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コード 名称・規格 単 位 単 価 摘 要
TP9701 支圧版（森林土木専用） 床板面積0.22m3 ﾒｯｷ(HDZ55) 枚 20,600
TP9702 ＮＮＳロッド（森林土木専用） φ31.5 ﾒｯｷ(HDZ55) ｍ 3,560 5/1改定
TP9703 ＮＮＳカップラ（森林土木専用） φ31.5用 ﾒｯｷ(HDZ35) 個 1,760
TP9704 ＮＮＳ球面ナット（森林土木専用） φ31.5用 ﾒｯｷ(HDZ35) 個 1,420
TP9705 ＮＮＳ角座金（森林土木専用） 9mm×150mm×150mm ﾒｯｷ（HDZ55） 個 750
TP9706 ＮＮＳチップ付きビット（森林土木専用） φ55mm 個 8,610
TP9707 ＮＮＳキャップ（森林土木専用） ｱﾙﾐ製 個 2,000
TP9708 ＮＮＳキャップワッシャ（森林土木専用） ﾒｯｷ(HDZ35) 個 1,170
TP9709 ワイヤーロープ（森林土木専用） 7.0m 合金ﾒｯｷ 本 4,890
TP9710 ワイヤーロープ（森林土木専用） 8.0m 合金ﾒｯｷ 本 5,180
TP9715 セルウォール本体（円形)（森林土木専用) 2t×φ1200 ｍ 63,200
TP9716 セルウォール本体（半円形)（森林土木専用) 2t×φ1200 ｍ 47,600
TP9717 セルウォール壁面材（森林土木専用） 一般部 D1 セット 17,100
TP9718 アンカーボックス（森林土木専用） 落石防護柵用 山側 セット 47,500
TP9719 アンカーボックス（森林土木専用） 落石防護柵用 谷側 セット 25,200
TP9720 フロート式自記水位計（森林土木専用） OT-1502-2 月 11,460
TP9721 自記式水位計保護箱（森林土木専用） 個 4,440
TP9722 歪計保護箱（森林土木専用） 個 3,050
TP9723 螺旋タラップ（森林土木専用） T-A型 箇所 42,000
TP9724 螺旋タラップ（森林土木専用） T-B型 箇所 28,000
TP9725 螺旋タラップ（森林土木専用） T-C型 箇所 75,600
TP9726 螺旋タラップ（森林土木専用） T-DZ型 箇所 75,200
TP9730 特殊モルタル混合物（森林土木専用） 吹付用(混合液１：特殊配合セメント3.5) ㎏ ***
TP9731 亀甲金網（亜鉛メッキ鉄線） （森林土木専用） ＨＸ－Ｇ 1.2×2.6 ㎡ ***
TP9732 亀甲金網（亜鉛メッキ鉄線） （森林土木専用） ＨＸ－Ｇ 1.2×4.0 ㎡ ***
TP9733 ヤシネット （森林土木専用） 厚１ｍｍ 種子なし ㎡ ***
TP9734 ラスアンカー（森林土木専用） φ＝１３ Ｌ＝４００ 本 80
TP9735 抵抗性マツ(森林土木専用) H=0.25m 上根本径7mm上 ふるい苗 本 600
TP9738 ＡＳバッファー(森林土木専用） 新タイプ ㎡ 36,500
TP9739 チョウチンスペーサー(森林土木専用） 孔径φ５５ｍｍ用 個 400
TP9800 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ１．０ｍ 直径７cm 本 210
TP9801 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ１．０ｍ 直径８cm 本 270
TP9802 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ１．０ｍ 直径９cm 本 340
TP9803 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ１．５ｍ 直径７cm 本 260
TP9804 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ１．５ｍ 直径８cm 本 340
TP9805 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ１．５ｍ 直径９cm 本 440
TP9806 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ１．８ｍ 直径７cm 本 310
TP9807 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ１．８ｍ 直径８cm 本 410
TP9808 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ１．８ｍ 直径９cm 本 520
TP9809 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ２．０ｍ 直径７cm 本 350
TP9810 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ２．０ｍ 直径８cm 本 460
TP9811 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ２．０ｍ 直径９cm 本 580
TP9812 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ３．０ｍ 直径７cm 本 550
TP9813 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ３．０ｍ 直径８cm 本 720
TP9814 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ３．０ｍ 直径９cm 本 920
TP9815 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ４．０ｍ 直径７cm 本 750
TP9816 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ４．０ｍ 直径８cm 本 980
TP9817 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ４．０ｍ 直径９cm 本 1,240
TP9818 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ１．０ｍ 直径７cm 本 220
TP9819 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ１．０ｍ 直径８cm 本 280
TP9820 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ１．０ｍ 直径９cm 本 360
TP9821 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ１．５ｍ 直径７cm 本 290
TP9822 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ１．５ｍ 直径８cm 本 380
TP9823 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ１．５ｍ 直径９cm 本 490
TP9824 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ１．８ｍ 直径７cm 本 350
TP9825 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ１．８ｍ 直径８cm 本 460
TP9826 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ１．８ｍ 直径９cm 本 580
TP9827 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ２．０ｍ 直径７cm 本 390
TP9828 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ２．０ｍ 直径８cm 本 510
TP9829 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ２．０ｍ 直径９cm 本 650
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