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コード 名称・規格 単位 摘 要

TP2252 クラック注入材（エポキシ樹脂総プロ１種） コンクリートクラック注入工 ㎏ 2,720
TP2253 クラック注入材（エポキシ樹脂総プロ２種） コンクリートクラック注入工 ㎏ 2,720
TP2254 クラック注入材（エポキシ樹脂総プロ３種） コンクリートクラック注入工 ㎏ 2,720
TP2255 低圧注入器具 コンクリートクラック注入工 本 375
TP2261 ポリマーセメント 断面修復材（建設省総プロ準拠） ｍ3 438,000
TP2271 コンクリート保護塗装工 プライマー材 エポキシ樹脂系 ㎏ 1,920
TP2272 コンクリート保護塗装工 パテ材 エポキシ樹脂系 ㎏ 1,740
TP2273 コンクリート保護塗装工 中塗り材 エポキシ樹脂系 ㎏ 2,890
TP2274 コンクリート保護塗装工 上塗り材 ポリウレタン樹脂系 ㎏ 1,950
TP2290 コンクリート顔料 黒 標準混和量（質量：1.0～5.0%） ㎏ 433
TP2304 ＡＥ減水剤（標準型） ㎏ ***
TP2305 ＡＥ減水剤（遅延型） ㎏ ***
TP2306 ＡＥ減水剤（早強型） ㎏ ***
TP2307 ＡＥ剤 ﾘｯﾄﾙ ***
TP2308 混和材 フライアッシュ t ***
TP2309 グラウト用混和剤 ＧＦ610 ㎏ ***
TP2310 グラウト用混和剤 ＧＦ700－Ａ2 ㎏ ***
TP2311 アルミ粉 ㎏ ***
TP2312 注入グラウト用混和剤 ＧＦ－１７００ ㎏ ***
TP2313 ベントナイト t 36,500
TP2314 調泥剤 (CMC、ﾊｲﾗｲﾄ、ﾃﾙﾅｲﾄ等) ㎏ ***
TP2315 ＡＥ減水剤 ポゾリス No.8 ㎏ ***
TP2316 高性能減水剤 レオピルド4000 ﾘｯﾄﾙ ***
TP2317 プレパックド用混和剤 イントルージョンエイド ㎏ ***
TP2318 繊維材 ㎏ ***
TP2319 無収縮剤 セメント系プレミックス ㎏ ***
TP2320 防水剤 マノール防水剤 ㎏ ***
TP2323 コンクリート接着剤（＃２０２） エポキシ樹脂系 ㎏ 2,400
TP2324 コンクリート接着剤（＃５０５） エポキシ樹脂系 ㎏ 2,120
TP2332 基本料金（月額）〔常時〕 低圧電力 kW 920
TP2333 基本料金（月額）〔常時〕 高圧電力Ａ－１ kW 1,250
TP2334 基本料金（月額）〔常時〕 高圧電力Ａ kW 1,860
TP2335 基本料金（月額）〔臨時〕 低圧電力 kW 1,104
TP2336 基本料金（月額）〔臨時〕 高圧電力Ａ－１ kW 1,500
TP2337 基本料金（月額）〔臨時〕 高圧電力Ａ kW 2,232
TP2340 電力料金 〔常時〕 低圧電力 KwH 14.44 6/1単価改定
TP2341 電力料金 〔常時〕 高圧電力Ａ－１ KwH 13.81 6/1単価改定
TP2342 電力料金 〔常時〕 高圧電力Ａ KwH 10.93 6/1単価改定
TP2351 定額料金 〔臨時〕 定額制（日額） Kw/日 180.75 6/1単価改定
TP2352 電力料金 〔臨時〕 低圧電力 KwH 17.24 6/1単価改定
TP2353 電力料金 〔臨時〕 高圧電力Ａ－１ KwH 15.99 6/1単価改定
TP2354 電力料金 〔臨時〕 高圧電力Ａ KwH 12.54 6/1単価改定
TP2366 クロスビット 径２２㎜ チップ８×１２ ゲージ３８ 個 ***
TP2370 テーパーロッド 径２２ 有効長=６００㎜ 本 ***
TP2373 テーパーロッド 径２２ 有効長=１１００㎜ 本 ***
TP2374 テーパーロッド 径２２ 有効長=１４００㎜ 本 ***
TP2380 カービット 径２２ チップ８×１２ ゲージ３２ 個 ***
TP2381 カービット 径２２ チップ８×１２ ゲージ３４ 個 ***
TP2382 カービット 径２２ チップ８×１２ ゲージ３８ 個 ***
TP2387 電気雷管 ６号瞬発 脚線3.0ｍ付 小口 個 400
TP2400 コンクリート破砕器 脚線(銅線) ｍ ***
TP2410 電気溶接棒 軟鋼 ４～５㎜ ㎏ ***
TP2415 酸素ガス 圧縮 ｍ3 265
TP2418 アセチレンガス 熔解 ㎏ 1,080
TP2423 トラフィックペイント溶融型 ＪＩＳＫ５６６５ ３種１号 白 ㎏ ***
TP2428 ガラスビーズ JIS R3301 0.015～0.840㎜ ㎏ ***
TP2430 ﾁｾﾞﾙ(大型ﾌﾞﾚｰｶ用) 600～800㎏級用 本 50,800
TP2431 ﾁｾﾞﾙ(大型ﾌﾞﾚｰｶ用) 1300㎏級 本 95,400
TP2434 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径30㎝ 枚 ***
TP2435 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径40㎝ 枚 ***
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