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TP1881 足場パイプ φ４８．６㎜ L=５．０ｍ 本 ***
TP1890 丸パイプ 径４８．６㎜ ｔ=２．４㎜ ｍ ***
TP1901 杉丸太 皮剥 末口６㎝以下 長さ２ｍ ｍ3 ***
TP1907 杉丸太 皮剥 末口７～１２㎝ 長さ２ｍ ｍ3 30,000
TP1908 杉丸太 皮剥 末口７～１２㎝ 長さ４ｍ ｍ3 30,000
TP1921 杉丸太 皮剥 末口１７～２２㎝ 長さ２ｍ ｍ3 32,000
TP1930 杉丸太（防腐剤加圧注入） 長さ０．６m*末口径６cm 本 180
TP1931 杉丸太（防腐剤加圧注入） 長さ１．８m*末口径６cm 本 480
TP1932 杉梢丸太（防腐剤加圧注入） 長さ４．０m*末口径３cm 本 860
TP1970 松丸太 末口９～１４㎝以下 長さ２ｍ ｍ3 33,000
TP1971 松丸太 末口９～１４㎝以下 長さ４ｍ ｍ3 38,000
TP1972 松丸太 末口９～１４㎝以下 長さ６ｍ ｍ3 44,000
TP1976 松丸太 末口１５～２０㎝ 長さ２ｍ ｍ3 33,000
TP1977 松丸太 末口１５～２０㎝ 長さ４ｍ ｍ3 38,000
TP1978 松丸太 末口１５～２０㎝ 長さ６ｍ ｍ3 54,000
TP1985 松丸太（杭） ９㎝ ２ｍ 本 570
TP1987 松丸太（杭） １２㎝ ２ｍ 本 1,010
TP1988 松丸太（杭） １２㎝ ３ｍ 本 1,460
TP1989 松丸太（杭） １５㎝ ２ｍ 本 ***
TP1990 松丸太（杭） １５㎝ ３ｍ 本 ***
TP1991 松丸太（杭） １５㎝ ４ｍ 本 ***
TP2005 杉板 特１等 幅２１㎝ 厚１．８㎝ 長２ｍ ｍ3 47,000
TP2006 杉板 特１等 幅２４㎝ 厚２．１㎝ 長４ｍ ｍ3 ***
TP2010 杉板 １等 幅１５㎝ 厚１．１㎝ 長２ｍ ｍ3 38,000
TP2012 杉板 １等 幅２１㎝ 厚５．０㎝ 長４ｍ ｍ3 52,000
TP2031 杉角 １等 幅９㎝ 厚９㎝ 長３ｍ ｍ3 36,000
TP2032 杉角 １等 幅１０．５㎝厚１０．５㎝長４ｍ ｍ3 38,000
TP2037 杉正割材 特１等 幅６㎝ 厚６㎝ 長３ｍ ｍ3 45,000
TP2045 松角材 １等 幅１２㎝ 厚１２㎝ 長１．５ｍ ｍ3 46,000
TP2047 松角材 １等 幅１０㎝ 厚１０㎝ 長４ｍ ｍ3 49,000
TP2070 松矢板 B=150mm L=3000mm t=45mm 程度 ｍ3 40,000
TP2071 松矢板 B=150mm L=4000mm t=50mm 程度 ｍ3 40,000
TP2072 松矢板 B=150mm L=1500mm t=90mm 程度 ｍ3 40,000
TP2078 杉バタ角 ４．０×１０（９．７）×１０（９．７） ｍ3 ***
TP2086 合板 １８００×９００㎜ １２㎜ 枚 ***
TP2096 杉足場板 幅２１㎝ 厚３．６㎝ 長４ｍ ｍ3 ***
TP2104 竹 L=４．０ｍ 本 340
TP2111 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 1種B） 常温型(液状) 白 ﾘｯﾄﾙ ***
TP2112 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 1種B） 常温型(液状) 黄 ﾘｯﾄﾙ ***
TP2113 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 2種B） 加熱型(液状) 白 ﾘｯﾄﾙ ***
TP2114 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 2種B） 加熱型(液状) 黄 ﾘｯﾄﾙ ***
TP2115 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 3種1号） 溶融型(粉体状)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 ㎏ ***
TP2116 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 3種1号） 溶融型(粉体状)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 黄 ㎏ ***
TP2117 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 3種2号） 溶融型(粉体状)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量20～23% 白 ㎏ ***
TP2118 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 3種2号） 溶融型(粉体状)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量20～23% 黄 ㎏ ***
TP2121 プライマー トラフィックペイント接着用 ㎏ ***
TP2122 プライマー 高輝度路面標示塗料接着用 ㎏ ***
TP2123 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ（JIS R3301 1号） 粒度0.106～0.850mm ㎏ ***
TP2131 水性型ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 1種A） 常温型 白 ﾘｯﾄﾙ ***
TP2132 水性型ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 1種A） 常温型 黄 ﾘｯﾄﾙ ***
TP2133 水性型ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 2種A） 加熱型 白 ﾘｯﾄﾙ ***
TP2134 水性型ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 2種A） 加熱型 黄 ﾘｯﾄﾙ ***
TP2141 コンパクトマルチライン 溶融型 白 ㎏ *** 12/1廃止
TP2142 コンパクトマルチライン 溶融型 黄 ㎏ *** 12/1廃止
TP2143 マルチライン 溶融型 白 ㎏ *** 12/1廃止
TP2144 マルチライン 溶融型 黄 ㎏ *** 12/1廃止
TP2145 ニューレインスター 溶融型 白 ㎏ ***
TP2146 ニューレインスター 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ㎏ ***
TP2147 バイブラライン 溶融型 白 ㎏ *** 12/1単価改定
TP2148 バイブラライン 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ㎏ ***
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TP2151 グリットライン 溶融型 白 ㎏ ***
TP2152 グリットライン 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ㎏ ***
TP2153 グリットライン専用ビーズ ㎏ ***
TP2157 ミストラインスーパー 溶融型 白 ㎏ ***
TP2158 ミストラインスーパー 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ㎏ ***
TP2159 ミストラインスーパー専用ビーズ ㎏ ***
TP2160 高視認性区画線工 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式 実線15㎝(白) ｍ ***
TP2161 高視認性区画線工 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式 実線20㎝(白) ｍ ***
TP2162 高視認性区画線工 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式 実線30㎝(白) ｍ ***
TP2163 高視認性区画線工 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式 実線15㎝(黄) ｍ ***
TP2164 高視認性区画線工 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式 実線20㎝(黄) ｍ *** 12/1単価改定
TP2165 高視認性区画線工 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式 実線30㎝(黄) ｍ *** 12/1単価改定
TP2166 高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝(白) ｍ ***
TP2167 高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ20㎝(白) ｍ ***
TP2168 高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝(白) ｍ ***
TP2169 高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝(白) ｍ ***
TP2170 高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝(黄) ｍ *** 6/1単価改定
TP2171 高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ20㎝(黄) ｍ *** 6/1単価改定
TP2172 高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝(黄) ｍ *** 6/1単価改定
TP2173 高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝(黄) ｍ *** 6/1単価改定
TP2176 止水板（塩ビ製）150×5 Ｃ－Ｆ ｍ ***
TP2177 止水板（塩ビ製）150×5 Ｃ―Ｃ ｍ ***
TP2180 止水板（塩ビ製）200×5 Ｃ－Ｆ ｍ ***
TP2181 止水板（塩ビ製）200×5 Ｃ―Ｃ ｍ ***
TP2182 止水板（塩ビ製）200×5 Ｆ―Ｆ ｍ ***
TP2183 止水板（塩ビ製）200×5 Ｆ―Ｃ ｍ ***
TP2184 止水板（塩ビ製）300×7 Ｃ―Ｆ ｍ ***
TP2185 止水板（塩ビ製）300×7 Ｃ―Ｃ ｍ ***
TP2201 目地材 エラスタイト １０㎜ ㎡ ***
TP2202 目地材 エラスタイト ２０㎜ ㎡ ***
TP2205 目地材 繊維質 １０㎜ ㎡ ***
TP2206 目地材 繊維質 ２０㎜ ㎡ ***
TP2209 目地材 樹脂発泡体 １０㎜ １５倍 ㎡ ***
TP2210 目地材 樹脂発泡体 ２０㎜ １５倍 ㎡ ***
TP2215 ブローンアスファルト ㎏ 124
TP2216 加熱注入式目地材 高弾性タイプ ㎏ ***
TP2218 キャップ （舗装目地用） 個 ***
TP2220 吸出防止材(ｔ＝１０㎜) ㎡ ***
TP2221 吸出防止材(ｔ＝２０mm) ㎡ ***
TP2251 シール材（エポキシ樹脂） コンクリートクラック注入工 ㎏ 1,950
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 ㎏ 2,890
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 ㎏ 2,890
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 ㎏ 2,890
TP2255 低圧注入器具 コンクリートクラック注入工 本 380
TP2261 ポリマーセメント 断面修復材（建設省総プロ準拠） ｍ3 466,000
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 ㎏ 2,040
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%） ㎏ 475
TP2304 ＡＥ減水剤（標準型） ㎏ ***
TP2305 ＡＥ減水剤（遅延型） ㎏ ***
TP2308 混和材 フライアッシュ t ***
TP2311 アルミ粉 ㎏ ***
TP2312 注入グラウト用混和剤 ＧＦ１７００Ｎ ㎏ ***
TP2313 ベントナイト t 36,500
TP2315 ＡＥ減水剤 ポゾリス No.8 ㎏ ***
TP2316 高性能減水剤 レオビルド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 ㎏ ***
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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 ㎏ 2,550
TP2324 コンクリート接着剤（＃５０５） エポキシ樹脂系 ㎏ 2,120
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
TP2336 基本料金（月額）〔臨時〕 高圧電力Ａ－１ kW 1,500
TP2340 電力料金 〔常時〕 低圧電力 KwH 12.42
TP2341 電力料金 〔常時〕 高圧電力Ａ－１ KwH 11.9
TP2342 電力料金 〔常時〕 高圧電力Ａ KwH 9.03
TP2351 定額料金 〔臨時〕 定額制（日額） Kw/日 167.56
TP2352 電力料金 〔臨時〕 低圧電力 KwH 15.22
TP2353 電力料金 〔臨時〕 高圧電力Ａ－１ KwH 14.09
TP2354 電力料金 〔臨時〕 高圧電力Ａ KwH 10.63
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 ***
TP2387 電気雷管 ６号瞬発 脚線3.0ｍ付 小口 個 400
TP2410 電気溶接棒 軟鋼 ４～５㎜ ㎏ ***
TP2415 酸素ガス 圧縮 ｍ3 275
TP2418 アセチレンガス 熔解 ㎏ 1,210
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 ***
TP2436 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径56㎝ 枚 ***
TP2438 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径75㎝ 枚 ***
TP2439 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径106㎝ 枚 ***
TP2440 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径96㎝ 枚 ***
TP2447 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径35㎝ 枚 *** 12/1新設
TP2471 調合ペイント エポキシ樹脂塗料 下塗り ㎏ ***
TP2476 さび止めペイント （ＪＩＳＫ５６２１の２種） ㎏ ***
TP2486 塗料用シンナー JISK2201 ﾘｯﾄﾙ ***
TP2491 木材防腐剤 クレオソート油Ｒ ﾘｯﾄﾙ 240
TP2504 路盤紙 １×５０ｍ巻 ㎡ ***
TP2510 ブルーシート（ポリエチレン製） ㎡ ***
TP2515 ブルーシート（ポリエチレン製） 3.6m×5.4m #2000 枚 ***
TP2516 土木シート （塩ビ系シート） ｔ=１．５㎜ ㎡ ***
TP2518 ビニールシート Ｔ=０．１㎜ ㎡ ***
TP2520 埋設表示シート 幅150mm ｍ ***
TP2526 ウォーターホース 径３８㎜ ｍ ***
TP2527 ウォーターホース 径５０㎜ ｍ ***
TP2541 麻袋土のう 幅４８×長６２㎝ 袋 ***
TP2542 大型土のう 角形 幅86×長86×120 枚 ***
TP2543 耐候性大型土のう １ｍ３ 枚 ***
TP2544 耐候性大型土のう（長期間対応品） 枚 *** 11/1単位修正
TP2555 土のう ２号 ６２×４８㎝ 袋 ***
TP2556 植生土のう（種子・肥料付） ４１×６０㎝ 枚 ***
TP2560 プロパンガス ㎏ 145
TP2592 チエーンオイル ＃８５ 専用オイル ﾘｯﾄﾙ 250
TP2601 空気弁（急速）JWWA B 137 ねじ込み形 7.5K 20㎜ FCD製 内面粉体塗装 基 ***
TP2602 空気弁（急速）JWWA B 137 ねじ込み形 7.5K 25㎜ FCD製 内面粉体塗装 基 ***
TP2603 空気弁（急速）JWWA B 137 フランジ形 7.5K 25㎜ FCD製 内面粉体塗装 基 49,000
TP2604 空気弁（急速）JWWA B 137 フランジ形 7.5K 75㎜ FCD製 内面粉体塗装 基 ***
TP2605 空気弁（急速）JWWA B 137 ねじ込み形 10K 20㎜ FCD製 内面粉体塗装 基 46,100
TP2606 空気弁（急速）JWWA B 137 ねじ込み形 10K 25㎜ FCD製 内面粉体塗装 基 49,500
TP2607 空気弁（急速）JWWA B 137 フランジ形 10K 25㎜ FCD製 内面粉体塗装 基 54,700
TP2608 空気弁（急速）JWWA B 137 フランジ形 10K 75㎜ FCD製 内面粉体塗装 基 66,600
TP2609 空気弁（急速）JWWA B 137 フランジ形 16K 20㎜ FCD製 内面粉体塗装 基 61,900
TP2610 空気弁（急速）JWWA B 137 フランジ形 16K 25㎜ FCD製 内面粉体塗装 基 66,000
TP2611 空気弁（急速）JWWA B 137 フランジ形 16K 75㎜ FCD製 内面粉体塗装 基 79,700
TP2612 仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB２０６２ ７．５Ｋ ５０㎜ 基 ***
TP2613 仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB２０６２ ７．５Ｋ ７５㎜ 基 ***
TP2614 仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB２０６２ ７．５Ｋ １００㎜ 基 ***
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