10.0mm ㎡ 県土整備部

養生マット 3mm ㎡ 3月号(平)

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 単線　　径2.6 ｍ 3月号(建)

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 単線　　径3.2 ｍ 3月号(建)

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 単線　　径4.0 ｍ 3月号(建)

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 単線　　径5.0 ｍ 3月号(建)

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積2.0 ｍ 3月号(平)

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5 ｍ 3月号(平)

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5 ｍ 3月号(平)

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積8.0 ｍ 3月号(平)

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14 ｍ 3月号(平)

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積22 ｍ 県土整備部

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積38 ｍ 県土整備部

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積60 ｍ 3月号(平)

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積100 ｍ 3月号(平)

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積150 ｍ 3月号(平)

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 丸形(VVR)　2心　断面積5.5 ｍ 県土整備部

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形(VVF)　2心　径2.0 ｍ 県土整備部

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形(VVF)　3心　径2.0 ｍ 県土整備部

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積2.0 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積3.5 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積5.5 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積8.0 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積14 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積22 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積38 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積60 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積100 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積150 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積2.0 ｍ 県土整備部

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積3.5 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積5.5 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積8.0 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積14 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積22 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積38 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積60 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積100 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積150 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積2.0 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積3.5 ｍ 3月号(平)

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積5.5 ｍ 県土整備部

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積8.0 ｍ 県土整備部

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積14 ｍ 県土整備部

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積22 ｍ 県土整備部

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積38 ｍ 県土整備部

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積60 ｍ 県土整備部

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積100 ｍ 県土整備部

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積150 ｍ 県土整備部

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積200 ｍ 県土整備部

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積250 ｍ 県土整備部

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積325 ｍ 県土整備部

6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積14 ｍ 県土整備部

6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積22 ｍ 県土整備部

6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積38 ｍ 県土整備部

屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ） 6600V　断面積22 ｍ 県土整備部

屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ） 6600V　断面積38 ｍ 県土整備部

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 2心　 断面積2.0 ｍ 3月号(平)
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制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 2心　 断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 3心　 断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 3心　 断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 4心　 断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 4心　 断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 5心　 断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 5心　 断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 6心　 断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 6心　 断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 7心　 断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 7心　 断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 8心　 断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 8心　 断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 10心  断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 10心　断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 12心　断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 12心　断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 15心　断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 15心　断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 20心　断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 20心　断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　3心　断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　3心　断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　4心　断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　4心　断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　5心　断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　5心　断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　6心　断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　6心　断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　7心　断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　7心　断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　8心　断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　8心　断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　10心 断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　10心 断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　12心 断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　12心 断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　15心 断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　15心 断面積3.5 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　20心 断面積2.0 ｍ 3月号(平)

制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　20心 断面積3.5 ｍ 3月号(平)

端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06COI1　単心　断面積14 組 3月号(平)

端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06COI1　単心　断面積22 組 3月号(平)

端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06COI1　単心　断面積38 組 3月号(平)

端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06COI1　単心　断面積60 組 3月号(平)

端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式 06COI1 単心 断面積100 組 3月号(平)

端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式 06COI1 単心 断面積150 組 3月号(平)

端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06COI3　3心　断面積14 組 3月号(平)

端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06COI3　3心　断面積22 組 3月号(平)

端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06COI3　3心　断面積38 組 3月号(平)

端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06COI3　3心　断面積60 組 3月号(平)

端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06COI3　3心　断面積100 組 3月号(平)

端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06COI3　3心　断面積150 組 3月号(平)

端末処理材料 (６ＫＶ屋外用)テープ巻工法 半田方式　6CO3　3心　断面積14 組 県土整備部

端末処理材料 (６ＫＶ屋外用)テープ巻工法 半田方式　6CO3　3心　断面積22 組 県土整備部

端末処理材料 (６ＫＶ屋外用)テープ巻工法 半田方式　6CO3　3心　断面積38 組 県土整備部

端末処理材料 (６ＫＶ屋内用)テープ巻工法 半田方式　6CI3　3心　断面積14 組 県土整備部

端末処理材料 (６ＫＶ屋内用)テープ巻工法 半田方式　6CI3　3心　断面積22 組 県土整備部

端末処理材料 (６ＫＶ屋内用)テープ巻工法 半田方式　6CI3　3心　断面積38 組 県土整備部

市内電話・有線放送引込線用ｹｰﾌﾞﾙ 鋼心入PVC屋外線　0.65㎜　２C ｍ 3月号(建)

薄鋼電線管 C19　長3.66m　ねじつき 本 3月号(平)

薄鋼電線管 C25　長3.66m　ねじつき 本 3月号(平)

薄鋼電線管 C31　長3.66m　ねじつき 本 3月号(平)

薄鋼電線管 C39　長3.66m　ねじつき 本 3月号(平)

薄鋼電線管 C51　長3.66m　ねじつき 本 3月号(平)

薄鋼電線管 C63　長3.66m　ねじつき 本 3月号(平)

薄鋼電線管 C75　長3.66m　ねじつき 本 3月号(平)

厚鋼電線管 G16　長3.66m　ねじつき 本 3月号(平)

厚鋼電線管 G22　長3.66m　ねじつき 本 3月号(平)
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厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき 本 県土整備部

厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき 本 3月号(平)

厚鋼電線管 G42　長3.66m　ねじつき 本 3月号(平)

厚鋼電線管 G54　長3.66m　ねじつき 本 県土整備部

厚鋼電線管 G70　長3.66m　ねじつき 本 県土整備部

厚鋼電線管 G82　長3.66m　ねじつき 本 3月号(平)

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　16mm　長3.66m 本 3月号(建)

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　22mm　長3.66m 本 3月号(建)

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　28mm　長3.66m 本 3月号(建)

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　36mm　長3.66m 本 3月号(建)

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　42mm　長3.66m 本 3月号(建)

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　54mm　長3.66m 本 3月号(建)

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　70mm　長3.66m 本 3月号(建)

硬質ビニル電線管（ＶＥ） 14mm　長4.0m 本 県土整備部

硬質ビニル電線管（ＶＥ） 16mm　長4.0m 本 県土整備部

硬質ビニル電線管（ＶＥ） 22mm　長4.0m 本 県土整備部

硬質ビニル電線管（ＶＥ） 28mm　長4.0m 本 県土整備部

硬質ビニル電線管（ＶＥ） 36mm　長4.0m 本 県土整備部

硬質ビニル電線管（ＶＥ） 42mm　長4.0m 本 県土整備部

硬質ビニル電線管（ＶＥ） 54mm　長4.0m 本 県土整備部

硬質ビニル電線管（ＶＥ） 70mm　長4.0m 本 県土整備部

硬質ビニル電線管（ＶＥ） 82mm　長4.0m 本 県土整備部

波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30 ｍ 県土整備部

波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径40 ｍ 県土整備部

波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径50 ｍ 県土整備部

波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径65 ｍ 県土整備部

波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径80 ｍ 県土整備部

波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径100 ｍ 県土整備部

波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径125 ｍ 県土整備部

波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径150 ｍ 県土整備部

波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径200 ｍ 県土整備部

金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　17mm ｍ 3月号(平)

金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm ｍ 3月号(平)

金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm ｍ 3月号(平)

金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　38mm ｍ 3月号(平)

金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　50mm ｍ 県土整備部

金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　63mm ｍ 3月号(平)

金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　76mm ｍ 県土整備部

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装） 直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m 本 3月号(平)

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装） 直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m 本 3月号(平)

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装） 直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m 本 3月号(平)

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装） 直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m 本 3月号(平)

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装） 直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m 本 3月号(平)

プルボックス（鋼板製） 厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm 個 3月号(平)

プルボックス（鋼板製） 厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm 個 3月号(平)

プルボックス（鋼板製） 厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm 個 3月号(平)

プルボックス（鋼板製） 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm 個 3月号(平)

プルボックス（鋼板製） 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm 個 3月号(平)

プルボックス（鋼板製） 厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm 個 3月号(平)

プルボックス（鋼板製） 厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm 個 3月号(平)

プルボックス（鋼板製） 厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm 個 3月号(平)

コンクリートポール（一般柱） 長6m　末口12㎝　荷重120㎏ 本 3月号(平)

コンクリートポール（通信線用） 長8m　末口14㎝　荷重200㎏ 本 3月号(平)

コンクリートポール（通信線用） 長9m　末口14㎝　荷重250㎏ 本 3月号(平)

コンクリートポール（送配電線用） 長10m 末口19㎝　荷重350㎏ 本 県土整備部

コンクリートポール（送配電線用） 長11m 末口19㎝　荷重350㎏ 本 3月号(平)

コンクリートポール（送配電線用） 長12m 末口19㎝　荷重350㎏ 本 3月号(平)

チコーアンカー 1号 支線ｱﾝｶｰすき形 1000ｋｇｆ 個 3月号(平)

チコーアンカー 2号 支線ｱﾝｶｰすき形 2000ｋｇｆ 個 3月号(平)

チコーアンカー 3号 支線ｱﾝｶｰすき形 3000ｋｇｆ 個 3月号(平)

ステーブロック（ロッド付） Nｏ1　長500mm　幅250mm　　厚70mm 組 県土整備部

ステーブロック（ロッド付） Nｏ2　長600mm　幅300mm　　厚80mm 組 3月号(平)

ステーブロック（ロッド付） Nｏ3　長700mm　幅350mm　　厚90mm 組 3月号(平)

ＨＩＤ灯器具（街路灯） 200－400W用 台 3月号(積)

高圧水銀灯安定器　一般形 200W　　200V高力率　1灯 個 3月号(平)

高圧水銀灯安定器　一般形 250W　　200V高力率　1灯 個 3月号(平)

高圧水銀灯安定器　一般形 300W　　200V高力率　1灯 個 3月号(平)

高圧水銀灯安定器　一般形 400W　　200V高力率　1灯 個 3月号(平)

高圧水銀灯安定器　一般形 700W　　200V高力率　1灯 個 3月号(平)

高圧水銀灯安定器　一般形 1000W　 200V高力率　1灯 個 3月号(平)

ハンドホール（鉄蓋付） H1-6　600×600×600（国交省型） 組 3月号(平)
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ハンドホール（鉄蓋付） H1-9　600×600×900（国交省型） 組 3月号(平)

ハンドホール（鉄蓋付） H2-9　900×900×900（国交省型） 組 3月号(平)

ハンドホール（鉄蓋付） 900×900×1300 組 3月号(平)

連結式接地棒 φ10×1500mm 本 県土整備部

連結式接地棒 φ14×1500mm 本 3月号(平)

接地銅板 ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900 枚 県土整備部

ストレートアスファルト 針入度60～80，80～100(ローリ扱) ton 県土整備部

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３ ton 県土整備部

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－４ ton 県土整備部

合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　荒目　900kgf/m ㎡ 3月号(積)

合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　細目　300kgf/m ㎡ 3月号(積)

暗渠排水管 波状管　呼び径75mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) ｍ 3月号(平)

暗渠排水管 波状管　呼び径300mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) ｍ 3月号(平)

暗渠排水管 波状管　呼び径500mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) ｍ 3月号(平)

ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50  厚2.0  長4.0m ｍ 3月号(平)

ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径60  厚2.2  長4.0m ｍ 3月号(平)

ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75  厚2.5  長4.0m ｍ 3月号(平)

ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0  長4.0m ｍ 3月号(平)

ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径125 厚3.3  長4.0m ｍ 3月号(平)

ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径150 厚3.8  長4.0m ｍ 3月号(平)

ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径200 厚4.5  長4.0m ｍ 3月号(平)

ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径250 厚5.5  長4.0m ｍ 3月号(平)

ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径300 厚6.0  長4.0m ｍ 3月号(平)

使用電力料金 低圧用業持1年未満 kWh 18

使用電力料金 低圧用業持1年以上 kWh 16

普通ポルトランドセメント ２５ｋｇ入 ton 県土整備部

普通ポルトランドセメント バラもの ton 県土整備部

早強ポルトランドセメント ２５ｋｇ入 ton 県土整備部

早強ポルトランドセメント バラもの ton 県土整備部

高炉セメント B種　２５ｋｇ入 ton 県土整備部

高炉セメント B種　　バラもの ton 県土整備部

普通ポルトランドセメント 25kg詰袋 ton 県土整備部

セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック ton 県土整備部

混和剤 減水剤(標準型)ポゾリス　No.70相当 kg 県土整備部

混和剤 防水剤　マノール相当 kg 3月号(平)

混和剤 グラウト用プレミックスタイプ kg 県土整備部

混和剤 起泡剤 kg 県土整備部

無収縮モルタル kg 県土整備部

松杭丸太 長2m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長2m　末口7.5㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長2m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長2m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長2m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 県土整備部

松杭丸太 長2m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長3m　末口7.5㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長3m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長3m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長3m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 県土整備部

松杭丸太 長3m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長4m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長4m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長4m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 県土整備部

松杭丸太 長4m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 県土整備部

松杭丸太 長5m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 県土整備部

松杭丸太 長5m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 県土整備部

松杭丸太 長6m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 県土整備部

松杭丸太 長6m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 県土整備部

松杭丸太 長7m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長7m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松丸太 長1.2m　末口6㎝(先端加工費及び皮むき料なし） 本 172

松丸太 長1.2m　末口9㎝(先端加工費及び皮むき料なし） 本 387

松丸太 長1.2m　末口12㎝(先端加工費及び皮むき料なし） 本 688

松丸太 長1.5m　末口6㎝(先端加工費及び皮むき料なし） 本 215

松丸太 長1.5m　末口9㎝(先端加工費及び皮むき料なし） 本 483

松丸太 長1.5m　末口12㎝(先端加工費及び皮むき料なし） 本 3月号(建)

松丸太 長1.5m　末口15㎝(先端加工費及び皮むき料なし） 本 1,340

松杭丸太 長1.8m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長1.8m　末口7.5㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長1.8m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 県土整備部

松杭丸太 長2.5m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 県土整備部

松杭丸太 長2.6m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)
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松杭丸太 長2.8m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長3m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長3.2m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長3.3m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長3.7m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

松杭丸太 長4m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(建)

松杭丸太 長5m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(建)

松杭丸太 長5m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(建)

松杭丸太 長6m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(建)

松杭丸太 長6m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(建)

松杭丸太 長7m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(建)

松杭丸太 長1.5m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし） 本 3月号(平)

素材　杉丸太（１，２等込） 長3.6～4.0m　末口7.5㎝ m3 県土整備部

素材　杉丸太（１，２等込） 長3.6～4.0m　末口10～13㎝ m3 県土整備部

素材　松丸太（１，２等込） 長2.0m　　　　末口7.5㎝ m3 県土整備部

素材　松丸太（１，２等込） 長3.0m　　　　末口7.5㎝ m3 県土整備部

素材　松丸太（１，２等込） 長4.0m　　　　末口7.5㎝ m3 県土整備部

素材　松丸太（１，２等込） 長2.0m　　　　末口9.0㎝ m3 県土整備部

素材　松丸太（１，２等込） 長3.0m　　　　末口9.0㎝ m3 県土整備部

素材　松丸太（１，２等込） 長4.0m　　　　末口9.0㎝ m3 県土整備部

素材　松丸太（１，２等込） 長2.0m　　　　末口10～13㎝ m3 県土整備部

素材　松丸太（１，２等込） 長3.0m　　　　末口10～13㎝ m3 県土整備部

素材　松丸太（１，２等込） 長4.0m　　　　末口10～13㎝ m3 県土整備部

太鼓落し 松　長4m　厚12㎝ 本 県土整備部

太鼓落し 松　長4m　厚15㎝ 本 県土整備部

切丸太 長2.0m　末口7.5㎝ 本 県土整備部

切丸太 長4.0m　末口6.0㎝ 本 県土整備部

松矢板 幅12㎝　長2m　厚3.0～4.5㎝ m3 県土整備部

松矢板 幅15㎝　長4m　厚3.0～4.5㎝ m3 県土整備部

雑矢板 幅12㎝　長2m　厚3.0～4.5㎝ m3 県土整備部

正割材　（杉特１等） 長4m　幅6.0㎝   厚6.0㎝ m3 県土整備部

コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800 枚 県土整備部

コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×600×1800 枚 県土整備部

ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ 県土整備部

軽油 ＪＩＳ１．２号　小型ローリー Ｌ 県土整備部

軽油 ＪＩＳ１．２号　ローリー Ｌ 県土整備部

軽油 ＪＩＳ１．２号　ドラム Ｌ 県土整備部

重油 Ａ重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾊﾞｰｼﾞ Ｌ 県土整備部

灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ 県土整備部

酸素ガス ボンベ m3 県土整備部

アセチレンガス ボンベ kg 県土整備部

プロパンガス 工業用業務用　ボンベ kg 県土整備部

軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド Ｌ 3月号(平)

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ 県土整備部

練炭 高4号 個 削除

免税軽油(1，2号) ローリー渡し Ｌ 県土整備部

免税軽油(1，2号) ドラム渡し Ｌ 県土整備部

免税軽油(1，2号) 小型ローリー渡し Ｌ 県土整備部

溶接ワイヤー 3.2mm　JIS　Z3313 kg 県土整備部

電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径5.0mm kg 3月号(平)

電気溶接棒 高張力鋼用　E4916　棒径5.0mm kg 県土整備部

接着用プライマー 区画線用 kg 県土整備部

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 常温式 1種B 白 Ｌ 県土整備部

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 常温式 1種B 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 Ｌ 県土整備部

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 加熱式 2種B 白 Ｌ 県土整備部

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 加熱式 2種B 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 Ｌ 県土整備部

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白 kg 県土整備部

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄 kg 県土整備部

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ20～23% 白 kg 県土整備部

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 kg 県土整備部

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 kg 県土整備部

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm) kg 県土整備部

路面標示用水性塗料(JIS K 5665) 常温式 1種A 白 比重1.5 Ｌ 県土整備部

路面標示用水性塗料(JIS K 5665) 常温式 1種A 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 Ｌ 県土整備部

路面標示用水性塗料(JIS K 5665) 加熱式 2種A 白 比重1.7 Ｌ 県土整備部

路面標示用水性塗料(JIS K 5665) 加熱式 2種A 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 Ｌ 県土整備部

土のう　化学繊維使用 62㎝×48㎝ 枚 県土整備部

大型土のう袋 1.0ｔ用 枚 県土整備部

植生土のう袋 幅40×60cm　袋のみ 枚 県土整備部

耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×H110㎝ 1年対応 枚 県土整備部

コンクリートカッタ用ブレード 径300mm 枚 県土整備部
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コンクリートカッタ用ブレード 径400mm 枚 県土整備部

コンクリートカッタ用ブレード 径560mm 枚 県土整備部

コンクリートカッタ用ブレード 径650mm 枚 県土整備部

コンクリートカッタ用ブレード 径750mm 枚 県土整備部

コンクリートカッタ用ブレード 径1060mm 枚 県土整備部

コンクリートカッタ用ブレード 径960mm 枚 3月号(平)

コンクリートカッタ用ブレード 径350mm 枚 県土整備部

測量杭（杉） 4.5㎝×4.5㎝×45㎝ 本 県土整備部

測量杭（杉） 6㎝×6㎝×60㎝ 本 県土整備部

測量杭（杉） 9㎝×9㎝×75㎝ 本 県土整備部

測量杭（杉） 9㎝×9㎝×90㎝ 本 県土整備部

正割材（杉特１等） 長4m×厚6.0㎝×幅6.0㎝ 本 県土整備部

ワイヤロープ 4号裸A種　　径6mm　 　6×24 ｍ 県土整備部

ワイヤロープ 4号裸A種　　径9mm　 　6×24 ｍ 県土整備部

ワイヤロープ 4号裸A種　　径12mm　　6×24 ｍ 県土整備部

ワイヤロープ 4号裸A種　　径16mm　　6×24 ｍ 県土整備部

マニラロープ 中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ﾖﾘ kg 県土整備部

なわ（１５０～２００ｍ） 4～6㎏　径8mm 巻 県土整備部

なわ（１４０～１６０ｍ） 4～6㎏　径10mm 巻 県土整備部

埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 巻 3月号(平)

トラテープ 45mm×10m　黄・黒・赤・白 巻 3月号(平)

ビニルサクションホース 径25mm ｍ 3月号(平)

ビニルサクションホース 径38mm ｍ 3月号(平)

ウォータホース 径38mm×2B ｍ 3月号(平)

ウォータホース 径50mm×2B ｍ 3月号(平)

エアーホース 径38mm×3B ｍ 3月号(平)

エアーホース 径50mm×3B ｍ 3月号(平)

塩ビ送水ホース 径200mm ｍ 3月号(平)

注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2 組 県土整備部

注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3 組 県土整備部

サクションホース φ38.0mm×2 組 県土整備部

サクションホース φ38.0mm×3 組 県土整備部

二重管ホース φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m 本 県土整備部

シールパッカーセット 個 県土整備部

シールセット 個 県土整備部

ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径101mm　長3.0m 本 県土整備部

ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径150mm　長3.0m 本 県土整備部

シャンクロッド 径95mm用 個 県土整備部

コアチューブ（シングル用） 径66mm　長1.5m 本 3月号(平)

コアチューブ（シングル用） 径76mm　長1.5m 本 3月号(平)

コアチューブ（シングル用） 径86mm　長1.5m 本 3月号(平)

コアチューブ（シングル用） 径101mm　長1.5m 本 3月号(平)

コアチューブ（シングル用） 径116mm　長1.5m 本 3月号(平)

コアチューブ（シングル用） 径250mm　長1.0m 本 県土整備部

コアチューブ（シングル用） 径350mm　長1.0m 本 県土整備部

コアチューブ（シングル用） 径450mm　長1.0m 本 県土整備部

コアチューブ（シングル用） 径550mm　長1.0m 本 県土整備部

メタルクラウン（シングル用） 径46mm 個 県土整備部

メタルクラウン（シングル用） 径66mm 個 県土整備部

メタルクラウン（シングル用） 径76mm 個 3月号(平)

メタルクラウン（シングル用） 径86mm 個 県土整備部

メタルクラウン（シングル用） 径101mm 個 3月号(平)

メタルクラウン（シングル用） 径116mm 個 3月号(平)

メタルクラウン（シングル用） 径200mm 個 3月号(平)

メタルクラウン（シングル用） 径250mm 個 県土整備部

メタルクラウン（シングル用） 径300mm 個 3月号(平)

メタルクラウン（シングル用） 径350mm 個 県土整備部

メタルクラウン（シングル用） 径400mm 個 3月号(平)

メタルクラウン（シングル用） 径450mm 個 県土整備部

メタルクラウン（シングル用） 径500mm 個 県土整備部

メタルクラウン（シングル用） 径550mm 個 県土整備部

ケーシングパイプ 径46mm用　長1.5m 本 3月号(平)

ケーシングパイプ 径56mm用　長1.5m 本 3月号(平)

ケーシングパイプ 径66mm用　長1.5m 本 3月号(平)

ケーシングパイプ 径76mm用　長1.5m 本 3月号(平)

ケーシングパイプ 径86mm用　長1.5m 本 3月号(平)

ケーシングパイプ 径101mm用　長1.5m 本 3月号(平)

ケーシングパイプ 径116mm用　長1.5m 本 3月号(平)

ケーシングパイプ 径66mm用　長1.0m 本 3月号(平)

ケーシングパイプ 径76mm用　長1.0m 本 3月号(平)

ケーシングパイプ 径86mm用　長1.0m 本 3月号(平)
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ケーシングパイプ 径101mm用　長1.0m 本 3月号(平)

ケーシングパイプ 径116mm用　長1.0m 本 3月号(平)

ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径40.5mm　長3.0m 本 3月号(平)

ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径40.5mm　長1.0m 本 3月号(平)

ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径73mm　長3.0m 本 県土整備部

ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径90mm　長3.0m 本 県土整備部

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径110mm 個 県土整備部

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径160mm 個 県土整備部

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径255mm 個 3月号(平)

コアチューブ（コンクリート削孔用） 実外径160mm　長250mm 本 3月号(建)

コアチューブ（コンクリート削孔用） 実外径255mm　長250mm 本 3月号(建)

アダプター（コンクリート削孔用） 実外径160mm　長80mm 個 3月号(建)

アダプター（コンクリート削孔用） 実外径255mm　長80mm 個 3月号(建)

ウィングビット 径250mm 個 県土整備部

ウィングビット 径350mm 個 県土整備部

ウィングビット 径450mm 個 県土整備部

ウィングビット 径500mm 個 県土整備部

ウィングビット 径550mm 個 県土整備部

トリコンビット（ツースタイプ） 径250mm 個 県土整備部

トリコンビット（ツースタイプ） 径350mm 個 県土整備部

トリコンビット（ツースタイプ） 径450mm 個 県土整備部

トリコンビット（ツースタイプ） 径500mm 個 県土整備部

トリコンビット（ツースタイプ） 径550mm 個 県土整備部

サブソケット 径250mm用 個 県土整備部

サブソケット 径350mm用 個 県土整備部

サブソケット 径450mm用 個 県土整備部

サブソケット 径500mm用 個 県土整備部

サブソケット 径550mm用 個 県土整備部

ドリルカラー 径250mm用　長1.0m 個 県土整備部

ドリルカラー 径350mm用　長1.0m 個 県土整備部

ドリルカラー 径450mm用　長1.0m 個 県土整備部

ドリルカラー 径500mm用　長1.0m 個 県土整備部

二重管ボーリングロッド ｍ 県土整備部

メタルクラウン 径41.0mm 個 県土整備部

単相用グラウトモニタ 径40.5mm 個 県土整備部

複相用グラウトモニタ 径40.5mm 個 県土整備部

ケーシング 径96mm(カップリング付) 個 3月号(平)

ウォータスイベル 径96mm 個 3月号(平)

シャンクロッド 径90mm用 個 県土整備部

シャンクロッド 径115mm用 個 県土整備部

シャンクロッド 径135mm用 個 県土整備部

打込アダプター 径90mm用 個 県土整備部

打込アダプター 径115mm用 個 県土整備部

打込アダプター 径135mm用 個 県土整備部

ドリルパイプ 径90mm用　長1.5m 本 県土整備部

ドリルパイプ 径115mm用　長1.5m 本 県土整備部

ドリルパイプ 径135mm用　長1.5m 本 県土整備部

ドリルパイプ 径146mm用　長1.5m 本 県土整備部

インナーロッド 径90mm用　長1.5m 本 県土整備部

インナーロッド 径115mm用　長1.5m 本 県土整備部

インナーロッド 径135mm用　長1.5m 本 県土整備部

インナーロッド 径146mm用　長1.5m 本 県土整備部

リングビット 径90mm用 個 県土整備部

リングビット 径115mm用 個 県土整備部

リングビット 径135mm用 個 県土整備部

リングビット 径146mm用 個 県土整備部

インナービット 径90mm用 個 県土整備部

インナービット 径115mm用 個 県土整備部

インナービット 径135mm用 個 県土整備部

インナービット 径146mm用 個 県土整備部

ドリルパイプ 径90mm用　長1.0m 本 県土整備部

ドリルパイプ 径115mm用　長1.0m 本 県土整備部

ドリルパイプ 径135mm用　長1.0m 本 県土整備部

インナーロッド 径90mm用　長1.0m 本 県土整備部

インナーロッド 径115mm用　長1.0m 本 県土整備部

インナーロッド 径135mm用　長1.0m 本 県土整備部

軌条用ペーシ 15㎏用 枚 3月号(平)

軌条用ペーシ 22㎏用 枚 3月号(平)

軌条用ペーシ 30㎏用 枚 3月号(平)

軌条用モール 15㎏用 個 3月号(平)

軌条用モール 22㎏用 個 3月号(平)
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軌条用モール 30㎏用 個 3月号(平)

軌条用犬くぎ 15㎏用 本 3月号(平)

軌条用犬くぎ 22㎏用 本 3月号(平)

軌条用犬くぎ 30㎏用 本 3月号(平)

図面袋 Ａ－１　１０枚 枚 3月号(建)

図面袋 Ａ－１　３０枚 枚 3月号(建)

図面袋 Ａ－２　１０枚 枚 3月号(建)

図面袋 Ａ－２　３０枚 枚 3月号(建)

図面袋 Ａ－０　１０枚 枚 3月号(建)

図面袋 Ａ－０　３０枚 枚 3月号(建)

ポリエステルベース 片面#400ロール 0.92×20m 本 県土整備部

ポリエステルベース 片面#300ロール 0.92×20m 本 県土整備部

ポリエステルシート 片面#400 A1判 枚 3月号(建)

ポリエステルシート 片面#300 A1判 枚 県土整備部

ポリエステルベース 片面#500 0.92×20m 本 県土整備部

ポリエステルシート 片面#500 A1判 枚 3月号(建)

引伸用印画紙 ２倍　４９．５㎝×５１．０㎝ 枚 県土整備部

引伸用印画紙 部分４倍　15㎝×15㎝ 枚 県土整備部

密着用引画紙　カラー ２４㎝×２６㎝ 枚 県土整備部

密着用引画紙　白黒 ２４㎝×２６㎝ 枚 県土整備部

フィルム 35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚 本 3月号(建)

３５mmマイクロフィルム 無孔スプール付　30.5m 巻 3月号(建)

工業用Ｘ線フィルム 8.5㎝×30.5㎝ 枚 3月号(建)

３５㎜ﾌｨﾙﾑ 白黒３６ＥＸ 本 3月号(建)

フィルム 35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚 本 3月号(建)

乾電池 単２　(1.5V) 個 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－３　４００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－４以下　４００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ｂ－４　４００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－３　１００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－４以下　１００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ｂ－４　１００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－３　５００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－４以下　５００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ｂ－４　５００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－３　２００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－４以下　２００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ｂ－４　２００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－３　６００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－４以下　６００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ｂ－４　６００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－３　３００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－４以下　３００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ｂ－４　３００枚 部 3月号(建)

図面焼付代(ｺﾋﾟｰ) Ａ－０ 枚 3月号(建)

図面焼付代(ｺﾋﾟｰ) Ａ－１ 枚 3月号(建)

図面焼付代(ｺﾋﾟｰ) Ａ－２ 枚 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－３　７００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－４以下　７００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ｂ－４　７００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－３　８００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－４以下　８００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ｂ－４　８００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－３　９００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－４以下　９００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ｂ－４　９００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－３　１０００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ａ－４以下　１０００枚 部 3月号(建)

報告書焼付代（コピ－） Ｂ－４　１０００枚 部 3月号(建)

簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル) 冊 527

簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) 冊 572

簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル) 冊 664

簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル) 冊 782

ＤＶＤ－Ｒ ＤＶＤ－Ｒ　片面1層　4.7ＧＢ 枚 県土整備部

型枠剥離剤(鋼製用) マジックコート相当　(18L入) Ｌ 県土整備部

現場ＣＢＲ試験 舗装掘削補修費別途・準備費含む 箇所 3月号(平)

室内ＣＢＲ試料採取 現状土 ４ﾓｰﾙﾄﾞ／箇所 箇所 県土整備部

室内ＣＢＲ試料採取 変状土 70Kg採取 箇所 県土整備部

変状土ＣＢＲ試験 修正ＣＢＲ 9ﾓｰﾙﾄﾞ 試料 県土整備部

変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ 試料 県土整備部

現状土ＣＢＲ試験 水浸法 1ﾓｰﾙﾄﾞ 試料 県土整備部
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室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202 ３個／試料 試料 県土整備部

室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203 ３個／試料 試料 県土整備部

室内土質試験　土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含） 試料 県土整備部

室内土質試験　土の粒度試験 ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満 試料 県土整備部

室内土質試験　土の粒度試験 ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ未満 試料 県土整備部

室内土質試験　土の粒度試験 ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満 試料 県土整備部

室内土質試験　土の粒度試験 ふるい分析　試料４ｋｇ以上 試料 県土整備部

室内土質試験　土の液性限界試験 JIS A 1205 ６点／試料 試料 県土整備部

室内土質試験　土の塑性限界試験 JIS A 1205 ３個／試料 試料 県土整備部

室内土質試験　土の保水性試験 遠心法 ３個／試料 試料 県土整備部

室内土質試験　土の収縮定数試験 JIS A 1209 １個／試料 試料 県土整備部

室内土質試験　土の強熱減量試験 ３個／試料 試料 3月号(平)

室内土質試験　土のＰＨ試験 ガラス電極法 試料 3月号(平)

室内土質試験　土の塩素イオン含有量試験 試料 3月号(平)

室内土質試験　土の湿潤密度試験 Ａ法（ノギス法）　３個／試料 試料 県土整備部

室内土質試験　砂の最大密度・最小密度試験 相対密度 試料 3月号(平)

室内土質試験　土の透水試験 JIS　A　1218　定水位法 試料 県土整備部

室内土質試験　土の透水試験 JIS　Ａ　1218　変水位法 試料 県土整備部

室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法 モールド径10　ランマ2.5 試料 県土整備部

室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法 モールド径10　ランマ4.5 試料 県土整備部

室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法 モールド径15　ランマ2.5 試料 県土整備部

室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法 モールド径15　ランマ4.5 試料 県土整備部

室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥 モールド径10　ランマ2.5 試料 県土整備部

室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥 モールド径10　ランマ4.5 試料 県土整備部

室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥 モールド径15　ランマ2.5 試料 県土整備部

室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥 モールド径15　ランマ4.5 試料 県土整備部

室内土質試験　土の一軸圧縮試験 ２供試体／試料 試料 県土整備部

室内土質試験　土の圧密試験 １供試体／試料 試料 県土整備部

室内土質試験　一面せん断試験　ＵＵ試験 １試料につき３供試体 試料 県土整備部

室内土質試験　一面せん断試験　ＣＵ試験 １試料につき３供試体 試料 県土整備部

室内土質試験　三軸圧縮試験　ＵＵ試験 １試料につき３供試体 試料 県土整備部

室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＤ試験 １試料につき３供試体 試料 県土整備部

室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径３５mm ３供試体／試料 試料 県土整備部

室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径５０mm ３供試体／試料 試料 3月号(平)

三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径３５mm(間げき水圧測定含む) 試料 県土整備部

三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径５０mm(間げき水圧測定含む) 試料 3月号(平)

室内土質試験　改良型一面せん断試験 ＵＵ試験　１試料に３供試体 試料 3月号(平)

室内土質試験　改良型一面せん断試験 ＣＵ試験　１試料に３供試体 試料 3月号(平)

室内土質試験　改良型一面せん断試験 ＣＤ試験　１試料に３供試体 試料 3月号(平)

運賃料金 20t車以上30t車まで　20kmまで 台 農水省等

運賃料金 20t車以上30t車まで　50kmまで 台 農水省等

運賃料金 20t車以上30t車まで　100kmまで 台 農水省等

運賃料金 20t車以上30t車まで　150kmまで 台 農水省等

運賃料金 20t車以上30t車まで　200kmまで 台 農水省等

積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し ton 県土整備部

積卸し費 積込み･取卸し ton 県土整備部

積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ ton 県土整備部

仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 50km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 60km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 70km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 80km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 100km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 110km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 120km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 130km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 140km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 150km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 160km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 170km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 180km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 190km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 200km以下　製品長12m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等
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仮設材輸送運賃料金 50km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 60km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 70km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 80km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 100km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 110km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 120km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 130km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 140km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 150km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 160km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 170km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 180km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 190km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 200km以下　製品長12m超～15m以内 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 50km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 60km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 70km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 80km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 100km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 110km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 120km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 130km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 140km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 150km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 160km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 170km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 180km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 190km以下　製品長15m超 ton 農水省等

仮設材輸送運賃料金 200km以下　製品長15m超 ton 農水省等

ビニール風管 厚0.4mm　口径300 ｍ 3月号(平)

野芝（半土付） ㎡ 県土整備部

高らい芝 ㎡ 県土整備部

人工張芝（ネット） 幅50㎝程度 ㎡ 3月号(平)

人工張芝（ワラ） 幅100㎝程度 ㎡ 3月号(平)

人工筋芝 幅　7㎝ ｍ 県土整備部

人工筋芝 幅10㎝ ｍ 県土整備部

人工筋芝 幅15㎝ ｍ 県土整備部

設計用技師長宿泊費 （乙地）消費税抜き（９級相当） 人 農水省等

設計用主任技師宿泊費 （乙地）消費税抜き（７級相当） 人 農水省等

設計用技師（Ａ）宿泊費 （乙地）消費税抜き（６級相当） 人 農水省等

設計用技師（Ｂ）宿泊費 （乙地）消費税抜き（４級相当） 人 農水省等

設計用技師（Ｃ）宿泊費 （乙地）消費税抜き（３級相当） 人 農水省等

設計用技術員宿泊費 （乙地）消費税抜き（２級相当） 人 農水省等

測量業務主任技師宿泊費 （乙地）消費税抜き（６級相当） 人 農水省等

測量業務技師宿泊費 （乙地）消費税抜き（４級相当） 人 農水省等

測量業務技師補宿泊費 （乙地）消費税抜き（２級相当） 人 農水省等

測量業務助手宿泊費 （乙地）消費税抜き（１級相当） 人 農水省等

測量業務操縦士宿泊費 （乙地）消費税抜き（４級相当） 人 農水省等

測量業務整備士宿泊費 （乙地）消費税抜き（３級相当） 人 農水省等

測量業務撮影士宿泊費 （乙地）消費税抜き（３級相当） 人 農水省等

測量業務撮影助手宿泊費 （乙地）消費税抜き（１級相当） 人 農水省等

地質調査技師宿泊費 （乙地）消費税抜き（４級相当） 人 農水省等

主任地質調査員宿泊費 （乙地）消費税抜き（２級相当） 人 農水省等

地質調査員宿泊費 （乙地）消費税抜き（１級相当） 人 農水省等

設計用技師長宿泊費 （甲地）消費税抜き（９級相当） 人 農水省等

設計用主任技師宿泊費 （甲地）消費税抜き（７級相当） 人 農水省等

設計用技師（Ａ）宿泊費 （甲地）消費税抜き（６級相当） 人 農水省等

設計用技師（Ｂ）宿泊費 （甲地）消費税抜き（４級相当） 人 農水省等

設計用技師（Ｃ）宿泊費 （甲地）消費税抜き（３級相当） 人 農水省等

設計用技術員宿泊費 （甲地）消費税抜き（２級相当） 人 農水省等

測量業務主任技師宿泊費 （甲地）消費税抜き（６級相当） 人 農水省等

測量業務技師宿泊費 （甲地）消費税抜き（４級相当） 人 農水省等

測量業務技師補宿泊費 （甲地）消費税抜き（２級相当） 人 農水省等

測量業務助手宿泊費 （甲地）消費税抜き（１級相当） 人 農水省等
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測量業務操縦士宿泊費 （甲地）消費税抜き（４級相当） 人 農水省等

測量業務整備士宿泊費 （甲地）消費税抜き（３級相当） 人 農水省等

測量業務撮影士宿泊費 （甲地）消費税抜き（３級相当） 人 農水省等

測量業務撮影助手宿泊費 （甲地）消費税抜き（１級相当） 人 農水省等

地質調査技師宿泊費 （甲地）消費税抜き（４級相当） 人 農水省等

主任地質調査員宿泊費 （甲地）消費税抜き（２級相当） 人 農水省等

地質調査員宿泊費 （甲地）消費税抜き（１級相当） 人 農水省等

設計用主任技術者宿泊費 （乙地）消費税抜き（９級相当） 人 農水省等

設計用主任技術者宿泊費 （甲地）消費税抜き（９級相当） 人 農水省等

測量業務補助員宿泊費 （乙地）消費税抜き（１級相当） 人 農水省等

測量船操縦士宿泊費 （乙地）消費税抜き（１級相当） 人 農水省等

測量業務補助員宿泊費 （甲地）消費税抜き（１級相当） 人 農水省等

測量船操縦士宿泊費 （甲地）消費税抜き（１級相当） 人 農水省等

外業の滞在日額旅費２級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで 人 農水省等

外業の滞在日額旅費３級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで 人 農水省等

外業の滞在日額旅費２級相当以下 宿泊30日目から59日目まで（30日） 人 農水省等

外業の滞在日額旅費３級相当以上 宿泊30日目から59日目まで（30日） 人 農水省等

外業の滞在日額旅費２級相当以下 宿泊60日目以上 人 農水省等

外業の滞在日額旅費３級相当以上 宿泊60日目以上 人 農水省等

設計用技師長日当 消費税抜き 人 農水省等

設計用主任技師日当 消費税抜き 人 農水省等

設計用技師（Ａ）日当 消費税抜き 人 農水省等

設計用技師（Ｂ）日当 消費税抜き 人 農水省等

設計用技師（Ｃ）日当 消費税抜き 人 農水省等

設計用技術員日当 消費税抜き 人 農水省等

測量業務主任技師日当 消費税抜き 人 農水省等

測量業務技師日当 消費税抜き 人 農水省等

測量業務技師補日当 消費税抜き 人 農水省等

測量業務助手日当 消費税抜き 人 農水省等

測量業務操縦士日当 消費税抜き 人 農水省等

測量業務整備士日当 消費税抜き 人 農水省等

測量業務撮影士日当 消費税抜き 人 農水省等

測量業務撮影助手日当 消費税抜き 人 農水省等

地質調査技師日当 消費税抜き 人 農水省等

主任地質調査員日当 消費税抜き 人 農水省等

地質調査員日当 消費税抜き 人 農水省等

設計用主任技術者日当 消費税抜き 人 農水省等

測量業務補助員日当 消費税抜き 人 農水省等

測量船操縦士日当 消費税抜き 人 農水省等

下水道用マンホール側塊 片面斜壁　６００Ｃ 個 県土整備部

下水道用マンホール側塊 片面斜壁　６００Ｄ 個 県土整備部

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 ソケットＢ形　φ３００ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 ソケットＢ形　φ３５０ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 ソケットＢ形　φ４００ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 径違ソケットＡ形１５０×１００ 個 3月号(平)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 径違ソケットＢ形３００×２５０ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 チーズ　Ａ形φ７５×５０ 個 3月号(平)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 チーズ　Ａ形φ１００×５０ 個 3月号(平)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 チーズ　Ａ形φ１５０×７５ 個 3月号(平)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 チーズ　Ａ形φ１５０×１００ 個 3月号(平)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 チーズ　Ａ形φ１２５×７５ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 ９０°　ベンドＢ形　φ３００ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 ９０°　ベンドＢ形　φ３５０ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 ４５°　ベンドＢ形　φ３００ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 ４５°　ベンドＢ形　φ３５０ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 ２２°　ベンドＢ形　φ３００ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 ２２°　ベンドＢ形　φ３５０ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 １１°　ベンドＢ形　φ３００ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 １１°　ベンドＢ形　φ３５０ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 ５°　ベンドＢ形　φ２００ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 ５°　ベンドＢ形　φ２５０ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 ５°　ベンドＢ形　φ３００ 個 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用ＴＳ継手 ５°　ベンドＢ形　φ３５０ 個 3月号(建)

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手(RR継手) ドレッサ型ジョイント(VP管用)　φ７５ 個 4,730

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手(RR継手) ドレッサ型ジョイント(VP管用)　φ１００ 個 7,340

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手(RR継手) ドレッサ型ジョイント(VP管用)　φ１２５ 個 9,450

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手(RR継手) ドレッサ型ジョイント(VP管用)　φ１５０ 個 11,600

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手(RR継手) ドレッサ型ジョイント(VP管用)　φ２００ 個 20,800

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手(RR継手) ドレッサ型ジョイント(VP管用)　φ２５０ 個 36,700

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手(RR継手) ドレッサ型ジョイント(VP管用)　φ３５０ 個 112,000

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手(RR継手) ドレッサ型ジョイント(VP管用)　φ４００ 個 130,000
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硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手(RR継手) ドレッサ型ジョイント(VP管用)　φ４５０ 個 149,000

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手(RR継手) ドレッサ型ジョイント(VP管用)　φ５００ 個 192,000

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能付（VP管用）φ２００×１００ 個 61,000

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能付（VP管用）φ２００×１５０ 個 67,100

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能付　分岐部フランジ付き(VP管用)φ１００×７５ 個 27,400

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製Ｔ字管(RR継手) ２受　分岐部フランジ付き(VP管用)φ３００×７５ 個 76,500

塩ビ管用　鋳鉄製　２受ＲＲ付 空気弁用Ｔ字管　φ７５×７５（離脱防止内蔵型） 個 27,800

塩ビ管用　鋳鉄製　２受ＲＲ付 空気弁用Ｔ字管　φ１００×７５（離脱防止内蔵型） 個 30,800

塩ビ管用　鋳鉄製　２受ＲＲ付 空気弁用Ｔ字管　φ１５０×７５（離脱防止内蔵型） 個 43,500

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手 押輪付ＭＦジョイント(VP管用)　φ７５ 個 10,200

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手 押輪付ＭＦジョイント(VP管用)　φ１００ 個 11,900

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手 押輪付ＭＦジョイント(VP管用)　φ１２５ 個 16,500

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手 押輪付ＭＦジョイント(VP管用)　φ１５０ 個 17,700

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手 押輪付ＭＦジョイント(VP管用)　φ２００ 個 26,600

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手 押輪付ＭＦジョイント(VP管用)　φ２５０ 個 34,800

硬質ポリ塩化ビニル管用鋳鉄製継手 押輪付ＭＦジョイント(VP管用)　φ３００ 個 43,800

硬質ポリ塩化ビニル管用ＦＲＰ製Ｔ字管(RR継手) ３受（VU管用）　φ２００×７５ 個 27,300

硬質ポリ塩化ビニル管用ＦＲＰ製Ｔ字管(RR継手) ３受（VU管用）　φ２００×１２５ 個 32,500

硬質ポリ塩化ビニル管用ＦＲＰ製Ｔ字管(RR継手) ３受（VU管用）　φ２００×１５０ 個 35,800

硬質ポリ塩化ビニル管用ＦＲＰ製Ｔ字管(RR継手) ３受（VU管用）　φ２００×２００ 個 39,300

硬質ポリ塩化ビニル管用ＦＲＰ製Ｔ字管(RR継手) ３受（VU管用）　φ２５０×１２５ 個 39,500

硬質ポリ塩化ビニル管用ＦＲＰ製Ｔ字管(RR継手) ３受（VU管用）　φ２５０×２００ 個 46,700

硬質ポリ塩化ビニル管用ＦＲＰ製Ｔ字管(RR継手) ３受（VU管用）　φ２５０×２５０ 個 52,000

硬質ポリ塩化ビニル管用ＦＲＰ製Ｔ字管(RR継手) ３受（VU管用）　φ３００×３００ 個 75,600

硬質ポリ塩化ビニル管用ＦＲＰ製Ｔ字管(RR継手) ３受（VU管用）　φ４００×７５ 個 58,600

硬質塩化ビニルＲＲ片受直管用滑材  kg 3月号(建)

硬質塩化ビニル管用接着剤  kg 3月号(建)

陶管　素焼直管 φ７５　Ｌ４５０ 本 170

陶管 ９０° 素焼曲管　φ７５ 本 299

陶管 ９０° 素焼枝付管　φ７５ 本 456

陶管　素焼止蓋 φ７５ 個 81

コンクリート仕切縁石 １５０×３００×５５０ 個 4,180

コンクリート仕切弁筺用補足土留 ３００×３００ 個 2,560

基礎コンクリート板 空気弁用　５００型 枚 3,150

基礎コンクリート板 空気弁用　７００型 枚 6,200

基礎コンクリート板 制水弁用 枚 2,360

基礎コンクリート板 仕切弁用　７００型 枚 3,740

ＦＲＰ製蓋（空気弁保護工用） ３００型　ｸｻﾘ付 本 3,530

ＦＲＰ製蓋（空気弁保護工用） ５００型　ｸｻﾘ付 本 6,160

ＦＲＰ製蓋（空気弁保護工用） ３００型　ロックなし 本 52,100

ＦＲＰ製蓋（空気弁保護工用） ５００型　ロックなし 本 99,000

千葉県型側溝 歩道用　３００＊３００＊２０００ 本 県土整備部

千葉県型側溝 歩道用　３００＊４００＊２０００ 本 県土整備部

千葉県型側溝 歩道用　３００＊５００＊２０００ 本 県土整備部

千葉県型側溝 歩道用　３００＊６００＊２０００ 本 県土整備部

千葉県型側溝 歩道用　４００＊４００＊２０００ 本 県土整備部

千葉県型側溝 歩道用　４００＊５００＊２０００ 本 県土整備部

千葉県型側溝 歩道用　４００＊６００＊２０００ 本 県土整備部

千葉県型側溝（２５t） 路側用　３００＊３００＊２０００ 本 県土整備部

千葉県型側溝（２５t） 路側用　３００＊４００＊２０００ 本 県土整備部

千葉県型側溝（２５t） 路側用　３００＊５００＊２０００ 本 県土整備部

千葉県型側溝（２５t） 路側用　３００＊６００＊２０００ 本 県土整備部

千葉県型側溝（２５t） 路側用　４００＊４００＊２０００ 本 県土整備部

千葉県型側溝（２５t） 路側用　４００＊５００＊２０００ 本 県土整備部

千葉県型側溝（２５t） 路側用　４００＊６００＊２０００ 本 県土整備部

千葉県型側溝蓋 歩道用　３９０＊７０＊４９５ 枚 県土整備部

千葉県型側溝蓋 歩道用　４９０＊７０＊４９５ 枚 県土整備部

千葉県型側溝蓋(２５t） 路側用　３９０＊１００＊４９５ 枚 県土整備部

千葉県型側溝蓋(２５t） 路側用　４９０＊１２０＊４９５ 枚 県土整備部

鉄筋コンクリート分水桝用ＢＯＸ－Ⅱ型 ６００×６００ 個 23,400

鉄筋コンクリート分水桝用ＢＯＸ－Ⅱ型　（底板） ６００×６００ 個 14,600

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ６００　Ｂ６００ 本 4,260

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ６００　Ｂ８００ 本 4,790

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ６００　Ｂ１０００ 本 5,320

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ６００　Ｂ１２００ 本 5,850

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ６００　Ｂ１４００ 本 6,370

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ６００　Ｂ１６００ 本 6,890

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ６００　Ｂ１８００ 本 7,390

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ６００　Ｂ２０００ 本 7,880

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ９００　Ｂ８００ 本 8,890

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ９００　Ｂ１０００ 本 9,700
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鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ９００　Ｂ１２００ 本 10,500

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ９００　Ｂ１４００ 本 11,300

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ９００　Ｂ１６００ 本 12,200

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ９００　Ｂ１８００ 本 12,900

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ９００　Ｂ２０００ 本 13,700

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ１２００　Ｂ８００ 本 14,600

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ１２００　Ｂ１０００ 本 15,600

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ１２００　Ｂ１２００ 本 16,700

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ１２００　Ｂ１５００ 本 18,400

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ１２００　Ｂ１８００ 本 20,100

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ１２００　Ｂ２０００ 本 21,200

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ１２００　Ｂ２５００ 本 23,800

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ１２００　Ｂ３０００ 本 26,600

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ１２００　Ｂ３５００ 本 29,300

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ１２００　Ｂ４０００ 本 32,300

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ１５００　Ｂ２０００ 本 30,800

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ１５００　Ｂ２５００ 本 34,500

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ１５００　Ｂ３０００ 本 37,900

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ１５００　Ｂ３５００ 本 41,600

鉄筋コンクリート柵渠　Ｂ型柵杭 Ｈ１５００　Ｂ４０００ 本 45,000

鉄筋コンクリート柵渠　柵板 Ｂ形用　２９８×５０×１４１０ 枚 2,500

鉄筋コンクリート柵渠　柵板 Ｂ形用　５９８×５０×１４１０ 枚 5,010

鉄筋コンクリート柵渠　柵板 Ｂ形用　２９８×５０×１０９０ 枚 3,320

鉄筋コンクリート柵渠　切欠柵板 Ｂ形用　６９８×５０×１４１０ 枚 6,040

鉄筋コンクリート柵板　落差工用 Ｂ型落差工用　５０×１４１０ 枚 4,990

鉄筋コンクリート矢板 厚６０　幅４００　長２．０ｍ 枚 6,370

鉄筋コンクリート水路用組立桝（Ｓ型） ８００－Ａ型（無孔） 個 65,200

鉄筋コンクリート水路用組立桝（Ｓ型） ８００－Ｂ型（有孔） 個 68,500

鉄筋コンクリート水路用組立桝（Ｓ型） １０００－Ａ型（無孔） 個 108,000

鉄筋コンクリート水路用組立桝（Ｓ型） １０００－Ｂ型（有孔） 個 111,000

鉄筋コンクリート水路用組立桝（Ｓ型） １２００－Ａ型（無孔） 個 156,000

鉄筋コンクリート水路用組立桝（Ｓ型） １２００－Ｂ型（有孔） 個 159,000

鉄筋コンクリート水路用組立桝（側板） ８００－Ａ型（無孔） 個 12,900

鉄筋コンクリート水路用組立桝（側板） ８００－Ｂ型（有孔） 個 16,200

鉄筋コンクリート水路用組立桝（側板） １０００－Ａ型（無孔） 個 19,800

鉄筋コンクリート水路用組立桝（側板） １０００－Ｂ型（有孔） 個 23,300

鉄筋コンクリート水路用組立桝（側板） １２００－Ａ型（無孔） 個 24,900

鉄筋コンクリート水路用組立桝（側板） １２００－Ｂ型（有孔） 個 28,200

鉄筋コンクリート水路用組立桝（うなぎ止め） ８００型 個 6,100

鉄筋コンクリート水路用組立桝（うなぎ止め） １０００型 個 6,980

鉄筋コンクリート水路用組立桝（うなぎ止め） １２００型 個 7,990

鉄筋コンクリート帯工（１） ３０００×２００×４００ 個 30,000

鉄筋コンクリート帯工（２） ３０００×３００×３００ 個 33,300

鉄筋コンクリート帯工（３） ３０００×３５０×２５０ 個 33,100

鉄筋コンクリート帯工（４） ３０００×４００×２５０ 個 36,900

鉄筋コンクリート躯体（１） １４００×８００×６００ 個 38,000

鉄筋コンクリート躯体（２） １４００×８００×３００ 個 19,900

鉄筋コンクリート底塊 １４００×８００×２００ 個 22,400

鉄筋コンクリート給水栓桝　（水田用） ３６０×３００ 個 9,660

用地境界杭　（千葉県標） １０５×１０５×６００ 本 県土整備部

用地境界杭　（千葉県標） １０５×１０５×９００ 本 県土整備部

用地境界杭　（千葉県標） １３０×１３０×１２００ 本 県土整備部

鉄筋コンクリート組立土止め板 幅298mm 厚60mm 長910mm 枚 1,510

ＲＣボックスカルバート　Ｔ―２５ ６００×６００×２０００ 個 県土整備部

ＲＣボックスカルバート　Ｔ―２５ ７００×７００×２０００ 個 県土整備部

ＲＣボックスカルバート　Ｔ―２５ ２０００×１５００×２０００ 個 県土整備部

ＲＣボックスカルバート　Ｔ―２５ ２０００×２０００×２０００ 個 県土整備部

二面水路 B600×H900×L2000   RC 個 38,000

二面水路 B600×H1200×L2000   RC 個 63,400

二面水路 B800×H900×L2000   RC 個 40,200

二面水路 B800×H1200×L2000   RC 個 61,700

二面水路 B1000×H900×L2000   RC 個 42,500

二面水路 B1000×H1000×L2000   RC 個 54,300

二面水路 B1200×H900×L2000   RC 個 43,700

二面水路 B1200×H1200×L2000   RC 個 65,300

二面水路 B1400×H900×L2000   RC 個 46,400

二面水路 B1500×H1200×L2000   RC 個 67,900

二面水路 B1600×H900×L2000   RC 個 47,800

二面水路 B1800×H900×L2000   RC 個 49,200

二面水路 B1800×H1200×L2000   RC 個 70,500

二面水路 B2000×H900×L2000   RC 個 53,400
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二面水路 B2000×H1200×L2000   RC 個 72,300

二面水路 B2000×H1500×L2000   RC 個 102,000

二面水路 B2500×H1500×L2000   RC 個 114,000

二面水路 B3000×H1500×L2000   RC 個 174,000

二面水路 B3500×H1500×L2000   RC 個 190,000

二面水路 B1400×H1000×L2000   RC 個 59,600

二面水路 B1800×H1000×L2000   RC 個 67,700

マンホール蓋（ダクタイル鋳鉄） Ｔ－２５　６００用 組 県土整備部

マンホール蓋（ダクタイル鋳鉄） Ｔ－１４　６００用 組 県土整備部

スコッチテープ ２０×２００mm　封入型 枚 県土整備部

スコッチテープ ２０×２５０mm　封入型 枚 県土整備部

スコッチテープ ２０×３７０mm　封入型 枚 県土整備部

スコッチテープ ２０×４５０mm　封入型 枚 県土整備部

安定策 鉄線　８番 ｍ 3月号(平)

止水板（ゴム製） ＥＤー２３０×１０ ｍ 3月号(平)

止水板（ゴム製） ＥＡー３００×１２．５ ｍ 3月号(積)

吸出し防止材 厚０．７mm ㎡ 3月号(平)

吸出し防止材 厚１．０mm ㎡ 3月号(平)

吸出・洗堀防止シート 厚１０mm ㎡ 3月号(建)

吸出・洗堀防止シート 厚２０mm ㎡ 3月号(建)

暗渠排水用　合成樹脂管 近以内径φ５０ (ロール、波状管) ｍ 3月号(平)

暗渠排水用　合成樹脂管 近以内径φ６０ (ロール、波状管) ｍ 3月号(平)

暗渠排水用　合成樹脂管 近以内径φ６５ (ロール、波状管) ｍ 3月号(平)

暗渠排水用　合成樹脂管 近以内径φ７５ (ロール、波状管) ｍ 3月号(積)

暗渠排水用合成樹脂管 ﾄﾞﾚﾝﾚｲﾔｰφ50（ロール，波状管） ｍ 3月号(平)

被覆材（モミガラ） ０．１２９m3／袋 袋 370

水閘 PVC製　φ65　H=1.5m程度 本 6,760

水閘 PVC製　φ75　H=1.5m程度 本 7,930

水閘 PVC製　φ100　H=1.5m程度 本 11,200

松太鼓落し T=9cm  長さ4m 本 2,410

太鼓落し(杉・間伐材） T=9cm  長さ4m 本 1,760

県内杉間伐材（丸太） 長さ２ｍ以下　末口１５ｃｍ以下 m3 県土整備部

県内杉間伐材（丸太） 長さ３ｍ以下　末口１５ｃｍ以下 m3 県土整備部

県内杉間伐材（丸太） 長さ４ｍ以下　末口１５ｃｍ以下 m3 県土整備部

県内杉間伐材（杭木） 長さ２ｍ以下　末口１５ｃｍ以下 m3 県土整備部

県内杉間伐材（杭木） 長さ３ｍ以下　末口１５ｃｍ以下 m3 県土整備部

県内杉間伐材（杭木） 長さ４ｍ以下　末口１５ｃｍ以下 m3 県土整備部

県内杉間伐材（半割） 長さ２ｍ以下　末口１５ｃｍ以下 本 県土整備部

県内杉間伐材（半割） 長さ３ｍ以下　末口１５ｃｍ以下 本 県土整備部

県内杉間伐材（半割） 長さ４ｍ以下　末口１５ｃｍ以下 本 県土整備部

標　杭（プラスチック杭） ６０ｃｍ×７ｃｍ×７ｃｍ 本 3月号(建)

標　杭（プラスチック杭） ４５×４．５×４．５ｃｍ 本 3月号(建)

トラフィックペイント　溶融型 ３種２号　ビーズ２０～２３　白 kg 県土整備部

トラフィックペイント　加熱型 溶剤型　２種Ｂ　白 Ｌ 県土整備部

トラフィックペイント　常温型 溶剤型　１種Ｂ　白 Ｌ 県土整備部

トラフィックペイント　溶融型 ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー kg 県土整備部

トラフィックペイント　常温型 水性型　１種Ａ　白 Ｌ 県土整備部

トラフィックペイント　常温型 水性型　１種Ａ　黄色（鉛・クロムフリー） Ｌ 県土整備部

トラフィックペイント　常温型 溶剤型　１種Ｂ　黄色（鉛・クロムフリー） Ｌ 県土整備部

トラフィックペイント　加熱型 水性型　２種Ａ　白 Ｌ 県土整備部

トラフィックペイント　加熱型 水性型　２種Ａ　黄色（鉛・クロムフリー） Ｌ 県土整備部

トラフィックペイント　加熱型 溶剤型　２種Ｂ　黄色（鉛・クロムフリー） Ｌ 県土整備部

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ kg 県土整備部

接着用プライマー 区画線用　コンクリート舗装用 kg 県土整備部

4級確測基準点測量 平地、耕地 点 27,500

出来形測量（面工事） 筆界点数　～2000点 ha 38,000

出来形測量（面工事） 筆界点数　2000～4000点 ha 54,200

出来形測量（面工事） 筆界点数　4000～6500点 ha 65,100

出来形測量（面工事） 筆界点数　6500～11500点 ha 81,500

出来形測量（面工事） 筆界点数　11500点～ ha 92,300

土壌分析　検液調整前処理費 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　カドミウム 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　シアン 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　有機燐 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　鉛 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　六価クロム 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　ヒ素 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　全水銀 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　アルキル水銀 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　ポリ塩化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ（PCB） 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　トリクロロエチレン 溶出試験（単独） 検体 県土整備部

30 / 192 ページ



Pコード 地域資材単価 令和４年４月８日適用

単価
コード

名称 規格 単位 設定単価

土壌分析　テトラクロロエチレン 溶出試験（単独） 検体 県土整備部

土壌分析　ジクロロメタン 溶出試験（単独） 検体 県土整備部

土壌分析　四塩化炭素 溶出試験（単独） 検体 県土整備部

土壌分析　１、２－ジクロロエタン 溶出試験（単独） 検体 県土整備部

土壌分析　１、１－ジクロロエチレン 溶出試験（単独） 検体 県土整備部

土壌分析　１、２－ジクロロエチレン 溶出試験（単独） 検体 県土整備部

土壌分析　１、１、１－トリクロロエタン 溶出試験（単独） 検体 県土整備部

土壌分析　１、１、２－トリクロロエタン 溶出試験（単独） 検体 県土整備部

土壌分析　１、３－ジクロロプロペン 溶出試験（単独） 検体 県土整備部

土壌分析　ベンゼン 溶出試験（単独） 検体 県土整備部

土壌分析　チウラム 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　シマジン 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　チオベンカルブ 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　セレン 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　ヒ素 含有量試験 検体 県土整備部

土壌分析　銅 含有量試験 検体 県土整備部

土壌分析　フッ素 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　ホウ素 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　クロロエチレン 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　１－４－ジオキサン 溶出試験 検体 県土整備部

土壌分析　クロロエチレン 溶出試験（単独） 検体 県土整備部

土壌分析　１、２－ジクロロエチレン 溶出試験 検体 県土整備部

水質分析　水素イオン濃度（PH）  検体 県土整備部

水質分析　溶存酸素（DO)  検体 県土整備部

水質分析　生物科学的酸素要求量（BOD)  検体 県土整備部

水質分析　化学的酸素要求量(COD） アルカリ性法 検体 県土整備部

水質分析　浮遊物質（SS)  検体 県土整備部

水質分析　銅  検体 県土整備部

水質分析　フッ素  検体 県土整備部

水質分析　カドミウム  検体 県土整備部

水質分析　鉛  検体 県土整備部

水質分析　有機リン  検体 県土整備部

水質分析　六価クロム  検体 県土整備部

水質分析　ヒ素  検体 県土整備部

水質分析　シアン  検体 県土整備部

水質分析　ポリ塩化ビフェニール（PCB)  検体 県土整備部

水質分析　アルキル水銀  検体 県土整備部

水質分析　トリクロロエチレン  検体 県土整備部

水質分析　テトラクロロエチレン  検体 県土整備部

水質分析　チウラム  検体 県土整備部

水質分析　シマジン  検体 県土整備部

水質分析　チオベンカルプ  検体 県土整備部

水質分析　セレン  検体 県土整備部

水質分析　１－４－ジオキサン 検体 県土整備部

水質分析　総水銀 検体 県土整備部

水質分析　トリクロロエチレン 水質分析（単独） 検体 県土整備部

水質分析　テトラクロロエチレン 水質分析（単独） 検体 県土整備部

水質分析　ジクロロメタン 水質分析（単独） 検体 県土整備部

水質分析　四塩化炭素 水質分析（単独） 検体 県土整備部

水質分析　１、２－ジクロロエタン 水質分析（単独） 検体 県土整備部

水質分析　１、１－ジクロロエチレン 水質分析（単独） 検体 県土整備部

水質分析　シス－１、２－ジクロロエチレン 水質分析（単独） 検体 県土整備部

水質分析　１、１、１－トリクロロエタン 水質分析（単独） 検体 県土整備部

水質分析　１、１、２－トリクロロエタン 水質分析（単独） 検体 県土整備部

水質分析　１、３－ジクロロプロペン 水質分析（単独） 検体 県土整備部

水質分析　ベンゼン 水質分析（単独） 検体 県土整備部

マイ独楽 330型 個 県土整備部

マイ独楽 500型 個 県土整備部

筏マット 330型 個 県土整備部

筏マット 500型 個 県土整備部

透水コンクリート管（ポラコン） 径250 厚45mm 長1000mm 本 県土整備部

透水コンクリート管（ポラコン） 径300 厚50mm 長1000mm 本 県土整備部

透水コンクリート管（ポラコン） 径350 厚50mm 長1000mm 本 県土整備部

透水コンクリート管（ポラコン） 径400 厚53mm 長1000mm 本 県土整備部

透水コンクリート管（ポラコン） 径500 厚63mm 長1000mm 本 県土整備部

ポリエステルシート 片面＃５００　Ａ３判 枚 3月号(建)

換地・確測作業技術者日当  人 272

測量成果検定料 １級基準点（ＧNSS） 点 県土整備部

測量成果検定料 ２級基準点（ＧNSS）（電子基準点のみ） 点 県土整備部

測量成果検定料 ２級基準点（ＧNSS）（電子基準点以外） 点 県土整備部

測量成果検定料 ３級基準点（GNSS）１５０点未満 点 県土整備部

31 / 192 ページ



Pコード 地域資材単価 令和４年４月８日適用

単価
コード

名称 規格 単位 設定単価

測量成果検定料 ３級基準点（GNSS）１５０点以上 点 県土整備部

測量成果検定料 ３級基準点（ＴＳ）１５０点未満 点 県土整備部

測量成果検定料 ３級基準点（ＴＳ）１５０点以上 点 県土整備部

測量成果検定料 ４級基準点（ＧNSS）２００点未満 点 県土整備部

測量成果検定料 ４級基準点（ＧNSS）２００点以上 点 県土整備部

測量成果検定料 ４級基準点（ＧNSS）１０００点以上 点 県土整備部

測量成果検定料 ４級基準点（ＴＳ）２００点未満 点 県土整備部

測量成果検定料 ４級基準点（ＴＳ）２００点以上 点 県土整備部

測量成果検定料 ４級基準点（ＴＳ）１０００点以上 点 県土整備部

ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験 ｾﾒﾝﾄ1添加量につき3個(3種×3個=9個) 式 3月号(建)

あと施工アンカー引抜試験（基本分3回） M30～M36、W1(1/4)～W1(1/2)、 D32～D38 式 110,000

あと施工アンカー引抜試験（基本分3回） M20～M24、W1(3/4)～W1、 D19～D25 式 95,000

あと施工アンカー引抜試験（基本分3回） M8～M16、W1(5/16)～W(5/8)、 D10～D16 式 80,000

あと施工アンカー引抜試験（追加分1回） M30～M36、W1(1/4)～W1(1/2)、 D32～D38 式 50,000

あと施工アンカー引抜試験（追加分1回） M20～M24、W1(3/4)～W1、 D19～D25 式 20,000

あと施工アンカー引抜試験（追加分1回） M8～M16、W1(5/16)～W(5/8)、 D10～D16 式 10,000

あと施工アンカー引抜試験試験報告書 部 2,000

異種管継ぎ手(FCD) φ125(PVC-ACP) 個 36,200

異種管継ぎ手(FCD) φ150(PVC-ACP) 個 38,200

異種管継ぎ手(FCD) φ200(PVC-ACP) 個 57,800

異種管継ぎ手(FCD) φ250(PVC-ACP) 個 83,300

異種管継ぎ手(FCD) φ300(PVC-ACP) 個 119,000

異種管継ぎ手(鋼製) φ350(PVC-ACP) 個 244,000

異種管継ぎ手(鋼製) φ400(PVC-ACP) 個 282,000

異種管継ぎ手(鋼製) φ450(PVC-ACP) 個 306,000

異種管継ぎ手(鋼製) φ500(PVC-ACP) 個 446,000

異種管継ぎ手(鋼製) φ500(PVC-DCIP) 個 446,000

異種管継ぎ手(鋼製) φ500(PVC-SP) 個 446,000

フランジジョイント(鋼製) φ350 個 232,000

フランジジョイント(鋼製) φ400 個 265,000

フランジジョイント(鋼製) φ450 個 289,000

フランジジョイント(鋼製) φ500 個 323,000

硬質ポリ塩化ビニル管用PVC製継手(RR継手) ドレッサ型ジョイント(VP管用)　φ300 個 54,800

硬質ポリ塩化ビニル管用PVC製継手(RR継手) ドレッサ型ジョイント(VP管用)　φ350 個 72,600

硬質ポリ塩化ビニル管用PVC製継手(RR継手) ドレッサ型ジョイント(VP管用)　φ400 個 95,400

硬質ポリ塩化ビニル管用PVC製継手(RR継手) ドレッサ型ジョイント(VP管用)　φ450 個 104,000

硬質ポリ塩化ビニル管用PVC製継手(RR継手) ドレッサ型ジョイント(VP管用)　φ500 個 135,000

ドレッサージョイント(鋳鉄製) φ300 個 43,200

ドレッサージョイント(鋳鉄製) φ350 個 117,000

ドレッサージョイント(鋳鉄製) φ400 個 136,000

ドレッサージョイント(鋳鉄製) φ450 個 156,000

ドレッサージョイント(鋳鉄製) φ500 個 201,000

硬質ポリ塩化ビニル管用鋼製継手 押輪付ＭＦジョイント(VP管用) φ350 個 215,000

硬質ポリ塩化ビニル管用鋼製継手 押輪付ＭＦジョイント(VP管用) φ400 個 224,000

MFジョイント(SUS製) φ350 個 516,000

MFジョイント(SUS製) φ400 個 537,000

急速空気弁(樹脂製） φ25 フランジ式 個 58,500

急速空気弁(樹脂製） φ75 補修弁付き 個 119,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 3受（VU管用）φ400×φ75 個 59,500

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 3受（VU管用）φ500×φ75 個 78,700

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 3受（VM管用）φ500×φ75 個 90,500

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 3受 分岐部離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ250×φ125 個 47,500

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 3受 分岐部離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ250×φ200 個 59,800

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 3受 分岐部離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ250×φ250 個 77,800

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 3受 分岐部離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ400×φ75 個 63,500

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 3受 分岐部離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ400×φ250 個 104,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 3受 分岐部離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ450×φ250 個 114,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 3受 分岐部離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ450×φ75 個 71,200

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 3受 分岐部離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ500×φ250 個 128,000

Ｔ字管（１方向離脱防止内蔵型） RR φ300×φ75（VU管用） 個 48,100

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ300×φ75 個 109,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ300×φ100 個 114,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ300×φ125 個 120,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ300×φ150 個 124,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ300×φ250 個 151,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ350×φ75 個 131,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ350×φ100 個 134,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ350×φ125 個 142,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ350×φ150 個 146,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ350×φ200 個 156,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ350×φ250 個 171,000
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硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ350×φ300 個 187,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ350×φ350 個 204,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ400×φ75 個 151,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ400×φ100 個 155,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ400×φ125 個 163,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ400×φ150 個 170,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ400×φ250 個 192,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ400×φ300 個 208,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ500×φ75 個 235,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ500×φ100 個 239,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ500×φ150 個 257,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ500×φ300 個 299,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ500×φ500 個 384,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ500×φ75 個 269,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ500×φ100 個 288,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ500×φ150 個 309,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ500×φ300 個 358,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 全方離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ500×φ500 個 461,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付き（VU管用）φ75×φ75 個 42,200

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付き（VU管用）φ100×φ75 個 44,900

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付き（VU管用）φ125×φ75 個 56,200

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付き（VU管用）φ150×φ75 個 61,800

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付き（VU管用）φ200×φ75 個 70,900

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付き（VU管用）φ250×φ75 個 96,700

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付き（VU管用）φ300×φ75 個 123,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付き（VU管用）φ350×φ75 個 144,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付き（VU管用）φ400×φ75 個 163,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付き（VU管用）φ400×φ100 個 167,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付き（VU管用）φ450×φ75 個 205,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付き（VU管用）φ500×φ75 個 246,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付き（VP管用）φ250×φ75 個 111,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付き（VM管用）φ500×φ75 個 295,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ500 θ=90゜ 個 301,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ350 θ=45゜ 個 147,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ400 θ=45゜ 個 172,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ450 θ=45゜ 個 219,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ500 θ=45゜ 個 267,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ350 θ=22゜1/2 個 127,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ400 θ=22゜1/2 個 150,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ450 θ=22゜1/2 個 193,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ500 θ=22゜1/2 個 234,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ250 θ=11゜1/4 個 79,900

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ350 θ=11゜1/4 個 127,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ400 θ=11゜1/4 個 150,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ450 θ=11゜1/4 個 193,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ500 θ=11゜1/4 個 234,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ350 θ=5゜5/8 個 127,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ400 θ=5゜5/8 個 146,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ450 θ=5゜5/8 個 190,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ500 θ=5゜5/8 個 231,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ400 θ=45゜ 個 198,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ450 θ=45゜ 個 252,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ500 θ=45゜ 個 308,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ450 θ=22゜1/2 個 222,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ500 θ=22゜1/2 個 269,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ450 θ=11゜1/4 個 222,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ500 θ=11゜1/4 個 281,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ450 θ=5゜5/8 個 218,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製曲管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ500 θ=5゜5/8 個 265,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製片落管(RR継手) （VU管用）φ400×φ300 個 64,400

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製片落管(RR継手) （VU管用）φ500×φ400 個 97,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製片落管(RR継手) （VM管用）φ400×φ300 個 74,100

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製片落管(RR継手) （VM管用）φ500×φ400 個 111,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製片落管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ350×φ250 個 113,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製片落管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ350×φ300 個 125,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製片落管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ400×φ250 個 113,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製片落管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ400×φ300 個 133,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製片落管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ400×φ350 個 141,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製片落管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ450×φ400 個 205,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製片落管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VU管用）φ500×φ400 個 226,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製片落管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ400×φ300 個 153,000
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硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製片落管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ500×φ400 個 260,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製片落管(RR継手) 離脱防止機能内蔵型（VM管用）φ500×φ450 個 286,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製排水Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付泥吐管（VU管用）φ300×φ75 個 123,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製排水Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付泥吐管（VU管用）φ300×φ100 個 127,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製排水Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付泥吐管（VU管用）φ350×φ75 個 144,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製排水Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付泥吐管（VU管用）φ350×φ100 個 150,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製排水Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付泥吐管（VU管用）φ350×φ150 個 159,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製排水Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付泥吐管（VU管用）φ400×φ150 個 172,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製排水Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付泥吐管（VU管用）φ450×φ150 個 213,000

硬質ポリ塩化ビニル管用FRP製排水Ｔ字管(RR継手) 本流部離脱防止機能内蔵型 分岐部フランジ付泥吐管（VU管用）φ500×φ150 個 233,000

スピンドル継足棒  SUS304　L=300mm　Φ32　□32-□38部材一式（ﾛｯﾄﾞ・ｷｬｯﾌﾟ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ﾎﾞﾙﾄ類） 本 37,000

スピンドル継足棒  SUS304　L=600mm　Φ32　□32-□38部材一式（ﾛｯﾄﾞ・ｷｬｯﾌﾟ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ﾎﾞﾙﾄ類） 本 37,000

スピンドル継足棒  SUS304　L=900mm　Φ32　□32-□38部材一式（ﾛｯﾄﾞ・ｷｬｯﾌﾟ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ﾎﾞﾙﾄ類） 本 39,300

スピンドル継足棒  SUS304　L=1,000mm　Φ32　□32-□38部材一式（ﾛｯﾄﾞ・ｷｬｯﾌﾟ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ﾎﾞﾙﾄ類） 本 39,300

スピンドル継足棒  SUS304　L=1,200mm　Φ32　□32-□38部材一式（ﾛｯﾄﾞ・ｷｬｯﾌﾟ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ﾎﾞﾙﾄ類） 本 55,100

スピンドル継足棒  SUS304　L=1,400mm　Φ32　□32-□38部材一式（ﾛｯﾄﾞ・ｷｬｯﾌﾟ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ﾎﾞﾙﾄ類） 本 55,100

スピンドル継足棒  SUS304　L=1,500mm　Φ32　□32-□38部材一式（ﾛｯﾄﾞ・ｷｬｯﾌﾟ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ﾎﾞﾙﾄ類） 本 55,100

スピンドル継足棒  SUS304　L=1,800mm　Φ32　□32-□38部材一式（ﾛｯﾄﾞ・ｷｬｯﾌﾟ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ﾎﾞﾙﾄ類） 本 59,700

スピンドル継足棒  SUS304　L=1,900mm　Φ32　□32-□38部材一式（ﾛｯﾄﾞ・ｷｬｯﾌﾟ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ﾎﾞﾙﾄ類） 本 64,200

スピンドル継足棒  SUS304　L=2,200mm　Φ32　□32-□38部材一式（ﾛｯﾄﾞ・ｷｬｯﾌﾟ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ﾎﾞﾙﾄ類） 本 82,600

弁筺(FC製) φ220(県規格)、台座含む 個 51,400

弁筺用蓋(FRP製) φ300用(県規格) 枚 3,780

弁筺用蓋(FC製) φ200(T-25)、ハット型 枚 21,900
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千葉 アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

葛南 アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

市原 アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

東葛飾 アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

印旛 アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

成田 アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

香取 アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

銚子 アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

海匝 アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

山武 アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

長生 アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

夷隅 アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

安房 アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

君津 アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

千葉 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

葛南 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

市原 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

東葛飾 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

印旛 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

成田 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

香取 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

銚子 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

海匝 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

山武 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

長生 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

夷隅 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

安房 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

君津 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

千葉 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

葛南 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

市原 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

東葛飾 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

印旛 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

成田 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

香取 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

銚子 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

海匝 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

山武 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

長生 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

夷隅 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

安房 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

君津 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

千葉 アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

葛南 アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

市原 アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

東葛飾 アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

印旛 アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

成田 アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

香取 アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

銚子 アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

海匝 アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

山武 アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

長生 アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

夷隅 アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

安房 アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

君津 アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

千葉 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

葛南 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

市原 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

東葛飾 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

印旛 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

成田 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

香取 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

銚子 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

海匝 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

山武 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

長生 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

夷隅 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

安房 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

君津 アスファルト混合物（一般地域） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

千葉 アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13) ton 県土整備部
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葛南 アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13) ton 県土整備部

市原 アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13) ton 県土整備部

東葛飾 アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13) ton 県土整備部

印旛 アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13) ton 県土整備部

成田 アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13) ton 県土整備部

香取 アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13) ton 県土整備部

銚子 アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13) ton 県土整備部

海匝 アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13) ton 県土整備部

山武 アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13) ton 県土整備部

長生 アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13) ton 県土整備部

夷隅 アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13) ton 県土整備部

安房 アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13) ton 県土整備部

君津 アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13) ton 県土整備部

千葉 再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

葛南 再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

市原 再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

東葛飾 再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

印旛 再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

成田 再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

香取 再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

銚子 再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

海匝 再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

山武 再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

長生 再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

夷隅 再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

安房 再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

君津 再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

千葉 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

葛南 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

市原 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

東葛飾 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

印旛 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

成田 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

香取 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

銚子 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

海匝 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

山武 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

長生 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

夷隅 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

安房 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

君津 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

千葉 再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

葛南 再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

市原 再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

東葛飾 再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

印旛 再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

成田 再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

香取 再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

銚子 再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

海匝 再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

山武 再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

長生 再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

夷隅 再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

安房 再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

君津 再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

千葉 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

葛南 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

市原 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

東葛飾 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

印旛 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

成田 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

香取 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

銚子 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

海匝 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

山武 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

長生 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

夷隅 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

安房 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

君津 再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

千葉 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部
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市原 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=60%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=60%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部
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夷隅 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部
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長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=60%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=60%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部
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成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部
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安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下) m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下) m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下) m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下) m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下) m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下) m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下) m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下) m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下) m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下) m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下) m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下) m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下) m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下) m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下) m3 県土整備部

香取 生コンクリート(早強) 40Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(早強) 40Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(早強) 40Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

山武 生コンクリート(早強) 40Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

長生 生コンクリート(早強) 40Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(早強) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(早強) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

市原 生コンクリート(早強) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(早強) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(早強) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

成田 生コンクリート(早強) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部
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香取 生コンクリート(早強) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(早強) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(早強) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

山武 生コンクリート(早強) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

長生 生コンクリート(早強) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(早強) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

安房 生コンクリート(早強) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

君津 生コンクリート(早強) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

市原 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

成田 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

香取 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

山武 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

長生 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

安房 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

君津 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm m3 県土整備部

市原 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm m3 県土整備部

成田 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm m3 県土整備部

香取 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm m3 県土整備部

山武 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm m3 県土整備部

長生 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm m3 県土整備部

安房 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm m3 県土整備部

君津 生コンクリート(早強) 36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm m3 県土整備部

千葉 生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 県土整備部

葛南 生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 県土整備部

市原 生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 県土整備部

東葛飾 生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 県土整備部

印旛 生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 県土整備部

成田 生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 県土整備部

香取 生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 県土整備部

銚子 生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 県土整備部

海匝 生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 県土整備部

山武 生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 県土整備部

長生 生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 県土整備部

夷隅 生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 県土整備部

安房 生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 県土整備部

君津 生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 県土整備部

千葉 生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 県土整備部

葛南 生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 県土整備部

市原 生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 県土整備部

東葛飾 生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 県土整備部

印旛 生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 県土整備部

成田 生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 県土整備部

香取 生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 県土整備部

銚子 生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 県土整備部

海匝 生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 県土整備部

山武 生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 県土整備部

長生 生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 県土整備部

夷隅 生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 県土整備部

安房 生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 県土整備部

君津 生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 県土整備部

千葉 洗砂 (細骨材用)　　荒目 m3 県土整備部

葛南 洗砂 (細骨材用)　　荒目 m3 県土整備部

市原 洗砂 (細骨材用)　　荒目 m3 県土整備部

海匝 洗砂 (細骨材用)　　荒目 m3 県土整備部

山武 洗砂 (細骨材用)　　荒目 m3 県土整備部

長生 洗砂 (細骨材用)　　荒目 m3 県土整備部

夷隅 洗砂 (細骨材用)　　荒目 m3 県土整備部
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安房 洗砂 (細骨材用)　　荒目 m3 県土整備部

君津 洗砂 (細骨材用)　　荒目 m3 県土整備部

千葉 洗砂 (細骨材用)　　細目 m3 県土整備部

葛南 洗砂 (細骨材用)　　細目 m3 県土整備部

市原 洗砂 (細骨材用)　　細目 m3 県土整備部

東葛飾 洗砂 (細骨材用)　　細目 m3 県土整備部

印旛 洗砂 (細骨材用)　　細目 m3 県土整備部

成田 洗砂 (細骨材用)　　細目 m3 県土整備部

香取 洗砂 (細骨材用)　　細目 m3 県土整備部

銚子 洗砂 (細骨材用)　　細目 m3 県土整備部

海匝 洗砂 (細骨材用)　　細目 m3 県土整備部

山武 洗砂 (細骨材用)　　細目 m3 県土整備部

長生 洗砂 (細骨材用)　　細目 m3 県土整備部

夷隅 洗砂 (細骨材用)　　細目 m3 県土整備部

安房 洗砂 (細骨材用)　　細目 m3 県土整備部

君津 洗砂 (細骨材用)　　細目 m3 県土整備部

千葉 単粒度砕石 4号　　　　　30～20mm m3 県土整備部

葛南 単粒度砕石 4号　　　　　30～20mm m3 県土整備部

市原 単粒度砕石 4号　　　　　30～20mm m3 県土整備部

印旛 単粒度砕石 4号　　　　　30～20mm m3 県土整備部

成田 単粒度砕石 4号　　　　　30～20mm m3 県土整備部

海匝 単粒度砕石 4号　　　　　30～20mm m3 県土整備部

山武 単粒度砕石 4号　　　　　30～20mm m3 県土整備部

長生 単粒度砕石 4号　　　　　30～20mm m3 県土整備部

君津 単粒度砕石 4号　　　　　30～20mm m3 県土整備部

千葉 単粒度砕石 6号　　　　　13～ 5mm m3 県土整備部

葛南 単粒度砕石 6号　　　　　13～ 5mm m3 県土整備部

市原 単粒度砕石 6号　　　　　13～ 5mm m3 県土整備部

印旛 単粒度砕石 6号　　　　　13～ 5mm m3 県土整備部

成田 単粒度砕石 6号　　　　　13～ 5mm m3 県土整備部

海匝 単粒度砕石 6号　　　　　13～ 5mm m3 県土整備部

山武 単粒度砕石 6号　　　　　13～ 5mm m3 県土整備部

長生 単粒度砕石 6号　　　　　13～ 5mm m3 県土整備部

君津 単粒度砕石 6号　　　　　13～ 5mm m3 県土整備部

千葉 単粒度砕石 7号　　　　　5～2.5mm m3 県土整備部

葛南 単粒度砕石 7号　　　　　5～2.5mm m3 県土整備部

市原 単粒度砕石 7号　　　　　5～2.5mm m3 県土整備部

印旛 単粒度砕石 7号　　　　　5～2.5mm m3 県土整備部

成田 単粒度砕石 7号　　　　　5～2.5mm m3 県土整備部

海匝 単粒度砕石 7号　　　　　5～2.5mm m3 県土整備部

山武 単粒度砕石 7号　　　　　5～2.5mm m3 県土整備部

長生 単粒度砕石 7号　　　　　5～2.5mm m3 県土整備部

君津 単粒度砕石 7号　　　　　5～2.5mm m3 県土整備部

千葉 クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 県土整備部

葛南 クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 県土整備部

市原 クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 県土整備部

東葛飾 クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 県土整備部

印旛 クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 県土整備部

成田 クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 県土整備部

香取 クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 県土整備部

銚子 クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 県土整備部

海匝 クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 県土整備部

山武 クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 県土整備部

長生 クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 県土整備部

夷隅 クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 県土整備部

安房 クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 県土整備部

君津 クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 県土整備部

千葉 粒度調整砕石 M－40　　　40～0mm m3 県土整備部

葛南 粒度調整砕石 M－40　　　40～0mm m3 県土整備部

市原 粒度調整砕石 M－40　　　40～0mm m3 県土整備部

東葛飾 粒度調整砕石 M－40　　　40～0mm m3 県土整備部

印旛 粒度調整砕石 M－40　　　40～0mm m3 県土整備部

成田 粒度調整砕石 M－40　　　40～0mm m3 県土整備部

香取 粒度調整砕石 M－40　　　40～0mm m3 県土整備部

銚子 粒度調整砕石 M－40　　　40～0mm m3 県土整備部

海匝 粒度調整砕石 M－40　　　40～0mm m3 県土整備部

山武 粒度調整砕石 M－40　　　40～0mm m3 県土整備部

長生 粒度調整砕石 M－40　　　40～0mm m3 県土整備部

夷隅 粒度調整砕石 M－40　　　40～0mm m3 県土整備部

君津 粒度調整砕石 M－40　　　40～0mm m3 県土整備部

千葉 粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 県土整備部
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葛南 粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 県土整備部

市原 粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 県土整備部

東葛飾 粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 県土整備部

印旛 粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 県土整備部

成田 粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 県土整備部

香取 粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 県土整備部

銚子 粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 県土整備部

海匝 粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 県土整備部

山武 粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 県土整備部

長生 粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 県土整備部

夷隅 粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 県土整備部

安房 粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 県土整備部

君津 粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 県土整備部

千葉 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 県土整備部

葛南 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 県土整備部

市原 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 県土整備部

東葛飾 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 県土整備部

印旛 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 県土整備部

成田 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 県土整備部

香取 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 県土整備部

銚子 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 県土整備部

海匝 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 県土整備部

山武 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 県土整備部

長生 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 県土整備部

夷隅 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 県土整備部

安房 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 県土整備部

君津 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 県土整備部

千葉 再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm m3 県土整備部

葛南 再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm m3 県土整備部

市原 再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm m3 県土整備部

東葛飾 再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm m3 県土整備部

長生 再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm m3 県土整備部

夷隅 再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm m3 県土整備部

君津 再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm m3 県土整備部

千葉 山砂 埋戻し用 m3 県土整備部

葛南 山砂 埋戻し用 m3 県土整備部

市原 山砂 埋戻し用 m3 県土整備部

東葛飾 山砂 埋戻し用 m3 県土整備部

印旛 山砂 埋戻し用 m3 県土整備部

成田 山砂 埋戻し用 m3 県土整備部

香取 山砂 埋戻し用 m3 県土整備部

銚子 山砂 埋戻し用 m3 県土整備部

海匝 山砂 埋戻し用 m3 県土整備部

山武 山砂 埋戻し用 m3 県土整備部

長生 山砂 埋戻し用 m3 県土整備部

夷隅 山砂 埋戻し用 m3 県土整備部

安房 山砂 埋戻し用 m3 県土整備部

君津 山砂 埋戻し用 m3 県土整備部

千葉 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) m3 県土整備部

葛南 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) m3 県土整備部

市原 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) m3 県土整備部

東葛飾 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) m3 県土整備部

印旛 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) m3 県土整備部

成田 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) m3 県土整備部

香取 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) m3 県土整備部

銚子 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) m3 県土整備部

海匝 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) m3 県土整備部

山武 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) m3 県土整備部

長生 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) m3 県土整備部

夷隅 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) m3 県土整備部

安房 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) m3 県土整備部

君津 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) m3 県土整備部

千葉 再生砂 m3 県土整備部

葛南 再生砂 m3 県土整備部

市原 再生砂 m3 県土整備部

東葛飾 再生砂 m3 県土整備部

千葉 山砂 m3 2,400

葛南 山砂 m3 2,800

市原 山砂 m3 2,000

東葛飾 山砂 m3 2,750

印旛 山砂 m3 2,450
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成田 山砂 m3 2,150

香取 山砂 m3 2,150

銚子 山砂 m3 2,150

海匝 山砂 m3 2,150

山武 山砂 m3 2,300

長生 山砂 m3 1,900

夷隅 山砂 m3 2,150

安房 山砂 m3 2,950

君津 山砂 m3 1,600

千葉 スクリーニングス 2.5～0.074mm m3 県土整備部

葛南 スクリーニングス 2.5～0.074mm m3 県土整備部

市原 スクリーニングス 2.5～0.074mm m3 県土整備部

印旛 スクリーニングス 2.5～0.074mm m3 県土整備部

成田 スクリーニングス 2.5～0.074mm m3 県土整備部

海匝 スクリーニングス 2.5～0.074mm m3 県土整備部

山武 スクリーニングス 2.5～0.074mm m3 県土整備部

長生 スクリーニングス 2.5～0.074mm m3 県土整備部

君津 スクリーニングス 2.5～0.074mm m3 県土整備部

千葉 鉄鋼スラグ ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ    CS－40 40-0mm m3 県土整備部

葛南 鉄鋼スラグ ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ    CS－40 40-0mm m3 県土整備部

市原 鉄鋼スラグ ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ    CS－40 40-0mm m3 県土整備部

東葛飾 鉄鋼スラグ ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ    CS－40 40-0mm m3 県土整備部

印旛 鉄鋼スラグ ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ    CS－40 40-0mm m3 県土整備部

成田 鉄鋼スラグ ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ    CS－40 40-0mm m3 県土整備部

香取 鉄鋼スラグ ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ    CS－40 40-0mm m3 県土整備部

銚子 鉄鋼スラグ ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ    CS－40 40-0mm m3 県土整備部

海匝 鉄鋼スラグ ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ    CS－40 40-0mm m3 県土整備部

山武 鉄鋼スラグ ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ    CS－40 40-0mm m3 県土整備部

長生 鉄鋼スラグ ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ    CS－40 40-0mm m3 県土整備部

夷隅 鉄鋼スラグ ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ    CS－40 40-0mm m3 県土整備部

安房 鉄鋼スラグ ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ    CS－40 40-0mm m3 県土整備部

君津 鉄鋼スラグ ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ    CS－40 40-0mm m3 県土整備部

千葉 鉄鋼スラグ 粒度調整ｽﾗｸﾞ　  MS－25 25-0mm m3 県土整備部

葛南 鉄鋼スラグ 粒度調整ｽﾗｸﾞ　  MS－25 25-0mm m3 県土整備部

市原 鉄鋼スラグ 粒度調整ｽﾗｸﾞ　  MS－25 25-0mm m3 県土整備部

東葛飾 鉄鋼スラグ 粒度調整ｽﾗｸﾞ　  MS－25 25-0mm m3 県土整備部

印旛 鉄鋼スラグ 粒度調整ｽﾗｸﾞ　  MS－25 25-0mm m3 県土整備部

成田 鉄鋼スラグ 粒度調整ｽﾗｸﾞ　  MS－25 25-0mm m3 県土整備部

香取 鉄鋼スラグ 粒度調整ｽﾗｸﾞ　  MS－25 25-0mm m3 県土整備部

銚子 鉄鋼スラグ 粒度調整ｽﾗｸﾞ　  MS－25 25-0mm m3 県土整備部

海匝 鉄鋼スラグ 粒度調整ｽﾗｸﾞ　  MS－25 25-0mm m3 県土整備部

山武 鉄鋼スラグ 粒度調整ｽﾗｸﾞ　  MS－25 25-0mm m3 県土整備部

長生 鉄鋼スラグ 粒度調整ｽﾗｸﾞ　  MS－25 25-0mm m3 県土整備部

夷隅 鉄鋼スラグ 粒度調整ｽﾗｸﾞ　  MS－25 25-0mm m3 県土整備部

安房 鉄鋼スラグ 粒度調整ｽﾗｸﾞ　  MS－25 25-0mm m3 県土整備部

君津 鉄鋼スラグ 粒度調整ｽﾗｸﾞ　  MS－25 25-0mm m3 県土整備部

千葉 鉄鋼スラグ 水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm m3 県土整備部

葛南 鉄鋼スラグ 水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm m3 県土整備部

市原 鉄鋼スラグ 水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm m3 県土整備部

東葛飾 鉄鋼スラグ 水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm m3 県土整備部

印旛 鉄鋼スラグ 水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm m3 県土整備部

成田 鉄鋼スラグ 水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm m3 県土整備部

香取 鉄鋼スラグ 水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm m3 県土整備部

銚子 鉄鋼スラグ 水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm m3 県土整備部

海匝 鉄鋼スラグ 水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm m3 県土整備部

山武 鉄鋼スラグ 水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm m3 県土整備部

長生 鉄鋼スラグ 水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm m3 県土整備部

夷隅 鉄鋼スラグ 水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm m3 県土整備部

安房 鉄鋼スラグ 水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm m3 県土整備部

君津 鉄鋼スラグ 水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm m3 県土整備部

千葉 割栗石 5～15cm m3 県土整備部

葛南 割栗石 5～15cm m3 県土整備部

市原 割栗石 5～15cm m3 県土整備部

東葛飾 割栗石 5～15cm m3 県土整備部

印旛 割栗石 5～15cm m3 県土整備部

成田 割栗石 5～15cm m3 県土整備部

香取 割栗石 5～15cm m3 県土整備部

銚子 割栗石 5～15cm m3 県土整備部

海匝 割栗石 5～15cm m3 県土整備部

山武 割栗石 5～15cm m3 県土整備部

長生 割栗石 5～15cm m3 県土整備部
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夷隅 割栗石 5～15cm m3 県土整備部

安房 割栗石 5～15cm m3 県土整備部

君津 割栗石 5～15cm m3 県土整備部

千葉 割栗石 15～20cm m3 県土整備部

葛南 割栗石 15～20cm m3 県土整備部

市原 割栗石 15～20cm m3 県土整備部

東葛飾 割栗石 15～20cm m3 県土整備部

印旛 割栗石 15～20cm m3 県土整備部

成田 割栗石 15～20cm m3 県土整備部

香取 割栗石 15～20cm m3 県土整備部

銚子 割栗石 15～20cm m3 県土整備部

海匝 割栗石 15～20cm m3 県土整備部

山武 割栗石 15～20cm m3 県土整備部

長生 割栗石 15～20cm m3 県土整備部

夷隅 割栗石 15～20cm m3 県土整備部

安房 割栗石 15～20cm m3 県土整備部

君津 割栗石 15～20cm m3 県土整備部

千葉 割栗石（詰石用） 15～20cm m3 県土整備部

葛南 割栗石（詰石用） 15～20cm m3 県土整備部

市原 割栗石（詰石用） 15～20cm m3 県土整備部

東葛飾 割栗石（詰石用） 15～20cm m3 県土整備部

印旛 割栗石（詰石用） 15～20cm m3 県土整備部

成田 割栗石（詰石用） 15～20cm m3 県土整備部

香取 割栗石（詰石用） 15～20cm m3 県土整備部

銚子 割栗石（詰石用） 15～20cm m3 県土整備部

海匝 割栗石（詰石用） 15～20cm m3 県土整備部

山武 割栗石（詰石用） 15～20cm m3 県土整備部

長生 割栗石（詰石用） 15～20cm m3 県土整備部

夷隅 割栗石（詰石用） 15～20cm m3 県土整備部

安房 割栗石（詰石用） 15～20cm m3 県土整備部

君津 割栗石（詰石用） 15～20cm m3 県土整備部

千葉 加熱安定処理材 (30) ton 県土整備部

葛南 加熱安定処理材 (30) ton 県土整備部

市原 加熱安定処理材 (30) ton 県土整備部

東葛飾 加熱安定処理材 (30) ton 県土整備部

印旛 加熱安定処理材 (30) ton 県土整備部

成田 加熱安定処理材 (30) ton 県土整備部

香取 加熱安定処理材 (30) ton 県土整備部

銚子 加熱安定処理材 (30) ton 県土整備部

海匝 加熱安定処理材 (30) ton 県土整備部

山武 加熱安定処理材 (30) ton 県土整備部

長生 加熱安定処理材 (30) ton 県土整備部

夷隅 加熱安定処理材 (30) ton 県土整備部

安房 加熱安定処理材 (30) ton 県土整備部

君津 加熱安定処理材 (30) ton 県土整備部

千葉 再生アスファルト混合物 密粒度ｱｽｺﾝ ２０ ton 県土整備部

葛南 再生アスファルト混合物 密粒度ｱｽｺﾝ ２０ ton 県土整備部

市原 再生アスファルト混合物 密粒度ｱｽｺﾝ ２０ ton 県土整備部

東葛飾 再生アスファルト混合物 密粒度ｱｽｺﾝ ２０ ton 県土整備部

印旛 再生アスファルト混合物 密粒度ｱｽｺﾝ ２０ ton 県土整備部

成田 再生アスファルト混合物 密粒度ｱｽｺﾝ ２０ ton 県土整備部

香取 再生アスファルト混合物 密粒度ｱｽｺﾝ ２０ ton 県土整備部

銚子 再生アスファルト混合物 密粒度ｱｽｺﾝ ２０ ton 県土整備部

海匝 再生アスファルト混合物 密粒度ｱｽｺﾝ ２０ ton 県土整備部

山武 再生アスファルト混合物 密粒度ｱｽｺﾝ ２０ ton 県土整備部

長生 再生アスファルト混合物 密粒度ｱｽｺﾝ ２０ ton 県土整備部

夷隅 再生アスファルト混合物 密粒度ｱｽｺﾝ ２０ ton 県土整備部

安房 再生アスファルト混合物 密粒度ｱｽｺﾝ ２０ ton 県土整備部

君津 再生アスファルト混合物 密粒度ｱｽｺﾝ ２０ ton 県土整備部

千葉 アスファルト混合物小型車割増 小型車　４t以下 ton 県土整備部

葛南 アスファルト混合物小型車割増 小型車　４t以下 ton 県土整備部

市原 アスファルト混合物小型車割増 小型車　４t以下 ton 県土整備部

東葛飾 アスファルト混合物小型車割増 小型車　４t以下 ton 県土整備部

印旛 アスファルト混合物小型車割増 小型車　４t以下 ton 県土整備部

成田 アスファルト混合物小型車割増 小型車　４t以下 ton 県土整備部

香取 アスファルト混合物小型車割増 小型車　４t以下 ton 県土整備部

銚子 アスファルト混合物小型車割増 小型車　４t以下 ton 県土整備部

海匝 アスファルト混合物小型車割増 小型車　４t以下 ton 県土整備部

山武 アスファルト混合物小型車割増 小型車　４t以下 ton 県土整備部

長生 アスファルト混合物小型車割増 小型車　４t以下 ton 県土整備部

夷隅 アスファルト混合物小型車割増 小型車　４t以下 ton 県土整備部
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安房 アスファルト混合物小型車割増 小型車　４t以下 ton 県土整備部

君津 アスファルト混合物小型車割増 小型車　４t以下 ton 県土整備部

千葉 再生アスファルト混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13mm ton 県土整備部

葛南 再生アスファルト混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13mm ton 県土整備部

市原 再生アスファルト混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13mm ton 県土整備部

東葛飾 再生アスファルト混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13mm ton 県土整備部

印旛 再生アスファルト混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13mm ton 県土整備部

成田 再生アスファルト混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13mm ton 県土整備部

香取 再生アスファルト混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13mm ton 県土整備部

銚子 再生アスファルト混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13mm ton 県土整備部

海匝 再生アスファルト混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13mm ton 県土整備部

山武 再生アスファルト混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13mm ton 県土整備部

長生 再生アスファルト混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13mm ton 県土整備部

夷隅 再生アスファルト混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13mm ton 県土整備部

安房 再生アスファルト混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13mm ton 県土整備部

君津 再生アスファルト混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13mm ton 県土整備部

千葉 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

葛南 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

市原 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

東葛飾 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

印旛 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

成田 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

山武 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

長生 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

夷隅 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

安房 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

君津 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

千葉 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

葛南 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

市原 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

東葛飾 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

印旛 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

成田 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

山武 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

長生 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

夷隅 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

安房 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

君津 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

千葉 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

葛南 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

市原 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

東葛飾 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

印旛 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

成田 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

山武 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

長生 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

夷隅 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

安房 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

君津 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

千葉 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

葛南 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

市原 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

東葛飾 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

印旛 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

成田 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

山武 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

長生 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

夷隅 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

安房 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

君津 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

千葉 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

葛南 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

市原 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

東葛飾 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

印旛 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

成田 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

山武 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

長生 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

夷隅 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

安房 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

君津 アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部
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千葉 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

葛南 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

市原 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

東葛飾 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

印旛 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

成田 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

山武 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

長生 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

夷隅 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

安房 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

君津 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 粗粒度アスコン(20) ton 県土整備部

千葉 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

葛南 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

市原 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

東葛飾 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

印旛 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

成田 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

山武 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

長生 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

夷隅 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

安房 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

君津 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(20) ton 県土整備部

千葉 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

葛南 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

市原 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

東葛飾 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

印旛 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

成田 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

山武 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

長生 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

夷隅 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

安房 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

君津 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度アスコン(13) ton 県土整備部

千葉 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

葛南 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

市原 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

東葛飾 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

印旛 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

成田 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

山武 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

長生 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

夷隅 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

安房 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

君津 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 細粒度アスコン(13) ton 県土整備部

千葉 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

葛南 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

市原 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

東葛飾 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

印旛 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

成田 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

山武 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

長生 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

夷隅 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

安房 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

君津 再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り） 密粒度ギャップアスコン(13) ton 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 40Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=55%以下) m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 40Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=55%以下) m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 40Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=55%以下) m3 県土整備部

山武 生コンクリート(普通) 40Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=55%以下) m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 40Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=55%以下) m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 19.5Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=60%以下) m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 19.5Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=60%以下) m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 19.5Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=60%以下) m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 19.5Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=60%以下) m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 19.5Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=60%以下) m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 19.5Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=60%以下) m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 19.5Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=60%以下) m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 19.5Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=60%以下) m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 19.5Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=60%以下) m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 19.5Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=60%以下) m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 19.5Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=60%以下) m3 県土整備部
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夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 19.5Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=60%以下) m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 19.5Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=60%以下) m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 19.5Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=60%以下) m3 県土整備部

香取 舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） 曲げ4.5Ｎ/mm2　40mm　2.5cm m3 県土整備部

銚子 舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） 曲げ4.5Ｎ/mm2　40mm　2.5cm m3 県土整備部

千葉 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車加算額 4t車以下 m3 県土整備部

葛南 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車加算額 4t車以下 m3 県土整備部

市原 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車加算額 4t車以下 m3 県土整備部

東葛飾 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車加算額 4t車以下 m3 県土整備部

印旛 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車加算額 4t車以下 m3 県土整備部

成田 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車加算額 4t車以下 m3 県土整備部

香取 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車加算額 4t車以下 m3 県土整備部

銚子 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車加算額 4t車以下 m3 県土整備部

海匝 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車加算額 4t車以下 m3 県土整備部

山武 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車加算額 4t車以下 m3 県土整備部

長生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車加算額 4t車以下 m3 県土整備部

夷隅 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車加算額 4t車以下 m3 県土整備部

安房 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車加算額 4t車以下 m3 県土整備部

君津 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車加算額 4t車以下 m3 県土整備部

千葉 建設廃材処理費 路盤材 ton 県土整備部

葛南 建設廃材処理費 路盤材 ton 県土整備部

市原 建設廃材処理費 路盤材 ton 県土整備部

東葛飾 建設廃材処理費 路盤材 ton 県土整備部

印旛 建設廃材処理費 路盤材 ton 県土整備部

成田 建設廃材処理費 路盤材 ton 県土整備部

香取 建設廃材処理費 路盤材 ton 県土整備部

海匝 建設廃材処理費 路盤材 ton 県土整備部

山武 建設廃材処理費 路盤材 ton 県土整備部

長生 建設廃材処理費 路盤材 ton 県土整備部

安房 建設廃材処理費 路盤材 ton 県土整備部

君津 建設廃材処理費 路盤材 ton 県土整備部

千葉 建設廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ ton 県土整備部

葛南 建設廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ ton 県土整備部

市原 建設廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ ton 県土整備部

東葛飾 建設廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ ton 県土整備部

印旛 建設廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ ton 県土整備部

成田 建設廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ ton 県土整備部

香取 建設廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ ton 県土整備部

海匝 建設廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ ton 県土整備部

山武 建設廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ ton 県土整備部

長生 建設廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ ton 県土整備部

安房 建設廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ ton 県土整備部

君津 建設廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ ton 県土整備部

千葉 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

葛南 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

市原 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

東葛飾 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

印旛 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

成田 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

香取 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

海匝 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

山武 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

長生 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

安房 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

君津 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

千葉 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

葛南 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

市原 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

東葛飾 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

印旛 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

成田 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

香取 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

海匝 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

山武 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

長生 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

安房 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

君津 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 県土整備部

千葉 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

葛南 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

市原 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

東葛飾 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部
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印旛 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

成田 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

香取 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

海匝 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

山武 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

長生 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

安房 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

君津 建設廃材処理費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

千葉 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

葛南 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

市原 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

東葛飾 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

印旛 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

成田 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

香取 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

海匝 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

山武 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

長生 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

安房 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

君津 建設廃材処理費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ton 県土整備部

千葉 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

50 / 192 ページ



Jコード 地区資材単価 令和４年４月８日適用

単価
コード

地区名 名称 規格 単位 設定単価

山武 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(普通) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(普通) 30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部
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長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

千葉 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

葛南 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

市原 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

東葛飾 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

印旛 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

成田 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

香取 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

銚子 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

海匝 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

山武 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

長生 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

夷隅 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

安房 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部

君津 生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3 県土整備部
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ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊 日 県土整備部

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力100t吊 日 県土整備部

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力120t吊 日 県土整備部

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力160t吊 日 県土整備部

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力200t吊 日 県土整備部

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力360t吊 日 県土整備部

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] 吊上能力4.9t吊 日 県土整備部

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 吊上能力7t吊 日 県土整備部

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] 吊上能力16t吊 日 県土整備部

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] 吊上能力20t吊 日 県土整備部

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒] 吊上能力25t吊 日 県土整備部

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] 吊上能力35t吊 日 県土整備部

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] 吊上能力50t吊 日 県土整備部

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 吊上能力10t吊 日 県土整備部

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 吊上能力45t吊 日 県土整備部

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(～2次)･～低騒] 吊上能力60t吊 日 県土整備部

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 吊上能力35t吊 日 県土整備部

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 吊上能力40t吊 日 県土整備部

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1･2次)] 吊上能力50t吊 日 県土整備部

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｨﾝﾁﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･排対(～2次)･～低騒] 吊上能力100t吊 日 県土整備部

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1･2次)] 吊上能力55t吊 日 県土整備部

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 吊上能力65t吊 日 県土整備部

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力200t吊 日 県土整備部

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 吊上能力80t吊 日 県土整備部

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 吊上能力150t吊 日 県土整備部

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] 吊上能力4.9t吊 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量8kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量10kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量15kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量20kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量25kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量35kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量45kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量60kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量75kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量100kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量125kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量150kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量200kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量250kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量300kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量350kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 定格容量400kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｇ駆動･低騒音型] 定格容量2kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｇ駆動･低騒音型] 定格容量3kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音型] 定格容量5kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量8kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量10kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量15kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量20kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量25kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量35kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量45kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量60kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量75kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量100kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量125kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量150kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量200kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量250kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量300kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量350kva 日 県土整備部

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)] 定格容量400kva 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)] 吐出量2.0m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)] 吐出量2.5m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)] 吐出量3.5～3.7m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)] 吐出量5.0m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)] 吐出量7.5～7.8m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)] 吐出量10.5～11.0m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)] 吐出量14.2m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)] 吐出量17.0m3/min 日 県土整備部
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空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)] 吐出量18.0～19.0m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)] 吐出量2.0m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)] 吐出量2.5m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)] 吐出量3.5～3.7m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)] 吐出量5.0m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)] 吐出量7.5～7.8m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)] 吐出量10.5～11.0m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)] 吐出量14.2m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)] 吐出量17.0m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)] 吐出量18.0～19.0m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(3次)] 吐出量15m3/min 1.05MPa 日 県土整備部

空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動] 吐出量2.2m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動] 吐出量3.7m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動] 吐出量5.2m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動] 吐出量6.0m3/min 日 県土整備部

空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動] 吐出量9.0m3/min 日 県土整備部

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･排対型(1次･2次)] 質量2.4～2.8t 日 県土整備部

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･排対型(1次･2次)] 質量3.0～5.0t 日 県土整備部

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)] 質量3.0～4.0t 日 県土整備部

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 県土整備部

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ 日 県土整備部

振動ﾛｰﾗ(土工用）[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排対型(3次)] 質量11～12t 日 県土整備部

タイヤローラ[～低騒･排対型･(～2011年規制)] 質量　8～20ｔ 日 県土整備部

タイヤローラ[～超低･排対型･(～3次)] 質量3～4ｔ 日 県土整備部

タイヤローラ[～低騒･排対型･(～2011年規制)] 質量13ｔ 日 県土整備部

ロードローラ[マカダム・排対型(～2次)] 質量10ｔ　締固め幅2.1ｍ 日 県土整備部

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014年規制)] 舗装幅1.4～3.0ｍ 日 県土整備部

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0ｍ 日 県土整備部

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 日 県土整備部

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径  ５０mm    全揚程  １０ｍ 日 県土整備部

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径  ５０mm    全揚程  １５ｍ 日 県土整備部

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径１００mm    全揚程  １０ｍ 日 県土整備部

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径１００mm    全揚程  １５ｍ 日 県土整備部

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径１５０mm    全揚程  １０ｍ 日 県土整備部

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径１５０mm    全揚程  １５ｍ 日 県土整備部

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径２００mm    全揚程  １０ｍ 日 県土整備部

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径２００mm    全揚程  １５ｍ 日 県土整備部

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付] 積載質量 1.7t 1t吊 日 県土整備部

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付] 積載質量 2.0t 1t吊 日 県土整備部

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付] 積載質量 2.5t 2t吊 日 県土整備部

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次･2次)] 積載質量 2.0t 日 県土整備部

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次･2次)] 積載質量 2.5t 日 県土整備部

グラインダ－ 180mm 日 農水省等

ジェットヒータ 126MJ/h 日 県土整備部

リフト台車 ハング式　　６ｔ 　１脚 日 農水省等

リフト台車 ハング式　１５ｔ 　１脚 日 農水省等

リフト台車 ハング式　１５ｔ 　２脚 日 農水省等

リフト台車 ハング式　２５ｔ 　２脚 日 農水省等

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4ｔ積級 日 県土整備部

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型) 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10～12m未満 日 県土整備部

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用） 900mm 日 農水省等

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用） 1000mm 日 農水省等

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用） 1100mm 日 農水省等

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用） 1200mm 日 農水省等

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用） 1350mm 日 農水省等

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用） 1500mm 日 農水省等

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用） 1650mm 日 農水省等

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用） 1800mm 日 農水省等

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用） 2000mm 日 農水省等

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用） 2200mm 日 農水省等

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用） 2400mm 日 農水省等

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用） 2600mm 日 農水省等

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用） 2800mm 日 農水省等

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用） 3000mm 日 農水省等

管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 900mm 日 農水省等

管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 1000mm 日 農水省等

管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 1100mm 日 農水省等

管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 1200mm 日 農水省等

管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 1350mm 日 農水省等

管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 1500mm 日 農水省等

管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 1600mm 日 農水省等
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管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 1650mm 日 農水省等

管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 1800mm 日 農水省等

管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 2000mm 日 農水省等

管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 2100mm 日 農水省等

管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 2200mm 日 農水省等

管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 2400mm 日 農水省等

管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 2600mm 日 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3） 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･低騒音･排対型(1次･2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･低騒音･排対型(1次･2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超/低騒音･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3） 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･低騒音･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超低騒音･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 県土整備部

ICTﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･ｸﾚｰﾝ･排対～2014年規制] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 3月号(平)

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(1次･2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3（平積0.16m3） 日 県土整備部

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･低騒音･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3（平積0.16m3） 日 県土整備部

小型BH[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・超低騒音・ｸﾚｰﾝ・3次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･低騒音･排対型(1次･2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超低騒音･排対型(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t 日 県土整備部

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 県土整備部

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3（平積0.08m3） 日 県土整備部

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.055m3（平積0.04m3） 日 3月号(積)

油圧クラムシェル　テレスコピック式 クローラ型平積0.4m3[従来・排対型（１次）] 日 県土整備部

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)）[普通・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.3～1.4m3 日 県土整備部

油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ 日 3月号(平)

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･低騒音型･排対型(1次･2次)] 7t級 7～9t 日 県土整備部

ブルドーザ[湿地・排対型(1次･2次･3次)] 7t級 7～9ｔ 日 県土整備部

ブルドーザ[湿地・排対型(3次)] 16t級 15～18ｔ 日 県土整備部

ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t 日 3月号(平)

ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)] 7t級 7～9ｔ 日 3月号(平)

ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)] 16t級 15～18ｔ 日 3月号(平)

ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ） ﾊﾞｯｸﾎｳ 日 県土整備部

ICT建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ） ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 日 県土整備部

ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT対応型)) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型) 日 農水省等

ICT建設機械経費賃料加算額(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT対応型)) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT施工対応型) 日 農水省等
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鉄筋(一般構造物） - ton 県土整備部

鉄筋(場所打杭用かご筋） - ton 県土整備部

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ１９＋Ｄ１９ - 箇所 県土整備部

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ２２＋Ｄ２２ - 箇所 県土整備部

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ２５＋Ｄ２５ - 箇所 県土整備部

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ２９＋Ｄ２９ - 箇所 県土整備部

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ３２＋Ｄ３２ - 箇所 県土整備部

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ３５＋Ｄ３５ - 箇所 県土整備部

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ３８＋Ｄ３８ - 箇所 県土整備部

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ４１＋Ｄ４１ - 箇所 県土整備部

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ５１＋Ｄ５１ - 箇所 県土整備部

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）B-4E - ｍ 県土整備部

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E - ｍ 県土整備部

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) メッキ品B-4E - ｍ 県土整備部

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）B-2B - ｍ 県土整備部

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）C-2B - ｍ 県土整備部

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) メッキ品B-2B - ｍ 県土整備部

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中) A･B･C　　 4E - ｍ 県土整備部

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ) A･B･C　　 2B - ｍ 県土整備部

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額 Ｂ・Ｃ種（支柱間隔４ｍ） - ｍ 県土整備部

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額 Ｂ・Ｃ種（支柱間隔２ｍ） - ｍ 県土整備部

横断･転落防止柵設置(土中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) 門型　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 門型　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

横断･転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

横断･転落防止柵設置(部材設置) 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ　(土中建込) - 箇所 県土整備部

横断･転落防止柵撤去(土中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) 門型　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 門型　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

横断･転落防止柵撤去(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

落石防護柵（中間支柱） 柵高　1.50ｍ - 本 県土整備部

落石防護柵（中間支柱） 柵高　2.00ｍ - 本 県土整備部

落石防護柵（中間支柱） 柵高　2.50ｍ - 本 県土整備部

落石防護柵（中間支柱） 柵高　3.00ｍ - 本 県土整備部

落石防護柵（中間支柱） 柵高　3.50ｍ - 本 県土整備部

落石防護柵（中間支柱） 柵高　4.00ｍ - 本 県土整備部

落石防護柵（末端支柱） 柵高　1.50ｍ - 本 県土整備部

落石防護柵（末端支柱） 柵高　2.00ｍ - 本 県土整備部

落石防護柵（末端支柱） 柵高　2.50ｍ - 本 県土整備部

落石防護柵（末端支柱） 柵高　3.00ｍ - 本 県土整備部

落石防護柵（末端支柱） 柵高　3.50ｍ - 本 県土整備部

落石防護柵（末端支柱） 柵高　4.00ｍ - 本 県土整備部

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付　柵高　1.50ｍ　ロープ5本 - ｍ 県土整備部

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付　柵高　2.00ｍ　ロープ7本 - ｍ 県土整備部

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付　柵高　2.50ｍ　ロープ8本 - ｍ 県土整備部

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付　柵高　3.00ｍ　ロープ10本 - ｍ 県土整備部

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付　柵高　3.50ｍ　ロープ12本 - ｍ 県土整備部

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付　柵高　4.00ｍ　ロープ13本 - ｍ 県土整備部

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 上弦材付　柵高1.50ｍ　ロープ5本 - ｍ 県土整備部

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 上弦材付　柵高2.00ｍ　ロープ7本 - ｍ 県土整備部

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 上弦材付　柵高2.50ｍ　ロープ8本 - ｍ 県土整備部

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 上弦材付　柵高3.00ｍ　ロープ10本 - ｍ 県土整備部

落石防護柵（ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ） 岩盤用ｱﾝｶｰ込み - 本 県土整備部

落石防護柵（曲げ支柱）加算額 柵高　3.5ｍ以下 - 本 県土整備部

落石防護柵（曲げ支柱）加算額 柵高　4.0ｍ - 本 県土整備部

落石防止網（金網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4）　線径2.6ｍｍ - ㎡ 県土整備部

落石防止網（金網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4）　線径3.2ｍｍ - ㎡ 県土整備部

落石防止網（金網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4）　線径4.0ｍｍ - ㎡ 県土整備部

落石防止網（金網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4）　線径5.0ｍｍ - ㎡ 県土整備部

落石防止網（アンカー）岩盤用 Ｄ22ｍｍ×長1000ｍｍ - 箇所 県土整備部

落石防止網（アンカー）岩盤用 Ｄ25ｍｍ×長1000ｍｍ - 箇所 県土整備部

落石防止網（アンカー）岩盤用 Ｄ29ｍｍ×長1000ｍｍ - 箇所 県土整備部

落石防止網（アンカー）岩盤用 Ｄ32ｍｍ×長1000ｍｍ - 箇所 県土整備部

落石防止網（アンカー）土中用 羽付ｱﾝｶｰ　径25mm×長1500mm - 箇所 県土整備部

落石防止網（アンカー）土中用 高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　1500ｍｍ - 箇所 県土整備部

落石防止網（アンカー）土中用 高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　2000ｍｍ - 箇所 県土整備部

落石防止網（アンカー）土中用 高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　1500ｍｍ - 箇所 県土整備部
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落石防止網（アンカー）土中用 高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　2000ｍｍ - 箇所 県土整備部

落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱） ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.0ｍ - 箇所 県土整備部

落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱） ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.5ｍ - 箇所 県土整備部

落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱） ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.0ｍ - 箇所 県土整備部

落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱） ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.5ｍ - 箇所 県土整備部

落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱） ｱﾝｶｰ固定式　支柱高4.0ｍ - 箇所 県土整備部

ガードパイプ設置（土中建込） 塗装品（白色）　Gｐ－Ｂｐ－２Ｅ - ｍ 県土整備部

ガードパイプ設置（土中建込） 塗装品（白色）　Gｐ－Ｃｐ－２Ｅ - ｍ 県土整備部

ガードパイプ設置（土中建込） メッキ品　Gｐ－Ｂｐ－２Ｅ - ｍ 県土整備部

ガードパイプ設置（コンクリート建込） 塗装品（白色）　Gｐ－Ｂｐ－２Ｂ - ｍ 県土整備部

ガードパイプ設置（コンクリート建込） 塗装品（白色）　Gｐ－Ｃｐ－２Ｂ - ｍ 県土整備部

ガードパイプ設置（コンクリート建込） メッキ品　Gｐ－Ｂｐ－２Ｂ - ｍ 県土整備部

部材（パイプのみ）設置 Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ - ｍ 県土整備部

ガードパイプ撤去（土中建込） 塗装・メッキ品　Gｐ－Ｂｐ－２Ｅ - ｍ 県土整備部

ガードパイプ撤去（土中建込） 塗装品　Gｐ－Ｃｐ－２Ｅ - ｍ 県土整備部

ガードパイプ撤去（コンクリート建込） 塗装・メッキ品　Gｐ－Ｂｐ－２Ｂ - ｍ 県土整備部

ガードパイプ撤去（コンクリート建込） 塗装品　Gｐ－Ｃｐ－２Ｂ - ｍ 県土整備部

部材（パイプのみ）撤去 Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ - ｍ 県土整備部

ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合） Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ - ｍ 県土整備部

ガードパイプ曲げ支柱加算額 Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ - ｍ 県土整備部

道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ60.5 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ76.3 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ89.1 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ101.6 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ60.5 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ76.3 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ89.1 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ60.5 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ76.3 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ89.1 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ60.5 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ76.3 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ89.1 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ101.6 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・複柱) 下地メッキ+静電Φ60.5 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・複柱) 下地メッキ+静電Φ76.3 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・複柱) 下地メッキ+静電Φ89.1 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・複柱) 静電粉体塗装Φ60.5 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・複柱) 静電粉体塗装Φ76.3 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・路側・複柱) 静電粉体塗装Φ89.1 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・片持式) 400kg未満 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・片持式) 400kg以上 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・門型式) スパン10m未満 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・門型式) スパン10m～20m未満 - 基 県土整備部

道路標識(建柱・門型式) スパン20m以上 - 基 県土整備部

道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示 - 基 県土整備部

道路標識(添架式標識取付) 信号・アーム部 - 基 県土整備部

道路標識(添架式標識取付) 照明柱・既設標識柱 - 基 県土整備部

道路標識(添架式標識取付) 歩道橋 - 基 県土整備部

道路標識(基礎設置) コンクリート4.0m3未満 - m3 県土整備部

道路標識(基礎設置) コンクリート4.0～6.0m3 - m3 県土整備部

道路標識(基礎設置) コンクリート6.0m3以上 - m3 県土整備部

道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む　単柱式 - 基 県土整備部

道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む　複柱式 - 基 県土整備部

道路標識(支柱撤去・片持式) 400kg未満 - 基 県土整備部

道路標識(支柱撤去・片持式) 400kg以上 - 基 県土整備部

道路標識(支柱撤去・門型式) スパン10m未満 - 基 県土整備部

道路標識(支柱撤去・門型式) スパン10m～20m - 基 県土整備部

道路標識(支柱撤去・門型式) スパン20m以上 - 基 県土整備部

道路標識(標識板撤去・路側式) 警戒・規制・指示・路線番号標識 - 基 県土整備部

道路標識(標識板撤去・添架式) 信号・アーム部 - 基 県土整備部

道路標識(標識板撤去・添架式) 照明柱・既設標識柱 - 基 県土整備部

道路標識(標識板撤去・添架式) 歩道橋 - 基 県土整備部

道路標識(基礎撤去) コンクリート基礎　片持式・門型式 - m3 県土整備部

道路標識(加算額) 標識板の裏面塗装 - ㎡ 県土整備部

道路標識(加算額) アンカーボルトの材料価格 - kg 県土整備部

道路標識(加算額) 曲げ支柱（路側式）φ60.5 - 本 県土整備部

道路標識(加算額) 曲げ支柱（路側式）φ76.3 - 本 県土整備部

道路標識(加算額) 曲げ支柱（路側式）φ89.1 - 本 県土整備部

道路標識(加算額) 取付金具の材料価格 - 段 県土整備部

視線誘導標設置(土中) 両面反射･φ100以下･支柱φ34 - 本 県土整備部
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視線誘導標設置(土中) 両面反射･φ100以下･支柱φ60.5 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(土中) 両面反射･φ100以下･支柱φ89 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ100以下･支柱φ34 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ100以下･支柱φ60.5 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ100以下･支柱φ89 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(土中) 両面反射･φ300･支柱φ60.5 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ300･支柱φ60.5 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両面反射･φ100以下･支柱34 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両面反射･φ100以下･支柱φ60.5 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両面反射･φ100以下･支柱φ89 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 片面反射･φ100以下･支柱φ34 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 片面反射･φ100以下･支柱φ60.5 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 片面反射･φ100以下･支柱φ89 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両面反射･φ300･支柱φ60.5 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 片面反射･φ300･支柱φ60.5 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両面反射･φ100以下･支柱φ34 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両面反射･φ100以下･支柱φ60.5 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両面反射･φ100以下･支柱φ89 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 片面反射･φ100以下･支柱φ34 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 片面反射･φ100以下･支柱φ60.5 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 片面反射･φ100以下･支柱φ89 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両面反射･φ300･支柱φ60.5 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 片面反射･φ300･支柱φ60.5 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(防護柵) 両面反射･φ100以下･バンド式 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(防護柵) 両面反射･φ100以下･ボルト式 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(防護柵) 両面反射･φ100以下･かぶせ式 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(防護柵) 片面反射･φ100以下･バンド式 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(防護柵) 片面反射･φ100以下･ボルト式 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(防護柵) 片面反射･φ100以下･かぶせ式 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(防護柵) 両面反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(防護柵) 片面反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(構造物) 両面反射･φ100以下･側壁用 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(構造物) 両面反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(構造物) 片面反射･φ100以下･側壁用 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(構造物) 片面反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(構造物) 両面反射･300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(構造物) 片面反射･φ300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中) 両面反射･φ100以下･反射体数１個 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中) 片面反射･φ100以下･反射体数２個 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中) 片面反射･φ100以下･反射体数１個 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有) 両面反射･φ100以下･反射体数１個 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有) 片面反射･φ100以下･反射体数２個 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有) 片面反射･φ100以下･反射体数１個 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無) 両面反射･φ100以下･反射体数１個 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無) 片面反射･φ100以下･反射体数２個 - 本 県土整備部

視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無) 片面反射･φ100以下･反射体数１個 - 本 県土整備部

視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む 土中建込用 - 本 県土整備部

視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 - 本 県土整備部

視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む 防護柵取付用 - 本 県土整備部

視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む 構造物取付用 - 本 県土整備部

視線誘導標(加算額) 防塵型・φ100以下 - 面 県土整備部

視線誘導標(加算額) さや管 - 本 県土整備部

視線誘導標(加算額) 防塵型・φ300 - 面 県土整備部

モルタル吹付 厚5cm - ㎡ 県土整備部

モルタル吹付 厚6cm - ㎡ 県土整備部

モルタル吹付 厚7cm - ㎡ 県土整備部

モルタル吹付 厚8cm - ㎡ 県土整備部

モルタル吹付 厚9cm - ㎡ 県土整備部

モルタル吹付 厚10cm - ㎡ 県土整備部

コンクリート吹付 厚10cm - ㎡ 県土整備部

コンクリート吹付 厚15cm - ㎡ 県土整備部

コンクリート吹付 厚20cm - ㎡ 県土整備部

植生基材吹付工 厚3cm - ㎡ 県土整備部

植生基材吹付工 厚4cm - ㎡ 県土整備部

植生基材吹付工 厚5cm - ㎡ 県土整備部

植生基材吹付工 厚6cm - ㎡ 県土整備部

植生基材吹付工 厚7cm - ㎡ 県土整備部

植生基材吹付工 厚8cm - ㎡ 県土整備部

植生基材吹付工 厚10cm - ㎡ 県土整備部

客土吹付 厚1cm - ㎡ 県土整備部

客土吹付 厚2cm - ㎡ 県土整備部
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客土吹付 厚3cm - ㎡ 県土整備部

種子散布工 - ㎡ 県土整備部

繊維ネット工 肥料袋無･一重ネット - ㎡ 県土整備部

植生シート工 肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品) - ㎡ 県土整備部

繊維ネット工 肥料袋付･二重ネット - ㎡ 県土整備部

植生マット工 肥料袋付･人工張芝付(二重ネット) - ㎡ 県土整備部

植生シート工 肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・環境品) - ㎡ 県土整備部

植生筋工 筋芝工　人工芝（種子帯） - ㎡ 県土整備部

筋芝 筋芝工　野芝・高麗芝 - ㎡ 県土整備部

張芝 張芝工　野芝・高麗芝（全面張） - ㎡ 県土整備部

吹付枠工 梁断面 150×150 - ｍ 県土整備部

吹付枠工 梁断面 200×200 - ｍ 県土整備部

吹付枠工 梁断面 300×300 - ｍ 県土整備部

吹付枠工 梁断面 400×400 - ｍ 県土整備部

吹付枠工 梁断面 500×500 - ｍ 県土整備部

吹付枠工 梁断面 600×600 - ｍ 県土整備部

吹付枠工 法面清掃及びﾗｽ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置 - ㎡ 県土整備部

吹付枠工（加算額） 水切りモルタル・コンクリート - m3 県土整備部

吹付枠工（加算額） 表面コテ仕上げ - ㎡ 県土整備部

吹付枠工（加算額） 間詰モルタル・コンクリート - m3 県土整備部

サンドドレーン工 打設長１０ｍ未満 - ｍ 県土整備部

サンドドレーン工 打設長１０ｍ以上２０ｍ未満 - ｍ 県土整備部

サンドドレーン工 打設長２０ｍ以上３５ｍ未満 - ｍ 県土整備部

サンドコンパクションパイル工 打設長１０ｍ未満 - ｍ 県土整備部

サンドコンパクションパイル工 打設長１０ｍ以上２０ｍ未満 - ｍ 県土整備部

サンドコンパクションパイル工 打設長２０ｍ以上３５ｍ未満 - ｍ 県土整備部

橋梁用伸縮継手(新設) 軽量型　1.8m当たり50kg未満 - ｍ 県土整備部

橋梁用伸縮継手(新設) 普通型　1.8m当たり50kg以上180kg以下 - ｍ 県土整備部

橋梁用伸縮継手(補修) 軽量型・1車線相当 - ｍ 県土整備部

橋梁用伸縮継手(補修) 軽量型・2車線相当 - ｍ 県土整備部

橋梁用伸縮継手(補修) 普通型・1車線相当 - ｍ 県土整備部

橋梁用伸縮継手(補修) 普通型・2車線相当 - ｍ 県土整備部

橋梁用埋設型伸縮継手(新設) 舗装厚内型・後付工法 - ｍ 県土整備部

橋梁用埋設型伸縮継手(新設) 床版箱抜型・先付工法 - ｍ 県土整備部

橋梁用埋設型伸縮継手(新設) 床版箱抜型・後付工法 - ｍ 県土整備部

橋梁用埋設型伸縮継手(補修) 舗装厚内型・1車線相当 - ｍ 県土整備部

橋梁用埋設型伸縮継手(補修) 舗装厚内型・2車線相当 - ｍ 県土整備部

橋梁用埋設型伸縮継手(補修) 床版箱抜型・1車線相当 - ｍ 県土整備部

橋梁用埋設型伸縮継手(補修) 床版箱抜型・2車線相当 - ｍ 県土整備部

橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費 舗装厚内型 - m3 県土整備部

橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費 床版箱抜型・特殊合材費 - m3 県土整備部

橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費 床版箱抜型・伸縮金物費 - ｍ 県土整備部

シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 - ㎡ 県土整備部

シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 - ㎡ 県土整備部

塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 - ㎡ 県土整備部

塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 - ㎡ 県土整備部

土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下） φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下） φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下） φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下） φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下） φ 66mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下） φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下） φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下） φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下） φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下） φ 86mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下） φ 116mm  粘性土・シルト　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下） φ 116mm  砂・砂質土　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下） φ 116mm  礫混じり土砂　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下） φ 116mm  玉石混じり土砂　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下） φ 116mm  固結シルト・固結粘土　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 66mm　軟岩　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 66mm　中硬岩　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 66mm　硬岩　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 66mm　極硬岩　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 66mm　破砕帯　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 76mm　軟岩　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 76mm　中硬岩　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 76mm　硬岩　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 76mm　極硬岩　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 76mm　破砕帯　鉛直下方 - ｍ 県土整備部
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岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 86mm  軟岩　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 86mm  中硬岩　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

シンウォールサンプリング 粘性土 - 本 県土整備部

デニソンサンプリング 粘性土 - 本 県土整備部

トリプルサンプリング 砂質土 - 本 県土整備部

標準貫入試験 粘性土・シルト - 回 県土整備部

標準貫入試験 砂・砂質土 - 回 県土整備部

標準貫入試験 礫混じり土砂 - 回 県土整備部

標準貫入試験 玉石混じり土砂 - 回 県土整備部

標準貫入試験 軟岩 - 回 県土整備部

標準貫入試験 固結シルト・固結粘土 - 回 県土整備部

孔内水平載荷試験 普通載荷（2.5MN/㎡以下）　GL-50ｍ以内 - 回 県土整備部

孔内水平載荷試験 中圧載荷（2.5～10MN/㎡）　GL-50ｍ以内 - 回 県土整備部

孔内水平載荷試験 高圧載荷（10～20MN/㎡）　GL-50ｍ以内 - 回 県土整備部

現場透水試験 オーガー法　GL-１0ｍ以内 - 回 県土整備部

現場透水試験 ケーシング法　GL-１0ｍ以内 - 回 県土整備部

現場透水試験 一重管式　GL-２0ｍ以内 - 回 県土整備部

現場透水試験 二重管式　GL-２0ｍ以内 - 回 県土整備部

現場透水試験 揚水法　GL-２0ｍ以内 - 回 県土整備部

スウェーデン式サウンディング GL-１0ｍ以内、Ｎ値４以内 - ｍ 県土整備部

オランダ式二重管コーン貫入試験 ２０ｋN　GL-３0ｍ以内 - ｍ 県土整備部

オランダ式二重管コーン貫入試験 １００ｋN　GL-３0ｍ以内 - ｍ 県土整備部

ポータブルコーン貫入試験 単管式　GL-5ｍ以内 - ｍ 県土整備部

ポータブルコーン貫入試験 二重管式　GL-5ｍ以内 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 86mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 116mm  粘性土・シルト　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 116mm  砂・砂質土　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 116mm  礫混じり土砂　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 116mm  玉石混じり土砂　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 116mm  固結シルト・固結粘土　鉛直下方 - ｍ 県土整備部

特装車運搬（クローラ） １００ｍ以下　総運搬距離 - ton 県土整備部

平坦地足場 板材足場（０．３ｍ以下） - 箇所 県土整備部

平坦地足場 嵩上げ足場（０．３ｍ超） - 箇所 県土整備部

湿地足場 ５０ｍ以下 - 箇所 県土整備部

傾斜地足場 地形傾斜　15～30゜　５０ｍ以下 - 箇所 県土整備部

傾斜地足場 地形傾斜　30～45゜　５０ｍ以下 - 箇所 県土整備部

傾斜地足場 地形傾斜　45～60゜　５０ｍ以下 - 箇所 県土整備部

水上足場 水深１ｍ以下　５０ｍ以下 - 箇所 県土整備部

水上足場 水深３ｍ以下　５０ｍ以下 - 箇所 県土整備部

水上足場 水深５ｍ以下　５０ｍ以下 - 箇所 県土整備部

準備及び跡片付け - 業務 県土整備部

搬入路伐採等 - ｍ 県土整備部

環境保全 仮囲い - 箇所 県土整備部

調査孔閉塞 - 箇所 県土整備部

給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転） ２０ｍ以上１５０ｍ以下 - 箇所 県土整備部

資料整理とりまとめ 一般調査業務費 - 業務 県土整備部

断面図等の作成 一般調査業務費 - 業務 県土整備部

既存資料の収集・現地調査<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価> - 業務 県土整備部

資料整理とりまとめ<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価> - 業務 県土整備部

断面図等作成<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価> - 業務 県土整備部

総合解析とりまとめ<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価> - 業務 県土整備部

地盤情報検定費 Ａ検定 - 本 2,000

地盤情報検定費 Ｂ検定 - 本 3,000

現場内小運搬　人肩運搬 ５０ｍ以下　総運搬距離 - ton 県土整備部

現場内小運搬　人肩運搬 ５０ｍ超～１００ｍ以下　総運搬距離 - ton 県土整備部

現場内小運搬　特装車運搬（クローラ） １００ｍ以下　総運搬距離 - ton 県土整備部

現場内小運搬　特装車運搬（クローラ） １００ｍ超～３００ｍ以下　総運搬距離 - ton 県土整備部

現場内小運搬　特装車運搬（クローラ） ３００ｍ超～５００ｍ以下　総運搬距離 - ton 県土整備部

現場内小運搬　特装車運搬（クローラ） ５００ｍ超～１０００ｍ以下　総運搬距離 - ton 県土整備部

現場内小運搬　モノレール運搬 ５０ｍ以下　総運搬距離 - ton 県土整備部

現場内小運搬　モノレール運搬 ５０ｍ超～１００ｍ以下　総運搬距離 - ton 県土整備部

現場内小運搬　モノレール運搬 １００ｍ超～２００ｍ以下　総運搬距離 - ton 県土整備部
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現場内小運搬　モノレール運搬 ２００ｍ超～３００ｍ以下　総運搬距離 - ton 県土整備部

現場内小運搬　モノレール運搬 ３００ｍ超～５００ｍ以下　総運搬距離 - ton 県土整備部

現場内小運搬　モノレール運搬 ５００ｍ超～１０００ｍ以下　総運搬距離 - ton 県土整備部

現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ５０ｍ以下 - 箇所 県土整備部

現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ５０ｍ超～１００ｍ以下 - 箇所 県土整備部

現場内小運搬　モノレール架設・撤去 １００ｍ超～２００ｍ以下 - 箇所 県土整備部

現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ２００ｍ超～３００ｍ以下 - 箇所 県土整備部

現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ３００ｍ超～５００ｍ以下 - 箇所 県土整備部

現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ５００ｍ超～１０００ｍ以下 - 箇所 県土整備部

現場内小運搬　モノレール機械器具損料 モノレール運搬　５０ｍ以下 - 日 県土整備部

現場内小運搬　モノレール機械器具損料 モノレール運搬　５０ｍ超～１００ｍ以下 - 日 県土整備部

現場内小運搬　モノレール機械器具損料 モノレール運搬　１００ｍ超～２００ｍ以下 - 日 県土整備部

現場内小運搬　モノレール機械器具損料 モノレール運搬　２００ｍ超～３００ｍ以下 - 日 県土整備部

現場内小運搬　モノレール機械器具損料 モノレール運搬　３００ｍ超～５００ｍ以下 - 日 県土整備部

現場内小運搬　モノレール機械器具損料 モノレール運搬　５００ｍ超～１０００ｍ以下 - 日 県土整備部

現場内小運搬　索道機械器具損料 １００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ - 日 県土整備部

現場内小運搬　索道機械器具損料 １００ｍ超～５００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ - 日 県土整備部

現場内小運搬　索道機械器具損料 ５００ｍ超～１０００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ - 日 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部
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区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)
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区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 8休 時間的制約　無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 8休 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 8休 時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 8休 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 8休 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 8休 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 8休 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 8休 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 8休 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)
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区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 8休 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 8休 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 8休 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 8休 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 8休 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 8休 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 8休 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 8休 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 8休 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 8休 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 8休 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 8休 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 8休 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 8休 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 8休 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 8休 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 8休 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 8休 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 8休 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)
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区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 7休 時間的制約　無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 7休 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 7休 時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 7休 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 7休 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 7休 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 7休 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 7休 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 7休 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 7休 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 7休 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 7休 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 7休 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 7休 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 7休 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 7休 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 7休 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 7休 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 7休 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 7休 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 7休 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 7休 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

65 / 192 ページ



Aコード 市場単価 令和４年４月８日適用

単価
コード

名称 規格 補正区分 単位 設定単価

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 7休 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 7休 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 7休 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 7休 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 7休 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 6休 時間的制約　無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 6休 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 6休 時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 6休 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 6休 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 6休 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 6休 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 6休 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 6休 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)
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区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 6休 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 6休 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 6休 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 6休 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 6休 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 6休 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 6休 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 6休 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 6休 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 6休 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 6休 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 6休 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 6休 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 6休 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 6休 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 6休 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 6休 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 6休 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

補正係数 区画線設置 補正なし - なし 1月号(平)

補正係数 区画線設置 溶融式 排水性舗装に施工する場合 - なし 1月号(平)

補正係数 区画線設置 溶融式 未供用区間に施工する場合 - なし 1月号(平)

補正係数 区画線設置 ペイント式 未供用区間に施工する場合 - なし 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)
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区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)
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区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)
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区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)
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区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)
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区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)
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区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)
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区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)
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区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部
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排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 県土整備部

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 県土整備部

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 県土整備部

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 県土整備部

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 県土整備部

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 県土整備部

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 県土整備部

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 県土整備部

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 県土整備部

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 県土整備部

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 県土整備部

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 県土整備部

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 県土整備部

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 8休 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 8休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 8休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 8休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 8休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 8休 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 8休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 8休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 8休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 8休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 8休 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 8休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 8休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 8休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 8休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 8休 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 8休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 8休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 8休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 8休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 8休 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 8休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 8休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 8休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 8休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 8休 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 8休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 8休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)
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排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 8休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 8休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 8休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 8休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 8休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 8休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 8休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 8休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 8休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 8休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 8休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 8休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 8休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 8休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 8休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 8休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 8休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 8休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 8休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 8休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 8休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 8休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 8休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 8休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 8休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 8休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 8休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 8休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 8休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 8休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 8休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 8休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 7休 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 7休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 7休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 7休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 7休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 7休 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 7休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 7休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 7休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 7休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 7休 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 7休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 7休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 7休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 7休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 7休 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 7休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 7休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 7休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 7休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 7休 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 7休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 7休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 7休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 7休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 7休 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 7休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 7休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 7休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 7休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 7休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 7休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 7休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 7休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 7休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 7休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 7休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 7休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 7休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)
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排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 7休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 7休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 7休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 7休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 7休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 7休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 7休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 7休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 7休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 7休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 7休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 7休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 7休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 7休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 7休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 7休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 7休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 7休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 7休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 7休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 7休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 6休 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 6休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 6休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 6休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 6休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 6休 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 6休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 6休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 6休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 6休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 6休 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 6休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 6休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 6休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 6休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 6休 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 6休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 6休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 6休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 6休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 6休 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 6休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 6休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 6休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 6休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 6休 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 6休 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 6休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 6休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 6休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 6休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 6休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 6休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 6休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 6休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 6休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 6休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 6休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 6休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 6休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 6休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 6休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 6休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 6休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 6休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 6休 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 6休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 6休 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 6休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 6休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)
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排水構造物工 蓋版 時間的制約受 6休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 6休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 6休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 6休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 6休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 6休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 6休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 6休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 6休 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 6休 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 補正係数 補正なし - なし 1月号(平)

排水構造物工 補正係数 U形側溝 Ｌ＝１０００を使用する場合 - なし 1月号(平)

排水構造物工 補正係数 U形側溝 法面小段面 - なし 1月号(平)

排水構造物工 補正係数 U形側溝 法面縦排水 - なし 1月号(平)

排水構造物工 補正係数 U形側溝 基礎砕石を施工しない場合 - なし 1月号(平)

排水構造物工 補正係数 U形側溝 再利用撤去 - なし 1月号(平)

排水構造物工 補正係数 自由勾配側溝 基礎砕石を施工しない場合 - なし 1月号(平)

排水構造物工 補正係数 蓋版 蓋版 法面小段面 - なし 1月号(平)

排水構造物工 補正係数 蓋版 蓋版 再利用撤去 - なし 1月号(平)

排水構造物工 補正係数 U形側溝 Ｌ＝4０００を使用する場合 - なし 1月号(平)

排水構造物工 補正係数 U形側溝 Ｌ＝5０００を使用する場合 - なし 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)
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排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)
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排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)
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排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 補正なし 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週6休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週7休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 補正なし 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週6休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週7休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 補正なし 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週6休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週7休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 補正なし 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週6休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週7休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 補正なし 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週6休 枚 1月号(平)
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排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週7休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 補正なし 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週6休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週7休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 補正なし 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週6休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週7休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 補正なし 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週6休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週7休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 補正なし 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週6休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週7休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 補正なし 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週6休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週7休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 補正なし 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週6休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週7休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 補正なし 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週6休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週7休 枚 1月号(平)

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間 - ㎡ 県土整備部

コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間 - ㎡ 県土整備部

コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間 - ㎡ 県土整備部

コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間 - ㎡ 県土整備部

コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間 - ㎡ 県土整備部

コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間 - ㎡ 県土整備部

コンクリートブロック積工 8休 制約無　機労　昼間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 8休 制約受　機労　昼間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 8休 制約著受　機労　昼間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 8休 制約無　機労　夜間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 8休 制約受　機労　夜間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 8休 制約著受　機労　夜間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 7休 制約無　機労　昼間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 7休 制約受　機労　昼間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 7休 制約著受　機労　昼間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 7休 制約無　機労　夜間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 7休 制約受　機労　夜間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 7休 制約著受　機労　夜間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 6休 制約無　機労　昼間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 6休 制約受　機労　昼間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 6休 制約著受　機労　昼間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 6休 制約無　機労　夜間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 6休 制約受　機労　夜間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 6休 制約著受　機労　夜間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工　補正係数 補正係数　練積の場合 - なし 1月号(平)

コンクリートブロック積工　補正係数 補正係数　裏込コンクリ施工しない - なし 1月号(平)

コンクリートブロック積工　補正係数 補正係数　空積の場合 - なし 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間 補正なし ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間 4週6休 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間 4週7休 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間 補正なし ㎡ 1月号(平)
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コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間 4週6休 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間 4週7休 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間 補正なし ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間 4週6休 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間 4週7休 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間 補正なし ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間 4週6休 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間 4週7休 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間 補正なし ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間 4週6休 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間 4週7休 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間 - ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間 補正なし ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間 4週6休 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間 4週7休 ㎡ 1月号(平)

コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 - m3 県土整備部

構造物とりこわし工無筋構造物 8休 制約無　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 8休 制約無　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 8休 制約受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 8休 制約受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 8休 制約著受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 8休 制約著受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休 制約無　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休 制約無　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休 制約受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休 制約受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休 制約著受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休 制約著受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 8休 制約無　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 8休 制約無　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 8休 制約受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 8休 制約受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 8休 制約著受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 8休 制約著受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休 制約無　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休 制約無　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休 制約受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休 制約受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休 制約著受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休 制約著受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)
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構造物とりこわし工無筋構造物 7休 制約無　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 7休 制約無　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 7休 制約受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 7休 制約受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 7休 制約著受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 7休 制約著受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休 制約無　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休 制約無　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休 制約受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休 制約受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休 制約著受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休 制約著受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 7休 制約無　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 7休 制約無　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 7休 制約受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 7休 制約受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 7休 制約著受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 7休 制約著受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休 制約無　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休 制約無　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休 制約受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休 制約受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休 制約著受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休 制約著受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 6休 制約無　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 6休 制約無　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 6休 制約受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 6休 制約受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 6休 制約著受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 6休 制約著受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休 制約無　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休 制約無　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休 制約受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休 制約受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休 制約著受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休 制約著受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 6休 制約無　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 6休 制約無　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 6休 制約受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 6休 制約受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 6休 制約著受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 6休 制約著受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休 制約無　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休 制約無　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休 制約受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休 制約受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休 制約著受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休 制約著受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工　補正係数 補正なし - なし 1月号(平)
構造物とりこわし工無筋構造物　機械施工　補正係数 補正係数　低騒音低振動対策 - なし 1月号(平)
構造物とりこわし工鉄筋構造物　機械施工　補正係数 補正係数　低騒音低振動対策 - なし 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)
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構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)
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構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部
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橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部
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橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部
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橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部
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橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部
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橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 県土整備部

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 8休 動力工具処理　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 8休 動力工具処理　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 8休 動力工具処理　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 8休 ブラスト処理　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 8休 ブラスト処理　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 8休 ブラスト処理　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 8休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 8休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 8休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 8休 準備補修　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 8休 準備補修　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 8休 準備補修　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 8休 １３０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 8休 １３０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 8休 １３０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 8休 ５００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 8休 ５００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 8休 ５００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ３００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ３００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ３００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 8休 ２００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 8休 ２００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 8休 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 8休 １４０×３層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 8休 １４０×３層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 8休 １４０×３層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 8休 ２００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 8休 ２００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 8休 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 8休 清掃水洗い　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 8休 清掃水洗い　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 8休 清掃水洗い　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 １種ケレン　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 １種ケレン　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 １種ケレン　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ２種ケレン　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ２種ケレン　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ２種ケレン　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ４種ケレン　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ４種ケレン　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ４種ケレン　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 8休 １４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 8休 １４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 8休 １４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ２４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ２４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ２４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ３００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ３００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ３００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ６００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ６００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ６００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ３００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ３００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ３００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 8休 動力工具処理　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 8休 動力工具処理　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 8休 動力工具処理　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 8休 ブラスト処理　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 8休 ブラスト処理　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 8休 ブラスト処理　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 8休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 8休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 8休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 8休 準備補修　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 8休 準備補修　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 8休 準備補修　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 8休 １３０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 8休 １３０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 8休 １３０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 8休 ５００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 8休 ５００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 8休 ５００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ３００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ３００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ３００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 8休 ２００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 8休 ２００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 8休 ２００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 8休 １４０×３層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 8休 １４０×３層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 8休 １４０×３層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 8休 ２００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 8休 ２００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 8休 ２００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 8休 清掃水洗い　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 8休 清掃水洗い　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 8休 清掃水洗い　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 １種ケレン　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 １種ケレン　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 １種ケレン　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ２種ケレン　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ２種ケレン　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ２種ケレン　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ４種ケレン　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ４種ケレン　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 ４種ケレン　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 8休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 8休 １４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 8休 １４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 8休 １４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ２４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ２４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ２４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ３００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ３００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ３００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ６００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ６００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 8休 ６００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ３００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ３００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 8休 ３００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 8休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 8休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 7休 動力工具処理　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 7休 動力工具処理　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 7休 動力工具処理　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 7休 ブラスト処理　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 7休 ブラスト処理　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 7休 ブラスト処理　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 7休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 7休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 7休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 7休 準備補修　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 7休 準備補修　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 7休 準備補修　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 7休 １３０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 7休 １３０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 7休 １３０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 7休 ５００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 7休 ５００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 7休 ５００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ３００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ３００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ３００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 7休 ２００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 7休 ２００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 7休 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 7休 １４０×３層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 7休 １４０×３層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 7休 １４０×３層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 7休 ２００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 7休 ２００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 7休 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 7休 清掃水洗い　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 7休 清掃水洗い　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 7休 清掃水洗い　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 １種ケレン　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 １種ケレン　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 １種ケレン　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ２種ケレン　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ２種ケレン　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ２種ケレン　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ４種ケレン　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ４種ケレン　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ４種ケレン　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 7休 １４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 7休 １４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 7休 １４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ２４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ２４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ２４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ３００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ３００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ３００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ６００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ６００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ６００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ３００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ３００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ３００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 7休 動力工具処理　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 7休 動力工具処理　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 7休 動力工具処理　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 7休 ブラスト処理　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 7休 ブラスト処理　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 7休 ブラスト処理　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 7休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 7休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 7休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 7休 準備補修　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 7休 準備補修　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 7休 準備補修　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 7休 １３０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 7休 １３０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 7休 １３０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 7休 ５００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 7休 ５００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 7休 ５００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ３００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ３００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ３００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 7休 ２００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 7休 ２００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 7休 ２００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 7休 １４０×３層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 7休 １４０×３層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 7休 １４０×３層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 7休 ２００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 7休 ２００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 7休 ２００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 7休 清掃水洗い　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 7休 清掃水洗い　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 7休 清掃水洗い　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 １種ケレン　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 １種ケレン　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 １種ケレン　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ２種ケレン　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ２種ケレン　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ２種ケレン　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ４種ケレン　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ４種ケレン　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 ４種ケレン　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 7休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 7休 １４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 7休 １４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 7休 １４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ２４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ２４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ２４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ３００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ３００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ３００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ６００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ６００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 7休 ６００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ３００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ３００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 7休 ３００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 7休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 7休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 6休 動力工具処理　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 6休 動力工具処理　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 6休 動力工具処理　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 6休 ブラスト処理　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 6休 ブラスト処理　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 6休 ブラスト処理　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 6休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 6休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 6休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 6休 準備補修　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工新橋現場 6休 準備補修　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 6休 準備補修　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 6休 １３０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 6休 １３０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 6休 １３０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 6休 ５００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 6休 ５００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 6休 ５００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ３００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ３００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ３００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 6休 ２００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 6休 ２００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 6休 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 6休 １４０×３層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 6休 １４０×３層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 6休 １４０×３層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 6休 ２００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 6休 ２００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ 6休 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 6休 清掃水洗い　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 6休 清掃水洗い　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 6休 清掃水洗い　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 １種ケレン　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 １種ケレン　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 １種ケレン　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ２種ケレン　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ２種ケレン　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ２種ケレン　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ４種ケレン　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ４種ケレン　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ４種ケレン　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 6休 １４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 6休 １４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 6休 １４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ２４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ２４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ２４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ３００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ３００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ３００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ６００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ６００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ６００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ３００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ３００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ３００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 6休 動力工具処理　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 6休 動力工具処理　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 6休 動力工具処理　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 6休 ブラスト処理　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 6休 ブラスト処理　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 6休 ブラスト処理　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 6休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 6休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 6休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 6休 準備補修　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 6休 準備補修　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 6休 準備補修　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 6休 １３０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 6休 １３０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 6休 １３０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 6休 ５００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 6休 ５００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ 6休 ５００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ３００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ３００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ３００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 6休 ２００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 6休 ２００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 6休 ２００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 6休 １４０×３層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 6休 １４０×３層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 6休 １４０×３層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 6休 ２００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 6休 ２００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ 6休 ２００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 6休 清掃水洗い　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 6休 清掃水洗い　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 6休 清掃水洗い　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 １種ケレン　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 １種ケレン　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 １種ケレン　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ２種ケレン　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ２種ケレン　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ２種ケレン　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ４種ケレン　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ４種ケレン　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 ４種ケレン　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 6休 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 6休 １４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 6休 １４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 6休 １４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ２４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ２４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ２４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ３００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ３００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ３００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ６００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ６００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ 6休 ６００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ３００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ３００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 6休 ３００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 6休 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 6休 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 箱桁構造の密閉部　補正係数 補正係数 塗替塗装 清掃・水洗い - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 箱桁構造の密閉部　補正係数 補正係数 塗替塗装 素地調整 - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 箱桁構造の密閉部　補正係数 補正係数 塗替塗装 研削材ケレン回収 - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 箱桁構造の密閉部　補正係数 補正係数 塗替塗装 塗装作業 - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 横断歩道橋　側道橋　補正係数 補正係数 新橋・継手 準備・補修 - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 横断歩道橋　側道橋　補正係数 補正係数 新橋・継手 塗装作業 - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 横断歩道橋　側道橋　補正係数 補正係数 塗替塗装 清掃・水洗い - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 横断歩道橋　側道橋　補正係数 補正係数 塗替塗装 素地調整 - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 横断歩道橋　側道橋　補正係数 補正係数 塗替塗装 塗装作業 - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 弦材を有する構造　補正係数 補正係数 新橋・継手 準備・補修 - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 弦材を有する構造　補正係数 補正係数 新橋・継手 塗装作業 - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 弦材を有する構造　補正係数 補正係数 塗替塗装 清掃・水洗い - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 弦材を有する構造　補正係数 補正係数 塗替塗装 素地調整 - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 弦材を有する構造　補正係数 補正係数 塗替塗装 塗装作業 - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 高欄部単独施工　補正係数 補正係数 塗替塗装 清掃・水洗い - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 高欄部単独施工　補正係数 補正係数 塗替塗装 素地調整 - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 高欄部単独施工　補正係数 補正係数 塗替塗装 塗装作業 - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋継手部現場塗装　補正係数 補正係数 新橋・継手 塗装作業 - なし 1月号(平)

橋梁塗装工 床版補強鋼板現場塗装　補正係数 補正係数 新橋・継手 塗装作業 - なし 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)
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橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
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単価
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ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 3t級 3～4t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 6t級 6～8t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 9t級 9t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 11t級 10～12t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 15t級 13～16t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 18t級 18～20t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 21t級 24～26t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 32t級 33～37t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(2次)] 3t級 3～4t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(2次)] 6t級 6～8t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(2次)] 9t級 9t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(2次)] 11t級 10～12t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(2次)] 15t級 13～16t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(2次)] 18t級 18～20t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(2次)] 21t級 24～26t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(2次)] 32t級 33～37t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(1次)] 4t級 4～5t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(1次)] 7t級 7～9t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(1次)] 10t級 10t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(1次)] 13t級 11～13t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(1次)] 16t級 15～17t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(1次)] 20t級 19～21t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(1次)] 28t級 27～28t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 4t級 4～5t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 7t級 7～9t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 10t級 10t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 13t級 13t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 16t級 15～17t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 20t級 19～21t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 28t級 27～28t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超湿地] 13t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超湿地･排対型(1次)] 4t級 4～5t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超湿地･排対型(1次)] 10t級 7～10t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超湿地･排対型(1次)] 18t級 18～20t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超湿地･排対型(2次)] 4t級 4t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超々湿地･排対型(1次)] 4t級 4～5t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超々湿地･排対型(1次)] 10t級 7～10t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超々湿地･排対型(2次)] 4t級 4～5t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超々湿地･排対型(2次)] 10t級 10t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付] 44t級 46～51t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付] 63t級 62～69t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付] 95t級 95～105t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付･排対型(1次)] 18t級 20～21t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付･排対型(1次)] 32t級 38～42t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付･排対型(1次)] 21t級 27～28t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付･排対型(2次)] 18t級 20～21t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付･排対型(2次)] 21t級 27～28t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付･排対型(2次)] 32t級 38～42t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付･排対型(2次)] 44t級 46～51t 時間 農水省等

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付･排対型(2次)] 63t級 62～69t 時間 農水省等

ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通] 6t 時間 農水省等

ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通] 11t 時間 農水省等

ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通] 15t 時間 農水省等

ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通] 21t 時間 農水省等

ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通] 32t 時間 農水省等

ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[湿地] 13t 時間 農水省等

ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[湿地] 16t 時間 農水省等

建設用ﾄﾗｸﾀ[単体･普通] 3t 時間 農水省等

建設用ﾄﾗｸﾀ[単体･普通] 6t 時間 農水省等

建設用ﾄﾗｸﾀ[単体･普通] 9t 時間 農水省等

建設用ﾄﾗｸﾀ[単体･普通] 11t 時間 農水省等

建設用ﾄﾗｸﾀ[単体･普通] 15t 時間 農水省等

建設用ﾄﾗｸﾀ[単体･普通] 21t 時間 農水省等

建設用ﾄﾗｸﾀ[単体･普通] 32t 時間 農水省等

建設用ﾄﾗｸﾀ[単体･湿地] 7t 時間 農水省等

建設用ﾄﾗｸﾀ[単体･湿地] 10t 時間 農水省等

建設用ﾄﾗｸﾀ[単体･湿地] 13t 時間 農水省等

建設用ﾄﾗｸﾀ[単体･湿地] 16t 時間 農水省等

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ[普通型] 26t級 ﾎﾞｳﾙ山積容量9.5m3 ﾎﾞｳﾙ平積容量8m3 時間 農水省等

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式] ﾎﾞｳﾙ山積容量15m3 ﾎﾞｳﾙ平積容量12m3 時間 農水省等
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被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式] ﾎﾞｳﾙ山積容量22m3 ﾎﾞｳﾙ平積容量17m3 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･超小旋回･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･超小旋回･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積10.0m3(平積7.3m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.6m3(平積0.5m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.0m3(平積0.7m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.1m3(平積0.8m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.4m3(平積1.0m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.6m3(平積1.2m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.9m3(平積1.4m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.6m3(平積0.5m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.0m3(平積0.7m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.1m3(平積0.8m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.4m3(平積1.0m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.9m3(平積1.4m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積2.7m3(平積2.1m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(1次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積3.1m3(平積2.4m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積3.5m3(平積2.6m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積5.0m3(平積3.8m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.6m3(平積0.45m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.0m3(平積0.7m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音)･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対1] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対1] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対1] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対1] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対1] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対1] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t 時間 農水省等
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ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.6m3(平積0.45m3) 時間 農水省等
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式･ｸﾛｰﾗ型] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.6m3 時間 農水省等
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式･ｸﾛｰﾗ型] 深掘用 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.6m3 時間 農水省等
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式･ｸﾛｰﾗ型] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.8m3 時間 農水省等
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式･ｸﾛｰﾗ型] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量1.0m3 時間 農水省等
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式･ｸﾛｰﾗ型] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.3m3 時間 農水省等
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式･ｸﾛｰﾗ型] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.6m3 時間 農水省等
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾎｲｰﾙ型] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.3m3 時間 農水省等
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.4m3 時間 農水省等
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.15～0.20m3 時間 農水省等
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.25m3 時間 農水省等
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.26～0.30m3 時間 農水省等
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.6m3 時間 農水省等
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量1.0～1.3m3 時間 農水省等

泥上掘削機[ﾌﾛｰﾄ構造ﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｯｸﾎｳ型] ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.4m3max作業半径11m ﾌﾛｰﾄ容量27m3 時間 農水省等

泥上掘削機[ﾌﾛｰﾄ構造ﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｯｸﾎｳ型] ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.7m3max作業半径11m ﾌﾛｰﾄ容量27m3 時間 農水省等

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.022m3(平積0.015m3) 日 農水省等

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.01m3(平積0.008m3) 日 農水省等

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾄﾗｯｸﾊﾞｯｸﾎｳ] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.17m3(平積0.12m3) 日 農水省等

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.044m3(平積0.03m3) 日 農水省等

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.055m3(平積0.04m3) 日 農水省等

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.08m3(平積0.06m3) 日 農水省等

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3(平積0.08m3) 日 農水省等

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) 日 農水省等

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.16m3(平積0.11m3) 日 農水省等

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.08m3(平積0.06m3) 日 農水省等

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3(平積0.08m3) 日 農水省等

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) 日 農水省等

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.16m3(平積0.11m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.044m3(平積0.03m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.055m3(平積0.04m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.08m3(平積0.06m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3(平積0.08m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.16m3(平積0.11m3) 日 農水省等

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･電動式] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.022m3(平積0.015m3) 日 農水省等

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･電動式] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.03m3(平積0.021m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.044m3(平積0.03m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.055m3(平積0.04m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.08m3(平積0.06m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.09～0.11m3(平積0.07～0.08m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.16m3(平積0.11m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.08m3(平積0.06m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3(平積0.08m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.08m3(平積0.06m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3(平積0.08m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3) 日 農水省等

ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.8～1.9m3 時間 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･超小旋回型･排対1] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.055m3(平積0.04m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･超小旋回型･排対1] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.08m3(平積0.06m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･超小旋回型･排対1] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3(平積0.08m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･超小旋回型･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.044m3(平積0.03m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･超小旋回型･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.055m3(平積0.04m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･超小旋回型･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.066m3(平積0.05m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･超小旋回型･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.08m3(平積0.06m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･超小旋回型･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.09m3(平積0.07m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･超小旋回型･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3(平積0.08m3) 日 農水省等
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･超小旋回型･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.16m3(平積0.12m3) 日 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量11～12m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.3m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.4m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.5m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.34～0.35m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.6m3 時間 農水省等
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ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.8m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.9～1.0m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.2m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.3～1.4m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.5～1.7m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.9～2.1m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量2.5～2.9m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量3.1～3.3m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量3.4～3.5m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量4.0m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量4.5m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量5.0m3 時間 農水省等
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通(超低騒音型)･排対1] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.3m3 時間 農水省等
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通(超低騒音型)･排対1] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.4m3 時間 農水省等
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通(超低騒音型)･排対1] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.5m3 時間 農水省等
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通(超低騒音型)･排対1] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.6m3 時間 農水省等
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通(超低騒音型)･排対1] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.3～1.4m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.3m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.4m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.5m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.6m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.9～1.0m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.3～1.4m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.5～1.6m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.9～2.2m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量2.5～3.0m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量3.2～3.4m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量3.5～3.7m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量4.0～4.1m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量4.5～4.6m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量5.0～5.6m3 時間 農水省等

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量6.0～7.0m3 時間 農水省等
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通(超低騒音型)･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.4m3 時間 農水省等
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通(超低騒音型)･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.5m3 時間 農水省等
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通(超低騒音型)･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.6m3 時間 農水省等
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通(超低騒音型)･排対2] 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.3～1.4m3 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ Co圧砕装置 開口幅730mm 破砕力600kN 日 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN 日 農水省等

ｽﾞﾘ積機[ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ] ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.7m3 時間 農水省等

ｽﾞﾘ積機[ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ] ﾊﾞｹｯﾄ山積容量2.0m3 時間 農水省等

ｽﾞﾘ積機[ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ] ﾊﾞｹｯﾄ山積容量3.0m3 時間 農水省等

ｽﾞﾘ積機[ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ] ﾊﾞｹｯﾄ山積容量3.8m3 時間 農水省等

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 70m3/h 時間 農水省等

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 150m3/h 時間 農水省等

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 300m3/h 時間 農水省等

電動式ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｮﾍﾞﾙ(ｽﾞﾘ積用) ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積3.0m3(平積2.3m3) 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1) 吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級 時間 農水省等
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載]排対1 吐出量8～22m3/h級 吹付半径7m級 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体･ｴﾚｸﾀ型]排対1 吐出量6～22m3/h級 吹付半径7m級 時間 農水省等

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型] 10t積 時間 農水省等
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ･排対型(1次)]ﾄﾝﾈﾙ専用機 20t積 時間 農水省等
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ･排対型(1次)]ﾄﾝﾈﾙ専用機 23～25t積 時間 農水省等
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ･排対型(1次)]ﾄﾝﾈﾙ専用機 27t積 時間 農水省等
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｺﾝﾃﾅ着脱式用ｺﾝﾃﾅ]ﾄﾝﾈﾙ専用機 容量(山積)15m3 供用日 農水省等
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｺﾝﾃﾅ着脱式･排対型(1次)]ﾄﾝﾈﾙ専用機 積載質量25t積級 ｺﾝﾃﾅ容量(山積)15m3 時間 農水省等

支保工建込ｴﾚｸﾀ[ｸﾛｰﾗ式] 1.0t×2ﾌﾞｰﾑ 時間 農水省等

支保工建込ｴﾚｸﾀ[ﾎｲｰﾙ式] 1.0t×2ﾌﾞｰﾑ 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[普通型] 2t積 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t吊 時間 農水省等

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 時間 農水省等

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 時間 農水省等

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 6～7t積級 時間 農水省等

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 8t積級 時間 農水省等

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 時間 農水省等

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 12t積級 時間 農水省等

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ･ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式] 22～24t積級 時間 農水省等

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ･ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式] 27～28t積級 時間 農水省等

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ･ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式] 32～34t積級 時間 農水省等

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ･ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式] 36～39t積級 時間 農水省等

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ･ﾘｼﾞｯﾄﾌﾚｰﾑ式] 20t積級 時間 農水省等
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ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ･ﾘｼﾞｯﾄﾌﾚｰﾑ式] 32～37t積級 時間 農水省等

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ･ﾘｼﾞｯﾄﾌﾚｰﾑ式] 46～55t積級 時間 農水省等

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ･ﾘｼﾞｯﾄﾌﾚｰﾑ式] 78～95t積級 時間 農水省等

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ･ﾘｼﾞｯﾄﾌﾚｰﾑ式] 25t積級 時間 農水省等
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ･ﾘｼﾞｯﾄﾌﾚｰﾑ式・排対型(1次)] 25t積級 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[普通型] 1.5t積 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[普通型] 2.0t積 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[普通型] 3.0～3.5t積 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[普通型] 4.0～4.5t積 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[普通型] 6.0～6.5t積 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[普通型] 8.0t積 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[普通型] 11.0t積 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[普通型] 5～5.5t積 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[普通型] 15.0t積 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.0t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.9t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.0t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.9t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ3t級 2.9t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ5t級 2.9t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ6t級 2.9t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ7t級 2.9t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ8t級 2.9t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ10t級 2.9t吊 時間 農水省等

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 15t積 時間 農水省等

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 20t積 時間 農水省等

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 25t積 時間 農水省等

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 28t積 時間 農水省等

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 32t積 時間 農水省等

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 40t積 時間 農水省等

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 50t積 時間 農水省等
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 機械質量2.4t　定格牽引力7.5ｋN 時間 農水省等
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 機械質量4.5t　定格牽引力8.8ｋN 時間 農水省等
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 機械質量15t　定格牽引力37.9ｋN 時間 農水省等

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 機械質量2t　定格牽引力2.5ｋN 時間 農水省等

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 機械質量4t　定格牽引力6.2ｋN 時間 農水省等

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 機械質量6t　定格牽引力10.3ｋN 時間 農水省等

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 機械質量8t　定格牽引力13.7ｋN 時間 農水省等

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 機械質量12t　定格牽引力20.6ｋN 時間 農水省等

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 機械質量1t　定格牽引力1.0ｋN 時間 農水省等

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 機械質量3t　定格牽引力5.0ｋN 時間 農水省等
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 機械質量2t　定格牽引力2.2ｋN 時間 農水省等
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 機械質量3t　定格牽引力5.0ｋN 時間 農水省等
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 機械質量6t　定格牽引力11.2ｋN 時間 農水省等
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 機械質量8t　定格牽引力14.1ｋN 時間 農水省等
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 機械質量12t　定格牽引力20.9ｋN 時間 農水省等
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 機械質量15t　定格牽引力29.8ｋN 時間 農水省等
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 機械質量2.4t　定格牽引力6.0ｋN 時間 農水省等
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 機械質量18t　定格牽引力36.3ｋN 時間 農水省等

ｽﾞﾘ鋼車[側開転倒式] 積載容量1m3 日 農水省等

ｽﾞﾘ鋼車[側開転倒式] 積載容量2m3 日 農水省等

ｽﾞﾘ鋼車[側開転倒式] 積載容量3m3 日 農水省等

ｽﾞﾘ鋼車[側開転倒式] 積載容量4.5m3 日 農水省等

ｽﾞﾘ鋼車[側開転倒式] 積載容量6～8m3 日 農水省等

ｽﾞﾘ鋼車[ｴｱﾊﾞｯｸﾞ式] 積載容量2m3 日 農水省等

ｽﾞﾘ鋼車[ｴｱﾊﾞｯｸﾞ式] 積載容量3m3 日 農水省等

ｽﾞﾘ鋼車[ｴｱﾊﾞｯｸﾞ式] 積載容量4.5m3 日 農水省等

ｽﾞﾘ鋼車[ｴｱﾊﾞｯｸﾞ式] 積載容量6m3 日 農水省等

ｼｬﾄﾙｶｰ[被けん引式] 積載容量10m3級 時間 農水省等

ｼｬﾄﾙｶｰ[被けん引式] 積載容量15m3級 時間 農水省等

油圧転倒装置[固定型] 適用鋼車2～8m3級 日 農水省等

油圧転倒装置[移動型] 適用鋼車3～8m3級 日 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 16.0t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 35～40t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 45～50t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 80.0t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 100.0t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 150.0t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 30～35t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 40～45t吊 時間 農水省等
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ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 50～55t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 60～65t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 80t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 90t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 100t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 120t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 150t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 200t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 300t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 650t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 30～35t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 40～45t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 50～55t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 60～65t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 80t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 100t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 150t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 200t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 250t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 300t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 450t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 350t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 500t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 650t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 750t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 50～55t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ] 2.8t×1.4m級 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ] 3t×2.5m級 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ] 3t×3.5m級 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 4.9t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 35t吊 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 55t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 20t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 35t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 40～45t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 80t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 120t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 160t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 7t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 50t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 360t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 30t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 100t吊 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 500t吊 時間 農水省等
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 100t吊 時間 農水省等
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 120～130t吊 時間 農水省等
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 150～170t吊 時間 農水省等
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 200～250t吊 時間 農水省等
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 400t吊 時間 農水省等
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 550t吊 時間 農水省等
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 650t吊 時間 農水省等
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 300t吊 時間 農水省等
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 360t吊 時間 農水省等

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 25t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 35t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 45t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 4.9t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 7t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 10t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 16t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 20t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 50～51t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 22t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 70t吊 時間 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔本体〕 吊上能力15t･m ﾌﾞｰﾑ長15m 揚程50m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(15t用) 供用日 農水省等
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ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔本体〕 吊上能力40t･m ﾌﾞｰﾑ長40m 揚程95m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(40t用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔本体〕 吊上能力60t･m ﾌﾞｰﾑ長30m 揚程86m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(60t用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔本体〕 吊上能力100t･m ﾌﾞｰﾑ長30m 揚程100m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(100t用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔本体〕 吊上能力180t･m ﾌﾞｰﾑ長40m 揚程120m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(180t用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔本体〕 吊上能力192t･m ﾌﾞｰﾑ長40m 揚程190m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(192t用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔本体〕 吊上能力20t･m ﾌﾞｰﾑ長20m 揚程65m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(20t用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔本体〕 吊上能力120t･m ﾌﾞｰﾑ長35m 揚程150m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(120t用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔本体〕 吊上能力230t･m ﾌﾞｰﾑ長40m 揚程200m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(230t用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･水平型] 〔本体〕 吊上能力30t･m ﾌﾞｰﾑ長30m 揚程50m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･水平型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(30t用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･水平型] 〔本体〕 吊上能力60t･m ﾌﾞｰﾑ長30m 揚程75m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･水平型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(60t用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸ式･起伏型･高速型] 〔本体〕 吊上能力200t･m ﾌﾞｰﾑ長32m 揚程250m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸ式･起伏型･高速型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(200t用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸ式･起伏型･高速型] 〔本体〕 吊上能力230t･m ﾌﾞｰﾑ長40m 揚程250m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸ式･起伏型･高速型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(230t用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸ式･起伏型･高速型] 〔本体〕 吊上能力300t･m ﾌﾞｰﾑ長40m 揚程250m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸ式･起伏型･高速型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(300t用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸ式･起伏型･高速型] 〔本体〕 吊上能力400t･m ﾌﾞｰﾑ長40m 揚程250m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸ式･起伏型･高速型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(400t用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸ式･起伏型･高速型] 〔本体〕 吊上能力900t･m ﾌﾞｰﾑ長52m 揚程300m 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸ式･起伏型･高速型] 〔中間ﾀﾜｰ〕 1m当たり(900t用) 供用日 農水省等

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[移動型] 吊上能力16t･m ﾌﾞｰﾑ長9.5m 揚程60m 供用日 農水省等

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[移動型] 吊上能力22.4t･m ﾌﾞｰﾑ長9.5m 揚程70m 供用日 農水省等

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[移動型] 吊上能力24.0t･m ﾌﾞｰﾑ長9.5m 揚程70m 供用日 農水省等

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型] 吊上能力16t･m ﾌﾞｰﾑ長8.0m 揚程150m 供用日 農水省等

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型] 吊上能力40t･m ﾌﾞｰﾑ長17.5m 揚程70m 供用日 農水省等

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[定置型] 〔本体〕 吊上能力40t･m ﾌﾞｰﾑ長24m 揚程100m 供用日 農水省等

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[定置型] 〔走行装置〕(40t用) 供用日 農水省等

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[定置型] 〔本体〕 吊上能力60t･m ﾌﾞｰﾑ長28m 揚程200m 供用日 農水省等

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[定置型] 〔走行装置〕(60t用) 供用日 農水省等

工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･普通型] 〔本体〕 積載質量1.2t ｽﾊﾟﾝ9.2m 揚程50m 供用日 農水省等

工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･普通型] 〔中間ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ〕 1m当たり 供用日 農水省等

工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･普通型] 〔ﾓｰﾀｳｨﾝﾁ〕 単胴1.5t 日 農水省等

工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･高速型] 〔本体〕 積載質量2.0t 揚程150m 供用日 農水省等

工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･高速型] 〔中間ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ〕 1m当たり 供用日 農水省等

工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･高速型] 〔ﾓｰﾀｳｨﾝﾁ〕 日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ｹﾞｰｼﾞ型･低速] 〔本体〕 積載質量0.5t 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ｹﾞｰｼﾞ型･低速] 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 1m当たり 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ｹﾞｰｼﾞ型･低速] 〔扉〕 1ｶ所当たり 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ｹﾞｰｼﾞ型･低速] 〔本体〕 積載質量1.0t 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ｹﾞｰｼﾞ型･低速] 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 1m当たり 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ｹﾞｰｼﾞ型･低速] 〔扉〕 1ｶ所当たり 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ] 〔本体〕 積載質量0.8tｽﾊﾟﾝ6.0m 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ] 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕1m当たり 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ] 〔本体〕 積載質量1.2tｽﾊﾟﾝ9.2m 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ] 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕1m当たり 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ] 〔本体〕 積載質量0.75t ｽﾊﾟﾝ6.0m 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ] 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕1m当たり 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･低速] 〔本体〕 積載質量1.0t 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･低速] 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 1m当たり 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･低速] 〔扉〕 1ｶ所当たり 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･低速] 〔本体〕 積載質量1.4t 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･低速] 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 1m当たり 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･低速] 〔扉〕 1ｶ所当たり 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[地上操作型] [3t吊りﾌﾚｰﾑ･走行装置]地上揚程8m ｽﾊﾟﾝ10m 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[地上操作型] 3t吊電動ﾎｲｽﾄ 日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[地上操作型] [5t吊りﾌﾚｰﾑ･走行装置]地上揚程8m ｽﾊﾟﾝ15m 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[地上操作型] 5t吊電動ﾎｲｽﾄ 日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[地上操作型] [7.5t吊りﾌﾚｰﾑ･走行装置]地上揚程8m ｽﾊﾟﾝ15m 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[地上操作型] 7.5t吊電動ﾎｲｽﾄ 日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[地上操作型] [10t吊りﾌﾚｰﾑ･走行装置]地上揚程8m ｽﾊﾟﾝ15m 供用日 農水省等
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門型ｸﾚｰﾝ[地上操作型] 10t吊電動ﾎｲｽﾄ 日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･高速] 〔本体〕 積載質量2.0t 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･高速] 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 1m当たり 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･高速] 〔扉〕 1ｶ所当たり 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･高速] 〔本体〕 積載質量2.8t 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･高速] 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 1m当たり 供用日 農水省等

工事ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･高速] 〔扉〕 1ｶ所当たり 供用日 農水省等

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重1.5t級 日 農水省等

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重2.5t級 日 農水省等

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重0.9t級 日 農水省等

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重2.0t級 日 農水省等

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ﾊﾞｯﾃﾘ駆動] 最大積載荷重0.5t級 日 農水省等

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ﾊﾞｯﾃﾘ駆動] 最大積載荷重0.9t級 日 農水省等

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ﾊﾞｯﾃﾘ駆動] 最大積載荷重1.5t級 日 農水省等

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ﾊﾞｯﾃﾘ駆動] 最大積載荷重2.5t級 日 農水省等

刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] [簡易搭乗型]ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 梱包径50cm×幅70cm 供用日 農水省等

刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] [簡易搭乗型]ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 梱包径50cm×幅70cm 供用日 農水省等
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2 時間 農水省等
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型] 作業床高さ9.9×積載荷重1000kg 時間 農水省等
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型] 作業床高さ13.2×積載荷重1000kg 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 4.9t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 12～13t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 16t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 20t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 25t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 30t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 35t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 50～51t吊 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 60～65t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 40～45t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 50～55t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 70t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 80t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 90t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 100t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 120t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 200t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 350t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 500t吊 時間 農水省等

油圧ﾊﾝﾏ(単体)[直杭用] ﾗﾑ質量6.5～8t 時間 農水省等

油圧ﾊﾝﾏ(単体)[直杭用] ﾗﾑ質量2t 時間 農水省等

油圧ﾊﾝﾏ(単体)[直杭用] ﾗﾑ質量4～4.5t 時間 農水省等

油圧ﾊﾝﾏ(単体)[直杭用] ﾗﾑ質量10～12.5t 時間 農水省等

油圧ﾊﾝﾏ(単体)[直杭･斜杭兼用] ﾗﾑ質量11.5～12.5t 時間 農水省等

油圧ﾊﾝﾏ(単体)[直杭･斜杭兼用] ﾗﾑ質量15t 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型](普通ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板用) 起振力344～362kN　(振動周波数17-21Hz) 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型](普通ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板用) 起振力461～480kN　(振動周波数17-21Hz) 時間 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力108～127kN　(振動周波数17～21Hz) 時間 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力226～235kN　(振動周波数17～21Hz) 時間 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力275～294kN　(振動周波数17～21Hz) 時間 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力344～362kN　(振動周波数17～21Hz) 時間 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力461～480kN　(振動周波数17～21Hz) 時間 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力667～725kN　(振動周波数17～21Hz) 時間 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力748kN　(振動周波数17～21Hz) 時間 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～331kN　(振動周波数17-20Hz) 時間 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～475kN　(振動周波数17-20Hz) 時間 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～567kN　(振動周波数17-20Hz) 時間 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～681kN　(振動周波数17-20Hz) 時間 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] (ﾊｯﾄ形900用) 起振力0～475kN 振動周波数17-20Hz 時間 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] (ﾊｯﾄ形900用) 起振力0～567kN 振動周波数17-20Hz 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対1] 最大起振力245kN　(ﾋﾟｽﾄﾝ式)(振動周波数20-60Hz) 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対1] 最大起振力314kN　(ﾋﾟｽﾄﾝ式)(振動周波数20-60Hz) 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対1] 最大起振力157kN　(ﾋﾟｽﾄﾝ式)(振動周波数20-60Hz) 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対1] 最大起振力284kN　(振り子式)(周波数20-60Hz) 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対1] 最大起振力441kN　(振り子式)(周波数20-60Hz) 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対1] 最大起振力473kN　(振り子式)(周波数20-60Hz) 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対2] 最大起振力473kN(振り子式・ﾊｯﾄ形900用)(20-60Hz) 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対2] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz) 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式･可変超高周波型] 最大起振力49.0kN　(ﾋﾟｽﾄﾝ式)(振動周波数20-60Hz) 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式･可変超高周波型] 最大起振力98.1kN　(ﾋﾟｽﾄﾝ式)(周波数20-60Hz) 時間 農水省等
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ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式(超低騒)] 最大起振力58.8kN　(振動周波数27-36Hz) 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式(超低騒)] 最大起振力88.3kN　(振動周波数27-36Hz) 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式(超低騒)] 最大起振力128kN　(振動周波数27-36Hz) 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式(超低騒)] 最大起振力160kN　(振動周波数27-36Hz) 時間 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式(超低騒)] 最大起振力200kN　(振動周波数27-36Hz) 時間 農水省等

杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[電動式] 圧力0.5～0.9MPa吐出量1400L/min 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] ﾘｰﾀﾞ長11.5～15.5m 全装備重量30～40t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] ﾘｰﾀﾞ長18～21m 全装備重量60～65t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] ﾘｰﾀﾞ長21～24m 全装備重量80～85t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] ﾘｰﾀﾞ長21～30m 全装備重量90～95t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] ﾘｰﾀﾞ長21～33m 全装備重量100～110t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] ﾘｰﾀﾞ長21～33m 全装備重量120～125t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] ﾘｰﾀﾞ長21～36m 全装備重量135～145t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] ﾘｰﾀﾞ長21～36m 全装備重量170～180t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] ﾘｰﾀﾞ長18～21m 全装備重量50～55t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] ﾘｰﾀﾞ長21～39m 全装備重量150～165t 時間 農水省等
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式･排対型(1次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min 時間 農水省等
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式･排対型(1次)] 圧力14.7MPa 吐出量895L/min 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ･直結三点支持式] ﾗﾑ質量3.5t ﾘｰﾀﾞ長18～21m 吊能力35～40t 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式杭打機[鋼管回転圧入機] 全装備重量6～9t 回転ﾄﾙｸ43.7KN･m 最大ﾊﾟｲﾙ長6m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式杭打機[鋼管回転圧入機] 全装備重量11～16t 回転ﾄﾙｸ67.9KN･m 最大ﾊﾟｲﾙ長6m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式杭打機[鋼管回転圧入機] 全装備重量25～30t 回転ﾄﾙｸ274KN･m 最大ﾊﾟｲﾙ長10m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ･ﾌﾞｰﾑ式] ﾗﾑ質量1.3t ﾘｰﾀﾞ長18m 吊能力16t 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ･ﾌﾞｰﾑ式] ﾗﾑ質量2.5t ﾘｰﾀﾞ長19m 吊能力25t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ及ｱｰｽｵｰｶﾞ併用直結3点支持] ﾗﾑ質量1.3tｵｰｶﾞ径320-600mmｵｰｶﾞ出力30kwﾘｰﾀﾞ18-21m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ及ｱｰｽｵｰｶﾞ併用直結3点支持] ﾗﾑ質量1.3tｵｰｶﾞ径320-800mmｵｰｶﾞ出力45kwﾘｰﾀﾞ18-21m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ及ｱｰｽｵｰｶﾞ併用･直結3点支持] ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力22kWｵｰｶﾞ径320-600mmｵｰｶﾞ30kwﾘｰﾀﾞ18-21m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ及ｱｰｽｵｰｶﾞ併用･直結3点支持] ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力30kWｵｰｶﾞ径320-600mmｵｰｶﾞ30kwﾘｰﾀﾞ18-21m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ及ｱｰｽｵｰｶﾞ併用･直結3点支持] ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力45kWｵｰｶﾞ径320-600mmｵｰｶﾞ30kwﾘｰﾀﾞ18-21m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ及ｱｰｽｵｰｶﾞ併用･直結3点支持] ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力60kWｵｰｶﾞ径320-600mmｵｰｶﾞ30kwﾘｰﾀﾞ18-21m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[多関節ﾊﾞｯｸﾎｳ･ﾘｰﾀﾞﾚｽ型･軌跡制御機能] 起振力160kN級 最大掘削ﾄﾙｸ26kN･m級 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[多関節ﾊﾞｯｸﾎｳ･ﾘｰﾀﾞﾚｽ型･軌跡制御機能] 起振力200kN級 最大掘削ﾄﾙｸ60kN･m級 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾓﾝｹﾝ及びｱｰｽｵｰｶﾞ併用･直結三点支持式] ﾓﾝｹﾝ2tｵｰｶﾞ径320-600mmｵｰｶﾞ出力30kwﾘｰﾀﾞ11.5-15.5m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾓﾝｹﾝ及びｱｰｽｵｰｶﾞ併用･直結三点支持式] ﾓﾝｹﾝ2tｵｰｶﾞ径350-800mmｵｰｶﾞ出力45kwﾘｰﾀﾞ長18-21m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] ｵｰｶﾞ出力45kw 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 ﾘｰﾀﾞ長21～24m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] ｵｰｶﾞ出力90kw 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 ﾘｰﾀﾞ長21～33m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] ｵｰｶﾞ出力45kw 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 ﾘｰﾀﾞ長21～30m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] ｵｰｶﾞ出力55kw 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 ﾘｰﾀﾞ長21～33m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ･直結三点支持式] ﾗﾑ質量2.0t ﾘｰﾀﾞ長11.5～15.5m 吊能力35～40t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ･直結三点支持式] ﾗﾑ質量4.0～4.5t ﾘｰﾀﾞ長18～21m 吊能力35～40t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ･直結三点支持式] ﾗﾑ質量6.5～8.0t ﾘｰﾀﾞ長21～24m 吊能力45～50t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ･直結三点支持式] ﾗﾑ質量10.0～12.5t ﾘｰﾀﾞ長21～33m 吊能力45～50t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[直/斜杭打兼用油圧ﾊﾝﾏ･直結3点支持式] ﾗﾑ質量11.5～12.5t ﾘｰﾀﾞ長21～33m 吊能力60～65t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式杭打機[直/斜杭打兼用油圧ﾊﾝﾏ･直結3点支持式] ﾗﾑ質量15t ﾘｰﾀﾞ長21～36m 吊能力80t 時間 農水省等

鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭打機 杭径900～1,500mm　施工深度70m　出力110～150kw 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ(油圧式)併用圧入杭打機] 掘削ﾄﾙｸ21kN･m ﾘｰﾀﾞ長11.5～15.5m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ(油圧式)併用圧入杭打機] 掘削ﾄﾙｸ34kN･m ﾘｰﾀﾞ長18～21m 時間 農水省等

油圧式鋼管圧入引抜機[4本ｼﾞｬｯｷ式] 圧入力980kN　引抜力3530kN　径1200mm 供用日 農水省等

油圧式鋼管圧入引抜機[4本ｼﾞｬｯｷ式] 圧入力980kN　引抜力3530kN　径1480mm 供用日 農水省等

油圧式鋼管圧入引抜機[4本ｼﾞｬｯｷ式] 圧入力980kN　引抜力3530kN　径1750mm 供用日 農水省等

油圧式鋼管圧入引抜機[4本ｼﾞｬｯｷ式] 圧入力980kN　引抜力5884kN　径1980mm 供用日 農水省等

油圧式鋼管圧入引抜機[4本ｼﾞｬｯｷ式] 圧入力980kN　引抜力3530kN　径2250mm 供用日 農水省等

油圧式鋼管圧入引抜機[4本ｼﾞｬｯｷ式] 圧入力980kN　引抜力3530kN　径1000mm 供用日 農水省等

油圧式杭圧入引抜機[電動式ﾕﾆｯﾄ] 圧入力294kN 引抜力294kN 日 農水省等
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(1次)] 圧入力736-882kN引抜力785-980kN 日 農水省等
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(1次)] 圧入力981-1471kN引抜力1079-1569kN 日 農水省等
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(1次)] 軽量鋼矢板用 圧入力294kN 引抜力392kN 日 農水省等
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(1次)] 広幅鋼矢板用 圧入981-1471kN引抜1079-1569kN 日 農水省等
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･硬質地盤専用排2] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN 日 農水省等
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･硬質地盤専用排2] 広幅鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN 日 農水省等
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2次)] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用) 圧入力1000kN引抜力1100kN 日 農水省等

杭破砕機 杭径300～600mm 日 農水省等

杭破砕機 杭径700～1000mm 日 農水省等

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ打機[湿地型] 打設長～30m 時間 農水省等

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ打機[湿地型] 打設長30～40m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[ｱｰｽｵｰｶﾞ中堀式] 杭径400～1000φmm ｵｰｶﾞ出力45kw 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[ｱｰｽｵｰｶﾞ中堀式] 杭径400～1200φmm ｵｰｶﾞ出力55kw 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[ｱｰｽｵｰｶﾞ中堀式] 杭径400～1200φmm ｵｰｶﾞ出力90kw 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[ｱｰｽｵｰｶﾞ中堀式] 杭径600～1200φmm ｵｰｶﾞ出力110kw 時間 農水省等
ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用鋼矢板圧入機] ｵｰｶﾞ出力45kW 適用鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 時間 農水省等
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ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用鋼矢板圧入機] ｵｰｶﾞ出力55kW 適用鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式] 掘削径320～450mm 最大掘削長30m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式] 掘削径320～600mm 最大掘削長35m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式] 掘削径350～600mm 最大掘削長40m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式] 掘削径350～800mm 最大掘削長50m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式] 掘削径450～1000mm 最大掘削長55m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式] 掘削径450～1200mm 最大掘削長60m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式] 掘削径450～1000mm 最大掘削長60m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式] 掘削径450～1200mm 最大掘削長60m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式] 掘削径600～1200mm 最大掘削長60m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式] 掘削径600～1800mm 最大掘削長70m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･油圧式] 掘削径260～600mm 最大ﾄﾙｸ16～26kN･m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･油圧式] 掘削径260～600mm 最大ﾄﾙｸ29～35kN･m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･油圧式] 掘削径450～800mm 最大ﾄﾙｸ41～56kN･m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径320～450mm 最大掘削長30m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径320～600mm 最大掘削長35m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径400～600mm 最大掘削長35m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径400～800mm 最大掘削長40m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径800～1200mm 最大掘削長45m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径800～1200mm 最大掘削長45m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径800～1500mm 最大掘削長50m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径300～450mm 最大掘削長20m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径300～450mm 最大掘削長20m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径500～650mm 最大掘削長35m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径500～650mm 最大掘削長35m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径650～850mm 最大掘削長45m 時間 農水省等

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径800～900mm 最大掘削長45m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸(油圧)式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)29-35kN･m径260-600mmﾘｰﾀﾞ18-21m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)45kw掘削径350-800mmﾘｰﾀﾞ長18-21m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw掘削径450-1000mmﾘｰﾀﾞ18-21m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)75kw掘削径450-1000mmﾘｰﾀﾞ21-30m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)90kw掘削径450-1200mmﾘｰﾀﾞ21-33m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)110kw掘削径450-1200mmﾘｰﾀﾞ21-33m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)150kw掘削径600-1200mmﾘｰﾀﾞ21-36m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)180kw掘削径600-1800mmﾘｰﾀﾞ21-36m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[三軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力90kW掘削径500-600mm吊能力50-55ﾘｰﾀﾞ21-33m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[0512-310付属機器] [攪拌ﾛｯﾄﾞ] 掘削径550～600mm 長さ6.75m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[0512-310付属機器] [攪拌ｽｸﾘｭ] 掘削径550mm 長さ6.75m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[0512-310付属機器] [攪拌ﾍｯﾄﾞ] 掘削径550mm 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[三軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力110kw掘削径500-600mm吊能力60-65ﾘｰﾀﾞ21-33 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[三軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力150kw掘削径650-850mm吊能力60-65ﾘｰﾀﾞ21-36 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[三軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力180kw掘削径800-900mm吊能力80ﾘｰﾀﾞ21-36m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[0512-310付属機器] [攪拌ﾛｯﾄﾞ] 掘削径550～600mm 長さ3.00m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[0512-310付属機器] [攪拌ﾛｯﾄﾞ] 掘削径550～600mm 長さ2.00m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[0512-310付属機器] [攪拌ﾛｯﾄﾞ] 掘削径550～600mm 長さ1.00m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[0512-310付属機器] [攪拌ﾛｯﾄﾞ] 掘削径650～850mm 長さ6.75m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[0512-310付属機器] [攪拌ﾛｯﾄﾞ] 掘削径650～850mm 長さ3.00m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[0512-310付属機器] [攪拌ﾛｯﾄﾞ] 掘削径650～850mm 長さ2.00m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[0512-310付属機器] [攪拌ﾛｯﾄﾞ] 掘削径650～850mm 長さ1.00m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[0512-310付属機器] [攪拌ｽｸﾘｭ] 掘削径600mm 長さ6.75m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[0512-310付属機器] [攪拌ｽｸﾘｭ] 掘削径650～850mm 長さ6.75m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[0512-310付属機器] [攪拌ﾍｯﾄﾞ] 掘削径600mm 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[0512-310付属機器] [攪拌ﾍｯﾄﾞ] 掘削径650～850mm 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径450mm ﾌﾞｰﾑ長7.8m 吊能力2.0t 時間 農水省等

ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径450mm ﾌﾞｰﾑ長7.8m 吊能力2.9t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力55kw ﾘｰﾀﾞ長21～30m 掘削径320～600mm 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力90kw ﾘｰﾀﾞ長21～33m 掘削径400～800mm 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力110kw ﾘｰﾀﾞ長21～33m 掘削径800～1200mm 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力150kw ﾘｰﾀﾞ長21～36m 掘削径800～1200mm 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ及びﾓﾝｹﾝ架装] ｵｰｶﾞﾄﾙｸ22kN･mﾍﾞｰｽﾏｼﾝ吊能力16tﾓﾝｹﾝ1.2tﾘｰﾀﾞ16.4m 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ及びﾓﾝｹﾝ架装] ｵｰｶﾞﾄﾙｸ35kN･mﾍﾞｰｽﾏｼﾝ吊能力25tﾓﾝｹﾝ2.0tﾘｰﾀﾞ17.5m 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ及びﾓﾝｹﾝ架装] ｵｰｶﾞﾄﾙｸ43kN･mﾍﾞｰｽﾏｼﾝ吊能力35tﾓﾝｹﾝ2.0tﾘｰﾀﾞ22.0m 時間 農水省等
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ及びﾓﾝｹﾝ架装] ｵｰｶﾞﾄﾙｸ60kN･mﾍﾞｰｽﾏｼﾝ吊能力50tﾓﾝｹﾝ2.0tﾘｰﾀﾞ27.5m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力45kw 公称杭径400～1000mm ﾘｰﾀﾞ長21～24m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力55kw 公称杭径400～1200mm ﾘｰﾀﾞ長21～33m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力90kw 公称杭径400～1200mm ﾘｰﾀﾞ長21～33m 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力110kw 公称杭径600～1200mm ﾘｰﾀﾞ長21～36m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[0512-410付属機器] [中掘先端根固め管理装置] 時間 農水省等
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ] [ｸﾛｰﾗ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動]最大掘削径1500mm 時間 農水省等
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ] [ｸﾛｰﾗ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動]最大掘削径2000mm 時間 農水省等
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全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ] [ｽｷｯﾄﾞ式･電気/油圧駆動]最大掘削径1500mm 時間 農水省等
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ] [ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動]最大掘削径1500mm 時間 農水省等
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ] [ｽｷｯﾄﾞ式･電気/油圧駆動]最大掘削径2000mm 時間 農水省等
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ] [ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動]最大掘削径2000mm 時間 農水省等
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ] [ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動]最大掘削径2600mm 時間 農水省等
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ] [ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動]最大掘削径3000mm 時間 農水省等
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ･排対3] [回転杭用・ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動]掘削径2000mm 時間 農水省等

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ[ｸﾛｰﾗ型] 最大掘削径1500mm 最大掘削長35～43m 時間 農水省等

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ[ｸﾛｰﾗ型] 最大掘削径1700mm 最大掘削長43～65m 時間 農水省等

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ[ｸﾛｰﾗ型] 最大掘削径2000mm 最大掘削長41～58m 時間 農水省等

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ[ｸﾛｰﾗ型] 最大掘削径2200mm 最大掘削長54～63m 時間 農水省等

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ[ｸﾛｰﾗ型] 最大掘削径3000mm 最大掘削長60～71m 時間 農水省等

ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾛｰﾀﾘﾃｰﾌﾞﾙ式] 最大掘削径3000mm 最大掘削長200m 時間 農水省等

ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾛｰﾀﾘﾃｰﾌﾞﾙ式] 最大掘削径3200mm 最大掘削長200m 時間 農水省等

ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾛｰﾀﾘﾃｰﾌﾞﾙ式] 最大掘削径4000mm 最大掘削長200m 時間 農水省等

ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾄｯﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞ式] 最大掘削径1500mm 最大掘削長50m 時間 農水省等
地下連続壁施工機[ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(地下連続壁施工機用)] 吊上能力100t吊 時間 農水省等
地下連続壁施工機[ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(地下連続壁施工機用)] 吊上能力150t吊 時間 農水省等
地下連続壁施工機[回転水平多軸･ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式] 壁厚630～1500mm 掘削長100m ﾄﾙｸ4t･m×2台 時間 農水省等
地下連続壁施工機[回転水平多軸･ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式] 壁厚650～1500mm 掘削長150m ﾄﾙｸ8t･m×2台 時間 農水省等
地下連続壁施工機[回転水平多軸･ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式] 壁厚1200～2400mm 掘削長150m ﾄﾙｸ5t･m×2台 時間 農水省等
地下連続壁施工機[回転水平多軸･ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式] 壁厚1500～3200mm 掘削長150m ﾄﾙｸ13.5t･m×2台 時間 農水省等
地下連続壁施工機[回転水平多軸･輸入･ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着] 壁厚640～2800mm 掘削長150m ﾄﾙｸ8t･m×2台 時間 農水省等

地下連続壁施工機[回転水平多軸･路下式] 壁厚650～1200mm 掘削長70m ﾄﾙｸ8t･m×2台 時間 農水省等

地下連続壁施工機[破砕式] [標準式] 壁厚600～800mm 掘削長40m 時間 農水省等

地下連続壁施工機[破砕式] [低空頭式] 壁厚600～800mm 掘削長40m 時間 農水省等

地下連続壁施工機[0551-400付属機器] [ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ]10m3 供用日 農水省等

地下連続壁施工機[0551-400付属機器] [ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ]20m3 供用日 農水省等

地下連続壁施工機[0551-400付属機器] [ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ]30m3 供用日 農水省等
地下連続壁施工機[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式･懸垂型] 壁厚500～1200mm 掘削長55m 時間 農水省等
地下連続壁施工機[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式･懸垂型] 壁厚800～1200mm 掘削長130m 時間 農水省等
地下連続壁施工機[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式･懸垂型] 壁厚1000～1500mm 掘削長130m 時間 農水省等
地下連続壁施工機[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式･懸垂型] 壁厚1200～1800mm 掘削長130m 時間 農水省等

地下連続壁施工機[0551共通付属機器] [土砂分離装置]処理量6m3/min 時間 農水省等

地下連続壁施工機[0551共通付属機器] [土砂分離装置]処理量8m3/min 時間 農水省等

地下連続壁施工機[0551共通付属機器] [土砂分離装置]処理量10m3/min 時間 農水省等

地下連続壁施工機[0551共通付属機器] [土砂分離装置]処理量12m3/min 時間 農水省等

地下連続壁施工機[0551共通付属機器] [土砂分離装置]処理量14m3/min 時間 農水省等
等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機[油圧ﾕﾆｯﾄ内蔵型] 壁厚450～550mm 深度20m 時間 農水省等
等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機[油圧ﾕﾆｯﾄ搭載型] 壁厚550～700mm 深度35m 時間 農水省等
等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機[油圧ﾕﾆｯﾄ搭載型] 壁厚550～850mm 深度60m 時間 農水省等

泥排水処理装置[ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ] 1m3/min 日 農水省等
等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機[0552-110～120付属] [ｱｲﾄﾞﾗﾎﾟｽﾄ]壁厚450～550mm 長さ1.8m 時間 農水省等
等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機[0552-110～120付属] [ｱｲﾄﾞﾗﾎﾟｽﾄ]壁厚550～700mm 長さ4.1m 時間 農水省等
等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機[0552-110～120付属] [ｱｲﾄﾞﾗﾎﾟｽﾄ]壁厚550～850mm 長さ3.5m 時間 農水省等
等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機[0552-110～120付属] [ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ]壁厚450～550mm 長さ1.8m 時間 農水省等
等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機[0552-110～120付属] [ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ]壁厚450～550mm 長さ3.5m 時間 農水省等
等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機[0552-110～120付属] [ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ]壁厚550～700mm 長さ1.2m 時間 農水省等
等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機[0552-110～120付属] [ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ]壁厚550～700mm 長さ2.4m 時間 農水省等
等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機[0552-110～120付属] [ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ]壁厚550～700mm 長さ3.7m 時間 農水省等
等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機[0552-110～120付属] [ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ]壁厚550～850mm 長さ1.2m 時間 農水省等
等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機[0552-110～120付属] [ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ]壁厚550～850mm 長さ2.4m 時間 農水省等
等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機[0552-110～120付属] [ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ]壁厚550～850mm 長さ3.7m 時間 農水省等
等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機[0552-110～120付属] [ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ(強化型)]壁厚550～850mm 長さ3.7m 時間 農水省等

粉体噴射攪拌機[二軸(電動)･ｸﾛｰﾗ式] 55kW×2 最大改良深度26m 時間 農水省等

粉体噴射攪拌機[二軸(電動)･ｸﾛｰﾗ式] 90kW×2 最大改良深度33m 時間 農水省等

粉体噴射攪拌機[二軸(油圧)･ｸﾛｰﾗ式] 30.4kN･m×2最大改良深度20m 時間 農水省等

粉体噴射攪拌機[二軸(電動)･ｸﾛｰﾗ式] 110kw×2 最大改良深度33m 時間 農水省等

粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)･ｽｷｯﾄﾞ式] 19.6kN･m×1最大改良深度20m 時間 農水省等
粉体噴射攪拌機[二軸(電動・軸間拡大)ｸﾛｰﾗ式] 90kw×2 最大改良深度20m 時間 農水省等
粉体噴射攪拌機[二軸(電動・軸間拡大)ｸﾛｰﾗ式] 110kw×2 最大改良深度33m 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機[ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式] ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力75kw ﾘｰﾀﾞ長30m ｸﾚｰﾝ35～37t 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機[ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式] ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力120kw ﾘｰﾀﾞ長30m ｸﾚｰﾝ40t 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機[ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式] ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力120kw ﾘｰﾀﾞ長45m ｸﾚｰﾝ40t 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機[ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式] ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力150kw ﾘｰﾀﾞ長35m ｸﾚｰﾝ70t 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機[袋詰式･ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ用] 標準型ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力60kw ﾘｰﾀﾞ長30m ｸﾚｰﾝ35～37t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機[袋詰式･ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ用] 湿地型 ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力60kw ﾘｰﾀﾞ長30m ｸﾚｰﾝ35～37t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機[袋詰式･ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ用] 湿地型ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力60-90kwﾘｰﾀﾞ長35-40mｸﾚｰﾝ40-60t吊 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機[0564-110～210付属機器] [深度計] 日 農水省等
ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機[0564-110～210付属機器] [砂面計] 日 農水省等
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ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機[0564-110～210付属機器] [施工管理計] 日 農水省等

中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 20t(山積0.8m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ 時間 農水省等

中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 30t(山積1.4m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ 時間 農水省等

中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 40t(山積1.9m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ 時間 農水省等

中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 40t(山積1.9m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ 2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ 時間 農水省等

中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[攪拌混合装置] 改良深度5m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級 時間 農水省等

中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[攪拌混合装置] 改良深度8m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ30t級 時間 農水省等

中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[攪拌混合装置] 改良深度10m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ40t級 時間 農水省等

中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[攪拌混合装置] 改良深度13m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ40t級 時間 農水省等

中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置] 1ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用 日 農水省等

中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置] 2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用 日 農水省等

側壁測定装置[2方向切換測定式] 測定幅300～4000mm 測定深度108m 日 農水省等

側壁測定装置[4方向切換測定式] 測定深度100m 日 農水省等

側壁測定装置[4方向切換測定式] 測定深度150m 日 農水省等

泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] 91cm(36ｲﾝﾁ) 60室 ろ過面積70m2 時間 農水省等

泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] 91cm(36ｲﾝﾁ) 90室 ろ過面積100m2 時間 農水省等

泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] 122cm(48ｲﾝﾁ) 60室 ろ過面積135m2 時間 農水省等

泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] 122cm(48ｲﾝﾁ) 90室 ろ過面積200m2 時間 農水省等

泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] 122cm(48ｲﾝﾁ) 120室 ろ過面積270m2 時間 農水省等

泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] 165cm(65ｲﾝﾁ) 100室 ろ過面積450m2 時間 農水省等

泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] 165cm(65ｲﾝﾁ) 125室 ろ過面積560m2 時間 農水省等

ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 6m3/h級 時間 農水省等

ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 20m3/h級 時間 農水省等

ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 35m3/h級 時間 農水省等

泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量1～2m3/h 時間 農水省等

泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量2～4m3/h 時間 農水省等

泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量4～8m3/h 時間 農水省等

泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量8～14m3/h 時間 農水省等

泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量20～30m3/h 時間 農水省等

泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量60m3/h 時間 農水省等

泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量300m3/h 時間 農水省等

汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm 時間 農水省等

汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm 時間 農水省等

泥排水処理装置[遠心分離機･ﾊﾞｯﾁ式] 容量0.44m3 泥水量7.0m3/h 乾土量1.7t/h 時間 農水省等

泥排水処理装置[遠心分離機･ﾊﾞｯﾁ式] 容量0.70m3 泥水量9.5m3/h 乾土量2.2t/h 時間 農水省等

泥排水処理装置[遠心分離機･ﾊﾞｯﾁ式] 容量1.00m3 泥水量12.0m3/h 乾土量2.8t/h 時間 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒] 吐出量15～30L/min 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒] 吐出量30～70L/min 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量37～100L/min 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量300L/min 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量350～400L/min 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量600～800L/min 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式] 吐出量13～130L/min 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式] 吐出量30～200L/min 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式] 吐出量440L/min 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式] 攪拌容量200L×1 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式] 攪拌容量500L×1 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式] 攪拌容量100L×1 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 攪拌容量200L×2 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 攪拌容量400L×2 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 攪拌容量600L×2 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 攪拌容量200L×2 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 攪拌容量300L×2 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 攪拌容量400L×2 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 攪拌容量500L×2 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 攪拌容量600L×2 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 攪拌容量800L×2 日 農水省等

ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 攪拌容量500L×2 日 農水省等
深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減型] ﾓｰﾀ出力90kW×2 最大施工深度10m 杭径1600mm 時間 農水省等
深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減型] ﾓｰﾀ出力90kW×2 最大施工深度20m 杭径1600mm 時間 農水省等
深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減型] ﾓｰﾀ出力90kW×2 最大施工深度26m 杭径1600mm 時間 農水省等
深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減型] ﾓｰﾀ出力90kW×2 最大施工深度36m 杭径1600mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力45kW×2 最大施工深度10m 杭径1000mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力55～60kW×2 最大施工深度20m 杭径1000mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力75～90kW×2 最大施工深度30m 杭径1000mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2 最大施工深度40m 杭径1000mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2 最大施工深度45m 杭径1000mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力75～90kW×2 最大施工深度10m 杭径1200mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2 最大施工深度20m 杭径1200mm 時間 農水省等
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深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90～110kW×2 最大施工深度30m 杭径1200mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2 最大施工深度10m 杭径1300mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90～110kW×2 最大施工深度20m 杭径1300mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90～110kW×2 最大施工深度40m 杭径1200mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90～110kW×2 最大施工深度30m 杭径1300mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力45kW×1 最大施工深度10m 杭径1000～1600mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力90-110kW×1最大施工深度20m杭径1000-1600mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力90-110kW×1最大施工深度30m杭径1000-1600mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2 最大施工深度27m 杭径1800-2000mm 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[0561付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]10m3/h 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[0561付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]20m3/h 時間 農水省等

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[0561付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]40m3/h 時間 農水省等
深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式･小型地盤改良機] 全装備重量6-9t 掘削ﾄﾙｸ11.2KN･m 改良径0.6-0.8m 時間 農水省等
深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式･小型地盤改良機] 全装備重量11t 掘削ﾄﾙｸ22.2KN･m 改良径0.8-1.0m 時間 農水省等
深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式･小型地盤改良機] 全装備重量13t 掘削ﾄﾙｸ27.4KN･m 改良径0.8-1.3m 時間 農水省等
深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式･小型地盤改良機] 全装備重量25-30t 掘削ﾄﾙｸ71.1KN･m 改良径1.2-1.4m 時間 農水省等
高圧噴射攪拌用地盤改良機[掘削専用型(油圧式)] 内径148mm 日 農水省等
高圧噴射攪拌式地盤改良機[二重管専用型] 日 農水省等
高圧噴射攪拌式地盤改良機[三重管専用型] 日 農水省等
高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [集中ﾌﾟﾗﾝﾄﾐｷｻ]1m3 ｱｼﾞﾃｰﾀ1.5m3 日 農水省等
高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ]19.6MPa 20～100L/min 日 農水省等
高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ]39.2MPa 14～70L/min 日 農水省等
高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [ｱｼﾞﾃｰﾀ]800～1000L 日 農水省等
高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [固化材ｻｲﾛ]30t 移動型 日 農水省等
高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ]39.2MPa 100～130L/min 日 農水省等
高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ]40MPa 200L/min 日 農水省等

全自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 24m3/h 時間 農水省等

簡易やぐら 鋼製φ60.5×4.0m 2.0t吊 ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ付 日 農水省等

薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa） 日 農水省等

薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa） 日 農水省等

薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 0～50 L/min 日 農水省等

薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ] 300L×1槽 日 農水省等

薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] 3000L/h 日 農水省等

深礎用ﾛｰﾀﾘ吹付機[懸垂型] 吹付能力1.3m3/h ﾎｯﾊﾟ0.6m3 日 農水省等

水中切断機 鋼管外径600～800mm 供用日 農水省等

水中切断機 鋼管外径900～1200mm 供用日 農水省等

杭抜き機[ﾜｲﾔ式] 最大引抜力2940kN(300t) 時間 農水省等

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 2.2kW級 日 農水省等

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 3.7kW級 日 農水省等

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級 日 農水省等

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 11kW級 日 農水省等

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 15kW級 日 農水省等

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 7.5kW級 日 農水省等

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径] 11kW級 時間 農水省等

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径] 19kW級 時間 農水省等

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径] 22kW級 時間 農水省等

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径] 30kW級 時間 農水省等

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型] 55kW級 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径25cm 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径35cm 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径50cm 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[油圧式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径60cm級 日 農水省等

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型] 81kW級 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[電動ｳｫｰﾙｿー] 最大切断深さ30cm級電源1φ120V 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[電動ｳｫｰﾙｿー] 最大切断深さ30cm級電源3φ200V 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[油圧式ｳｫｰﾙｿー] 最大切断深さ30cm級 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[油圧式ｳｫｰﾙｿー] 最大切断深さ70cm級 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[ﾚﾍﾞﾙｿｰｶｯﾀ(ｴﾝｼﾞﾝ式)] 最大切断深さ50cm級 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[直装式ﾜｲﾔｰｿー] ﾜｲﾔ接触長さ2m 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[ｶﾞｲﾄﾞ走行式ﾜｲﾔｰｿー] ﾜｲﾔ接触長さ4m 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[自走式ﾜｲﾔｰｿー] ﾜｲﾔ接触長さ6m 日 農水省等

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 掘削孔径86～101㎜ 日 農水省等

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 掘削孔径105～131㎜ 日 農水省等

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 掘削孔径250～300㎜ 日 農水省等

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 掘削孔径302～381㎜ 日 農水省等

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 掘削孔径382～457㎜ 日 農水省等

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 掘削孔径508～762㎜ 日 農水省等

さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 15kg級 日 農水省等

さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 20kg級 日 農水省等

さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 30kg級 日 農水省等
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さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 40kg級 日 農水省等

さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 100kg級 ﾌｨｰﾄﾞ長3.0m 日 農水省等

さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 150kg級 ﾌｨｰﾄﾞ長3.3m 日 農水省等

さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 170kg超級 ﾌｨｰﾄﾞ長4.0m 日 農水省等

さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 100kg級 ﾌｨｰﾄﾞ長4.0m 日 農水省等

さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 150kg級 ﾌｨｰﾄﾞ長4.0m 日 農水省等

さく岩機[ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ] 各種 日 農水省等

さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 20kg級 日 農水省等

さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 30kg級 日 農水省等

さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 40kg級 日 農水省等

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 600～800kg級 日 農水省等

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 1300kg級 日 農水省等

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 2000kg級 日 農水省等

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 3000kg級 日 農水省等

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 4000kg級 日 農水省等

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式] 形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級 時間 農水省等

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ｸﾛｰﾗ式](排対型(1次)) 形式2ﾌﾞｰﾑ･1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級 時間 農水省等

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ｸﾛｰﾗ式](排対型(1次)) 形式2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 時間 農水省等

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ｸﾛｰﾗ式](排対型(1次)) 形式2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式] 〔非搭乗式〕 ﾄﾞﾘﾌﾀ 80kg級 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式] 〔非搭乗式〕 ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式] 〔非搭乗式〕 ﾄﾞﾘﾌﾀ180kg級 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式] 〔搭乗式〕 150kg級 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式] 〔搭乗式〕 180kg級 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式] 〔搭乗式〕 100kg級 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式] 〔搭乗式〕 250kg級 時間 農水省等

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式] 〔搭乗式〕 220kg級 時間 農水省等

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式](排対型(1次)) 形式2ﾌﾞｰﾑ･1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級 時間 農水省等

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式](排対型(1次)) 形式2ﾌﾞｰﾑ･1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 時間 農水省等

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式](排対型(1次)) 形式2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 時間 農水省等

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式](排対型(1次)) 形式2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級 時間 農水省等

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式](排対型(1次)) 形式3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 時間 農水省等

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式](排対型(1次)) 形式3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級 時間 農水省等

自由断面ﾄﾝﾈﾙ掘削機[電動式] 掘削高4.2m 掘削幅4.7m ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ30～49kW 時間 農水省等

自由断面ﾄﾝﾈﾙ掘削機[電動式] 掘削高3.8m 掘削幅4.2m ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ65～100kW 時間 農水省等

自由断面ﾄﾝﾈﾙ掘削機[電動式] 掘削高6.0m 掘削幅6.4m ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ200～240kW 時間 農水省等

油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ機械質量1,000kg級 時間 農水省等

油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ機械質量1,500kg級 時間 農水省等

油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ機械質量2,000kg級 時間 農水省等

土砂搬送･積込装置[ｸﾞﾗﾌﾞﾎｯﾊﾟ] ﾀﾜｰ10m ﾎｯﾊﾟ10m3 ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.6m3 日 農水省等

土砂搬送･積込装置[ｸﾞﾗﾌﾞﾎｯﾊﾟ] ﾀﾜｰ10m ﾎｯﾊﾟ20m3 ﾊﾞｹｯﾄ平積容量1.25m3 日 農水省等

土砂搬送･積込装置[ｸﾞﾗﾌﾞﾘﾌﾀ] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3 日 農水省等

土砂搬送･積込装置[ｸﾞﾗﾌﾞﾘﾌﾀ] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.6m3 日 農水省等

土砂搬送･積込装置[ｸﾞﾗﾌﾞﾘﾌﾀ] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.2m3 日 農水省等

NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 処理風量150m3/min級 日 農水省等

NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 処理風量300m3/min級 日 農水省等

NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 処理風量500m3/min級 日 農水省等

NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 処理風量1200m3/min級 日 農水省等

NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 処理風量1800m3/min級 日 農水省等

NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 処理風量2400m3/min級 日 農水省等

NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 処理風量3000m3/min級 日 農水省等

NATM用機器[電気式集塵機] 処理風量2000m3/min級 日 農水省等

NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 処理風量360m3/min級 日 農水省等

NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 処理風量600m3/min級 日 農水省等

NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 処理風量800m3/min級 日 農水省等

NATM用機器[電気式集塵機] 処理風量2400m3/min級 日 農水省等

NATM用機器[吹付機] 乾式 最大吐出量5～10m3/h級 時間 農水省等

NATM用機器[吹付機] 湿式 最大吐出量10～15m3/h級 時間 農水省等

NATM用機器[急結剤供給装置] 各種 日 農水省等

NATM用機器[吹付ﾛﾎﾞｯﾄ] 吹付範囲 半径6m級 時間 農水省等

NATM用機器[吹付ﾛﾎﾞｯﾄ] 吹付半径 8m級 時間 農水省等

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ] ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h 時間 農水省等

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ] ﾊﾞｯﾁ型･高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ･定置式30m3/h 時間 農水省等

NATM用機器[ﾄﾝﾈﾙ工事用･ﾓﾙﾀﾙ注入機] 処理能力950L/h 日 農水省等
ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(油圧式)] 出力ﾄﾙｸ981N･m以下 圧力14MPa 供用日 農水省等
ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(油圧式)] 出力ﾄﾙｸ2940N･m以下 圧力14MPa 供用日 農水省等
ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(油圧式)] 出力ﾄﾙｸ4910N･m以下 圧力14MPa 供用日 農水省等
ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(油圧式)] 出力ﾄﾙｸ9810N･m以下 圧力14MPa 供用日 農水省等
ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(油圧式)] 出力ﾄﾙｸ14700N･m以下 圧力14MPa 供用日 農水省等

ﾄﾝﾈﾙ断面測定器[変形変位測定用] 時間 農水省等
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濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式] 処理能力30m3/h 日 農水省等
濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式] 処理能力60m3/h 日 農水省等
濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式] 処理能力100m3/h 日 農水省等
濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式] 処理能力150m3/h 日 農水省等
濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式] 処理能力30m3/h 日 農水省等
濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式] 処理能力60m3/h 日 農水省等
濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式] 処理能力100m3/h 日 農水省等
濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式] 処理能力40m3/h 日 農水省等

濁水処理装置[加圧脱水機](ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式) ろ過面積17m2 日 農水省等

濁水処理装置[加圧脱水機](ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式) ろ過面積34m2 日 農水省等

濁水処理装置[加圧脱水機](ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式) ろ過面積49m2 日 農水省等

濁水処理装置[加圧脱水機](ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式) ろ過面積63m2 日 農水省等

濁水処理装置[中和処理装置](炭酸ｶﾞｽ式) 処理面積30m3/h 日 農水省等

濁水処理装置[中和処理装置](炭酸ｶﾞｽ式) 処理面積60m3/h 日 農水省等

濁水処理装置[中和処理装置](炭酸ｶﾞｽ式) 処理面積100m3/h 日 農水省等

濁水処理装置[中和処理装置](炭酸ｶﾞｽ式) 処理面積150m3/h 日 農水省等

濁水処理装置[監視装置](定置記録式) 処理能力60m3/h 日 農水省等

濁水処理装置[監視装置](定置記録式) 処理能力150m3/h 日 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[標準型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[標準型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[標準型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 時間 農水省等
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[標準型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 時間 農水省等
ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]ﾄﾝﾈﾙ専用機 ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.5～1.6m3 時間 農水省等
ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]ﾄﾝﾈﾙ専用機 ﾊﾞｹｯﾄ山積容量2.3m3 時間 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理設備)[泥水槽] ﾀﾝｸ容量10m3 供用日 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理設備)[泥水槽] ﾀﾝｸ容量20m3 供用日 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理設備)[泥水槽] ﾀﾝｸ容量30m3 供用日 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理設備)[泥水槽] ﾀﾝｸ容量50m3 供用日 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理設備)[泥水槽] ﾀﾝｸ容量80m3 供用日 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理設備)[泥水槽] ﾀﾝｸ容量120m3 供用日 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理設備)[粘土溶解槽] ﾀﾝｸ容量3m3 供用日 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理設備)[粘土溶解槽] ﾀﾝｸ容量5m3 供用日 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理[高分子凝集剤溶解槽] ﾀﾝｸ容量3m3 供用日 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理[高分子凝集剤溶解槽] ﾀﾝｸ容量6m3 供用日 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理[高分子凝集剤溶解槽] ﾀﾝｸ容量12m3 供用日 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理)[薬品槽(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)] ﾀﾝｸ容量6m3 供用日 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(泥水処理)[薬品槽(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)] ﾀﾝｸ容量10m3 供用日 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(一次処理機/分離)[一次分離器] 処理能力2m3/min 供用日 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(一次処理機/分離)[一次分離器] 処理能力4m3/min 供用日 農水省等
泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器(一次処理機/分離)[一次分離器] 処理能力8m3/min 供用日 農水省等
泥水式･泥土圧式共通機器(土砂搬送設備)[ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ] ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 機長10m 供用日 農水省等
泥水式･泥土圧式共通機器(土砂搬送設備)[ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ] ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 機長20m 供用日 農水省等
泥水式･泥土圧式共通機器(土砂搬送設備)[ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ] ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 機長30m 供用日 農水省等
泥水式･泥土圧式共通機器(土砂搬送設備)[ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ] ﾍﾞﾙﾄ幅750mm 機長10m 供用日 農水省等
泥水式･泥土圧式共通機器(土砂搬送設備)[ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ] ﾍﾞﾙﾄ幅750mm 機長20m 供用日 農水省等
泥水式･泥土圧式共通機器(土砂搬送設備)[ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ] ﾍﾞﾙﾄ幅900mm 機長10m 供用日 農水省等
泥水式･泥土圧式共通機器(土砂搬送設備)[ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ] ﾍﾞﾙﾄ幅900mm 機長30m 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 推力600kNｽﾄﾛｰｸ900-1550mm圧力29.4-34.3MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 推力800kNｽﾄﾛｰｸ900-1550mm圧力29.4-34.3MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 推力1000kNｽﾄﾛｰｸ1050-1550mm圧力29.4-34.3MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 推力1250kNｽﾄﾛｰｸ1050-1550mm圧力29.4-34.3MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 推力1500kNｽﾄﾛｰｸ1050-1550mm圧力29.4-34.3MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 推力2000kNｽﾄﾛｰｸ1050-1550mm圧力29.4-34.3MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 推力2500kNｽﾄﾛｰｸ1050-1550mm圧力29.4-34.3MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 推力3000kNｽﾄﾛｰｸ1050-1550mm圧力29.4-34.3MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量10L/min 圧力14～34MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量20L/min 圧力14～34MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量30L/min 圧力14～34MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量60L/min 圧力14～34MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量80L/min 圧力14～34MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量100L/min 圧力14～34MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量130L/min 圧力14～34MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量160L/min 圧力14～34MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量200L/min 圧力14～34MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量270L/min 圧力14～34MPa 供用日 農水省等

ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量320L/min 圧力14～34MPa 供用日 農水省等
ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電動式･減速機付)] ﾓｰﾀ出力11kw 減速比1/80 供用日 農水省等
ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電動式･減速機付)] ﾓｰﾀ出力15kw 減速比1/80 供用日 農水省等
ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電動式･減速機付)] ﾓｰﾀ出力22kw 減速比1/150 供用日 農水省等
ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電動式･減速機付)] ﾓｰﾀ出力30kw 減速比1/200 供用日 農水省等
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ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電動式･減速機付)] ﾓｰﾀ出力45kw 減速比1/220 供用日 農水省等
ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電動式･減速機付)] ﾓｰﾀ出力55kw 減速比1/270 供用日 農水省等
ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電動式･減速機付)] ﾓｰﾀ出力75kw 減速比1/320 供用日 農水省等
ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電動式･減速機付)] ﾓｰﾀ出力90kw 減速比1/320 供用日 農水省等

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(1次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅2.8m 時間 農水省等

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(1次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 時間 農水省等

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(1次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.4m 時間 農水省等

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(1次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m 時間 農水省等

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(1次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m 時間 農水省等

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 時間 農水省等

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路床改良用･排対型（2次）] 処理深さ0.6m 処理幅2.0m 時間 農水省等

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路床改良用･排対型（2次）] 処理深さ1.2m 処理幅2.0m 時間 農水省等

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路床改良用] 処理深さ0.3m 処理幅1.2m 時間 農水省等

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路床改良用] 処理深さ0.6m 処理幅1.6m 時間 農水省等

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路床改良用] 処理深さ0.7m 処理幅2.0m 時間 農水省等

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路盤再生用] 処理深さ0.4m 処理幅1.6m 時間 農水省等

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路盤再生用] 処理深さ0.4m 処理幅2.0m 時間 農水省等

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路床改良用･ﾄﾚﾝﾁｬ型] 処理深さ1.0m 処理幅2.0m 時間 農水省等

ｿｲﾙﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[中央混合･ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型] 混合能力100t/h 時間 農水省等

ｿｲﾙﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[中央混合･ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型] 混合能力200t/h 時間 農水省等

ｿｲﾙﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[中央混合･ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型] 混合能力300t/h 時間 農水省等

超軟弱地盤用混合機[泥上履帯式･ﾛｰﾀ型] 最大混合深さ2m 混合幅1.5m 時間 農水省等

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 質量13～14t 締固め幅2.1m 時間 農水省等

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(1次)] 質量10～12t 締固め幅2.1m 時間 農水省等

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 時間 農水省等

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 質量8～20t 時間 農水省等

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 質量21～30t 時間 農水省等

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排対型(1次)] 質量3～4t 時間 農水省等

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排対型(1次)] 質量8～20t 時間 農水省等

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･低騒音型･排対型(3次)] 質量8～20t 時間 農水省等

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t 時間 農水省等

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1t 時間 農水省等

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量15～18t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排対型(1次)] 質量2.4～2.8t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排対型(1次)] 質量3～5t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排対型(1次)] 質量1.2～1.5t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排対型(1次)] 質量6～7.5t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排対型(1次)] 質量8～10t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排対型(1次)] 質量11～12t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排対型(1次)] 質量2.4～2.6t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排対型(1次)] 質量3～4t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排対型(1次)] 質量11～12t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排対型(1次)] 質量1.2～1.5t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排対型(1次)] 質量5～7t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排対型(1次)] 質量8～10t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･水平振動式･排対1] 質量7t 時間 農水省等

ﾗﾝﾏ 質量60～80kg 日 農水省等

ｴｱﾀﾝﾊﾟ 質量18kg級 1.1m3/min 日 農水省等

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 質量40～60kg 日 農水省等

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 質量70～80kg 日 農水省等

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 質量90kg 日 農水省等

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 質量60kg 日 農水省等

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 質量110kg 日 農水省等
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 質量160kg 日 農水省等
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 質量200kg 日 農水省等
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 質量330kg 日 農水省等
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 質量440kg 日 農水省等
振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄﾛｰﾙ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型･排対1] 質量11～12t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄﾛｰﾙ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型･排対1] 質量15～18t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞﾛｰﾙ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型･排1] 質量11～12t 時間 農水省等
振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞﾛｰﾙ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型･排1] 質量15～18t 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[簡易傾胴型] ﾐｷｻ容量0.5m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[簡易傾胴型] ﾐｷｻ容量0.6m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[簡易傾胴型] ﾐｷｻ容量0.8m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[簡易傾胴型] ﾐｷｻ容量1.0m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[簡易傾胴型] ﾐｷｻ容量0.4m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･強制練型] 能力30m3/h ﾐｷｻ容量0.5m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･強制練型] 能力45m3/h ﾐｷｻ容量0.75m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･強制練型] 能力60m3/h ﾐｷｻ容量1.0m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･強制練型] 能力90m3/h ﾐｷｻ容量1.5m3×1台 時間 農水省等
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ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･強制練型] 能力105m3/h ﾐｷｻ容量1.75m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･強制練型] 能力120m3/h ﾐｷｻ容量2.0m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･傾胴型] ﾐｷｻ容量1.0m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･傾胴型] ﾐｷｻ容量1.0m3×2台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･傾胴型] ﾐｷｻ容量1.5m3×2台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･傾胴型] ﾐｷｻ容量2.0m3×2台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･傾胴型] ﾐｷｻ容量3.0m3×2台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･二軸強制練型] ﾐｷｻ容量1.0m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･二軸強制練型] ﾐｷｻ容量1.5m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･二軸強制練型] ﾐｷｻ容量2.0m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･二軸強制練型] ﾐｷｻ容量2.5m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動･二軸強制練型] ﾐｷｻ容量3.0m3×1台 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[強制練･ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型･移動型] 能力120m3/h ﾐｷｻ容量2.0m3×1台 時間 農水省等

ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)[ﾄﾗｯｸ架装型] 混合容量0.8～0.9m3 時間 農水省等

ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)[ﾄﾗｯｸ架装型] 混合容量1.6～1.7m3 時間 農水省等

ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)[ﾄﾗｯｸ架装型] 混合容量3.0～3.2m3 時間 農水省等

ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)[ﾄﾗｯｸ架装型] 混合容量4.4m3 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･配管式] 圧送能力40～45m3/h 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･配管式] 圧送能力55m3/h 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･配管式] 圧送能力70m3/h 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･配管式] 圧送能力90～100m3/h 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力20m3/h 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力30m3/h 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力40～45m3/h 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力55～60m3/h 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力65～85m3/h 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力115～125m3/h 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧･定置式] 圧送能力30～35m3/h 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧･定置式] 圧送能力40～75m3/h 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧･定置式] 圧送能力95～150m3/h 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管 径125mm 1m当り 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [直管]径100mm 長さ1m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [直管]径100mm 長さ3m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [直管]径125mm 長さ1m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [直管]径125mm 長さ2m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [直管]径125mm 長さ3m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [直管]径150mm 長さ1m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [直管]径150mm 長さ3m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [直管]径150mm 長さ4m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [曲管]45ﾟ 径100mm 長さ0.3m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [曲管]90ﾟ 径100mm 長さ0.6m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [曲管]45ﾟ 径125mm 長さ0.8m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [曲管]90ﾟ 径125mm 長さ1.6m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [曲管]45ﾟ 径150mm 長さ0.8m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [曲管]90ﾟ 径150mm 長さ1.6m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [中間ﾎｰｽ]径100mm 長さ3m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [中間ﾎｰｽ]径125mm 長さ3m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ[ﾚｰﾙ･被けん引式] ﾊﾞｯﾁ容量2m3 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ[ﾚｰﾙ･被けん引式] ﾊﾞｯﾁ容量3m3 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [先端ﾎｰｽ]径90mm 長さ7m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [先端ﾎｰｽ]径100mm 長さ7m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[0955-100付属機器] [先端ﾎｰｽ]径125mm 長さ5m 時間 農水省等

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式] 運搬容量2m3 時間 農水省等

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式] 運搬容量3m3 時間 農水省等

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式] 運搬容量6m3 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式･工場用] 製造能力30t/h ﾐｷｻ能力500kg/ﾊﾞｯﾁ 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式･工場用] 製造能力40t/h ﾐｷｻ容量600～700kg/ﾊﾞｯﾁ 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式･工場用] 製造能力50t/h ﾐｷｻ容量800kg/ﾊﾞｯﾁ 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式･工場用] 製造能力60t/h ﾐｷｻ容量1000kg/ﾊﾞｯﾁ 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式･工場用] 製造能力100t/h ﾐｷｻ容量1500～1600kg/ﾊﾞｯﾁ 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式･工場用] 製造能力120t/h ﾐｷｻ容量2000kg/ﾊﾞｯﾁ 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式･工場用] 製造能力180t/h ﾐｷｻ容量3000kg/ﾊﾞｯﾁ 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式･現場用] 製造能力120t/h ﾐｷｻ容量2000kg/ﾊﾞｯﾁ 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式･現場用] 製造能力180t/h ﾐｷｻ容量3000kg/ﾊﾞｯﾁ 時間 農水省等

併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ[工場用] 再生能力30t/h 時間 農水省等

併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ[工場用] 再生能力45t/h 時間 農水省等

併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ[工場用] 再生能力60t/h 時間 農水省等

併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ[工場用] 再生能力100t/h 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m 時間 農水省等
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ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 舗装幅1.4～2.5m 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 舗装幅1.7～3.1m 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 舗装幅2.0～4.5m 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 舗装幅2.4～6.0m 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 舗装幅3.0～12.0m 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅3.0～12.0m 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅2.4～6.0m 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･排対型(1次)] 舗装幅2.0～4.5m 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･排対型(1次)] 舗装幅2.4～6.0m 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･排対型(1次)] 舗装幅3.0～8.5m 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･排対型(2次)] 舗装幅1.4～3.0m 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･排対型(2次)] 舗装幅2.0～4.5m 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･排対型(2次)] 舗装幅2.4～6.0m 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･排対型(2次)] 舗装幅3.0～8.5m 時間 農水省等
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[乳剤散布装置付ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ] 舗装幅2.5～6.0m 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ] 舗装幅2.5～4.5m 時間 農水省等
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(歩道用)] 舗装幅1.7m 時間 農水省等
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ニ層式同時敷均ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ] 舗装幅2.5～5.2m 時間 農水省等
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ニ層式同時敷均ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ] 舗装幅2.5～6.0m 時間 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄｹｯﾄﾙ[定置式] ﾀﾝｸ容量3000L 日 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄｹｯﾄﾙ[定置式] ﾀﾝｸ容量6000L 日 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄｹｯﾄﾙ[定置式] ﾀﾝｸ容量200L 日 農水省等

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ[自走式（ﾄﾗｯｸ架装式）] ﾀﾝｸ容量1000～1500L 日 農水省等

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ[自走式（ﾄﾗｯｸ架装式）] ﾀﾝｸ容量2000～3000L 日 農水省等

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ[自走式（ﾄﾗｯｸ架装式）] ﾀﾝｸ容量4000L 日 農水省等

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ[自走式（ﾄﾗｯｸ架装式）] ﾀﾝｸ容量6000L 日 農水省等

ﾁｯﾌﾟｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾊﾝｶﾞ式] ﾎｯﾊﾟ容量0.4m3 散布幅2.0～5.0m 日 農水省等

ﾁｯﾌﾟｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾃｰﾙｹﾞｰﾄ式] ﾎｯﾊﾟ容量0.25m3 散布幅1.6～2.2m 日 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄｸｯｶ[ﾄﾗｯｸ架装･ﾊﾞｰﾅ加熱式] 容量3.0～4.0m3 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式] 舗装幅3.0～7.5m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式] 舗装幅5.0～8.5m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[勾配可変型･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式] 舗装幅5.0～8.5m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾎﾞｯｸｽ式] 舗装幅3.0～7.5m ﾎﾞｯｸｽ容量4.0m3 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾎﾞｯｸｽ式] 舗装幅5.0～8.5m ﾎﾞｯｸｽ容量4.0m3 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ[勾配固定型] 舗装幅3.0～7.5m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ[勾配固定型] 舗装幅5.0～8.5m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ[勾配可変型] 舗装幅5.0～8.5m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ[勾配固定型] 舗装幅3.0～7.5m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ[勾配固定型] 舗装幅5.0～8.5m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ[勾配可変型] 舗装幅5.0～8.5m 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ簡易仕上機[ｴﾝｼﾞﾝ駆動式] 舗装幅3.5～5.0m 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ横取機[ﾎｲｰﾙ式] 最大供給能力350m3/h 時間 農水省等

振動目地切機[舗装用] 施工幅3.5～8.5m 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式･湿式] 切削深5cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径20cm 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式･湿式] 切削深10cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式･湿式] 切削深15cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径45cm 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm 日 農水省等

ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ[舗装用･軌条付] 高20～25cm 長3m 下面幅25cm以上 供用日 農水省等

ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ[舗装用･軌条付] 高28～30cm 長3m 下面幅25cm以上 供用日 農水省等

ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ[舗装用･軌条付] 高42cm 長3m 下面幅30cm以上 供用日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径75cm 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深40cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径96cm 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深50cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径116cm 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深70～80cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径178cm 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[乾式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径44～56cm 日 農水省等

ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[自走式] 施工幅3.5～8.5m 時間 農水省等

側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ容量3.0m3風量20m3/min 時間 農水省等

側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ容量2.8m3風量40m3/min 時間 農水省等

側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ容量5.1m3風量40m3/min 時間 農水省等

側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3風量40m3/min 時間 農水省等

側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ容量10.3m3風量40m3/min 時間 農水省等

排水管清掃車[高圧水洗浄式] ﾀﾝｸ容量2.0m3圧力14MPa 時間 農水省等

排水管清掃車[高圧水洗浄式] ﾀﾝｸ容量2.8m3圧力20MPa 時間 農水省等

排水管清掃車[高圧水洗浄式] ﾀﾝｸ容量2.2m3圧力54MPa 時間 農水省等
ｱｽﾌｧﾙﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾌﾟﾚｰﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動･手押し式] 散布能力25L/min 日 農水省等
ｱｽﾌｧﾙﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾌﾟﾚｰﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動･手押し式] 散布能力15L/min 日 農水省等
ｱｽﾌｧﾙﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾌﾟﾚｰﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動･車載式] 散布能力25L/min 日 農水省等
ｱｽﾌｧﾙﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾌﾟﾚｰﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動･車載式] 散布能力15L/min 日 農水省等

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｰﾊﾞ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式] 能力4～4.5m3/h 日 農水省等

ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ[可搬式] 容量100L 日 農水省等
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ﾌﾟﾚｰｻｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[自走式] 施工幅5～9.5m 時間 農水省等

ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ[ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物用] 縁石､ｶﾞｯﾀ､U字溝 時間 農水省等

ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ[ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物用] 溝､防護柵､円形水路､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 時間 農水省等

ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ[ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用] 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm 時間 農水省等

ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ[ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用] 最大舗装幅9m 最大舗装厚40cm 時間 農水省等

ｷｭｱﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[自走式] 施工幅7～9.5m 時間 農水省等

路面ﾋｰﾀ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 加熱幅30cm 加熱長60cm ﾊﾞｰﾅ本数2発熱量8万kJ/h 時間 農水省等

路面ﾋｰﾀ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 加熱幅60cm 加熱長60cm ﾊﾞｰﾅ本数4発熱量16万kJ/h 時間 農水省等

路面ﾋｰﾀ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 加熱幅45cm 加熱長60cm ﾊﾞｰﾅ本数3発熱量12万kJ/h 時間 農水省等

路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ﾎｯﾊﾟ容量2.5～3.1m3 時間 農水省等

路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・三輪式] ﾎｯﾊﾟ容量2.2m3 時間 農水省等

路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3 時間 農水省等

路面清掃車[真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式] ﾎｯﾊﾟ容量4.5m3 時間 農水省等

路面清掃車[真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式] ﾎｯﾊﾟ容量5.5～6.5m3 時間 農水省等

路面清掃車[真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式] ﾎｯﾊﾟ容量3.2m3 時間 農水省等

路面清掃車[真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式] ﾎｯﾊﾟ容量8m3 時間 農水省等

路面清掃車[真空・ﾘﾔﾘﾌﾄ式] ﾎｯﾊﾟ容量5.5～6.1m3 時間 農水省等
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3 時間 農水省等
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 時間 農水省等

路面清掃車[真空還流・ﾘﾔﾘﾌﾄ式] ﾎｯﾊﾟ容量6.1m3 時間 農水省等

ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾗｲﾝ幅15・20cm 容量80～130kg 時間 農水省等

ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾗｲﾝ幅30,・45cm 容量60kg 時間 農水省等

ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融･車載式] ﾗｲﾝ幅15・20・30cm ﾎｯﾊﾟ容量800kg 時間 農水省等

ﾗｲﾝﾏｰｶ[ﾍﾟｲﾝﾄ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾗｲﾝ幅15・20cm 吐出量1.3L/min 時間 農水省等

ﾗｲﾝﾏｰｶ[ﾍﾟｲﾝﾄ･車載式] ﾗｲﾝ幅15・20・30・45cm 吐出量8.0L/min 時間 農水省等

溶解槽(ﾆｰﾀﾞ)[可搬式] 200～350kg×2槽 時間 農水省等

区画線消去機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 日 農水省等

路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付] 切削幅2.0m級 切削深23cm 時間 農水省等

路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付] 切削幅0.35m級 切削深10cm 時間 農水省等

路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付] 切削幅0.5m級 切削深20cm 時間 農水省等

路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付] 切削幅1.0m級 切削深10cm 時間 農水省等

路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付] 切削幅1.2m級 切削深15cm 時間 農水省等

路面切削機[ｸﾛｰﾗ式･廃材積込装置付] 切削幅2.0m級 切削深32cm 時間 農水省等

路面切削機[ｸﾛｰﾗ式･廃材積込装置付] 切削幅1.0m級 切削深32cm 時間 農水省等

路面切削機[ｸﾛｰﾗ式･廃材積込装置付] 切削幅1.2m級 切削深32cm 時間 農水省等

路面切削機[ｸﾛｰﾗ式･廃材積込装置付] 切削幅2.1m級 切削深32cm 時間 農水省等

路上表層再生機[ﾘﾐｯｸｽ用] 施工幅2.3～4.0m かきおこし深さ5.0cm 時間 農水省等

路上表層再生機[ﾘﾐｯｸｽ用] 施工幅2.5～4.0m かきおこし深さ9.5cm 時間 農水省等

路上表層再生機[ﾘﾍﾟｰﾌﾞ用] 施工幅2.3～4.0m かきおこし深さ5.0cm 時間 農水省等

路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)[間接加熱式］ 加熱面積13㎡ 発熱量335万kJ/h 時間 農水省等

路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)[間接加熱式］ 面積20-23㎡発熱量502～586万kJ/h 時間 農水省等

路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)[間接加熱式］ 面積38-40㎡発熱量879-1047万kJ/h 時間 農水省等

路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)[熱風循環式] 面積20～22㎡ 発熱量500～600万kJ/h 時間 農水省等

路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)[湿式] 施工幅750mm 時間 農水省等

路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)[湿式] 施工幅200mm 時間 農水省等

路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)[湿式] 施工幅900mm 時間 農水省等

路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)[乾式] 施工幅600mm 時間 農水省等

路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)[乾式] 施工幅800mm 時間 農水省等

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量1800L 時間 農水省等

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L 時間 農水省等

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量5500～6500L 時間 農水省等

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量7500～8000L 時間 農水省等

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量10000L 時間 農水省等

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ﾓﾝｹﾝ式] ﾓﾝｹﾝ質量400～600kg 時間 農水省等

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ｴｱﾌﾞﾚｰｶ式] ﾌﾞﾚｰｶ質量700kg級 打撃周波数530bpm 時間 農水省等

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ｴｱﾌﾞﾚｰｶ式] ﾌﾞﾚｰｶ質量800kg級 打撃周波数500bpm 時間 農水省等

高視認性区画線施工機[溶融式] 時間 農水省等

高視認性区画線施工機[二液反応式] 時間 農水省等

高視認性区画線施工機[ﾃｰﾌﾟ貼付機] 時間 農水省等

床版上面増厚機[ｵﾝﾚｰﾙ式] 施工幅3.0～5.5m 時間 農水省等

床版上面増厚機[ｵﾌﾚｰﾙ式] 施工幅2.5～3.6m 時間 農水省等

ﾏｲｸﾛｻｰﾌｪｽﾏｼﾝ[自走式] 積載質量9.0t 時間 農水省等

排水性舗装機能回復機[自走式] 作業幅2.0～2.1m 時間 農水省等

空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛] 〔高圧仕様〕吐出量36m3/min 吐出圧1.27/1.03MPa 日 農水省等

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型] 吐出量1.4～1.7m3/min 吐出圧0.7～0.88MPa 時間 農水省等

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型] 吐出量3.0～3.7m3/min 吐出圧0.7～0.88MPa 時間 農水省等

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型] 吐出量5.2～6.1m3/min 吐出圧0.7～0.88MPa 時間 農水省等

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型] 吐出量8.1～9.1m3/min 吐出圧0.7～0.85MPa 時間 農水省等

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型] 吐出量11.0～12.4m3/min 吐出圧0.7～0.85MPa 時間 農水省等

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型] 吐出量20.0m3/min 吐出圧0.7MPa 時間 農水省等
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空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型] 吐出量28.5m3/min 吐出圧0.7MPa 時間 農水省等

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型] 吐出量37m3/min 吐出圧1.27MPa 時間 農水省等

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型] 吐出量52m3/min 吐出圧0.7MPa 時間 農水省等
空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量1.4m3/min 吐出圧0.7MPa 日 農水省等
空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa 日 農水省等
空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa 日 農水省等
空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧0.7MPa 日 農水省等
空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa 日 農水省等
空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa 日 農水省等
空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa 日 農水省等
空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量14.2m3/min 吐出圧0.7MPa 日 農水省等
空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa 日 農水省等
空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 吐出量20～21m3/min 吐出圧0.7MPa 日 農水省等

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa 日 農水省等

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa 日 農水省等

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型] 風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa 日 農水省等

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･定風量型] 風量150m3/min 風圧2.5kPa 日 農水省等

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･定風量型] 風量400m3/min 風圧3.4kPa 日 農水省等

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･可変風量型] 風量1500m3/min 風圧4.9kPa 日 農水省等

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･可変風量型] 風量2000m3/min 風圧4.9kPa 日 農水省等

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･可変風量型] 風量500m3/min 風圧4.9kPa 日 農水省等

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･可変風量型] 風量750m3/min 風圧3.4kPa 日 農水省等

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･可変風量型] 風量1000m3/min 風圧2.9kPa 日 農水省等

遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式] 風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq) 日 農水省等

遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式] 風量75m3/min 風圧10.8kPa(1,100mm/Aq) 日 農水省等

遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式] 風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq) 日 農水省等
空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛(超低騒音)･排対1] 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa 日 農水省等
空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛(超低騒音)･排対1] 吐出量7.5m3/min 吐出圧0.7MPa 日 農水省等
軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型)] 風量1200m3/min 風圧3.9kPa 日 農水省等
軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型)] 風量2000m3/min 風圧4.9kPa 日 農水省等
軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型)] 風量3000m3/min 風圧4.9kPa 日 農水省等
軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型)] 風量1500m3/min 風圧4.9kPa 日 農水省等
軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型)] 風量500m3/min 風圧4.9kPa 日 農水省等
軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型)] 風量750m3/min 風圧3.4kPa 日 農水省等
軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型)] 風量1000m3/min 風圧2.9kPa 日 農水省等
軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型)] 風量1800m3/min 風圧1.9kPa 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径40mm 全揚程10m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径40mm 全揚程15m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径40mm 全揚程20m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径40mm 全揚程30m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径50mm 全揚程10m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径50mm 全揚程15m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径50mm 全揚程20m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径50mm 全揚程30m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径65mm 全揚程10m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径65mm 全揚程15m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径65mm 全揚程20m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径65mm 全揚程30m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径80mm 全揚程10m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径80mm 全揚程15m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径80mm 全揚程20m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径80mm 全揚程30m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 全揚程10m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 全揚程15m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 全揚程20m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 全揚程30m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径125mm 全揚程10m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径125mm 全揚程15m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径125mm 全揚程20m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径125mm 全揚程30m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径150mm 全揚程10m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径150mm 全揚程15m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径150mm 全揚程20m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径150mm 全揚程30m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径40mm 全揚程5m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径40mm 全揚程10m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径50mm 全揚程5m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径50mm 全揚程10m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径50mm 全揚程15m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径65mm 全揚程5m 日 農水省等
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小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径65mm 全揚程10m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径65mm 全揚程15m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径80mm 全揚程5m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径80mm 全揚程10m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径80mm 全揚程15m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 全揚程15m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径125mm 全揚程15m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径150mm 全揚程15m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[可搬･自吸･ｴﾝｼﾞﾝ駆動型] 口径40mm 全揚程30m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[可搬･自吸･ｴﾝｼﾞﾝ駆動型] 口径50mm 全揚程30m 日 農水省等

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[可搬･自吸･ｴﾝｼﾞﾝ駆動型] 口径80mm 全揚程30m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径40mm 段数2 全揚程15m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径40mm 段数3 全揚程25m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径40mm 段数4 全揚程30m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径40mm 段数5 全揚程40m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径50mm 段数2 全揚程20m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径50mm 段数3 全揚程30m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径50mm 段数4 全揚程35m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径50mm 段数5 全揚程45m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径65mm 段数2 全揚程20m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径65mm 段数2 全揚程25m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径65mm 段数3 全揚程35m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径65mm 段数4 全揚程45m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径65mm 段数5 全揚程60m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径80mm 段数2 全揚程30m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径80mm 段数3 全揚程40m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径80mm 段数4 全揚程50m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径80mm 段数5 全揚程70m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径80mm 段数6 全揚程80m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 段数2 全揚程40m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 段数3 全揚程60m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 段数4 全揚程70m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 段数5 全揚程85m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径125mm 段数2 全揚程45m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径125mm 段数3 全揚程70m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径125mm 段数4 全揚程95m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径150mm 段数2 全揚程60m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径150mm 段数3 全揚程75m 日 農水省等
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径150mm 段数3 全揚程90m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径65mm 段数4 全揚程20m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径65mm 段数6 全揚程35m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径65mm 段数7 全揚程45m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径80mm 段数2 全揚程20m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径80mm 段数3 全揚程35m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径80mm 段数4 全揚程50m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径80mm 段数5 全揚程70m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径80mm 段数6 全揚程75m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径80mm 段数7 全揚程100m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径100mm 段数2 全揚程20m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径100mm 段数3 全揚程30m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径100mm 段数4 全揚程40m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径100mm 段数5 全揚程55m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径100mm 段数6 全揚程75m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径100mm 段数7 全揚程90m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径125mm 段数2 全揚程35m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径125mm 段数3 全揚程50m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径125mm 段数4 全揚程75m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径125mm 段数5 全揚程90m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径150mm 段数2 全揚程30m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径150mm 段数2 全揚程40m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径150mm 段数2 全揚程45m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径150mm 段数3 全揚程65m 日 農水省等

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径150mm 段数4 全揚程85m 日 農水省等

真空ﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径40mm 排気量1.9m3/min 日 農水省等

真空ﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径50mm 排気量3.2m3/min 日 農水省等

真空ﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径65mm 排気量4.5m3/min 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程5m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程10m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程15m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程20m 日 農水省等
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工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程30m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程10m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程15m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程30m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程10m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程15m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程20m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程30m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径150mm 全揚程10m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径150mm 全揚程15m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径150mm 全揚程20m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径150mm 全揚程30m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径200mm 全揚程10m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径200mm 全揚程15m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径200mm 全揚程20m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径200mm 全揚程30m 日 農水省等

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径250mm 全揚程10m 日 農水省等
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程10m 日 農水省等
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程15m 日 農水省等
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程20m 日 農水省等
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程10m 日 農水省等
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程15m 日 農水省等
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径100mm 全揚程25m 日 農水省等
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径150mm 全揚程10m 日 農水省等
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径150mm 全揚程15m 日 農水省等
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径150mm 全揚程20m 日 農水省等
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径200mm 全揚程25m 日 農水省等

ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径40mm 全揚程50m 日 農水省等

ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径80mm 全揚程50m 日 農水省等

ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径100mm 全揚程50m 日 農水省等

ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径150mm 全揚程50m 日 農水省等

ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径200mm 全揚程50m 日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･単相] 定格容量10kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･単相] 定格容量20kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･単相] 定格容量30kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･単相] 定格容量50kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･単相] 定格容量75kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･単相] 定格容量100kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･単相] 定格容量150kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･単相] 定格容量200kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･単相] 定格容量300kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･単相] 定格容量500kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･三相] 定格容量20kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･三相] 定格容量30kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･三相] 定格容量50kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･三相] 定格容量75kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･三相] 定格容量100kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･三相] 定格容量150kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･三相] 定格容量200kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･三相] 定格容量300kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･三相] 定格容量500kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相] 定格容量10kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相] 定格容量20kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相] 定格容量30kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相] 定格容量50kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相] 定格容量75kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相] 定格容量100kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相] 定格容量150kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相] 定格容量200kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相] 定格容量300kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相] 定格容量500kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相] 定格容量30kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相] 定格容量50kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相] 定格容量75kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相] 定格容量100kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相] 定格容量150kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相] 定格容量200kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相] 定格容量300kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相] 定格容量500kVA 供用日 農水省等

153 / 192 ページ



Mコード 機械器具損料 令和４年４月８日適用

単価
コード

名称 規格 単位 設定単価

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量10kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量20kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量30kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量50kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量75kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量100kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量150kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量200kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量300kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量500kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量10kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量20kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量30kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量50kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量75kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量100kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量150kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量200kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量300kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量500kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾀｲﾄﾗﾝｽ･単相] 定格容量75kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾀｲﾄﾗﾝｽ･単相] 定格容量100kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾀｲﾄﾗﾝｽ･単相] 定格容量150kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾀｲﾄﾗﾝｽ･単相] 定格容量200kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾀｲﾄﾗﾝｽ･単相] 定格容量300kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾀｲﾄﾗﾝｽ･単相] 定格容量500kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾀｲﾄﾗﾝｽ･三相] 定格容量75kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾀｲﾄﾗﾝｽ･三相] 定格容量100kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾀｲﾄﾗﾝｽ･三相] 定格容量150kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾀｲﾄﾗﾝｽ･三相] 定格容量200kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾀｲﾄﾗﾝｽ･三相] 定格容量300kVA 供用日 農水省等

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[ﾀｲﾄﾗﾝｽ･三相] 定格容量500kVA 供用日 農水省等
高圧気中開閉器(柱上用･手動操作型)[一般形] 定格電流100A 供用日 農水省等
高圧気中開閉器(柱上用･手動操作型)[一般形] 定格電流200A 供用日 農水省等
高圧気中開閉器(柱上･手操)[地絡無方向･過電ﾛｯｸ付] 定格電流100A 供用日 農水省等
高圧気中開閉器(柱上･手操)[地絡無方向･過電ﾛｯｸ付] 定格電流200A 供用日 農水省等
高圧気中開閉器(柱上･手操)[地絡無方向･過電ﾛｯｸ付] 定格電流300A 供用日 農水省等
高圧気中開閉器(柱上･手操)[地絡方向･過電ﾛｯｸ付] 定格電流100A 供用日 農水省等
高圧気中開閉器(柱上･手操)[地絡方向･過電ﾛｯｸ付] 定格電流200A 供用日 農水省等
高圧気中開閉器(柱上･手操)[地絡方向･過電ﾛｯｸ付] 定格電流300A 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受電専用(屋外式)] 500kVA以下 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[変電専用(屋外式)] 75～100kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[変電専用(屋外式)] 150～200kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[変電専用(屋外式)] 300kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[変電専用(屋外式)] 400kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[変電専用(屋外式)] 500kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 50～100kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 150～200kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 300kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 400kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 500kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[PF･S形受変電用(屋外式)] 50～100kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[PF･S形受変電用(屋外式)] 150～200kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[PF･S形受変電用(屋外式)] 300kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 50kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 100kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 150kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 200kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 300kVA 供用日 農水省等
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB] 500kVA 供用日 農水省等

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量1kVA 日 農水省等

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量2kVA 日 農水省等

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA 日 農水省等

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量5kVA 日 農水省等

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量2.7/3kVA(50/60Hz) 日 農水省等

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz) 日 農水省等

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量550/600kVA(50/60Hz) 日 農水省等

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量700/800kVA(50/60Hz) 日 農水省等

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量1000/1100kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)] 定格容量13/15kVA(50/60Hz) 日 農水省等
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発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)] 定格容量17/20kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)] 定格容量37/45kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)] 定格容量50/60kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)] 定格容量65/75kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)] 定格容量100/125kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)] 定格容量125/150kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)] 定格容量270/300kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)] 定格容量2.7/3kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排対1] 定格容量13/15kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排対1] 定格容量17/20kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排対1] 定格容量20/25kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排対1] 定格容量30/35kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排対1] 定格容量37/45kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排対1] 定格容量50/60kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排対1] 定格容量65/75kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排対1] 定格容量80/100kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排対1] 定格容量100/125kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排対1] 定格容量125/150kVA(50/60Hz) 日 農水省等
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排対1] 定格容量270/300kVA(50/60Hz) 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程･普通型] 定格荷重0.5t 揚程6m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程･普通型] 定格荷重1.0t 揚程6m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程･普通型] 定格荷重2.0t 揚程6m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程･普通型] 定格荷重3.0t 揚程6m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程･普通型] 定格荷重5.0t 揚程8m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程･普通型] 定格荷重7.5t 揚程8m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程･普通型] 定格荷重10t 揚程8m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程･普通型] 定格荷重15t 揚程8m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程･普通型] 定格荷重0.5t 揚程12m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程･普通型] 定格荷重1.0t 揚程12m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程･普通型] 定格荷重2.0t 揚程12m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程･普通型] 定格荷重3.0t 揚程12m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程･普通型] 定格荷重5.0t 揚程12m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程･普通型] 定格荷重7.5t 揚程12m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程･普通型] 定格荷重10t 揚程12m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程･普通型] 定格荷重15t 揚程12m 日 農水省等

電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程･普通型] 定格荷重20t 揚程12m 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)･単胴] 巻上能力1.8t×30m/min 巻取容量φ16×260m 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)･単胴] 巻上能力2.8t×30m/min 巻取容量φ22×200m 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)･単胴] 巻上能力4.2t×35m/min 巻取容量φ25×200m 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)･複胴] 能力1.5t×42m/min容量φ12×850m＋φ2.12×1020m 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[開放型(ｴﾝｼﾞﾝ駆動)･複胴] 能力1.5t×42m/min容量φ12×850m＋φ2.12×1020m 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・複胴] 巻上能力1.8t×30m/min巻取容量(φ16×260m)×2 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・複胴] 巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・複胴] 巻上能力4.2t×35m/min巻取容量(φ25×200m)×2 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[複胴開放式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 巻上能力1.80t 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[複胴開放式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 巻上能力4.20t 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[複胴開放式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 巻上能力2.80t 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[密閉型(電動)･単胴] 巻上能力6.0t×90m/min 巻取容量φ26×500m 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[密閉型(電動)･単胴] 巻上能力8.0t×90m/min 巻取容量φ35.5×500m 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[密閉型(電動)･複胴] 巻上能力6.0t×90m/min 巻取容量(φ26×500m)×2 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[密閉型(電動)･複胴] 巻上能力8.0t×90m/min 巻取容量(φ35.5×500m)×2 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[電気/油圧駆動式･複胴] 巻上能力2.2t×100m/min 巻取容量(φ14×300m)×2 日 農水省等

ｳｲﾝﾁ[電気/油圧駆動式･複胴] 巻上能力3.0t×100m/min 巻取容量(φ16×300m)×2 日 農水省等

ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力0.5t×40m/min 巻取容量φ10×150m 日 農水省等

ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力1.0t×40m/min 巻取容量φ14×150m 日 農水省等

ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力1.5t×40m/min 巻取容量φ16×200m 日 農水省等

ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力2.0t×50m/min 巻取容量φ16×200m 日 農水省等

ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力3.0t×50m/min 巻取容量φ18×250m 日 農水省等

ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力4.0t×50m/min 巻取容量φ20×200m 日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式] 定格荷重0.25t 揚程6m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式] 定格荷重1.0t 揚程6m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式] 定格荷重2.0t 揚程6m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式] 定格荷重5.0t 揚程6m 供用日 農水省等

ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ[自動印字式] ひょう量20t載台寸法2.7×6.5m 供用日 農水省等

ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ[自動印字式] ひょう量30～40t載台寸法3.0×8.0m 供用日 農水省等

計量器[骨材累加算･機械式] ひょう量300kg×1槽･2桿 日 農水省等

ｺｱ採取器(ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) 穿孔径5～15cm 穿孔深50cm 日 農水省等
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ｺｱ採取器(ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) 穿孔径10～25cm 穿孔深50cm 日 農水省等

ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ[自動印字式] ひょう量50t載台寸法3.0×15.0m 供用日 農水省等

ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ[自動印字式] ひょう量60t載台寸法3.0×15.0m 供用日 農水省等

CBR試験器(現場用)[ｽｸﾘｭｼﾞｬｯｷ式(手動)] 載荷容量50kN(5tf) 供用日 農水省等

CBR試験器(現場用)[油圧ｼﾞｬｯｷ式(手動)] 載荷容量50kN(5tf) 供用日 農水省等

平板載荷試験装置[油圧ｼﾞｬｯｷ式(手動)] 載荷容量50kN(5tf) 供用日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] 流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] 流量0～1000L/min 圧力0～3.9Mpa 日 農水省等
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式･制御装置付] 流量0～120L/min 圧力0～5.9MPa 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] 流量0～400L/min 圧力0～3.9Mpa 日 農水省等

ｶﾞｽ検知器[携帯式] 検知対象O2,HC,H2S,CO 供用日 農水省等

ｶﾞｽ検知器[定置式] 中央制御装置 供用日 農水省等

ｶﾞｽ検知器[定置式] ｶﾞｽ検知ｾﾝｻ 供用日 農水省等

ｶﾞｽ検知器[定置式] 変換器 (3点まで接続可能) 供用日 農水省等

騒音･振動計測機器[低周波騒音計] 測定ﾚﾍﾞﾙ～143dB測定周波数1～500Hz 供用日 農水省等

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz 供用日 農水省等

騒音･振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ] 1ch 10,25,50dB 供用日 農水省等

騒音･振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ] 2ch 50dB 供用日 農水省等

騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計] 測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz 供用日 農水省等

騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ] 測定周波数～20KHZ 供用日 農水省等

沈下･傾斜測定機器[沈下計] 〔水盛式本体〕 測定範囲±20,50mm 供用日 農水省等

沈下･傾斜測定機器[傾斜計] 〔振り子式〕 測定範囲±1,5,10度 供用日 農水省等

沈下･傾斜測定機器[沈下計] 〔水盛式用水槽 (自動給水装置付)〕 供用日 農水省等

沈下･傾斜測定機器[沈下計] 〔水圧式〕 測定範囲±50～500mm 供用日 農水省等
沈下･傾斜測定機器[沈下･傾斜兼用警報記録装置] 〔6打点記録用〕 (上下限の警報付) 供用日 農水省等
沈下･傾斜測定機器[沈下･傾斜兼用警報記録装置] 〔12打点記録用〕 (上下限の警報付) 供用日 農水省等
沈下･傾斜測定機器[ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･自動計測装置] 30～60ﾁｬﾝﾈﾙ 供用日 農水省等

粉塵計[携帯用] 測定範囲0.001～4mg/m3 供用日 農水省等

濁度計[携帯用] 測定範囲0～400ppm 供用日 農水省等

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ[2級以上] 測角表示単位10秒測距精度5mm+5ppm×D 供用日 農水省等

RI水分密度計[透過型] 湿潤密度1～2.5t/m3 供用日 農水省等

超音波探傷装置[携帯用] ﾁｬﾝﾈﾙ数1 供用日 農水省等

超音波探傷装置[標準用] ﾁｬﾝﾈﾙ数2 供用日 農水省等

路面平坦性試験装置[非接触式] 計測分解能力0.25mm 供用日 農水省等

路面横断形状測定装置[非接触式] 計測制度-2～+2mm 供用日 農水省等

架設桁 質量ton当たり 供用日 農水省等

ﾍﾞﾝﾄ 質量ton当たり 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[ﾌﾚｰﾑ] 質量ton当たり 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[走行装置] 定格吊荷重10t用 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[走行装置] 定格吊荷重15t用 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[走行装置] 定格吊荷重20t用 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[走行装置] 定格吊荷重30t用 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[走行装置] 定格吊荷重40t用 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[走行装置] 定格吊荷重60t用 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[走行装置] 定格吊荷重80t用 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(普通型)] 定格吊荷重5.0t 揚程12m 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(普通型)] 定格吊荷重7.5t 揚程12m 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(普通型)] 定格吊荷重10.0t 揚程12m 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(普通型)] 定格吊荷重15.0t 揚程12m 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(普通型)] 定格吊荷重20.0t 揚程12m 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型)] 定格吊荷重5.0t 揚程24m 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型)] 定格吊荷重7.5t 揚程24m 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型)] 定格吊荷重10.0t 揚程24m 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型)] 定格吊荷重15.0t 揚程24m 供用日 農水省等

門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型)] 定格吊荷重20.0t 揚程24m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重2.0t 揚程3m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重5.0t 揚程3m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重10.0t 揚程3.5m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重15.0t 揚程3.5m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重20.0t 揚程7m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重30.0t 揚程7m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重40.0t 揚程7m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重50.0t 揚程7m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ] 定格荷重5.0t 揚程7m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ] 定格荷重10.0t 揚程7m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ] 定格荷重15.0t 揚程7m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ] 定格荷重20.0t 揚程7m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ] 定格荷重30.0t 揚程7m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ] 定格荷重40.0t 揚程7m 供用日 農水省等
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ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ] 定格荷重50.0t 揚程7m 供用日 農水省等

ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ 定格荷重2.0t 供用日 農水省等

ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ 定格荷重3.0t 供用日 農水省等

ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ 定格荷重5.0t 供用日 農水省等
ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ高揚程型] 定格荷重5.0t 揚程50m 供用日 農水省等
ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ高揚程型] 定格荷重10.0t 揚程50m 供用日 農水省等
ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ高揚程型] 定格荷重15.0t 揚程50m 供用日 農水省等
ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ高揚程型] 定格荷重20.0t 揚程50m 供用日 農水省等

巻上機 定格荷重20.0t 揚程20m 供用日 農水省等

巻上機 定格荷重30.0t 揚程20m 供用日 農水省等

巻上機 定格荷重40.0t 揚程20m 供用日 農水省等

巻上機 定格荷重60.0t 揚程20m 供用日 農水省等

巻上機 定格荷重80.0t 揚程20m 供用日 農水省等

ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[単胴式] 直引能力9.8kN(1.0t) 供用日 農水省等

ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[単胴式] 直引能力20kN(2.0t) 供用日 農水省等

ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[単胴式] 直引能力29kN(3.0t) 供用日 農水省等

ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力20kN(2.0t) 供用日 農水省等

ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力29kN(3.0t) 供用日 農水省等

ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力39kN(4.0t) 供用日 農水省等

ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力49kN(5.0t) 供用日 農水省等

ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力59kN(6.0t) 供用日 農水省等

ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[油圧複胴式] 直引能力29kN(3.0t) 最大巻取速度45m/min 供用日 農水省等

ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[油圧複胴式] 直引能力39kN(4.0t) 最大巻取速度45m/min 供用日 農水省等

ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[油圧複胴式] 直引能力59kN(6.0t) 最大巻取速度45m/min 供用日 農水省等
ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[油圧ｳｲﾝﾁ遠隔操作盤(鋼橋用)] 操作可能ｳｲﾝﾁ台数 2台用 供用日 農水省等
ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[油圧ｳｲﾝﾁ遠隔操作盤(鋼橋用)] 操作可能ｳｲﾝﾁ台数 3台用 供用日 農水省等
ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[単胴式･PC鋼線引込み用] 直引能力29kN(3.0t) ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵型･安全ﾅｯﾄ付] 複動 能力196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ175mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵型･安全ﾅｯﾄ付] 複動 能力294kN(30t) ｽﾄﾛｰｸ175mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵型･安全ﾅｯﾄ付] 複動 能力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ175mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵型･安全ﾅｯﾄ付] 複動 能力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ175mm 供用日 農水省等

油圧昇降ｼﾞｬｯｷ本体(ﾕﾆｯﾄｼﾞｬｯｷ) 昇降能力1470kN(150t用) 揚程1.4m～3.5m 供用日 農水省等

油圧昇降ｼﾞｬｯｷ本体(ﾕﾆｯﾄｼﾞｬｯｷ) 昇降能力1960kN(200t用) 揚程1.4m～3.5m 供用日 農水省等

油圧昇降ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 昇降能力1470kN(150t)ｼﾞｬｯｷ用 供用日 農水省等

油圧昇降ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 昇降能力1960kN(200t) 供用日 農水省等

油圧昇降ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 3連動式(上記ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄに追加仕様の場合) 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[支承取替え用] 単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り 能力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ30mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[支承取替え用] 単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り 能力1470kN(150t) ｽﾄﾛｰｸ30mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[支承取替え用] 単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り 能力1960kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ50mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[支承取替え用] 単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り 能力2940kN(300t) ｽﾄﾛｰｸ50mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[支承取替え用] 複動 能力3920kN(400t) ｽﾄﾛｰｸ50mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[支承取替え用] 複動 能力4900kN(500t) ｽﾄﾛｰｸ50mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動 能力196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動 能力294kN(30t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動 能力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動 能力736kN(75t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動 能力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動 能力1470kN(150t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動 能力1960kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動 能力2940kN(300t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動 能力3920kN(400t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無] 複動 能力196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無] 複動 能力294kN(30t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無] 複動 能力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無] 複動 能力736kN(75t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無] 複動 能力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無] 複動 能力1470kN(150t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無] 複動 能力1960kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無] 複動 能力5880kN(600t) ｽﾄﾛｰｸ100mm 供用日 農水省等

緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 390kN(40t)型 1S17.8 農水省等

緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 450kN(50t)型 1S19.3 農水省等

緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 570KN(60t)型 1S21.8 農水省等

ｾﾝﾀｰﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ 能力343kN(35t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等

ｾﾝﾀｰﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ 能力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等

ｾﾝﾀｰﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ 能力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等

ｾﾝﾀｰﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ 能力1180kN(120t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等

ｾﾝﾀｰﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ 能力1960kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等

ｼﾞｬｰﾅﾙｼﾞｬｯｷ 能力245kN(25t) ｽﾄﾛｰｸ250mm 爪付 供用日 農水省等

ｼﾞｬｰﾅﾙｼﾞｬｯｷ 能力343kN(35t) ｽﾄﾛｰｸ250mm 爪付 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ送り台 最大積載荷重196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ150mm 供用日 農水省等
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油圧ｼﾞｬｯｷ送り台 最大積載荷重294kN(30t) ｽﾄﾛｰｸ150mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ送り台 最大積載荷重490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ150mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ送り台 最大積載荷重736kN(75t) ｽﾄﾛｰｸ150mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ送り台 最大積載荷重981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ150mm 供用日 農水省等

油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ[手動式] 複動ｼﾞｬｯｷ用 供用日 農水省等

油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ[電動式] 2連動 機関出力1.5kW 供用日 農水省等

油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ[電動式] 2連動 機関出力2.2kW 供用日 農水省等

油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ[電動式] 2連動 機関出力3.7kW 供用日 農水省等

重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力10t 供用日 農水省等

重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力15t 供用日 農水省等

重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力20t 供用日 農水省等

重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力30t 供用日 農水省等

重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力40t 供用日 農水省等

重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力60t 供用日 農水省等

重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力80t 供用日 農水省等

重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力100t 供用日 農水省等

重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力120t 供用日 農水省等

重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･全回転型] 積載能力40t 供用日 農水省等

重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･全回転型] 積載能力60t 供用日 農水省等

重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･全回転型] 積載能力80t 供用日 農水省等

重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力30t 供用日 農水省等

重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力40t 供用日 農水省等

重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力60t 供用日 農水省等

重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力80t 供用日 農水省等

重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･全回転型] 積載能力40t 供用日 農水省等

重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･全回転型] 積載能力60t 供用日 農水省等

重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･全回転型] 積載能力80t 供用日 農水省等

重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･可変型･直線型] 積載能力10t 供用日 農水省等

重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･可変型･直線型] 積載能力15t 供用日 農水省等

重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･可変型･簡易回転型] 積載能力30t 供用日 農水省等

重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･可変型･簡易回転型] 積載能力40t 供用日 農水省等

重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･可変型･簡易回転型] 積載能力50t 供用日 農水省等

重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･可変型･簡易回転型] 積載能力60t 供用日 農水省等

重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･可変型･簡易回転型] 積載能力70t 供用日 農水省等

重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･可変型･簡易回転型] 積載能力80t 供用日 農水省等

自走台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力40t 供用日 農水省等

自走台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力60t 供用日 農水省等

自走台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力80t 供用日 農水省等

自走台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力120t 供用日 農水省等

自走台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ･直線型] 積載能力160t 供用日 農水省等

自走台車[ｸﾚｰﾝ搭載用] 積載能力20t ｸﾚｰﾝ搭載用台車 供用日 農水省等

多軸式特殊台車[自走式] 積載能力165t 供用日 農水省等

多軸式特殊台車[自走式] 積載能力250t 供用日 農水省等

多軸式特殊台車[非自走式] 積載能力85t 供用日 農水省等

多軸式特殊台車[非自走式] 積載能力175t 供用日 農水省等

送出しﾛｰﾗ 〔ｼﾝｸﾞﾙ(鋼橋・PC橋用）〕耐力98kN(10t) 供用日 農水省等

送出しﾛｰﾗ 〔ｼﾝｸﾞﾙ(鋼橋・PC橋用）〕耐力196kN(20t) 供用日 農水省等

送出しﾛｰﾗ 〔ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用）〕耐力294kN(30t) 供用日 農水省等

送出しﾛｰﾗ 〔ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用）〕耐力392kN(40t) 供用日 農水省等

送出しﾛｰﾗ 〔ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用）〕耐力490kN(50t) 供用日 農水省等

送出しﾛｰﾗ 〔ﾀﾞﾌﾞﾙ(PC橋用）〕耐力588kN(60t) 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[鉄塔] 質量ton当たり 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｷｬﾘﾔ] 定格吊荷重5t 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｷｬﾘﾔ] 定格吊荷重10t 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｷｬﾘﾔ] 定格吊荷重15t 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｷｬﾘﾔ] 定格吊荷重20t 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｷｬﾘﾔ] 定格吊荷重25t 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｷｬﾘﾔ] 定格吊荷重30t 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾞ型)] 定格吊荷重5t 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾞ型)] 定格吊荷重10t 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾞ型)] 定格吊荷重15t 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾞ型)] 定格吊荷重20t 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾞ型)] 定格吊荷重25t 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾞ型)] 定格吊荷重30t 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾊﾞｯｸｽﾃｲ調整装置] 耐力490kN(50t) 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾊﾞｯｸｽﾃｲ調整装置] 耐力981kN(100t) 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｹｰﾌﾞﾙ定着装置] 耐力490kNkN(50t) 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｹｰﾌﾞﾙ定着装置] 耐力981kN(100t) 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ] 耐力98kN(10t) 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ] 耐力147kN(15t) 供用日 農水省等
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ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ] 耐力196kN(20t) 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ] 耐力245kN(25t) 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ] 耐力294kN(30t) 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾛｰﾌﾟﾊﾝｶﾞ] 〔ｼﾝｸﾞﾙ用〕 max60mm 供用日 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾛｰﾌﾟﾊﾝｶﾞ] 〔ﾀﾞﾌﾞﾙ用〕 max60mm 供用日 農水省等

ｱﾝﾘｰﾗ(油圧式) ﾊﾞｯｸﾃﾝｼｮﾝ20kN(2t) maxﾄﾞﾗﾑ径2.4m 幅1.6m 供用日 農水省等
送出し装置(鋼橋用)[送出し装置(押出しｼﾞｬｯｷ式)] 呼称能力980kN(100t) 供用日 農水省等
送出し装置(鋼橋用)[送出し装置(押出しｼﾞｬｯｷ式)] 呼称能力2940kN(300t) 供用日 農水省等
送出し装置(鋼橋用)[送出し装置(押出しｼﾞｬｯｷ式)] 呼称能力1960kN(200t) 供用日 農水省等
送出し装置(鋼橋用)[送出し装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式)] 呼称能力2450kN(250t)2連 供用日 農水省等
送出し装置(鋼橋用)[送出し装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式)] 呼称能力3920kN(400t)2連 供用日 農水省等
送出し装置(鋼橋用)[送出し装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式)] 呼称能力4900kN(500t)2連 供用日 農水省等

送出し装置(鋼橋用)[1833-300用付属機器] ［ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ駆動装置］呼称能力686kN(70t)2連 供用日 農水省等

送出し装置(鋼橋用)[送出し操作ｼｽﾃﾑ] 操作可能台数1連 供用日 農水省等

送出し装置(鋼橋用)[1833-300用付属機器] ［安全装置］呼称能力686kN×2連型駆動装置用 供用日 農水省等

横取り装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ型) 呼称能力245kN(25t) 供用日 農水省等

横取り装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ型) 呼称能力490kN(50t) 供用日 農水省等

横取り装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ型) 呼称能力736kN(75t) 供用日 農水省等

横取り装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ型) 呼称能力981kN(100t) 供用日 農水省等

横取り装置(油圧ｼﾞｬｯｷ式) 耐力1270kN(130t) 供用日 農水省等

横取り装置(油圧ｼﾞｬｯｷ式) (回転対応型)耐力2550kN(260t) 供用日 農水省等

横取り装置(油圧ｼﾞｬｯｷ式) 耐力3920kN(400t) 供用日 農水省等

油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(鋼橋用) ｼﾞｬｯｷ1連動用 供用日 農水省等

油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(鋼橋用) ｼﾞｬｯｷ2連動用 供用日 農水省等

手延機(鋼橋用) 質量ton当たり 供用日 農水省等

ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ(全旋回型･鋼橋用) 定格荷重8t 作業半径13m 供用日 農水省等

ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ(全旋回型･鋼橋用) 定格荷重20t 作業半径17.5m 供用日 農水省等

ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ(全旋回型･鋼橋用) 定格荷重25t 作業半径25m 供用日 農水省等

桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重15t 供用日 農水省等

桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重20t 供用日 農水省等

桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重30t 供用日 農水省等

桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重40t 供用日 農水省等

桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重50t 供用日 農水省等

桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重60t 供用日 農水省等

桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重70t 供用日 農水省等

桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重80t 供用日 農水省等

二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] 定格荷重30t 供用日 農水省等

二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] 定格荷重40t 供用日 農水省等

二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] 定格荷重50t 供用日 農水省等

二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] 定格荷重60t 供用日 農水省等

二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] 定格荷重70t 供用日 農水省等

二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] 定格荷重80t 供用日 農水省等

桁吊り金具(PC橋用) 定格荷重15t 供用日 農水省等

桁吊り金具(PC橋用) 定格荷重20t 供用日 農水省等

桁吊り金具(PC橋用) 定格荷重30t 供用日 農水省等

桁吊り金具(PC橋用) 定格荷重40t 供用日 農水省等

桁吊り金具(PC橋用) 定格荷重50t 供用日 農水省等

桁吊り金具(PC橋用) 定格荷重60t 供用日 農水省等

桁吊り金具(PC橋用) 定格荷重70t 供用日 農水省等

桁吊り金具(PC橋用) 定格荷重80t 供用日 農水省等

桁吊り門構移動装置(PC橋用) 定格荷重30t以下用 供用日 農水省等

桁吊り門構移動装置(PC橋用) 定格荷重40t以下用 供用日 農水省等

多軸式特殊台車用ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ 積載能力300t 供用日 農水省等

横取装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型(PC橋用) 耐力196kN(20t) 供用日 農水省等

横取装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型(PC橋用) 耐力294kN(30t) 供用日 農水省等

横取装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型(PC橋用) 耐力392kN(40t) 供用日 農水省等

横取装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型(PC橋用) 耐力490kN(50t) 供用日 農水省等

横取装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型(PC橋用) 耐力588kN(60t) 供用日 農水省等

横取装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型(PC橋用) 耐力785kN(80t) 供用日 農水省等

片持架設用移動作業車(PC橋用) 一般型 2主桁 14m以下 最大容量200t･m 供用日 農水省等

片持架設用移動作業車(PC橋用) 一般型 3主桁 17m以下 最大容量300t･m 供用日 農水省等

片持架設用移動作業車(PC橋用) 一般型 4主桁 20m以下 最大容量400t･m 供用日 農水省等

片持架設用移動作業車(PC橋用) 一般型 4主桁 24m以下 最大容量400t･m 供用日 農水省等

片持架設用移動作業車(PC橋用) 大型 2主桁 14m以下 最大容量350t･m 供用日 農水省等

片持架設用移動作業車(PC橋用) 波型ｳｪﾌﾞ 2主桁 14m以下 最大容量250t･m 供用日 農水省等

押出し手延桁(PC橋用) 質量ton当たり 供用日 農水省等
手延先端油圧ｼﾞｬｯｷ(PC橋用)［複動･安全ﾅｯﾄ付］ 2台 能力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ250mm 供用日 農水省等
集中方式押出し工法用機器(PC橋用)［反力台］ 能力1960kN(200t)用 供用日 農水省等
集中方式押出し工法用機器(PC橋用)［反力台］ 能力2940kN(300t)用 供用日 農水省等
集中方式押出し工法用機器(PC橋用)［反力台］ 能力3920kN(400t)用 供用日 農水省等
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集中方式押出し工法用機器(PC橋用)［引張ｱﾝｶ］ 能力1960kN(200t)用 供用日 農水省等
集中方式押出し工法用機器(PC橋用)［引張ｱﾝｶ］ 能力2940kN(300t)用 供用日 農水省等
集中方式押出し工法用機器(PC橋用)［引張ｱﾝｶ］ 能力3920kN(400t)用 供用日 農水省等
集中方式押出し工法用機器(PC橋用)［押出しｼﾞｬｯｷ］ 能力1960kN(200t)用 ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
集中方式押出し工法用機器(PC橋用)［押出しｼﾞｬｯｷ］ 能力2940kN(300t)用 ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
集中方式押出し工法用機器(PC橋用)［押出しｼﾞｬｯｷ］ 能力3920kN(400t)用 ｽﾄﾛｰｸ200mm 供用日 農水省等
集中方式押出し工法用機器(PC橋用)［油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ］ 電動式(4台1組ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ付) 供用日 農水省等
分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[滑り架台] 5880kN(600t) ｼﾞｬｯｷ用 ｽﾄﾛｰｸ500mm 供用日 農水省等
分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[滑り架台] 7850kN(800t) ｼﾞｬｯｷ用 ｽﾄﾛｰｸ500mm 供用日 農水省等
分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[水平ｼﾞｬｯｷ] 能力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ500mm 供用日 農水省等
分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[鉛直ｼﾞｬｯｷ] 能力5880kN(600t) ｽﾄﾛｰｸ50mm 供用日 農水省等
分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[鉛直ｼﾞｬｯｷ] 能力7850kN(800t) ｽﾄﾛｰｸ50mm 供用日 農水省等
分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ] 電動式4連動 供用日 農水省等
分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[中央制御盤] 油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ制御能力20台 供用日 農水省等
分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[現場制御盤] 油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ制御能力1台 供用日 農水省等

大型移動支保工(PC橋用) 支間25m以下 幅員10m以下 供用日 農水省等

大型移動支保工(PC橋用) 支間25m以下 幅員12m以下 供用日 農水省等

大型移動支保工(PC橋用) 支間25m以下 幅員14m以下 供用日 農水省等

大型移動支保工(PC橋用) 支間30m以下 幅員10m以下 供用日 農水省等

大型移動支保工(PC橋用) 支間30m以下 幅員12m以下 供用日 農水省等

大型移動支保工(PC橋用) 支間30m以下 幅員14m以下 供用日 農水省等

大型移動支保工(PC橋用) 支間35m以下 幅員10m以下 供用日 農水省等

大型移動支保工(PC橋用) 支間35m以下 幅員12m以下 供用日 農水省等

大型移動支保工(PC橋用) 支間35m以下 幅員14m以下 供用日 農水省等

電気溶接機(橋梁架設用)[交流ｱｰｸ溶接機] 定格電流300A 供用日 農水省等

電気溶接機(橋梁架設用)[交流ｱｰｸ溶接機] 定格電流500A 供用日 農水省等

地覆高欄作業車(PC橋用) 作業足場 固定式 供用日 農水省等

地覆高欄作業車(PC橋用) 作業足場 可変式 供用日 農水省等

電気溶接機(橋梁架設用)[ｻﾌﾞﾏｰｼﾞ溶接機] 定格電流1500A 供用日 農水省等

台車式PC桁横取り装置(PC橋用) 定格荷重588kN(60t) 供用日 農水省等

台車式PC桁横取り装置(PC橋用) 定格荷重785kN(80t) 供用日 農水省等
電気溶接機(橋梁架設用)[CO2半自動溶接機] 定格電流500A 供用日 農水省等
電気溶接機(橋梁架設用)[CO2自動溶接機] 定格電流500A 供用日 農水省等

仮受梁 質量ton当たり 供用日 農水省等

整流器(直流溶接機) ｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞ用600A 供用日 農水省等

ﾌﾗｯｸｽ回収器 供用日 農水省等

溶接棒乾燥器(橋梁架設用) 乾燥量 100kg 供用日 農水省等

溶接裏当材取付治具 ﾏｸﾞﾈｯﾄ式 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ] 能力15kN(1.5t) 移動量1.5m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ] 能力29kN(3.0t) 移動量1.5m 供用日 農水省等

ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ] 能力49kN(5.0t) 移動量1.5m 供用日 農水省等

ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](手動) 能力7.4kN(0.75t) 供用日 農水省等

ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](手動) 能力16kN(1.6t) 供用日 農水省等

ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](手動) 能力29kN(3.0t) 供用日 農水省等

ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](電動) 1ｳｪｲ 能力16kN(1.6t) 供用日 農水省等

ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](電動) 2ｳｪｲ 能力16kN(1.6t) 供用日 農水省等

ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](電動) 1ｳｪｲ 能力31kN(3.2t) 供用日 農水省等

ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](電動) 2ｳｪｲ 能力31kN(3.2t) 供用日 農水省等

工具[ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ] 空圧式 M24用 供用日 農水省等

仮締めﾎﾞﾙﾄ M22×90 100本あたり 供用日 農水省等

工具[電動ﾚﾝﾁ] M24用 供用日 農水省等

ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ φ21.5×150 100本あたり 供用日 農水省等

ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ φ22.5×150 100本あたり 供用日 農水省等

ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ φ24.5×150 100本あたり 供用日 農水省等

ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ φ26.5×150 100本あたり 供用日 農水省等

工具[ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀ] 電気式 供用日 農水省等

工具[電気ﾄﾞﾘﾙ] 中型φ20 供用日 農水省等

工具[電気ﾄﾞﾘﾙ] 大型φ32 供用日 農水省等

工具[電気ﾄﾞﾘﾙ] ﾏｸﾞﾈｯﾄ式(円形R対応形) 供用日 農水省等

工具[ﾄﾙｸﾚﾝﾁ] M24用 供用日 農水省等

工具[ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ] 水平せん断用 供用日 農水省等

工具[高力ﾎﾞﾙﾄ締付自動記録計] 供用日 農水省等

工具[溶接部超音波探傷装置] 自動探傷(AUT) 供用日 農水省等

工具[溶接部超音波探傷装置] 手動探傷(MUT) 供用日 農水省等

工具[ﾄﾙｸｼｬｰﾚﾝﾁ] M24用 供用日 農水省等

工具[ﾄﾙｸｼｬｰﾚﾝﾁ] M24用 狭小用 供用日 農水省等

工具[電気ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ] φ125 供用日 農水省等

工具[電気ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ] φ180 高周波ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ 供用日 農水省等

工具[ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ] φ150 供用日 農水省等

工具[ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ] φ14 供用日 農水省等
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工具[ｶﾞｽ調整器] 1号酸素用 供用日 農水省等

工具[ｶﾞｽ調整器] 2号ｱｾﾁﾚﾝ用 供用日 農水省等

工具[ｶﾞｽ調整器] ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ用 供用日 農水省等

工具[ｶﾞｽ切断機] 2号ｱｾﾁﾚﾝ 供用日 農水省等

工具[予熱用ﾊﾞｰﾅｰ] 1号ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ用 供用日 農水省等

工具[酸素ﾎｰｽ] φ9 100mあたり 供用日 農水省等

工具[ｱｾﾁﾚﾝﾎｰｽ] φ9 100mあたり 供用日 農水省等

工具[炭酸ｶﾞｽﾎｰｽ] φ6 100mあたり 供用日 農水省等

工具[ｴｱﾎｰｽ] φ12 100mあたり 供用日 農水省等

工具[台付けﾜｲﾔｰ] φ18×6m 供用日 農水省等

工具[台付けﾜｲﾔｰ] φ25×6m 供用日 農水省等

工具[台付けﾜｲﾔｰ] φ30×6m 供用日 農水省等

工具[台付けﾜｲﾔｰ] φ33.5×6m 供用日 農水省等

送風機(鋼橋用) φ280 6m3/min 供用日 農水省等

滑車 ｵｰﾌ式 φ300 1車 供用日 農水省等

滑車 ｼｬｯｸﾙ式 φ300 2車 供用日 農水省等

滑車 ｼｬｯｸﾙ式 φ300 3車 供用日 農水省等

滑車 ｼｬｯｸﾙ式 φ300 4車 供用日 農水省等

滑車 ｵｰﾌ式 φ400 1車 供用日 農水省等

滑車 ｼｬｯｸﾙ式 φ400 2車 供用日 農水省等

滑車 ｼｬｯｸﾙ式 φ400 3車 供用日 農水省等

滑車 ｼｬｯｸﾙ式 φ400 4車 供用日 農水省等

滑車 ｼｬｯｸﾙ式 φ400 5車 供用日 農水省等

滑車 ｼｬｯｸﾙ式 φ400 6車 供用日 農水省等

滑車 ｵｰﾌ式 φ450 1車 供用日 農水省等

滑車 ｼｬｯｸﾙ式 φ450 2車 供用日 農水省等

滑車 ｼｬｯｸﾙ式 φ450 3車 供用日 農水省等

滑車 ｼｬｯｸﾙ式 φ450 4車 供用日 農水省等

滑車 ｼｬｯｸﾙ式 φ450 5車 供用日 農水省等

滑車 ｼｬｯｸﾙ式 φ450 6車 供用日 農水省等

滑車 ｼｬｯｸﾙ式 φ450 8車 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ12 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ16 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ18 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ20 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ22 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ26 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ28 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ30 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ34 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ36 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ38 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ40 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ44 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ46 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ48 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ50 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ52 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ54 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ56 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ58 100mあたり 供用日 農水省等

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ60 100mあたり 供用日 農水省等

玉掛けﾜｲﾔｰ 耐力49kN(5.0t) 6m 供用日 農水省等

玉掛けﾜｲﾔｰ 耐力74kN(7.5t) 6m 供用日 農水省等

玉掛けﾜｲﾔｰ 耐力98kN(10.0t) 6m 供用日 農水省等

玉掛けﾜｲﾔｰ 耐力147kN(15.0t) 6m 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備(橋梁架設用)[軌条] 30kg/m級 100mあたり 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備(橋梁架設用)[軌条] 37kg/m級 100mあたり 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備(橋梁架設用)[軌道] 30kg/m級 100mあたり 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備(橋梁架設用)[軌道] 37kg/m級 100mあたり 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備(橋梁架設用)[枕木] 並枕木 100本あたり 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備(橋梁架設用)[枕木] 半枕木 100本あたり 供用日 農水省等

電線(ｹｰﾌﾞﾙ) ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3芯 5.5mm2 100mあたり 供用日 農水省等

電線(ｹｰﾌﾞﾙ) ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3芯 14mm2 100mあたり 供用日 農水省等

電線(ｹｰﾌﾞﾙ) ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3芯 22mm2 100mあたり 供用日 農水省等

電線(ｹｰﾌﾞﾙ) ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3芯 38mm2 100mあたり 供用日 農水省等

電線(ｹｰﾌﾞﾙ) ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3芯 50mm2 100mあたり 供用日 農水省等

電線(ｹｰﾌﾞﾙ) 溶接用 単芯 30mm2 100mあたり 供用日 農水省等

電線(ｹｰﾌﾞﾙ) 溶接用 単芯 38mm2 100mあたり 供用日 農水省等

電線(ｹｰﾌﾞﾙ) 溶接用 単芯 80mm2 100mあたり 供用日 農水省等
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電線(ｹｰﾌﾞﾙ) 溶接用 単芯 100mm2 100mあたり 供用日 農水省等

ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻ 羽根外径φ115 回転速度1000mini-1以上 供用日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄ注入機 手動式 供用日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄ注入機 ｽｸｲｰｽﾞ式･ｲﾝﾊﾞｰﾀ付 供用日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ(PC橋用) 1000rpm 100L 供用日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄ流量計(PC橋用) 流量0～30L/min 圧力0～3Mpa 供用日 農水省等

床版撤去用ｼﾞｬｯｷ設備 390kN(40t) 供用日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[可傾式空気傾胴型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.50m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[可傾式空気傾胴型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.60m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[可傾式空気傾胴型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.75m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[可傾式空気傾胴型] ﾄﾞﾗﾑ容量1.00m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.05m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.10m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.20m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.35m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.50m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.75m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量1.00m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量1.50m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量2.00m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.50m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.75m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量1.00m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量1.50m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量2.00m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量3.00m3 日 農水省等

骨材計量器[2槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ容量0.3～0.4m3 最大ひょう量600kg×槽数2 日 農水省等

骨材計量器[2槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ容量0.5m3 最大ひょう量800kg×槽数2 日 農水省等

骨材計量器[2槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ容量0.6m3 最大ひょう量1000kg×槽数2 日 農水省等

骨材計量器[2槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ容量0.75～1.0m3 最大ひょう量1200kg×槽数2 日 農水省等

骨材計量器[3槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ容量0.3～0.4m3 最大ひょう量500kg×槽数3 日 農水省等

骨材計量器[3槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ容量0.5m3 最大ひょう量800kg×槽数3 日 農水省等

骨材計量器[3槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ容量0.6～0.75m3 最大ひょう量1000kg×槽数3 日 農水省等

骨材計量器[3槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ容量1.0m3 最大ひょう量1500kg×槽数3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型] 容量0.6m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型] 容量0.8m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型] 容量1.0m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[ｴｱ開閉式･ﾀﾝｸ付] 容量1.5m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[ｴｱ開閉式･ﾀﾝｸ付] 容量2.0m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型] 容量0.2m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型] 容量0.3m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型] 容量0.5m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型] 容量1.0m3 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[肩掛け(軽便)ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ] 振動部外径23～32mm全長1m 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[肩掛け(軽便)ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ] 振動部外径38～46mm全長1.2m 日 農水省等
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ(ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ)] 振動部外径40mm 電圧48V 電流6.0A 日 農水省等
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ(ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ)] 振動部外径50mm 電圧48V 電流9.5A 日 農水省等
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ(ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ)] 振動部外径60mm 電圧48V 電流18.0A 日 農水省等
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ(ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ)] 振動部外径70mm 電圧48V 電流28.0A 日 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[高周波型枠用ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ] 電圧48V 電流2.2A 日 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式)] 定格容量1.3kVA 電圧48V 電流15.6A 日 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式)] 定格容量2.0kVA 電圧48V 電流23.0A 日 農水省等
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式)] 定格容量3.0kVA 電圧48V 電流37.0A 日 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｺﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)1.0kVA 電流12.0A 日 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｺﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)2.0kVA 電流24.0A 日 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｺﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)3.0kVA 電流36.0A 日 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｺﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)3.8kVA 電流46.0A 日 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｺﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)6.0kVA 電流72.0A 日 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)0.7kVA 電流8.4A 日 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)1.2kVA 電流14.4A 日 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)1.6kVA 電流19.2A 日 農水省等

ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)3.0kVA 電流36.0A 日 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ定置式] 供給口開き180mm×幅250mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ定置式] 供給口開き250mm×幅410mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ定置式] 供給口開き250mm×幅510mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ定置式] 供給口開き380mm×幅610mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ定置式] 供給口開き460mm×幅760mm 時間 農水省等

ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ[定置式] 処理量9t/h 時間 農水省等

ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ[定置式] 処理量18t/h 時間 農水省等

ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ[定置式] 処理量40t/h 時間 農水省等
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ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ[定置式] 処理量53t/h 時間 農水省等

ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ[定置式] 処理量95t/h 時間 農水省等

電気溶接機[直流ｱｰｸ式] 定格電流500A 日 農水省等
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] 定格電流150A 日 農水省等
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A 日 農水省等
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A 日 農水省等
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] 定格電流300A 日 農水省等
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] 定格電流400A 日 農水省等
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] 定格電流500A 日 農水省等

電気溶接機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式] 最大溶接電流135A 日 農水省等

電気溶接機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式] 最大溶接電流150A 日 農水省等

電気溶接機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式] 最大溶接電流180A 日 農水省等
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式] 最大溶接電流250A 日 農水省等
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式] 最大溶接電流300A 日 農水省等
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対1次] 最大溶接電流250A 日 農水省等
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対1次] 最大溶接電流300A 日 農水省等
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対1次] 最大溶接電流400A 日 農水省等
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対1次] 最大溶接電流500A 日 農水省等
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式] 最大溶接電流180A 日 農水省等
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A 日 農水省等
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流300A 日 農水省等
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流400A 日 農水省等
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流500A 日 農水省等
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対3次] 最大溶接電流230A 日 農水省等
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対3次] 最大溶接電流300A 日 農水省等

電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流150A 日 農水省等

電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流200A 日 農水省等

電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流300A 日 農水省等

電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流350A 日 農水省等

電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流500A 日 農水省等

電気溶接機[TIG溶接機] 定格電流200A 日 農水省等

電気溶接機[TIG溶接機] 定格電流300A 日 農水省等

電気溶接機[TIG溶接機] 定格電流500A 日 農水省等

溶接棒乾燥器[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ形] 乾燥量5kg 供用日 農水省等

溶接棒乾燥器[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ形] 乾燥量10kg 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] 耐力196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] 耐力294kN(30t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] 耐力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] 耐力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] 耐力1471kN(150t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] 耐力1961kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ[電動式] 耐力196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ[電動式] 耐力294kN(30t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ[電動式] 耐力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ[電動式] 耐力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ[電動式] 耐力1471kN(150t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm 供用日 農水省等

油圧ｼﾞｬｯｷ[電動式] 耐力1961kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm 供用日 農水省等

その他[ﾓﾝｹﾝ] 質量0.50t 供用日 農水省等

その他[ﾓﾝｹﾝ] 質量0.75t 供用日 農水省等

その他[ﾓﾝｹﾝ] 質量1.0t 供用日 農水省等

その他[ﾓﾝｹﾝ] 質量2.0t 供用日 農水省等

その他[ﾓﾝｹﾝ] 質量3.0t 供用日 農水省等

その他[ﾓﾝｹﾝ] 質量5.0t 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)] 15kg/m 100m当たり 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)] 22kg/m 100m当たり 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)] 30kg/m 100m当たり 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式･片開き)] 15kg/m級 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式･片開き)] 22kg/m級 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式･片開き)] 30kg/m級 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)] 22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm 等三線 両開(Y型) 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)] 22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm 亘線(N型) 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)] 22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm 等三線 交叉亘線(X型) 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)] 30kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ914mm 等三線 両開(Y型) 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)] 30kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ914mm 亘線(N型) 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)] 30kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ914mm 等三線 交叉亘線(X型) 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[分岐線(移動式)] 22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm 等三線 両開(Y型) 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[分岐線(移動式)] 22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm 亘線(N型) 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[分岐線(移動式)] 22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm 等三線 交叉亘線(X型) 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[分岐線(移動式)] 30kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ914mm 等三線 両開(Y型) 供用日 農水省等

ﾚｰﾙ設備[分岐線(移動式)] 30kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ914mm 亘線(N型) 供用日 農水省等
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ﾚｰﾙ設備[分岐線(移動式)] 30kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ914mm 等三線 交叉亘線(X型) 供用日 農水省等

ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用･電動式] 積載質量4t車用 供用日 農水省等

ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用･電動式] 積載質量8t車用 供用日 農水省等

ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用･電動式] 積載質量10t車用 供用日 農水省等

ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用･電動式] 積載質量30t車用 供用日 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 機長7m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 日 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動] 機長5m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 日 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動] 機長7m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 日 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動] 機長10m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 日 農水省等

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式] 能力6m3/h 所要空気量10m3/min 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式] 能力10m3/h 所要空気量17m3/min 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[乾式] 能力4m3/h 所要空気量10m3/min 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[乾式] 能力10m3/h 所要空気量17m3/min 時間 農水省等

急結剤供給装置(吹付機用)[液体用] 供給量2.4L/min 日 農水省等

急結剤供給装置(吹付機用)[粉体用] ﾍﾞﾙﾄﾌｨｰﾀﾞ 日 農水省等

急結剤供給装置(吹付機用)[粉体用] ﾛｰﾀﾘﾌｨｰﾀﾞ(加圧ﾀﾝｸ) 日 農水省等

種子吹付機[車載式(種子専用)] ﾀﾝｸ容量1m3 搭載ﾄﾗｯｸ1t車 時間 農水省等

種子吹付機[車載式(種子専用)] ﾀﾝｸ容量2.5m3 搭載ﾄﾗｯｸ3t車 時間 農水省等

種子吹付機[車載式(種子専用)] ﾀﾝｸ容量2m3 搭載ﾄﾗｯｸ2t車 時間 農水省等

種子吹付機[車載式(種子専用)] ﾀﾝｸ容量3.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車 時間 農水省等

種子吹付機[車載式(種子専用)] ﾀﾝｸ容量4.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車 時間 農水省等

種子吹付機[車載式(客土用)] ﾀﾝｸ容量4.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車 時間 農水省等
種子吹付機[車載式(厚層植性基材吹付用)] ﾀﾝｸ容量4.6+0.4m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車 時間 農水省等
種子吹付機[車載式(厚層植性基材吹付用)] ﾀﾝｸ容量5.0+0.5m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車 時間 農水省等
種子吹付機[車載式(厚層植性基材吹付用)] ﾀﾝｸ容量2.5+0.3m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車 時間 農水省等

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ[1槽型] 攪拌容量0.1m3×1槽 ﾓｰﾀ出力1.5kW級 供用日 農水省等

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ[1槽型] 攪拌容量0.2m3×1槽 ﾓｰﾀ出力2.2kW級 供用日 農水省等

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ[2槽型] 攪拌容量0.2m3×2槽 ﾓｰﾀ出力2.2kW級 供用日 農水省等

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ[2槽型] 攪拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級 供用日 農水省等

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ[2槽型] 攪拌容量0.3m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級 供用日 農水省等

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3 供用日 農水省等

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3 供用日 農水省等

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3 供用日 農水省等

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3 供用日 農水省等

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30m3 供用日 農水省等

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 2.0t積 日 農水省等

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 2.5t積 日 農水省等

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 3.0t積 日 農水省等

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 4.0t積 日 農水省等

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 3.5t積 日 農水省等

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 5.0t積 日 農水省等
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] 2.0t積 日 農水省等
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] 3.3～3.5t積 日 農水省等
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] 4.0～5.0t積 日 農水省等
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] 6.3～7.0t積 日 農水省等
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] 8.0～11.0t積 日 農水省等
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] 12.5～15.0t積 日 農水省等
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 1.7t積 1t吊 日 農水省等
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 2.0t積 1t吊 日 農水省等
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 2.5t積 2t吊 日 農水省等
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊 日 農水省等
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式･排対型(1次)] 3.0t積 日 農水省等
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式･排対型(1次)] 4.0t積 日 農水省等
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式･排対型(1次)] 6～7t積 日 農水省等
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式･排対型(1次)] 10～11t積 日 農水省等

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 1.0t積 日 農水省等

中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載質量750kg 時間 農水省等

中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載質量1250kg 時間 農水省等

中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載質量1750kg 時間 農水省等
中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載質量750kg 時間 農水省等
中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載質量1250kg 時間 農水省等
中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載質量1750kg 時間 農水省等
中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載質量2000kg 時間 農水省等

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 時間 農水省等

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量2.0L 時間 農水省等

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[四輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 時間 農水省等

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員15名 時間 農水省等

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員26名 時間 農水省等

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員29名 時間 農水省等
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草刈機[肩掛式] ｶｯﾀ径230mm 日 農水省等

草刈機[肩掛式] ｶｯﾀ径255mm 日 農水省等

草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･笹/ﾖｼ等用] 刈幅70cm 日 農水省等

草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･笹/ﾖｼ等用] 刈幅95cm 日 農水省等

草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･笹/ﾖｼ等用] 簡易搭乗型 刈幅150cm 日 農水省等

草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･笹/ﾖｼ等用] 簡易搭乗型 刈幅170cm 日 農水省等

草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･芝用] 刈幅55～65cm 日 農水省等

草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･芝用] 刈幅77cm 日 農水省等

草刈機[遠隔操縦式] 刈幅120cm 日 農水省等

ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長350mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.034L 日 農水省等

ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長500mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L 日 農水省等

ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長600mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L 日 農水省等

ﾌﾛｰﾄ(組立式)[本体] 10t用 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾄ(組立式)[本体] 13t用 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾄ(組立式)[船首] 10t用 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾄ(組立式)[船首] 13t用 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾄ(組立式)[特殊船首] 10t用 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾄ(組立式)[特殊船首] 13t用 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具] 10t用長さ280mm 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具] 10t用長さ1587mm 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具] 10t用長さ2565～2845mm 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具] 10t用長さ3530mm 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具] 13t用長さ280mm 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具] 13t用長さ1587mm 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具] 13t用長さ2565～2845mm 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具] 13t用長さ3530mm 供用日 農水省等

工事用信号機[2灯式] 60W×2 供用日 農水省等

その他[電動ﾄﾞﾘﾙ] 鉄工用穴あけ能力φ10～20mm 日 農水省等

その他[電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ] 穴あけ能力φ38～40mm 日 農水省等

高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa 日 農水省等

高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa 日 農水省等

高圧洗浄機[工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa 日 農水省等

高圧洗浄機[工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 吐出量35～70L/min 圧力30MPa 日 農水省等

高圧洗浄機[工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 吐出量35～70L/min 圧力50MPa 日 農水省等

高圧洗浄機[工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 吐出量35～70L/min 圧力80MPa 日 農水省等

高圧洗浄機[工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 吐出量35～70L/min 圧力100Mpa 日 農水省等

薬剤散布機[背負式] 1.5kW級 日 農水省等

薬剤散布機[背負式] 2.2kW級 日 農水省等

集草機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 集草幅160cm 日 農水省等

集草機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 簡易搭乗型 集草幅200cm 日 農水省等
業務用可搬型ﾋｰﾀ[ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ][油だき･熱風･直火型] 熱出力126(30,000kcal/h)MJ/h 油種 灯油 日 農水省等

ﾊﾟｯｶｰ車[回転式] 積載容量4.0m3 時間 農水省等

ﾊﾟｯｶｰ車[回転式] 積載容量8.0m3 時間 農水省等

自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ] 機械質量10t級 供給口開き325mm 幅600mm 時間 農水省等

自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ] 機械質量20t級 供給口開き375mm 幅750mm 時間 農水省等

自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm 時間 農水省等

自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 機械質量10t級 時間 農水省等

自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 機械質量20t級 時間 農水省等

自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 機械質量30t級 時間 農水省等

自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式] 機関出力130～150kW 時間 農水省等

自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式] 機関出力230～270kW 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[電動機式] E 200PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[電動機式] E 500PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[電動機式] E 1000P型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 250PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 420PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 600PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 1350PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 2250PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 3200PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 4000PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 6000PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 8000PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 800PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[ﾀｰﾋﾞﾝ式] T 4000PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[ﾀｰﾋﾞﾝ式] T 5000PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[ﾀｰﾋﾞﾝ式] T 9000PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] DE 5000PS型 時間 農水省等

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] DE 8000PS型 時間 農水省等

汚泥浚渫船[ｳｰｻﾞｰ型] 180PS型 時間 農水省等
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汚泥浚渫船[ｳｰｻﾞｰ型] 850PS型 時間 農水省等

汚泥浚渫船[ｶｯﾀﾚｽ型] 100PS型 時間 農水省等

汚泥浚渫船[ｶｯﾀﾚｽ型] 320PS型 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 1.0m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 2.5m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 5.0m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 9.0m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] DE 6.0m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] DE 10.0m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 5.0m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 9.0m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 15.0m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 23.0m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 2.5m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 3.5m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 5.5m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 7.5m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 11.5m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 3.5m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 5.5m3 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式] D 3.5m3 (重錘20t) 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式] D 3.5m3 (重錘20t) 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式] D 5.5m3 (重錘30t) 時間 農水省等
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式] D 7.5m3 (重錘45t) 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 1.0m3 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 2.0m3 時間 農水省等

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 3.0m3 時間 農水省等

ﾏｲｸﾛﾎﾟﾝﾌﾟ船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 150PS型 時間 農水省等

ﾏｲｸﾛﾎﾟﾝﾌﾟ船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 200PS型 時間 農水省等

揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船)[ｸﾞﾗﾌﾞ式] DE 860PS型 時間 農水省等

揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船)[ｸﾞﾗﾌﾞ式] DE 4600PS型 時間 農水省等

揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船)[ｸﾞﾗﾌﾞ式] DE 8000PS型 時間 農水省等

揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船)[ﾁｪｰﾝﾊﾞｹｯﾄ式] DE 3700PS型 時間 農水省等

揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船)[ﾊﾞｯｸﾎｳ式] DE 1200PS型 時間 農水省等

揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船)[ﾊﾞｯｸﾎｳ式] DE 2800PS型 時間 農水省等

揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船)[ﾊﾞｯｸﾎｳ式] DE 3200PS型 時間 農水省等

ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 420PS型 時間 農水省等

ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 1000PS型 時間 農水省等

ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 1600PS型 時間 農水省等

ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 2000PS型 時間 農水省等

ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 2500PS型 時間 農水省等

空気圧送船 D 2000PS型 時間 農水省等

空気圧送船 D 3000PS型 時間 農水省等

空気圧送船 D 6000PS型 時間 農水省等

自航起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 30t吊 D 時間 農水省等

自航起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 50t吊 D 時間 農水省等

自航起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 50t吊 D 時間 農水省等

自航起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 70t吊 D 時間 農水省等

自航起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 100t吊 D 時間 農水省等

自航起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 120t吊 D 時間 農水省等

自航起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 150t吊 D 時間 農水省等

自航起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 200t吊 D 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 50t吊 D 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 70t吊 D 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 100t吊 D 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 150t吊 D 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 200t吊 D 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 25t吊 D 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 30t吊 D 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 40t吊 D 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 50t吊 D 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 70t吊 D 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 80t吊 D 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 100t吊 D 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 120t吊 D 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 150t吊 D 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 180t吊 D 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 200t吊 D 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 250t吊 D 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] 300t吊 D 時間 農水省等
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起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] 50t吊 DE 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] 150t吊 DE 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] 300t吊 DE 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] 500t吊 DE 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] 1300t吊 DE 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] 2000t吊 DE 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] 2200t吊 DE 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] 3000t吊 DE 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] 3700t吊 DE 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] 4100t吊 DE 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] 100t吊 DE 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] 200t吊 DE 時間 農水省等

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式] 400t吊 DE 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式] 600t吊 DH 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式] 1300t吊 DH 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式] 3000t吊 DH 時間 農水省等

起重機船[固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式] 700t吊 DH 時間 農水省等

ｸﾚｰﾝ付台船 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 35～40t吊 日 農水省等

ｸﾚｰﾝ付台船 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 45～50t吊 日 農水省等

ｸﾚｰﾝ付台船 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80t吊 日 農水省等

ｸﾚｰﾝ付台船 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100t吊 日 農水省等

ｸﾚｰﾝ付台船 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150t吊 日 農水省等

ｸﾚｰﾝ付台船 台 船 300t積 供用日 農水省等

ｸﾚｰﾝ付台船 台 船 500t積 供用日 農水省等

ｸﾚｰﾝ付台船 台 船 700t積 供用日 農水省等

ｸﾚｰﾝ付台船 台 船 1000t積 供用日 農水省等

杭打船[重錘式] ﾓﾝｹﾝ 3.0t D 時間 農水省等

杭打船[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ式] D-25 時間 農水省等

杭打船[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ式] D-45 時間 農水省等

杭打船[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ式] D-72 時間 農水省等

杭打船[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ式] D-80 時間 農水省等

杭打船[油圧ﾊﾝﾏ式] H-65 時間 農水省等

杭打船[油圧ﾊﾝﾏ式] H-125 時間 農水省等

杭打船[油圧ﾊﾝﾏ式] H-150 時間 農水省等

杭打船[ｽﾁｰﾑﾊﾝﾏ式] S-1500 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船[ﾊﾞｯﾁ式] DE 0.5m3 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船[ﾊﾞｯﾁ式] DE 0.75m3 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船[ﾊﾞｯﾁ式] DE 1.0m3 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船[ﾊﾞｯﾁ式] DE 1.5m3 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船[ﾊﾞｯﾁ式] DE 2.0m3 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船[ﾊﾞｯﾁ式] DE 2.5m3 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船[ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式] DE 25型 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船[ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式] DE 45型 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船[ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式] DE 90型 時間 農水省等

ｹｰｿﾝ製作用台船[ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式] 1300t積 供用日 農水省等

ｹｰｿﾝ製作用台船[ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式] 1500t積 供用日 農水省等

ｹｰｿﾝ製作用台船[ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式] 2000t積 供用日 農水省等

ｹｰｿﾝ製作用台船[ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式] 2500t積 供用日 農水省等

ｹｰｿﾝ製作用台船[ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式] 3200t積 供用日 農水省等

ｹｰｿﾝ製作用台船[ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式] 4000t積 供用日 農水省等

ｹｰｿﾝ製作用台船[ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式] 5000t積 供用日 農水省等

ｹｰｿﾝ製作用台船[ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式] 6000t積 供用日 農水省等

ｹｰｿﾝ製作用台船[ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式] 7000t積 供用日 農水省等

ｹｰｿﾝ製作用台船[ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式] 10000t積 供用日 農水省等

ｹｰｿﾝ製作用台船[ﾄﾞﾙﾌｨﾝ式(ｹﾞｰﾄ付)] 1300t積 供用日 農水省等

ｹｰｿﾝ製作用台船[ﾄﾞﾙﾌｨﾝ式(ｹﾞｰﾄ付)] 1700t積 供用日 農水省等

ｹｰｿﾝ製作用台船[ﾄﾞﾙﾌｨﾝ式(ｹﾞｰﾄ付)] 2500t積 供用日 農水省等

ｹｰｿﾝ製作用台船[ﾄﾞﾙﾌｨﾝ式(ｹﾞｰﾄ付)] 5000t積 供用日 農水省等

自己昇降式台船 押上力 1500t級 供用日 農水省等

自己昇降式台船 押上力 4500t級 供用日 農水省等

自己昇降式台船 押上力 5500t級 供用日 農水省等

深層混合処理船 水面下65m 面積5.7㎡ 時間 農水省等

深層混合処理船 水面下30m 面積2.2㎡ 時間 農水省等

深層混合処理船 水面下40m 面積4.6㎡ 時間 農水省等

ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ船 DE 6連装 時間 農水省等

ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ船 DE 12連装 時間 農水省等

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (2連装) 長さ 35m 時間 農水省等

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (2連装) 長さ 40m 時間 農水省等

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 35m 時間 農水省等

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 40m 時間 農水省等
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ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 45m 時間 農水省等

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 50m 時間 農水省等

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 55m 時間 農水省等

揚錨船 D 1t吊 日 農水省等

揚錨船 D 3t吊 日 農水省等

揚錨船 D 5t吊 日 農水省等

揚錨船 D 10t吊 日 農水省等

揚錨船 D 15t吊 日 農水省等

揚錨船 D 20t吊 日 農水省等

揚錨船 D 25t吊 日 農水省等

揚錨船 D 30t吊 日 農水省等

揚錨船 D 35t吊 日 農水省等

揚錨船 D 40t吊 日 農水省等

揚錨船 D 50t吊 日 農水省等

引船[鋼製] D 100PS型 4.9GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 150PS型 10GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 200PS型 15GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 250PS型 20GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 300PS型 25GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 350PS型 30GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 450PS型 35GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 500PS型 40GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 550PS型 45GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 600PS型 50GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 700PS型 60GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 800PS型 70GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 1000PS型 90GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 1200PS型 100GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 1500PS型 130GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 2000PS型 180GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 2500PS型 220GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 3000PS型 330GT 時間 農水省等

引船[鋼製] D 4000PS型 450GT 時間 農水省等

押船 D 600PS型 100GT 時間 農水省等

押船 D 1000PS型 130GT 時間 農水省等

押船 D 1300PS型 150GT 時間 農水省等

押船 D 1600PS型 170GT 時間 農水省等

押船 D 2000PS型 200GT 時間 農水省等

押船 D 3000PS型 300GT 時間 農水省等

押船 D 4000PS型 400GT 時間 農水省等

交通船[鋼製] D 30PS型 3.0GT 日 農水省等

交通船[鋼製] D 50PS型 4.9GT 日 農水省等

交通船[鋼製] D 60PS型 6.0GT 日 農水省等

交通船[鋼製] D 130PS型 13.0GT 日 農水省等

交通船[鋼製] D 150PS型 15.0GT 日 農水省等

交通船[鋼製] D 180PS型 18.0GT 日 農水省等

交通船[鋼製] D 250PS型 20.0GT 日 農水省等

交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT 日 農水省等

交通船[FRP製] D 100PS型 4.9GT 日 農水省等

交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT 日 農水省等

交通船[FRP製] D 260PS型 15.0GT 日 農水省等

交通船[FRP製] D 340PS型 20.0GT 日 農水省等

潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT 日 農水省等

ｶﾞｯﾄ船 D 400m3積 1.8m3 199GT 時間 農水省等

ｶﾞｯﾄ船 D 850m3積 3.0m3 499GT 時間 農水省等

ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ D 500m3積 2.0m3 日 農水省等

ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ D 1000m3積 3.0m3 日 農水省等

石運船 120m3積 供用日 農水省等

石運船 300m3積 供用日 農水省等

石運船 700m3積 供用日 農水省等

石運船 1500m3積 供用日 農水省等

土運船[開閉式] 300m3積 供用日 農水省等

土運船[開閉式] 100m3積 供用日 農水省等

土運船[開閉式] 650m3積 供用日 農水省等

土運船[開閉式] 1300m3積 供用日 農水省等

土運船[密閉式] 100m3積 供用日 農水省等

土運船[密閉式] 300m3積 供用日 農水省等

土運船[密閉式] 650m3積 供用日 農水省等

土運船[密閉式] 1300m3積 供用日 農水省等

押航土運船[開閉式] 650m3積 供用日 農水省等
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押航土運船[開閉式] 2000m3積 供用日 農水省等

押航土運船[開閉式] 3000m3積 供用日 農水省等

押航土運船[開閉式] 1300m3積 供用日 農水省等

押航土運船[開閉式] 5000m3積 供用日 農水省等

押航土運船[密閉式] 650m3積 供用日 農水省等

押航土運船[密閉式] 1300m3積 供用日 農水省等

押航土運船[密閉式] 2000m3積 供用日 農水省等

押航土運船[密閉式] 3000m3積 供用日 農水省等

押航土運船[密閉式] 5000m3積 供用日 農水省等

台船 20t積 供用日 農水省等

台船 30t積 供用日 農水省等

台船 100t積 供用日 農水省等

台船 150t積 供用日 農水省等

台船 200t積 供用日 農水省等

台船 300t積 供用日 農水省等

台船 400t積 供用日 農水省等

台船 500t積 供用日 農水省等

台船 600t積 供用日 農水省等

台船 700t積 供用日 農水省等

台船 1000t積 供用日 農水省等

台船 1500t積 供用日 農水省等

台船 2000t積 供用日 農水省等

台船 6000t積 供用日 農水省等

台船 10000t積 供用日 農水省等

ｽﾊﾟｯﾄ台船 水深 10m用 供用日 農水省等

ｽﾊﾟｯﾄ台船 水深 15m用 供用日 農水省等

ｽﾊﾟｯﾄ台船 水深 20m用 供用日 農水省等

ｽﾊﾟｯﾄ台船 水深 5m用 供用日 農水省等

排砂管[鋼製] 長 5.5m 径300mm 供用日 農水省等

排砂管[鋼製] 長 6.0m 径350mm 供用日 農水省等

排砂管[鋼製] 長 6.0m 径400mm 供用日 農水省等

排砂管[鋼製] 長 6.0m 径510mm 供用日 農水省等

排砂管[鋼製] 長 6.0m 径560mm 供用日 農水省等

排砂管[鋼製] 長 6.0m 径610mm 供用日 農水省等

排砂管[鋼製] 長 6.0m 径660mm 供用日 農水省等

排砂管[鋼製] 長 6.0m 径710mm 供用日 農水省等

排砂管[鋼製] 長 6.0m 径760mm 供用日 農水省等

仕切弁[鋼製] 長 400mm 径300mm 供用日 農水省等

仕切弁[鋼製] 長 400mm 径350mm 供用日 農水省等

仕切弁[鋼製] 長 400mm 径400mm 供用日 農水省等

仕切弁[鋼製] 長 400mm 径510mm 供用日 農水省等

仕切弁[鋼製] 長 400mm 径560mm 供用日 農水省等

仕切弁[鋼製] 長 400mm 径610mm 供用日 農水省等

仕切弁[鋼製] 長 400mm 径660mm 供用日 農水省等

仕切弁[鋼製] 長 400mm 径710mm 供用日 農水省等

仕切弁[鋼製] 長 400mm 径760mm 供用日 農水省等

曲管[鋼製] 径 300mm 供用日 農水省等

曲管[鋼製] 径 350mm 供用日 農水省等

曲管[鋼製] 径 400mm 供用日 農水省等

曲管[鋼製] 径 510mm 供用日 農水省等

曲管[鋼製] 径 560mm 供用日 農水省等

曲管[鋼製] 径 610mm 供用日 農水省等

曲管[鋼製] 径 660mm 供用日 農水省等

曲管[鋼製] 径 710mm 供用日 農水省等

曲管[鋼製] 径 760mm 供用日 農水省等

分岐管[鋼製] 径 300mm 供用日 農水省等

分岐管[鋼製] 径 350mm 供用日 農水省等

分岐管[鋼製] 径 400mm 供用日 農水省等

分岐管[鋼製] 径 510mm 供用日 農水省等

分岐管[鋼製] 径 560mm 供用日 農水省等

分岐管[鋼製] 径 610mm 供用日 農水省等

分岐管[鋼製] 径 660mm 供用日 農水省等

分岐管[鋼製] 径 710mm 供用日 農水省等

分岐管[鋼製] 径 760mm 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径 600mm 排砂管径300mm 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径 700mm 排砂管径350mm 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径 900mm 排砂管径400mm 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径1000mm 排砂管径510mm 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径1100mm 排砂管径560mm 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径1200mm 排砂管径610mm 供用日 農水省等
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ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長5.0m 径1300mm 排砂管径660mm 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長5.0m 径1400mm 排砂管径710mm 供用日 農水省等

ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長5.0m 径1500mm 排砂管径760mm 供用日 農水省等

ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長 900mm 排砂管径300mm 供用日 農水省等

ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1000mm 排砂管径350mm 供用日 農水省等

ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1000mm 排砂管径400mm 供用日 農水省等

ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1200mm 排砂管径510mm 供用日 農水省等

ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1300mm 排砂管径560mm 供用日 農水省等

ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1300mm 排砂管径610mm 供用日 農水省等

ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1500mm 排砂管径660mm 供用日 農水省等

ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1600mm 排砂管径710mm 供用日 農水省等

ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1700mm 排砂管径760mm 供用日 農水省等

汚濁防止枠(巻上ｳｲﾝﾁ有)[鋼製] 2.5～5m3用 14×14m 供用日 農水省等

汚濁防止枠(巻上ｳｲﾝﾁ有)[鋼製] 9～15m3用 20×20m 供用日 農水省等

汚濁防止枠(巻上ｳｲﾝﾁ有)[鋼製] 23m3用 22×22m 供用日 農水省等

汚濁防止枠[鋼製] 1～2m3用 供用日 農水省等

ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ船用] 長さ 30m 出来上り径 400mm 供用日 農水省等

ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ船用] 長さ 40m 出来上り径 400mm 供用日 農水省等

ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ船用] 長さ 45m 出来上り径 400mm 供用日 農水省等

汚濁防止枠(巻上ｳｲﾝﾁ無､簡易型)[鋼製] 2.5～5m3用 14×14m 供用日 農水省等

汚濁防止枠(巻上ｳｲﾝﾁ無､簡易型)[鋼製] 9～15m3用 20×20m 供用日 農水省等

汚濁防止枠(巻上ｳｲﾝﾁ無､簡易型)[鋼製] 23m3用 22×22m 供用日 農水省等
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用(液状化対策用)] 長さ35m 造成杭径1000mm 供用日 農水省等

ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ35m 造成杭径1500～1700mm 供用日 農水省等

ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ40m 造成杭径1500～1700mm 供用日 農水省等

ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ45m 造成杭径1500～1700mm 供用日 農水省等

ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ50m 造成杭径1500～1700mm 供用日 農水省等

ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ55m 造成杭径1500～1700mm 供用日 農水省等

ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ35m 造成杭径1800～2000mm 供用日 農水省等

ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ40m 造成杭径1800～2000mm 供用日 農水省等

ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ45m 造成杭径1800～2000mm 供用日 農水省等

ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ50m 造成杭径1800～2000mm 供用日 農水省等

ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ55m 造成杭径1800～2000mm 供用日 農水省等

気中開閉器[耐塩型] 耐塩型7.2kV用 接地継電器付200A 供用日 農水省等
引込盤[ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型]6kV用ｺﾝﾃﾞﾝｻ･ｱﾚｽﾀ5kVAﾄﾗﾝｽ装備 100kVA 供用日 農水省等

受配電盤[ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型] 遮断容量 150MVA 6kV 200A 供用日 農水省等

受配電盤[ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型] 遮断容量 150MVA 6kV 400A 供用日 農水省等

ﾀｲﾄﾗﾝｽ 単相 6kV/3kV用 100kVA 供用日 農水省等

ﾀｲﾄﾗﾝｽ 単相 6kV/3kV用 250kVA 供用日 農水省等

ﾀｲﾄﾗﾝｽ 単相 6kV/3kV用 500kVA 供用日 農水省等

誘導形電圧調整器 3相 3kV 50kVA 供用日 農水省等

誘導形電圧調整器 3相 3kV 75kVA 供用日 農水省等

誘導形電圧調整器 3相 3kV 150kVA 供用日 農水省等

被覆硬銅線 (100m当たり) 22m㎡ 供用日 農水省等

被覆硬銅線 (100m当たり) 50m㎡ 供用日 農水省等

被覆硬銅線 (100m当たり) 100m㎡ 供用日 農水省等

ｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(100m当たり) 高圧2種単心 3kV 22mm2 供用日 農水省等

ｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(100m当たり) 高圧2種単心 3kV 50mm2 供用日 農水省等

ｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(100m当たり) 高圧2種単心 3kV 100mm2 供用日 農水省等

水底ｹｰﾌﾞﾙ(100m当たり) 3心 3kV 38mm2 供用日 農水省等

水底ｹｰﾌﾞﾙ(100m当たり) 3心 3kV 80mm2 供用日 農水省等

水底ｹｰﾌﾞﾙ(100m当たり) 3心 3kV 125mm2 供用日 農水省等

灯浮標 光度12cd (10-P型､CB-100型) 供用日 農水省等

灯浮標 光度12cd (20-P型､CB-200型) 供用日 農水省等

灯浮標 光度24cd (3NC型､SE-150型) 供用日 農水省等

灯浮標 光度24cd (5NC型､SE-200型) 供用日 農水省等

標識灯 光度24cd (B-1型､E-10型) 供用日 農水省等

標識灯 光度12､14cd (D-1型､P-3BS型) 供用日 農水省等

標識灯 光度12､14cd (E-1型､E-8型) 供用日 農水省等

音響測深機 １方向 100kHz 供用日 農水省等

音響測深機 １方向 200kHz 供用日 農水省等

音響測深機 ２方向 90～230kHz 供用日 農水省等

音響測深機 ４方向 90～230kHz 供用日 農水省等

電波測位機 20km用 供用日 農水省等

電波測位機 100km用 供用日 農水省等

光波式位置測定器 10～1000m用 供用日 農水省等

地層探査機 36ｼﾞｭｰﾙ(浅海用) 供用日 農水省等

地層探査機 200ｼﾞｭｰﾙ(浅海用) 供用日 農水省等

地層探査機 400ｼﾞｭｰﾙ(大水深用) 供用日 農水省等

機雷探査機 潜水式 20型 供用日 農水省等
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GNSS施工管理装置 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船用 供用日 農水省等

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 11kw級(15PS) 時間 農水省等

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS) 時間 農水省等

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS) 時間 農水省等

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS) 時間 農水省等

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 67～88kw級(90～120PS) 時間 農水省等

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ｸﾛｰﾗ型] 30～44kw級(40～60PS) 時間 農水省等

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ｸﾛｰﾗ型] 52～59kw級(70～80PS) 時間 農水省等

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ｸﾛｰﾗ型] 67～88kw級(90～120PS) 時間 農水省等

ﾌﾞｯｼｭｶｯﾀｰ[ﾛｰﾀﾘｰ式] 作業幅2.4m級 日 農水省等

ﾌﾞｯｼｭｶｯﾀｰ[けん引式] 作業幅1.5m級 日 農水省等

ﾌﾞｯｼｭｶｯﾀｰ[けん引式] 作業幅2.2m級 日 農水省等

ﾌﾞﾗｯｼｭﾌﾞﾚｰｶｰ[直装式] 20～22ｲﾝﾁ×1連 日 農水省等

ﾌﾞﾗｯｼｭﾌﾞﾚｰｶｰ[直装式] 20～22ｲﾝﾁ×2連 日 農水省等

ﾌﾞﾗｯｼｭﾌﾞﾚｰｶｰ[けん引式] 20～22ｲﾝﾁ×1連 日 農水省等

ﾌﾟﾗｳｲﾝｸﾞﾊﾛｰ[けん引式ｵﾌｾｯﾄ] 28ｲﾝﾁ×20枚 日 農水省等

ﾌﾟﾗｳｲﾝｸﾞﾊﾛｰ[けん引式ｵﾌｾｯﾄ] 32ｲﾝﾁ×16枚 日 農水省等

ﾃﾞｨｽｸﾊﾛｰ[直装式] ｵﾌｾｯﾄ 18ｲﾝﾁ×28枚 日 農水省等

ﾃﾞｨｽｸﾊﾛｰ[直装式] ｵﾌｾｯﾄ 20ｲﾝﾁ×28枚 日 農水省等

ﾃﾞｨｽｸﾊﾛｰ[直装式] ｵﾌｾｯﾄ 22ｲﾝﾁ×28枚 日 農水省等

ﾃﾞｨｽｸﾊﾛｰ[けん引式] ｵﾌｾｯﾄ 22ｲﾝﾁ×24枚 日 農水省等

ﾃﾞｨｽｸﾊﾛｰ[けん引式] ｵﾌｾｯﾄ 24ｲﾝﾁ×24枚 日 農水省等

ﾃﾞｨｽｸﾊﾛｰ[けん引式] ｵﾌｾｯﾄ 20ｲﾝﾁ×32枚 日 農水省等

ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級 日 農水省等

ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅1.9～2.0m級 日 農水省等

ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅2.1～2.4m級 日 農水省等

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞﾛｰﾗ[けん引式] 作業幅2.4m級 日 農水省等

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞﾛｰﾗ[けん引式] 作業幅2.7m級 日 農水省等

ﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾗｳ[直装式] 20ｲﾝﾁ×3連 時間 農水省等

ﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾗｳ[直装式] 24ｲﾝﾁ×2連 時間 農水省等

ﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾗｳ[直装式] 30ｲﾝﾁ×1連 二段耕ﾌﾟﾗｳ 時間 農水省等

ﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾗｳ[直装式･ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾗｳ] 16ｲﾝﾁ×5連 時間 農水省等

ﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾗｳ[直装式･ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾗｳ] 22ｲﾝﾁ×3連 時間 農水省等

ﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾗｳ[直装式･ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾗｳ] 30ｲﾝﾁ×1連 二段耕ﾌﾟﾗｳ 時間 農水省等

ﾗｲﾑｿﾜｰ[直装式] 容量450L 作業幅3.0m級 日 農水省等

ﾚｰｻﾞｰﾚﾍﾞﾗ[直装式] 整地幅 5m級 時間 農水省等

ﾚｰｻﾞｰﾚﾍﾞﾗ[直装式] 整地幅 6m級 時間 農水省等

ﾚｰｻﾞｰﾚﾍﾞﾗ[けん引式] 整地幅 3.2m級 時間 農水省等

ﾚｰｻﾞｰﾚﾍﾞﾗ[けん引式] 整地幅 4.1m級 時間 農水省等

ﾗｲﾑｿﾜｰ[けん引式] 容量410L 作業幅2.7m級 日 農水省等

ﾗｲﾑｿﾜｰ[けん引式] 容量800L 作業幅3.0m級 日 農水省等

ﾏﾆｭｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[自走式] 積載質量 1.5t級 日 農水省等

ﾏﾆｭｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[けん引式] 積載質量 1t級 日 農水省等

ﾏﾆｭｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[けん引式] 積載質量 2t級 日 農水省等

ﾏﾆｭｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[けん引式] 積載質量 3t級 日 農水省等

ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀｰ[直装式] 容量150～400L 日 農水省等

ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀｰ[直装式] 容量400～500L 日 農水省等

ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀｰ[直装式] 容量600L 日 農水省等

ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀｰ[けん引式] 容量1000L 日 農水省等

ﾊﾟﾝﾌﾞﾚｰｶ[直装式] 3本爪 作業幅2.7m 日 農水省等

ｻﾌﾞｿｲﾗ[直装式] 1本爪 日 農水省等

ｻﾌﾞｿｲﾗ[直装式] 2本爪 日 農水省等

ｻﾌﾞｿｲﾗ[直装式] 3本爪 日 農水省等

除礫用機械[ｸﾛｰﾗ型･油圧回転ﾊﾞｹｯﾄ付] 0.4m3 時間 農水省等

ﾄﾚﾝﾁｬ[自走式･普通型] ｸﾛｰﾗ 13kW(18PS) 最大掘削深0.9m 時間 農水省等

ﾄﾚﾝﾁｬ[自走式･普通型] ｸﾛｰﾗ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m 時間 農水省等

ﾄﾚﾝﾁｬ[自走式･普通型] ｸﾛｰﾗ 35kW(48PS) 掘削深1.3m 自動埋設 時間 農水省等

ﾄﾚﾝﾁｬ[自走式･普通型] ｸﾛｰﾗ 40kW(54PS) 最大掘削深1.4m 時間 農水省等

ﾄﾚﾝﾁｬ[自走式･普通型] ｸﾛｰﾗ 46kW(62PS) 最大掘削深1.5m 時間 農水省等

ﾄﾚﾝﾁｬ[自走式･超湿地型] ｸﾛｰﾗ 37kW(50PS) 掘削深1.5m 自動埋設 時間 農水省等

籾殻埋設機[直装式] ﾀﾝｸ容量 3.8m3 時間 農水省等

籾殻埋設機[直装式･暗渠管同時埋設型] ﾀﾝｸ容量 3m3 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[傾胴型] ﾐｷｻ容量0.75m3 台数2基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[傾胴型] ﾐｷｻ容量0.75m3 台数3基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[傾胴型] ﾐｷｻ容量1.0m3 台数2基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[傾胴型] ﾐｷｻ容量1.5m3 台数2基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[傾胴型] ﾐｷｻ容量1.5m3 台数3基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[傾胴型] ﾐｷｻ容量3.0m3 台数2基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[傾胴型] ﾐｷｻ容量3.0m3 台数3基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[二軸強制練り型] ﾐｷｻ容量1.0m3 台数1基 時間 農水省等
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ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[二軸強制練り型] ﾐｷｻ容量1.0m3 台数2基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[二軸強制練り型] ﾐｷｻ容量1.5m3 台数1基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[二軸強制練り型] ﾐｷｻ容量1.5m3 台数2基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[二軸強制練り型] ﾐｷｻ容量2.0m3 台数1基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[二軸強制練り型] ﾐｷｻ容量2.0m3 台数2基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[二軸強制練り型] ﾐｷｻ容量2.25m3 台数1基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[二軸強制練り型] ﾐｷｻ容量2.25m3 台数2基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[二軸強制練り型] ﾐｷｻ容量3.0m3 台数1基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[二軸強制練り型] ﾐｷｻ容量3.0m3 台数2基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[二軸強制練り型] ﾐｷｻ容量2.5m3 台数1基 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[二軸強制練り型] ﾐｷｻ容量4.5m3 台数1基 時間 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[軌索式･片側移動] 定格荷重5.0t 時間 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[軌索式･片側移動] 定格荷重6.5t 時間 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[軌索式･片側移動] 定格荷重9.5t 時間 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[軌索式･片側移動] 定格荷重13.5t 時間 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[両側走行式] 定格荷重13.5t 時間 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[両側走行式] 定格荷重20.0t 時間 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[弧動式] 定格荷重13.5t 時間 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[弧動式] 定格荷重20.0t 時間 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[固定式] 定格荷重9.5t 時間 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[固定式] 定格荷重13.5t 時間 農水省等

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[固定式] 定格荷重20t 時間 農水省等

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[走行式] 定格荷重9.5t 時間 農水省等

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[走行式] 定格荷重13.5t 時間 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 本体 定格荷重5.0t 作業半径40m 時間 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 本体 定格荷重5.0t 作業半径60m 時間 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 本体 定格荷重6.5t 作業半径40m 時間 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 本体 定格荷重6.5t 作業半径50m 時間 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 本体 定格荷重6.5t 作業半径60m 時間 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 本体 定格荷重6.5t 作業半径75m 時間 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 本体 定格荷重9.5t 作業半径35m 時間 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 本体 定格荷重9.5t 作業半径60m 時間 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 本体 定格荷重9.5t 作業半径75m 時間 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 本体 定格荷重13.5t 作業半径75m 時間 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 中間ﾀﾜｰ 1m当たり(5.0t 40m用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 中間ﾀﾜｰ 1m当たり(5.0t 60m用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 中間ﾀﾜｰ 1m当たり(6.5t 40m用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 中間ﾀﾜｰ 1m当たり(6.5t 50m用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 中間ﾀﾜｰ 1m当たり(6.5t 60m用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 中間ﾀﾜｰ 1m当たり(6.5t 75m用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 中間ﾀﾜｰ 1m当たり(9.5t 35m用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 中間ﾀﾜｰ 1m当たり(9.5t 60m用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 中間ﾀﾜｰ 1m当たり(9.5t 75m用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 中間ﾀﾜｰ 1m当たり(13.5t 75m用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 中間ﾀﾜｰ 1m当たり(21t 75m用) 供用日 農水省等

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型] 本体 定格荷重21t 作業半径75m 時間 農水省等

ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ[ｼｭｰﾄ式] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.0m3 時間 農水省等

ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ[ｼｭｰﾄ式] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5m3 時間 農水省等

ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ[ｼｭｰﾄ式] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0m3 時間 農水省等

ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾀｰﾎﾞ式] 冷却能力386kw(100JRT) 時間 農水省等

ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾀｰﾎﾞ式] 冷却能力579kw(150JRT) 時間 農水省等

ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾀｰﾎﾞ式] 冷却能力772kw(200JRT) 時間 農水省等

ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾀｰﾎﾞ式] 冷却能力965kw(250JRT) 時間 農水省等

ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾀｰﾎﾞ式] 冷却能力1158kw(300JRT) 時間 農水省等

ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[ｽｸﾘｭｰ式] 冷却能力116kw(30JRT) 時間 農水省等

ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[ｽｸﾘｭｰ式] 冷却能力232kw(60JRT) 時間 農水省等

ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[ｽｸﾘｭｰ式] 冷却能力347kw(90JRT) 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] 供給口開き600×幅 900mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] 供給口開き800×幅1000mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] 供給口開き900×幅1200mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] 供給口開き1000×幅1200mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] 供給口開き1000×幅1500mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] 供給口開き500×幅 750mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] 供給口開き600×幅 900mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] 供給口開き700×幅 900mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] 供給口開き800×幅1000mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] 供給口開き1000×幅1200mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] 供給口開き1200×幅1500mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] 供給口開き1500×幅2000mm 時間 農水省等

ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径600mm 時間 農水省等
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ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径750mm 時間 農水省等

ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径900mm 時間 農水省等

ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径1000mm 時間 農水省等

ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径1200mm 時間 農水省等

ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径1300mm 時間 農水省等

ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径1500mm 時間 農水省等

ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径1800mm 時間 農水省等

ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径2100mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[自走式] 供給口開き1000×幅1200mm 時間 農水省等

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[自走式] 供給口開き1200×幅1500mm 時間 農水省等

ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径900×長さ2400mm 時間 農水省等

ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1200×長さ2400mm 時間 農水省等

ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1200×長さ3000mm 時間 農水省等

ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1500×長さ3000mm 時間 農水省等

ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1500×長さ3600mm 時間 農水省等

ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1800×長さ3600mm 時間 農水省等

ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1800×長さ4200mm 時間 農水省等

ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2100×長さ3600mm 時間 農水省等

ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2100×長さ4500mm 時間 農水省等

ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2400×長さ3600mm 時間 農水省等

ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2400×長さ4500mm 時間 農水省等

ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2700×長さ3600mm 時間 農水省等

ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2700×長さ4500mm 時間 農水省等

ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径1500×長さ3000mm 時間 農水省等

ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径1500×長さ3600mm 時間 農水省等

ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径1800×長さ3600mm 時間 農水省等

ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径1800×長さ4500mm 時間 農水省等

ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径2100×長さ4500mm 時間 農水省等

ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径2100×長さ5100mm 時間 農水省等

ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径2400×長さ4500mm 時間 農水省等

ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径2400×長さ5100mm 時間 農水省等

ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径2700×長さ5100mm 時間 農水省等

ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径3000×長さ5100mm 時間 農水省等

分級機[水平式ﾊﾞｹｯﾄ排出型] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径3000mm×長さ6000mm 時間 農水省等

分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径450mm×長さ4000mm 時間 農水省等

分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径600mm×長さ5000mm 時間 農水省等

分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径750mm×長さ5500mm 時間 農水省等

分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径900mm×長さ6500mm 時間 農水省等

分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1050mm×長さ7500mm 時間 農水省等

分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1200mm×長さ8000mm 時間 農水省等

分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1350mm×長さ9000mm 時間 農水省等

分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1500mm×長さ9000mm 時間 農水省等

分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1650mm×長さ9500mm 時間 農水省等

分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1800mm×長さ10000mm 時間 農水省等

分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径2100mm×長さ11000mm 時間 農水省等

分級機[ﾍﾞﾙﾄ式] ﾍﾞﾙﾄ幅1200mm 時間 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力50t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力65t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力100t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力130t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力220t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力330t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力440t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力600t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力800t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力50t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力65t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力100t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力130t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力220t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力330t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力440t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力600t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力800t/h 日 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[機械式] 50Hz 能力100t/h 時間 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[機械式] 50Hz 能力200t/h 時間 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[機械式] 50Hz 能力300t/h 時間 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[機械式] 50Hz 能力400t/h 時間 農水省等

振動ﾌｨｰﾀﾞ[機械式] 50Hz 能力500t/h 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅600×長1500mm 時間 農水省等
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ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅700×長1500mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅800×長2000mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅900×長2000mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1000×長2500mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1100×長2500mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1200×長2500mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1200×長3000mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1400×長4000mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1500×長3000mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅800×長2500mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅900×長2500mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1000×長3000mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1000×長3500mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1200×長4500mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1400×長4000mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1400×長5000mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1500×長4000mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1600×長5000mm 時間 農水省等

ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1600×長6000mm 時間 農水省等

振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅900×長さ1800mm 時間 農水省等

振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅900×長さ2400mm 時間 農水省等

振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1200×長さ2400mm 時間 農水省等

振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1200×長さ3000mm 時間 農水省等

振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ3000mm 時間 農水省等

振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ3600mm 時間 農水省等

振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ4200mm 時間 農水省等

振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1800×長さ4200mm 時間 農水省等

振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1800×長さ4800mm 時間 農水省等

振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅2100×長さ4800mm 時間 農水省等

振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅2100×長さ6000mm 時間 農水省等

振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅2400×長さ6000mm 時間 農水省等

振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅2400×長さ6600mm 時間 農水省等

振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅900×長さ1800mm 時間 農水省等

振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅900×長さ2400mm 時間 農水省等

振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1200×長さ2400mm 時間 農水省等

振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1200×長さ3000mm 時間 農水省等

振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ3000mm 時間 農水省等

振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ3600mm 時間 農水省等

振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ4200mm 時間 農水省等

振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1800×長さ4200mm 時間 農水省等

振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1800×長さ4800mm 時間 農水省等

振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅2100×長さ4800mm 時間 農水省等

振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅2100×長さ6000mm 時間 農水省等

振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅2400×長さ6000mm 時間 農水省等

振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅2400×長さ6600mm 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅450mm 0～15m 15mまで 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅450mm 15～30m 15m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅450mm 30～50m 30m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅450mm 50m以上 50m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅600mm 0～15m 15mまで 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅600mm 15～30m 15m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅600mm 30～50m 30m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅600mm 50m以上 50m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅750mm 0～15m 15mまで 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅750mm 15～30m 15m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅750mm 30～50m 30m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅750mm 50m以上 50m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅900mm 0～15m 15mまで 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅900mm 15～30m 15m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅900mm 30～50m 30m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅900mm 50m以上 50m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅1050mm 0～15m 15mまで 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅1050mm 15～30m 15m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅1050mm 30～50m 30m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅1050mm 50m以上 50m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅1200mm 0～15m 15mまで 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅1200mm 15～30m 15m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅1200mm 30～50m 30m超過分 時間 農水省等

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 幅1200mm 50m以上 50m超過分 時間 農水省等

ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力20t/h 時間 農水省等
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ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力30t/h 時間 農水省等

ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力40t/h 時間 農水省等

ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力50t/h 時間 農水省等

ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力60t/h 時間 農水省等

ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力80t/h 時間 農水省等

ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力20t/h 時間 農水省等

ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力30t/h 時間 農水省等

ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力40t/h 時間 農水省等

ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力50t/h 時間 農水省等

ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力60t/h 時間 農水省等

ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力80t/h 時間 農水省等

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量30t 排出能力20t/h 供用日 農水省等

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量50t 排出能力20t/h 供用日 農水省等

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量100t 排出能力30t/h 供用日 農水省等

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量200t 排出能力30t/h 供用日 農水省等

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量300t 排出能力30t/h 供用日 農水省等

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量400t 排出能力40t/h 供用日 農水省等

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量500t 排出能力40t/h 供用日 農水省等

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量600t 排出能力40t/h 供用日 農水省等

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量800t 排出能力60t/h 供用日 農水省等

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量1000t 排出能力60t/h 供用日 農水省等

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量1500t 排出能力60t/h 供用日 農水省等

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程9m 時間 農水省等

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m 時間 農水省等

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程25m 時間 農水省等

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径250mm 全揚程9m 時間 農水省等

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径250mm 全揚程14.5m 時間 農水省等

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径250mm 全揚程27m 時間 農水省等

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径300mm 全揚程12m 時間 農水省等

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径300mm 全揚程22m 時間 農水省等

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径300mm 全揚程37m 時間 農水省等

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径300mm 全揚程53m 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力100m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力150m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力200m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力250m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力300m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力400m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力500m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力600m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力800m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力1000m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力50m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力100m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力150m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力200m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力250m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力100m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力150m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力200m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力250m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力300m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力400m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力500m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力600m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力800m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力1000m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力50m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力100m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力150m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力200m3/h 時間 農水省等
濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ･鋼板製] 処理能力250m3/h 時間 農水省等

加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積100m2 時間 農水省等

加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積150m2 時間 農水省等

加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積200m2 時間 農水省等

加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積250m2 時間 農水省等

加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積300m2 時間 農水省等

加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積400m2 時間 農水省等

加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積600m2 時間 農水省等

加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積900m2 時間 農水省等
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Mコード 機械器具損料 令和４年４月８日適用

単価
コード

名称 規格 単位 設定単価

加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積100m2 時間 農水省等

加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積150m2 時間 農水省等

加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積200m2 時間 農水省等

加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積250m2 時間 農水省等

加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積300m2 時間 農水省等

加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積50m2 時間 農水省等

中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力25m3/h 時間 農水省等

中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力50m3/h 時間 農水省等

中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力100m3/h 時間 農水省等

中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力150m3/h 時間 農水省等

中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力200m3/h 時間 農水省等

中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力300m3/h 時間 農水省等

中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力400m3/h 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[電動振動式] 平積み0.2m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ付 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[電動振動式] 平積み0.3m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ付 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[油圧振動式] 平積み0.3m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ付 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[振動ﾛｰﾗ(RCD用)] 質量11t 時間 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面掃除機[手動型] 電動式 30cm 供用日 農水省等

ｽﾗｲﾑ回収機[自走式] 18m3/min 時間 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄ中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 供給量100L/min 日 農水省等

ｸﾞﾗｳﾄ中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 供給量150L/min 日 農水省等

振動目地切機 振動力255kN(26t) (平積み0.4m3級) 時間 農水省等

ﾚﾍﾞﾙ 1級 農水省等

ﾚﾍﾞﾙ 2級 農水省等

ﾚﾍﾞﾙ 3級 農水省等

座標展開機 四六判相当 農水省等

自動製図機 四六判相当 農水省等

図形編集装置 DM用 農水省等

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1級 農水省等

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2級 農水省等

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 3級 農水省等

GNSS測量機 2級 農水省等

水準測量作業用電卓 農水省等

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型 農水省等

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ ﾉｰﾄ型 農水省等

ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｽﾄﾊﾝﾏ 日 農水省等
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MQコード 機械器具損料（独自分） 令和４年４月８日適用

単価 設定単価
コード 名称 規格 単位 運転1時間

(日)当たり
損料

供用１日
当たり
損料

運転１時間
(日)当たり

換算値損料

供用１日
当たり換算

値損料

小型うず巻ポンプ（自吸式・D） 口径100mm　10PS　H=15m 日 683 422 1,340 862
ドレンレイヤー  時間 - - 4,950 -
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Gコード 仮設材賃料 令和４年４月８日適用

単価
コード

名称 規格 賃料区分 単位 設定単価

鋼矢板 ２型 ［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ２型 ［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ２型 ［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ２型 ［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ２型 ［賃料］ 1080日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ３型 ［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ３型 ［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ３型 ［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ３型 ［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ３型 ［賃料］ 1080日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ４型 ［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ４型 ［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ４型 ［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ４型 ［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ４型 ［賃料］ 1080日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ５Ｌ型 ［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ５Ｌ型 ［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ５Ｌ型 ［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ５Ｌ型 ［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼矢板 ５Ｌ型 ［賃料］ 1080日以内 ｔ供用日 県土整備部

軽量鋼矢板 軽量型 ［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 県土整備部

軽量鋼矢板 軽量型 ［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 県土整備部

軽量鋼矢板 軽量型 ［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 県土整備部

軽量鋼矢板 軽量型 ［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 県土整備部

軽量鋼矢板 軽量型 ［賃料］ 1080日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ２００型 ［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ２００型 ［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ２００型 ［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ２００型 ［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ２５０型 ［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ２５０型 ［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ２５０型 ［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ２５０型 ［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ３００型 ［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ３００型 ［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ３００型 ［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ３００型 ［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ３５０型 ［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ３５０型 ［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ３５０型 ［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ３５０型 ［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ４００型 ［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ４００型 ［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ４００型 ［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ４００型 ［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ５９４型 ［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ５９４型 ［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ５９４型 ［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼（杭使用） ５９４型 ［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ２５０型 ［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ２５０型 ［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ２５０型 ［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ２５０型 ［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ２５０型 ［賃料］ 1080日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ３００型 ［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ３００型 ［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ３００型 ［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ３００型 ［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ３００型 ［賃料］ 1080日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ３５０型 ［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ３５０型 ［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ３５０型 ［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ３５０型 ［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ３５０型 ［賃料］ 1080日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ４００型 ［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ４００型 ［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ４００型 ［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ４００型 ［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 県土整備部

Ｈ形鋼 (山留材) ４００型 ［賃料］ 1080日以内 ｔ供用日 県土整備部

鋼製山留部材 部品［賃料］ 90日以内 ｔ供用日 7月号(平)

鋼製山留部材 部品［賃料］ 180日以内 ｔ供用日 7月号(平)
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Gコード 仮設材賃料 令和４年４月８日適用

単価
コード

名称 規格 賃料区分 単位 設定単価

鋼製山留部材 部品［賃料］ 360日以内 ｔ供用日 7月号(平)

鋼製山留部材 部品［賃料］ 720日以内 ｔ供用日 7月号(平)

鋼製山留部材 部品［賃料］ 1080日以内 ｔ供用日 7月号(平)

覆工板 鋼製（補強型） ［賃料］ 90日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 鋼製（補強型） ［賃料］ 180日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 鋼製（補強型） ［賃料］ 360日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 鋼製（補強型） ［賃料］ 720日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 鋼製（補強型） ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］ 90日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］ 180日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］ 360日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］ 720日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 コンクリート製（補強型２㎡） ［賃料］ 90日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 コンクリート製（補強型２㎡） ［賃料］ 180日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 コンクリート製（補強型２㎡） ［賃料］ 360日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 コンクリート製（補強型２㎡） ［賃料］ 720日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 コンクリート製（補強型２㎡） ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 コンクリート製（補強型３㎡） ［賃料］ 90日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 コンクリート製（補強型３㎡） ［賃料］ 180日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 コンクリート製（補強型３㎡） ［賃料］ 360日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 コンクリート製（補強型３㎡） ［賃料］ 720日以内 ㎡供用月 県土整備部

覆工板 コンクリート製（補強型３㎡） ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用月 県土整備部

敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 7月号(平)

敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 7月号(平)

敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 7月号(平)

敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 7月号(平)

敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］ 修理費・損耗費（標準作業） ㎡ 7月号(平)

たて込み簡易土留 (H)1.5×(B)3.0ｍ未満    ９.０ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)1.5×(B)3.0ｍ未満    ９.０ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)1.5×(B)3.0ｍ未満    ９.０ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)1.5×(B)3.0ｍ未満    ９.０ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)1.5×(B)3.0ｍ未満    ９.０ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0ｍ未満  １２.０ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0ｍ未満  １２.０ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0ｍ未満  １２.０ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0ｍ未満  １２.０ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0ｍ未満  １２.０ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0ｍ未満  １４.６ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0ｍ未満  １４.６ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0ｍ未満  １４.６ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0ｍ未満  １４.６ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0ｍ未満  １４.６ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0ｍ未満  １８.４ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0ｍ未満  １８.４ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0ｍ未満  １８.４ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0ｍ未満  １８.４ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0ｍ未満  １８.４ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0ｍ未満  ２３.０ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0ｍ未満  ２３.０ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0ｍ未満  ２３.０ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0ｍ未満  ２３.０ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0ｍ未満  ２３.０ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0～4.7ｍ未満 ２４.８ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0～4.7ｍ未満 ２４.８ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0～4.7ｍ未満 ２４.８ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0～4.7ｍ未満 ２４.８ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0～4.7ｍ未満 ２４.８ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0ｍ未満  ３２.７ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0ｍ未満  ３２.７ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0ｍ未満  ３２.７ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0ｍ未満  ３２.７ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0ｍ未満  ３２.７ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0～4.7ｍ未満 ３４.６ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0～4.7ｍ未満 ３４.６ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0～4.7ｍ未満 ３４.６ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0～4.7ｍ未満 ３４.６ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0～4.7ｍ未満 ３４.６ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0ｍ未満  ３８.３ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0ｍ未満  ３８.３ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0ｍ未満  ３８.３ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部
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たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0ｍ未満  ３８.３ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0ｍ未満  ３８.３ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0～4.7ｍ未満 ４０.８ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0～4.7ｍ未満 ４０.８ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0～4.7ｍ未満 ４０.８ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0～4.7ｍ未満 ４０.８ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0～4.7ｍ未満 ４０.８ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.0×(B)3.0ｍ未満  ４６.５ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.0×(B)3.0ｍ未満  ４６.５ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.0×(B)3.0ｍ未満  ４６.５ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.0×(B)3.0ｍ未満  ４６.５ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.0×(B)3.0ｍ未満  ４６.５ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.0×(B)3.0～4.7ｍ未満 ４７.８ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.0×(B)3.0～4.7ｍ未満 ４７.８ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.0×(B)3.0～4.7ｍ未満 ４７.８ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.0×(B)3.0～4.7ｍ未満 ４７.８ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.0×(B)3.0～4.7ｍ未満 ４７.８ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.5×(B)3.0ｍ未満  ５２.６ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.5×(B)3.0ｍ未満  ５２.６ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.5×(B)3.0ｍ未満  ５２.６ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.5×(B)3.0ｍ未満  ５２.６ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.5×(B)3.0ｍ未満  ５２.６ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.5×(B)3.0～4.7ｍ未満 ５６.３ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.5×(B)3.0～4.7ｍ未満 ５６.３ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.5×(B)3.0～4.7ｍ未満 ５６.３ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.5×(B)3.0～4.7ｍ未満 ５６.３ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)5.5×(B)3.0～4.7ｍ未満 ５６.３ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)6.0×(B)3.0ｍ未満  ５８.５ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)6.0×(B)3.0ｍ未満  ５８.５ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)6.0×(B)3.0ｍ未満  ５８.５ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)6.0×(B)3.0ｍ未満  ５８.５ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)6.0×(B)3.0ｍ未満  ５８.５ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)6.0×(B)3.0～4.7ｍ未満 ６２.２ｔ［賃料］ 90日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)6.0×(B)3.0～4.7ｍ未満 ６２.２ｔ［賃料］ 180日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)6.0×(B)3.0～4.7ｍ未満 ６２.２ｔ［賃料］ 360日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)6.0×(B)3.0～4.7ｍ未満 ６２.２ｔ［賃料］ 720日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)6.0×(B)3.0～4.7ｍ未満 ６２.２ｔ［賃料］ 1080日以内 ㎡供用日 県土整備部

たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0ｍ未満 ［修理費及び損耗費］ ㎡ 農水省等

たて込み簡易土留 (H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満[修理費及び損耗費] ㎡ 農水省等

たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m～4.7m未満 ［修理費損耗費］ ㎡ 農水省等

たて込み簡易土留 (H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満[修理費損耗費] ㎡ 農水省等

たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5×(B)3.0m未満    ４．６ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5×(B)3.0m未満    ４．６ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5×(B)3.0m未満    ４．６ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5×(B)3.0m未満    ４．６ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5×(B)3.0m未満    ４．６ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満    ６．１ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満    ６．１ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満    ６．１ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満    ６．１ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満    ６．１ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満    ７．４ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満    ７．４ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満    ７．４ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満    ７．４ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満    ７．４ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満    ９．４ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満    ９．４ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満    ９．４ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満    ９．４ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満    ９．４ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満  １１．７ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満  １１．７ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満  １１．７ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満  １１．７ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満  １１．７ｔ［賃料］ ㎡供用日 7月号(平)

たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0ｍ未満［修理費及び損耗費］ ㎡ 農水省等

異形ブロック型枠（鋼製） １０ｔ未満 ㎡ 県土整備部

異形ブロック型枠（鋼製） １０ｔ以上２０ｔ未満 ㎡ 県土整備部

異形ブロック型枠（鋼製） ２０ｔ以上３０ｔ未満 ㎡ 県土整備部

異形ブロック型枠（ＦＲＰ製） ３０ｔ未満 ㎡ 県土整備部
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直積ブロック型枠（鋼製） ３０ｔ未満 ㎡ 県土整備部

直積ブロック型枠（鋼製） ３０ｔ以上５０ｔ未満 ㎡ 県土整備部

鋼製型枠 １００×１５００mm（賃料） 枚供用日 7月号(平)

鋼製型枠 １００×１５００mm（基本料） 枚 7月号(平)

鋼製型枠 １５０×１５００mm（賃料） 枚供用日 7月号(平)

鋼製型枠 １５０×１５００mm（基本料） 枚 7月号(平)

鋼製型枠 ２００×１５００mm（賃料） 枚供用日 7月号(平)

鋼製型枠 ２００×１５００mm（基本料） 枚 7月号(平)

鋼製型枠 ３００×１５００mm（賃料） 枚供用日 7月号(平)

鋼製型枠 ３００×１５００mm（基本料） 枚 7月号(平)

鋼製型枠 ３００×１８００mm（賃料） 枚供用日 7月号(平)

鋼製型枠 ３００×１８００mm（基本料） 枚 7月号(平)

コーナーフォーム １００×１５０×１５００mm（賃料） 枚供用日 7月号(積)

コーナーフォーム １００×１５０×１５００mm（基本料） 枚 7月号(積)

コーナーフォーム １５０×１５０×１５００mm（賃料） 枚供用日 7月号(平)

コーナーフォーム １５０×１５０×１５００mm（基本料） 枚 7月号(平)

面取フォーム ４５×  ５０×１５００mm（賃料） 枚供用日 7月号(平)

面取フォーム ４５×  ５０×１５００mm（基本料） 枚 7月号(平)

コーナーアングル １５００mm（賃料） 枚供用日 7月号(平)

コーナーアングル １５００mm（基本料） 枚 7月号(平)

丸パイプ 厚２.４mm  ピン加工付径４８.６（賃料） ｍ供用日 7月号(平)

丸パイプ 厚２.４mm  ピン加工付径４８.６（基本料） ｍ 7月号(平)

固定ベース （賃料） 個供用日 7月号(平)

固定ベース （基本料） 個 7月号(平)

自在クランプ （賃料） 個供用日 7月号(平)

自在クランプ （基本料） 個 7月号(平)

直交クランプ （賃料） 個供用日 7月号(平)

直交クランプ （基本料） 個 7月号(平)

３連クランプ （賃料） 個供用日 7月号(平)

３連クランプ （基本料） 個 7月号(平)

直線ジョイント （賃料） 個供用日 7月号(平)

直線ジョイント （基本料） 個 7月号(平)

角パイプ 厚２.３mm 角  ６０mm（賃料） ｍ供用日 7月号(平)

角パイプ 厚２.３mm 角  ６０mm（基本料） ｍ 7月号(平)

角パイプ 厚３.２mm 角１００mm（賃料） ｍ供用日 7月号(平)

角パイプ 厚３.２mm 角１００mm（基本料） ｍ 7月号(平)

建枠（枠組足場） 幅６００mm級×高１７００mm級（賃料） 個供用日 7月号(平)

建枠（枠組足場） 幅６００mm級×高１７００mm級（基本料） 個 7月号(平)

建枠（枠組足場） 幅９００mm級×高１７００mm級（賃料） 個供用日 7月号(平)

建枠（枠組足場） 幅９００mm級×高１７００mm級（基本料） 個 7月号(平)

建枠（枠組足場） 幅１２００mm級×高１７００mm級（賃料） 個供用日 7月号(平)

建枠（枠組足場） 幅１２００mm級×高１７００mm級（基本料） 個 7月号(平)

建枠（枠組足場） 幅１２００mm級×高１９００mm級（賃料） 個供用日 7月号(建)

建枠（枠組足場） 幅１２００mm級×高１９００mm級（基本料） 個 7月号(建)

調整枠（枠組足場） 幅６００mm級×高１２００mm級（賃料） 個供用日 7月号(建)

調整枠（枠組足場） 幅６００mm級×高１２００mm級（基本料） 個 7月号(建)

調整枠（枠組足場） 幅９００mm級×高１２００mm級（賃料） 個供用日 7月号(建)

調整枠（枠組足場） 幅９００mm級×高１２００mm級（基本料） 個 7月号(建)

筋違（枠組足場） 幅６００mm級×高１２００mm級（賃料） 本供用日 7月号(平)

筋違（枠組足場） 幅６００mm級×高１２００mm級（基本料） 本 7月号(平)

筋違（枠組足場） 幅９００mm級×高１２００mm級（賃料） 本供用日 7月号(平)

筋違（枠組足場） 幅９００mm級×高１２００mm級（基本料） 本 7月号(平)

筋違（枠組足場） 幅１２００mm級×高１２００mm級（賃料） 本供用日 7月号(平)

筋違（枠組足場） 幅１２００mm級×高１２００mm級（基本料） 本 7月号(平)

筋違（枠組足場） 幅１２００mm級×高１８００mm級（賃料） 本供用日 7月号(平)

筋違（枠組足場） 幅１２００mm級×高１８００mm級（基本料） 本 7月号(平)

パイプ布枠（枠組足場） 幅１０００mm級×高１８００mm級（賃料） 枚供用日 7月号(積)

パイプ布枠（枠組足場） 幅１０００mm級×高１８００mm級（基本料） 枚 7月号(積)

板付布枠（枠組足場） 幅２４０mm級×高１８００mm級（賃料） 枚供用日 7月号(平)

板付布枠（枠組足場） 幅２４０mm級×高１８００mm級（基本料） 枚 7月号(平)

板付布枠（枠組足場） 幅５００mm級×高１８００mm級（賃料） 枚供用日 7月号(平)

板付布枠（枠組足場） 幅５００mm級×高１８００mm級（基本料） 枚 7月号(平)

梁枠（枠組足場） ４０００mm（賃料） 本供用日 7月号(平)

梁枠（枠組足場） ４０００mm（基本料） 本 7月号(平)

梁枠（枠組足場） ６０００mm（賃料） 本供用日 7月号(平)

梁枠（枠組足場） ６０００mm（基本料） 本 7月号(平)

階段（枠組足場） スパン１８００mm（賃料） 個供用日 7月号(平)

階段（枠組足場） スパン１８００mm（基本料） 個 7月号(平)

手摺（枠組足場） １８００mm級（賃料） 本供用日 7月号(平)

手摺（枠組足場） １８００mm級（基本料） 本 7月号(平)

金網式養生枠（枠組足場） ８５０×１８００mm（賃料） 個供用日 7月号(平)
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金網式養生枠（枠組足場） ８５０×１８００mm（基本料） 個 7月号(平)

ブラケット（枠組足場） ５００mm級（賃料） 個供用日 7月号(平)

ブラケット（枠組足場） ５００mm級（基本料） 個 7月号(平)

ブラケット（枠組足場） ７５０mm級（賃料） 個供用日 7月号(平)

ブラケット（枠組足場） ７５０mm級（基本料） 個 7月号(平)

ブラケット（枠組足場） １０００mm級（賃料） 個供用日 7月号(平)

ブラケット（枠組足場） １０００mm級（基本料） 個 7月号(平)

メッシュシート（枠組足場） １８００×５１００mm（賃料） 枚供用日 7月号(平)

メッシュシート（枠組足場） １８００×５１００mm（基本料） 枚 7月号(平)

ジャッキベース 枠組足場用　ｽﾄﾛ-ｸ　２５０mm（賃料） 本供用日 7月号(平)

ジャッキベース 枠組足場用　ｽﾄﾛ-ｸ　２５０mm（基本料） 本 7月号(平)

ジャッキベース 枠組足場用　ｽﾄﾛ-ｸ　４６０mm（賃料） 本供用日 7月号(平)

ジャッキベース 枠組足場用　ｽﾄﾛ-ｸ　４６０mm（基本料） 本 7月号(平)

連結ピン 枠組足場用（賃料） 本供用日 7月号(平)

連結ピン 枠組足場用（基本料） 本 7月号(平)

アームロック 枠組足場用（賃料） 本供用日 7月号(平)

アームロック 枠組足場用（基本料） 本 7月号(平)

隅梁受 枠組足場用（賃料） 個供用日 7月号(平)

隅梁受 枠組足場用（基本料） 個 7月号(平)

壁つなぎ 枠組足場用（賃料） 個供用日 7月号(建)

壁つなぎ 枠組足場用（基本料） 個 7月号(建)

養生クランプ （賃料） 個供用日 7月号(建)

養生クランプ （基本料） 個 7月号(建)

軽量長尺足場板 ２４０×４０００mm（賃料） 枚供用日 7月号(平)

軽量長尺足場板 ２４０×４０００mm（基本料） 枚 7月号(平)

合板足場板 ２４０×４０００mm（賃料） 枚供用日 7月号(平)

合板足場板 ２４０×４０００mm（基本料） 枚 7月号(平)

吊り枠 ９００×１５００mm（賃料） 台供用日 7月号(平)

吊り枠 ９００×１５００mm（基本料） 台 7月号(平)

パイプサポート (小型) １２００×２１００mm（賃料） 本供用日 7月号(平)

パイプサポート (小型) １２００×２１００mm（基本料） 本 7月号(平)

パイプサポート (大型) ２１００×３５００mm（賃料） 本供用日 7月号(平)

パイプサポート (大型) ２１００×３５００mm（基本料） 本 7月号(平)

パイプサポート (長尺) ２６００×４０００mm（賃料） 本供用日 7月号(平)

パイプサポート (長尺) ２６００×４０００mm（基本料） 本 7月号(平)

パイプサポート (補助) ９００mm（賃料） 本供用日 7月号(積)

パイプサポート (補助) ９００mm（基本料） 本 7月号(積)

パイプサポート (補助) １２００mm（賃料） 本供用日 7月号(平)

パイプサポート (補助) １２００mm（基本料） 本 7月号(平)

パイプサポート (補助) １５００mm（賃料） 本供用日 7月号(平)

パイプサポート (補助) １５００mm（基本料） 本 7月号(平)

根がらみクランプ （賃料） 個供用日 7月号(積)

根がらみクランプ （基本料） 個 7月号(積)

脚立１.３ｍ級 ３段踏板付（賃料） 脚供用日 7月号(平)

脚立１.３ｍ級 ３段踏板付（基本料） 脚 7月号(平)

脚立１.８ｍ級 ４～５段踏板付（賃料） 脚供用日 7月号(平)

脚立１.８ｍ級 ４～５段踏板付（基本料） 脚 7月号(平)

ビーム 調節１８００～２８００mm（賃料） 本供用日 7月号(平)

ビーム 調節１８００～２８００mm（基本料） 本 7月号(平)

ビーム 調節２８００～４６００mm（賃料） 本供用日 7月号(平)

ビーム 調節２８００～４６００mm（基本料） 本 7月号(平)

ビーム 調節４２００～４５００mm（賃料） 本供用日 7月号(平)

ビーム 調節４２００～４５００mm（基本料） 本 7月号(平)

ビームハンガー 内外（賃料） 個供用日 7月号(建)

ビームハンガー 内外（基本料） 個 7月号(建)

仮囲鉄板 厚  １.２mm（賃料） ㎡供用日 7月号(平)

仮囲鉄板 厚  １.２mm（基本料） ㎡ 7月号(平)

四角支柱 ２０００mm（賃料） 台供用日 7月号(平)

四角支柱 ２０００mm（基本料） 台 7月号(平)

頭部ジャッキ （賃料） 台供用日 7月号(平)

頭部ジャッキ （基本料） 台 7月号(平)

ベースジャッキ （賃料） 台供用日 7月号(建)

ベースジャッキ （基本料） 台 7月号(建)

鋼矢板 ２型[整備費］ ton 7月号(平)

鋼矢板 ３型[整備費］ ton 7月号(平)

鋼矢板 ４型[整備費］ ton 7月号(平)

鋼矢板 ５L型[整備費］ ton 7月号(平)

軽量鋼矢板 軽量型[整備費］ ton 7月号(平)

H型鋼（杭使用） ２００型 ［整備費］ ton 7月号(平)

H型鋼（杭使用） ２５０型 ［整備費］ ton 7月号(平)

H型鋼（杭使用） ３００型 ［整備費］ ton 7月号(平)
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H型鋼（杭使用） ３５０型 ［整備費］ ton 7月号(平)

H型鋼（杭使用） ４００型 ［整備費］ ton 7月号(平)

H型鋼（杭使用） ５９４型 ［整備費］ ton 7月号(平)

H型鋼（山留材） ２５０型 ［整備費］ ton 7月号(平)

H型鋼（山留材） ３００型 ［整備費］ ton 7月号(平)

H型鋼（山留材） ３５０型 ［整備費］ ton 7月号(平)

H型鋼（山留材） ４００型 ［整備費］ ton 7月号(平)

H型鋼（山留材） 部品［整備費］ ton 7月号(平)

H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品） ton 7月号(平)

覆工板 鋼製（補強型） ［整備費］ ㎡ 7月号(平)

覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［整備費］ ㎡ 7月号(平)

覆工板 コンクリート製（補強型２㎡） ［整備費］ ㎡ 7月号(平)

覆工板 コンクリート製（補強型３㎡） ［整備費］ ㎡ 7月号(平)
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Wコード 仮設材損料 令和４年４月８日適用

単価
コード 名称 規格 単位 設定単価

６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積１５０ ｍ 農水省等

６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積２００ ｍ 農水省等

６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ２心  断面積  ６０ ｍ 農水省等

６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ２心  断面積１００ ｍ 農水省等

６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ２心  断面積１５０ ｍ 農水省等

６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ２心  断面積２００ ｍ 農水省等

配線用しゃ断器 ２Ｐ    ３０Ａ 個 農水省等

配線用しゃ断器 ２Ｐ    ５０Ａ 個 農水省等

配線用しゃ断器 ２Ｐ    ６０Ａ 個 農水省等

配線用しゃ断器 ２Ｐ  １００Ａ 個 農水省等

配線用しゃ断器 ２Ｐ  ２２５Ａ 個 農水省等

配線用しゃ断器 ２Ｐ  ４００Ａ 個 農水省等

配線用しゃ断器 ３Ｐ    ３０Ａ 個 農水省等

配線用しゃ断器 ３Ｐ    ５０Ａ 個 農水省等

配線用しゃ断器 ３Ｐ    ６０Ａ 個 農水省等

配線用しゃ断器 ３Ｐ  １００Ａ 個 農水省等

配線用しゃ断器 ３Ｐ  ２２５Ａ 個 農水省等

配線用しゃ断器 ３Ｐ  ４００Ａ 個 農水省等

漏電しゃ断器 ２Ｐー  １５Ａ 個 農水省等

漏電しゃ断器 ２Ｐー  ３０Ａ 個 農水省等

漏電しゃ断器 ２Ｐー  ６０Ａ 個 農水省等

漏電しゃ断器 ２Ｐー１００Ａ 個 農水省等

漏電しゃ断器 ２Ｐー２００Ａ 個 農水省等

漏電しゃ断器 ２Ｐー３００Ａ 個 農水省等

漏電しゃ断器 ２Ｐー４００Ａ 個 農水省等

漏電しゃ断器 ３Ｐー  ３０Ａ 個 農水省等

漏電しゃ断器 ３Ｐー  ６０Ａ 個 農水省等

漏電しゃ断器 ３Ｐー１００Ａ 個 農水省等

漏電しゃ断器 ３Ｐー２２５Ａ 個 農水省等

漏電しゃ断器 ３Ｐー４００Ａ 個 農水省等

中間支持物 (柱) 根かせ・松丸太１.５ｍ  φ１５cm 本 農水省等

Ｕバンド (コンクリート根かせ用) １号Ａ 個 農水省等

スイッチＢ (屋外用０ー  ３０) １５０×２５０×１００ 個 農水省等

スイッチＢ (屋外用０ー  ６０) １７０×２８０×１２０ 個 農水省等

スイッチＢ (屋外用０ー１００) ２００×３４０×１５０ 個 農水省等

スイッチＢ (屋外用０ー２００) ２４０×４２０×１７０ 個 農水省等

スイッチＢ (屋外用０ー３００) ３５０×５９０×２２０ 個 農水省等

スイッチＢ (屋外用０ー５００) ４００×８００×２８０ 個 農水省等

支線棒 １３×２５００ 個 農水省等

コーチスクリュー １３×１００ 本 農水省等

プラントポンプ φ１５０×１８.５kw 台供用月 農水省等

ウェルポイント φ  ５０×０.７ｍ 本供用月 農水省等

ライザーパイプ φ  ４０×５.５ｍ 本供用月 農水省等

ライザーパイプ φ  ４０×３.６ｍ 本供用月 農水省等

ライザーパイプ φ  ４０×１.８ｍ 本供用月 農水省等

ライザーパイプ φ  ４０×１.０ｍ 本供用月 農水省等

ライザーソケット φ  ４０ 個供用月 農水省等

スイングジョイント φ  ４０ 個供用月 農水省等

ヘッダーパイプ φ１５０×１.０ｍ 本供用月 農水省等

ヘッダーカップリング φ１５０ 個供用月 農水省等

ヘッダーエルボ (９０°曲管） φ１５０ 個供用月 農水省等

ヘッダーベンド（１３５°曲管） φ１５０ 個供用月 農水省等

ヘッダーチーズ (Ｔ字管) φ１５０ 個供用月 農水省等

ヘッダーキャップ φ１５０ 個供用月 農水省等

ゲートバルブ φ１５０ 個供用月 農水省等

ノッチタンク ２ｍ3 個供用月 農水省等

敷設用機材  ジェットポンプ φ  ８０×１５kw 台供用月 農水省等

敷設用機材  サクションホース φ  ８０×４.５ｍ 本供用月 農水省等

敷設用機材  ジェットホース φ  ５０×２０ｍ 本供用月 農水省等

敷設用機材  フートバルブ φ  ８０ 個供用月 農水省等

敷設用機材  ストップバルブ φ  ５０ 個供用月 農水省等

敷設用機材  圧力計 φ  ５０ 個供用月 農水省等

敷設用機材  スターカッター 個供用月 農水省等

ヘッダーパイプ φ１５０×３.０ｍ 本供用月 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ) 積載重量    ２.０ｔ積 時間 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ) 積載重量    ４.０ｔ積 時間 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ) 積載重量    ６.０～７.０ｔ積 時間 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ) 積載重量    ８.０ｔ積 時間 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ) 積載重量  １０.０ｔ積 時間 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ) 積載重量  １２.０ｔ積 時間 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) 積載重量  ２０.０ｔ積 時間 農水省等
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Wコード 仮設材損料 令和４年４月８日適用

単価
コード 名称 規格 単位 設定単価

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) 積載重量  ３２.０～３７．０ｔ積 時間 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) 積載重量  ４６.０～５５．０ｔ積 時間 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) 積載重量  ７８.０～９５.０ｔ積 時間 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) 積載重量  ２５.０ｔ積 時間 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ) 積載重量    ２.０ｔ積 供用日 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ) 積載重量    ４.０ｔ積 供用日 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ) 積載重量    ６.０～７.０ｔ積 供用日 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ) 積載重量    ８.０ｔ積 供用日 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ) 積載重量  １０.０ｔ積 供用日 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ) 積載重量  １２.０ｔ積 供用日 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) 積載重量  ２０.０ｔ積 供用日 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) 積載重量  ３２.０～３７．０ｔ積 供用日 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) 積載重量  ４６.０～５５．０ｔ積 供用日 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) 積載重量  ７８.０～９５.０ｔ積 供用日 農水省等

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) 積載重量  ２５.０ｔ積 供用日 農水省等
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WQコード 仮設材損料（独自分） 令和４年４月８日適用

単価 設定単価
コード 名称 規格 単位 1現場

当り
共用月

当り
損料３

簡易ウェルポイント ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　他１式 本・供用月 2,670 1,110 -

簡易ウェルポイント ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ100×5.0m　他１式 本・供用月 1,090 975 -
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Kコード 施設機械資材単価 令和４年４月８日適用

単価
コード

名称 規格 単位 設定単価

一般構造用圧延棒鋼 SS400　径12mm～13mm kg 県土整備部

一般構造用圧延棒鋼 SS400　径16mm～25mm kg 県土整備部

一般構造用圧延棒鋼 SS400　径28mm～48mm kg 県土整備部

一般構造用圧延棒鋼 SS400　径50mm～75mm kg 3月号(平)

一般構造用圧延棒鋼 SS400　径80mm～100mm kg 3月号(平)

一般構造用圧延棒鋼 SS400　径105mm～150mm kg 3月号(平)

一般構造用圧延棒鋼 SS400　径160mm～200mm kg 3月号(平)

一般構造用圧延鋼板（中板） SS400　厚さ3.2mm kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（中板） SS400　厚さ4.5mm kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ6.0mm kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ8mm～11mm kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ26mm～30mm kg 3月号(平)

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ31mm～35mm kg 3月号(平)

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ36mm～40mm kg 3月号(平)

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS490　厚さ6.0mm kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS490　厚さ8mm～11mm kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS490　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部

一般構造用等辺山形鋼 SS400　25mm×3mm kg 3月号(平)

一般構造用等辺山形鋼 SS400　30mm×3mm kg 3月号(平)

一般構造用等辺山形鋼 SS400　40mm×3mm kg 県土整備部

一般構造用等辺山形鋼 SS400　40mm×5mm kg 県土整備部

一般構造用等辺山形鋼 SS400　50mm×4mm kg 県土整備部

一般構造用等辺山形鋼 SS400　50mm×6mm kg 県土整備部

一般構造用等辺山形鋼 SS400　65mm×6～8mm kg 県土整備部

一般構造用等辺山形鋼 SS400　75mm×6～9mm kg 県土整備部

一般構造用等辺山形鋼 SS400　90～100mm×7～10mm kg 県土整備部

一般構造用等辺山形鋼 SS400　90～100mm×13mm kg 県土整備部

一般構造用等辺山形鋼 SS400　130mm kg 県土整備部

一般構造用等辺山形鋼 SS400　150mm×12～15mm kg 県土整備部

一般構造用不等辺山形鋼 SS400　90mm×75mm×9mm kg 3月号(積)

一般構造用不等辺山形鋼 SS400　100mm×75mm×7～10mm kg 県土整備部

一般構造用不等辺山形鋼 SS400　125mm×75mm×7～13mm kg 県土整備部

一般構造用不等辺山形鋼 SS400　125mm×90mm×10～13mm kg 3月号(積)

一般構造用不等辺山形鋼 SS400　150mm×90～100mm×9～15mm kg 県土整備部

一般構造用溝形鋼 SS400　180mm×75mm kg 県土整備部

一般構造用溝形鋼 SS400　75mm×40mm kg 県土整備部

一般構造用溝形鋼 SS400　100mm×50mm kg 県土整備部

一般構造用溝形鋼 SS400　125mm×65mm kg 県土整備部

一般構造用溝形鋼 SS400　150mm×75mm kg 県土整備部

一般構造用溝形鋼 SS400　200mm×80～90mm kg 県土整備部

一般構造用溝形鋼 SS400　250mm×90mm kg 県土整備部

一般構造用溝形鋼 SS400　300mm×90mm kg 県土整備部

一般構造用Ｉ形鋼 SS400　200mm×100mm kg 県土整備部

一般構造用Ｉ形鋼 SS400　250mm×125mm kg 県土整備部

一般構造用Ｉ形鋼 SS400　300mm×150mm kg 県土整備部

一般構造用Ｈ形鋼 SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm kg 県土整備部

一般構造用Ｈ形鋼 SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝125～200mm kg 県土整備部

一般構造用Ｈ形鋼 SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝250～300mm kg 県土整備部

一般構造用Ｈ形鋼 SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝350～400mm kg 県土整備部

一般構造用平鋼 SS400　4.5mm×32～38mm kg 県土整備部

一般構造用平鋼 SS400　6mm×32～44mm kg 県土整備部

一般構造用平鋼 SS400　6mm×50～75mm kg 県土整備部

一般構造用平鋼 SS400　9mm×32～44mm kg 県土整備部

一般構造用平鋼 SS400　9mm×50～75mm kg 県土整備部

一般構造用平鋼 SS400　12mm×32～44mm kg 3月号(建)

一般構造用平鋼 SS400　12mm×50～75mm kg 3月号(平)

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ6.0mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ8mm～11mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ26mm～30mm kg 3月号(平)

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ31mm～35mm kg 3月号(平)

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ36mm～38mm kg 3月号(平)

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400B　厚さ6.0mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400B　厚さ8mm～11mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400B　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400B　厚さ31mm～35mm kg 3月号(平)

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400B　厚さ36mm～38mm kg 3月号(平)

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490A　厚さ6.0mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490A　厚さ8mm～11mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490A　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部
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Kコード 施設機械資材単価 令和４年４月８日適用

単価
コード

名称 規格 単位 設定単価

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490B　厚さ6.0mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490B　厚さ8mm～11mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490B　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490B　厚さ26mm～30mm kg 3月号(平)

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YA　厚さ6.0mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YA　厚さ8mm～11mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YA　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YB　厚さ6.0mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YB　厚さ8mm～11mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YB　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM520B　厚さ6.0mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM520B　厚さ8mm～11mm kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM520B　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA400AP　厚さ6.0mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA400AP　厚さ8mm～11mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA400AP　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490AP　厚さ6.0mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490AP　厚さ8mm～11mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490AP　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490BP　厚さ6.0mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490BP　厚さ8mm～11mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490BP　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA400AW　厚さ6.0mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA400AW　厚さ8mm～11mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA400AW　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490AW　厚さ6.0mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490AW　厚さ8mm～11mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490AW　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490BW　厚さ6.0mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490BW　厚さ8mm～11mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490BW　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490BW　厚さ26mm～30mm kg 3月号(平)

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490BW　厚さ31mm～35mm kg 3月号(平)

溶接構造用耐候性圧延鋼板（厚板） SMA490BW　厚さ36mm～38mm kg 3月号(平)

鉄筋コンクリ－ト用棒鋼 SR235　径9mm～11mm kg 県土整備部

鉄筋コンクリ－ト用棒鋼 SR235　径12mm～13mm kg 県土整備部

鉄筋コンクリ－ト用棒鋼 SR235　径16mm～25mm kg 県土整備部

鉄筋コンクリ－ト用棒鋼 SD295A　径10mm kg 県土整備部

鉄筋コンクリ－ト用棒鋼 SD295A　径13mm kg 県土整備部

鉄筋コンクリ－ト用棒鋼 SD295A　径16mm～25mm kg 県土整備部

鉄筋コンクリ－ト用棒鋼 SD345　径13mm kg 県土整備部

鉄筋コンクリ－ト用棒鋼 SD345　径16mm～25mm kg 県土整備部

ステンレス鋼板※ SUS304　厚さ1mm kg 県土整備部

ステンレス鋼板※ SUS304　厚さ2mm～3mm kg 県土整備部

ステンレス鋼板※ SUS304　厚さ4mm～6mm kg 県土整備部

ステンレス鋼板※ SUS304　厚さ7mm～14mm kg 県土整備部

ステンレス鋼板※ SUS304　厚さ15mm～25mm kg 県土整備部

ステンレス鋼板 SUS304　厚さ1mm kg 3月号(平)

ステンレス鋼板 SUS304　厚さ2mm kg 3月号(平)

ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3mm～7mm kg 3月号(積)

ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8mm～9mm kg 3月号(平)

ステンレス鋼板 SUS304　厚さ10mm～14mm kg 3月号(平)

ステンレス鋼板 SUS304　厚さ15mm～25mm kg 3月号(平)

ステンレス鋼板 SUS304　厚さ26mm～40mm kg 3月号(平)

ステンレス鋼板 SUS304　厚さ41mm～60mm kg 3月号(平)

ステンレス棒鋼 SUS304　径24mm以下 kg 県土整備部

ステンレス棒鋼 SUS304　径25mm～100mm kg 県土整備部

ステンレス棒鋼 SUS304　径110mm～150mm kg 県土整備部

ステンレス棒鋼 SUS304　径160～200mm kg 県土整備部

ステンレス棒鋼 SUS403　径25mm～100mm kg 3月号(積)

ステンレスＨ形鋼 SUS304　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm kg 3月号(平)

ステンレスＨ形鋼 SUS304　ｔ≦30mm　Ｈ＝125～200mm kg 3月号(平)

ステンレスＨ形鋼 SUS304　ｔ≦30mm　Ｈ＝250～300mm kg 3月号(平)

ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　50mm×4mm kg 3月号(積)

ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　65mm×6mm kg 3月号(平)

ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　75mm×9mm kg 3月号(平)

ステンレス平鋼 SUS304　3mm×25～50mm kg 3月号(平)

ステンレス平鋼 SUS304　6mm×32～75mm kg 3月号(平)

ステンレス平鋼 SUS304　9mm×38～75mm kg 3月号(平)

ステンレス平鋼 SUS304　12mm×38～75mm kg 3月号(平)

機械構造用炭素鋼鋼材 S26C　径150mm以下 kg 県土整備部
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機械構造用炭素鋼鋼材 S30C　径150mm以下 kg 県土整備部

機械構造用炭素鋼鋼材 S35C　径150mm以下 kg 県土整備部

機械構造用炭素鋼鋼材 S40C　径150mm以下 kg 県土整備部

機械構造用炭素鋼鋼材 S45C　径150mm以下 kg 県土整備部

クロムモリブデン鋼鋼材 SCM435　径150mm以下 kg 県土整備部

一般構造用炭素鋼鋼管 STK400　外径21.7mm～27.2mm kg 県土整備部

一般構造用炭素鋼鋼管 STK400　外径34mm kg 県土整備部

一般構造用炭素鋼鋼管 STK400　外径42.7mm～89.1mm kg 県土整備部

一般構造用炭素鋼鋼管 STK400　外径101.6mm～139.8mm kg 県土整備部

一般構造用炭素鋼鋼管 STK400　外径165.2mm kg 県土整備部

一般構造用炭素鋼鋼管 STK400　外径190.7mm～406.4mm kg 県土整備部

一般構造用角形鋼管 STKR400　100mm×50mm×2.3mm kg 県土整備部

一般構造用角形鋼管 STKR400　100mm×100mm×2.3mm kg 県土整備部

一般構造用角形鋼管 STKR400　60mm×30mm×2.3mm kg 県土整備部

一般構造用角形鋼管 STKR400　100mm×50mm×3.2mm kg 県土整備部

一般構造用角形鋼管 STKR400　50mm×50mm×2.3mm kg 県土整備部

一般構造用角形鋼管 STKR400　75mm×75mm×3.2mm kg 県土整備部

縞鋼板 SS400相当　厚さ4.5mm kg 県土整備部

縞鋼板 SS400相当　厚さ6.0mm kg 県土整備部

スクラップ ヘビーＨ１ kg 県土整備部

スクラップ 鋼ダライ粉Ａ kg 県土整備部

スクラップ 銑ダライ粉Ａ kg 県土整備部

スクラップ ステンレス新断 kg 県土整備部

スクラップ 銅くず（並） kg 3月号(平)

スクラップ 黄銅くず　鋳物(並) kg 3月号(平)

スクラップ 青銅くず　鋳物(並) kg 3月号(平)

スクラップ アルミくず、機械鋳物 kg 3月号(平)

一般構造用圧延鋼板（中板） SS400　厚さ3.2mm（ガーダー） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（中板） SS400　厚さ4.5mm（ガーダー） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ6.0mm（ガーダー） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ8mm～11mm（ガーダー） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ12mm～25mm（ガーダー） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS490　厚さ6.0mm（ガーダー） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS490　厚さ8mm～11mm（ガーダー） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS490　厚さ12mm～25mm（ガーダー） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（中板） SS400　厚さ3.2mm（ボックス） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（中板） SS400　厚さ4.5mm（ボックス） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ6.0mm（ボックス） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ8mm～11mm（ボックス） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ12mm～25mm（ボックス） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS490　厚さ6.0mm（ボックス） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS490　厚さ8mm～11mm（ボックス） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS490　厚さ12mm～25mm（ボックス） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（中板） SS400　厚さ3.2mm（トラス） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（中板） SS400　厚さ4.5mm（トラス） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ6.0mm（トラス） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ8mm～11mm（トラス） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ12mm～25mm（トラス） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS490　厚さ6.0mm（トラス） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS490　厚さ8mm～11mm（トラス） kg 県土整備部

一般構造用圧延鋼板（厚板） SS490　厚さ12mm～25mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ6.0mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ8mm～11mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ12mm～25mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400B　厚さ6.0mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400B　厚さ8mm～11mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400B　厚さ12mm～25mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490A　厚さ6.0mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490A　厚さ8mm～11mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490A　厚さ12mm～25mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490B　厚さ6.0mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490B　厚さ8mm～11mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490B　厚さ12mm～25mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YA　厚さ6.0mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YA　厚さ8mm～11mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YA　厚さ12mm～25mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YB　厚さ6.0mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YB　厚さ8mm～11mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YB　厚さ12mm～25mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM520B　厚さ6.0mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM520B　厚さ8mm～11mm（ガーダー） kg 県土整備部
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溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM520B　厚さ12mm～25mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ6.0mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ8mm～11mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ12mm～25mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400B　厚さ6.0mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400B　厚さ8mm～11mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400B　厚さ12mm～25mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490A　厚さ6.0mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490A　厚さ8mm～11mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490A　厚さ12mm～25mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490B　厚さ6.0mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490B　厚さ8mm～11mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490B　厚さ12mm～25mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YA　厚さ6.0mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YA　厚さ8mm～11mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YA　厚さ12mm～25mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YB　厚さ6.0mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YB　厚さ8mm～11mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YB　厚さ12mm～25mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM520B　厚さ6.0mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM520B　厚さ8mm～11mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM520B　厚さ12mm～25mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ6.0mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ8mm～11mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ12mm～25mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400B　厚さ6.0mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400B　厚さ8mm～11mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400B　厚さ12mm～25mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490A　厚さ6.0mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490A　厚さ8mm～11mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490A　厚さ12mm～25mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490B　厚さ6.0mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490B　厚さ8mm～11mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490B　厚さ12mm～25mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YA　厚さ6.0mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YA　厚さ8mm～11mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YA　厚さ12mm～25mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YB　厚さ6.0mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YB　厚さ8mm～11mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM490YB　厚さ12mm～25mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM520B　厚さ6.0mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM520B　厚さ8mm～11mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM520B　厚さ12mm～25mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AP　厚さ6.0mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AP　厚さ8mm～11mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AP　厚さ12mm～25mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AP　厚さ6.0mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AP　厚さ8mm～11mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AP　厚さ12mm～25mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BP　厚さ6.0mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BP　厚さ8mm～11mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BP　厚さ12mm～25mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AW　厚さ6.0mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AW　厚さ8mm～11mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AW　厚さ12mm～25mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AW　厚さ6.0mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AW　厚さ8mm～11mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AW　厚さ12mm～25mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BW　厚さ6.0mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BW　厚さ8mm～11mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BW　厚さ12mm～25mm（ガーダー） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AP　厚さ6.0mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AP　厚さ8mm～11mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AP　厚さ12mm～25mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AP　厚さ6.0mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AP　厚さ8mm～11mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AP　厚さ12mm～25mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BP　厚さ6.0mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BP　厚さ8mm～11mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BP　厚さ12mm～25mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AW　厚さ6.0mm（ボックス） kg 県土整備部
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溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AW　厚さ8mm～11mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AW　厚さ12mm～25mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AW　厚さ6.0mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AW　厚さ8mm～11mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AW　厚さ12mm～25mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BW　厚さ6.0mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BW　厚さ8mm～11mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BW　厚さ12mm～25mm（ボックス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AP　厚さ6.0mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AP　厚さ8mm～11mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AP　厚さ12mm～25mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AP　厚さ6.0mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AP　厚さ8mm～11mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AP　厚さ12mm～25mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BP　厚さ6.0mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BP　厚さ8mm～11mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BP　厚さ12mm～25mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AW　厚さ6.0mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AW　厚さ8mm～11mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA400AW　厚さ12mm～25mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AW　厚さ6.0mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AW　厚さ8mm～11mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490AW　厚さ12mm～25mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BW　厚さ6.0mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BW　厚さ8mm～11mm（トラス） kg 県土整備部

溶接構造用耐候性圧延鋼板 SMA490BW　厚さ12mm～25mm（トラス） kg 県土整備部

ゴム伸縮可撓管 0.33MPa　偏心量100mm　径100mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 0.33MPa　偏心量100mm　径125mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 0.33MPa　偏心量100mm　径150mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 0.33MPa　偏心量100mm　径200mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 0.33MPa　偏心量100mm　径250mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 0.33MPa　偏心量100mm　径300mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 0.33MPa　偏心量100mm　径350mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 0.33MPa　偏心量100mm　径400mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 0.33MPa　偏心量100mm　径450mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 0.33MPa　偏心量100mm　径800mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 1.0MPa　偏心量100mm　径100mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 1.0MPa　偏心量100mm　径125mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 1.0MPa　偏心量100mm　径150mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 1.0MPa　偏心量100mm　径200mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 1.0MPa　偏心量100mm　径250mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 1.0MPa　偏心量100mm　径300mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 1.0MPa　偏心量100mm　径350mm 本 3月号(平)

ゴム伸縮可撓管 1.0MPa　偏心量100mm　径400mm 本 3月号(平)

エッチングプライマー 長暴型2種 kg 県土整備部

ジンクリッチプライマー 有機系 kg 県土整備部

ジンクリッチプライマー 無機系 kg 県土整備部

ジンクリッチペイント 有機系 kg 3月号(建)

ジンクリッチペイント 無機系 kg 3月号(建)

ジンクリッチペイント（厚膜型） 有機系 kg 県土整備部

ジンクリッチペイント（厚膜型） 無機系 kg 県土整備部

エポキシ樹脂MIO塗料 kg 県土整備部

フェノール樹脂MIO塗料 kg 県土整備部

タールエポキシ樹脂塗料 1種 kg 県土整備部

タールエポキシ樹脂塗料 （厚膜型） kg 県土整備部

エポキシ樹脂系塗料 下塗用 kg 県土整備部

エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔赤系〕 kg 3月号(平)

エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔青･緑系〕 kg 3月号(積)

エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔淡彩色〕 kg 県土整備部

エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔赤系〕 kg 3月号(平)

エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔青･緑系〕 kg 3月号(積)

エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔淡彩色〕 kg 県土整備部

変性エポキシ樹脂塗料 下塗用 kg 県土整備部

変性エポキシ樹脂塗料 内面用 kg 県土整備部

環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種中塗用（赤系） kg 県土整備部

環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種中塗用（青･緑系） kg 県土整備部

環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種中塗用（淡彩色） kg 県土整備部

環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種上塗用（赤系） kg 県土整備部

環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種上塗用（青･緑系） kg 県土整備部

環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種上塗用（淡彩色） kg 県土整備部

塩化ゴム系塗料 下塗用 kg 県土整備部
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塩化ゴム系塗料 中塗用〔赤系〕 kg 県土整備部

塩化ゴム系塗料 中塗用〔青･緑系〕 kg 県土整備部

塩化ゴム系塗料 中塗用〔淡彩色〕 kg 県土整備部

塩化ゴム系塗料 上塗用〔赤系〕 kg 県土整備部

塩化ゴム系塗料 上塗用〔青･緑系〕 kg 県土整備部

塩化ゴム系塗料 上塗用〔淡彩色〕 kg 県土整備部

ポリウレタン樹脂塗料 中塗用〔赤系〕 kg 県土整備部

ポリウレタン樹脂塗料 中塗用〔青･緑系〕 kg 県土整備部

ポリウレタン樹脂塗料 中塗用〔淡彩色〕 kg 県土整備部

ポリウレタン樹脂塗料 上塗用〔赤系〕 kg 県土整備部

ポリウレタン樹脂塗料 上塗用〔青･緑系〕 kg 県土整備部

ポリウレタン樹脂塗料 上塗用〔淡彩色〕 kg 県土整備部

ふっ素樹脂塗料 中塗用〔赤系〕 kg 県土整備部

ふっ素樹脂塗料 中塗用〔青･緑系〕 kg 県土整備部

ふっ素樹脂塗料 中塗用〔淡彩色〕 kg 県土整備部

ふっ素樹脂塗料 上塗用〔赤系〕 kg 県土整備部

ふっ素樹脂塗料 上塗用〔青･緑系〕 kg 県土整備部

ふっ素樹脂塗料 上塗用〔淡彩色〕 kg 県土整備部

シンナー エッチングプライマー用 kg 388

シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕 kg 456

シンナー ジンクリッチプライマー用〔無機〕 kg 491

シンナー タールエポキシ樹脂塗料用 kg 383

シンナー エポキシ樹脂塗料用 kg 467

シンナー 塩化ゴム系塗料用 kg 415

シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 kg 485

シンナー ふっ素樹脂塗料用 kg 500

シンナー フェノール樹脂MIO塗料用 kg 215

シンナー ポリウレタン樹脂塗料用（中塗り用） kg 3月号(平)

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗[赤系] kg 県土整備部

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗[青・緑系] kg 県土整備部

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗[淡彩色] kg 県土整備部

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗[赤系] kg 県土整備部

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗[青・緑系] kg 県土整備部

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗[淡彩色] kg 県土整備部

間接費（据付･調整技術者） 式 県土整備部

間接費（据付･調整技術員） 式 県土整備部
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