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TZ1001 ブルドーザ賃料 普通3t級 排出ｶﾞｽ対策型 日 ***
TZ1010 ブルドーザ賃料 湿地7t級・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 日 ***
TZ1101 小型バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.055m3(平積0.04m3)排出ｶﾞｽ対策型 日 ***
TZ1102 小型バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.08m3(平積0.06m3)排出ｶﾞｽ対策型 日 ***
TZ1103 小型バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.11m3(平積0.08m3)排出ｶﾞｽ対策型 日 ***
TZ1104 小型バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.13m3(平積0.1m3)排出ｶﾞｽ対策型 日 ***
TZ1123 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型)賃料 山積0.22m3(平積0.16m3)排出ｶﾞｽ対策型 日 ***
TZ1129 バックホウ(ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型)賃料 山積0.28m3(平積0.22m3)排出ｶﾞｽ対策型 日 ***
TZ1131 バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.28m3(平積0.2m3) 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ1133 バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.5m3(平積0.4m3) 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ1135 バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.8m3(平積0.6m3) 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ1137 バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)排ｶﾞｽ対策(第3次) 日 ***
TZ1138 バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音排ｶﾞｽ(3次) 日 ***
TZ1139 バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.5m3(平積0.4m3)排ｶﾞｽ対策(第3次) 日 ***
TZ1141 バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.28m3(平積0.2m3)(一般型･排対型) 日 ***
TZ1142 バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)(一般型･排対型) 日 ***
TZ1143 バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.5m3(平積0.4m3)(一般型･排対型) 日 ***
TZ1144 バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.6m3(平積0.5m3)(一般型･排対型) 日 ***
TZ1145 バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) 日 ***
TZ1146 バックホウ（クローラ型）賃料 山積1.0m3(平積0.7m3)(一般型･排対型) 日 ***
TZ1150 バックホウ(超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊排ｶﾞｽ(第2次) 日 ***
TZ1151 バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊排ｶﾞｽ(2次) 日 ***
TZ1152 バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊排ｶﾞｽ(2次) 日 ***
TZ1153 バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊排ｶﾞｽ対策(2次) 日 ***
TZ1155 バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊排ｶﾞｽ(3次) 日 ***
TZ1160 バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊排ｶﾞｽ対策(3次) 日 ***
TZ1161 バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊標準排ｶﾞｽ(3次) 日 ***
TZ1181 バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊排ｶﾞｽ対策型 日 ***
TZ1182 バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排ｶﾞｽ対策型 日 ***
TZ1191 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 超低騒音型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊標準排ｶﾞｽ(3次) 日 ***
TZ1231 クラムシェル賃料 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式ｸﾛｰﾗ型平積0.4m3 日 ***
TZ1311 ホイールローダ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ山積容量 ０．３４～０．３５m3 日 ***
TZ1312 ホイールローダ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ山積容量 ０．６０m3 日 ***
TZ1313 ホイールローダ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ山積容量 ０．８０m3 日 ***
TZ1314 ホイールローダ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ山積容量 ０．９～１．０m3 日 ***
TZ1315 ホイールローダ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ山積容量 １．２m3 日 ***
TZ1316 ホイールローダ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ山積容量 １．３～１．４m3 日 ***
TZ1317 ホイールローダ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ山積容量 １．５～１．７m3 日 ***
TZ1318 ホイールローダ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ山積容量 ２．１m3 日 ***
TZ1319 ホイールローダ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ山積容量 ２．３m3 日 ***
TZ1320 ホイールローダ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ山積容量 ２．４～ ２．６m3 日 ***
TZ1321 ホイールローダ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ山積容量 ２．７～ ２．９m3 日 ***
TZ1351 トラック（クレーン装置付）賃料 積載質量2t 2.9t吊 日 ***
TZ1352 トラック（クレーン装置付）賃料 積載質量4t 2.9t吊 日 ***
TZ1411 不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式 2.0ｔ積 日 ***
TZ1412 不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式 2.5ｔ積 日 ***
TZ1421 不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式6～7t排ｶﾞｽ(2次) 日 ***
TZ1422 不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式10～11t排ｶﾞｽ(2次) 日 ***
TZ1441 不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付 1.7ｔ積 1ｔ吊 日 ***
TZ1442 不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付 2.0ｔ積 1ｔ吊 日 ***
TZ1443 不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付 2.5ｔ積 2ｔ吊 日 ***
TZ1850 大型ブレーカ（油圧ﾌﾞﾚｰｶ）賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3対応ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ 日 ***
TZ1854 大型ブレーカ（油圧ﾌﾞﾚｰｶ）賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3対応 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む 日 ***
TZ1901 モータグレーダ賃料 ブレード幅 3.1m 日 ***
TZ2011 ロードローラ賃料 マカダム 8～10ｔ 日 ***
TZ2012 ロードローラ賃料 マカダム 10～12ｔ 日 ***
TZ2031 ロードローラ賃料 マカダム両輪 10～12ｔ（一般型･排対型） 日 ***
TZ2032 ロードローラ賃料 マカダム両輪 11～15ｔ（一般型･排対型） 日 ***
TZ2051 ロードローラ賃料 タンデム 6～ 8ｔ 日 ***
TZ2052 ロードローラ賃料 タンデム 8～10ｔ 日 ***
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TZ2111 タイヤローラ賃料 3～ 4ｔ（一般型･排対型） 日 ***
TZ2112 タイヤローラ賃料 6～ 8ｔ 日 ***
TZ2113 タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） 日 ***
TZ2117 タイヤローラ賃料 普通型 8～20t･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 日 ***
TZ2211 振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6ｔ 日 ***
TZ2212 振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1ｔ 日 ***
TZ2231 振動ローラ賃料 搭乗ﾀﾝﾃﾞﾑ型 1.2～1.4ｔ（一般型･排対型） 日 ***
TZ2232 振動ローラ賃料 搭乗ﾀﾝﾃﾞﾑ型 2.5～2.8ｔ（一般型･排対型） 日 ***
TZ2233 振動ローラ賃料 搭乗ﾀﾝﾃﾞﾑ型 3～ 5ｔ（一般型･排対型） 日 ***
TZ2234 振動ローラ賃料 搭乗ﾀﾝﾃﾞﾑ型 6～7.5ｔ（一般型･排対型) 日 ***
TZ2235 振動ローラ賃料 搭乗ﾀﾝﾃﾞﾑ型 8～ 10ｔ（一般型･排対型） 日 ***
TZ2236 振動ローラ賃料 搭乗ﾀﾝﾃﾞﾑ型 11～ 12ｔ（一般型･排対型） 日 ***
TZ2251 振動ローラ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 1.2～1.5ｔ(一般型･排対型) 日 ***
TZ2252 振動ローラ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 2.4～2.5ｔ(一般型･排対型) 日 ***
TZ2253 振動ローラ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～ 4ｔ(一般型･排対型) 日 ***
TZ2254 振動ローラ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 5～ 6ｔ(一般型･排対型) 日 ***
TZ2350 振動ローラ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 2.4～2.5t排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ2355 振動ローラ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t排ｶﾞｽ対策（第2次） 日 ***
TZ2356 振動ローラ賃料 搭乗型･タンデム式3～5t 排ｶﾞｽ対策型(2次) 日 ***
TZ2411 タンパ賃料 60～80kg 日 ***
TZ2611 高所作業車賃料 ３ｍ 日 ***
TZ2612 高所作業車賃料 ４ｍ 日 ***
TZ2613 高所作業車賃料 ６ｍ 日 ***
TZ2614 高所作業車賃料 ８～ ９ｍ 日 ***
TZ2615 高所作業車賃料 １２～１３ｍ 日 ***
TZ2641 高所作業車（トラック架装リフト）賃料 ８ｍ 日 ***
TZ2642 高所作業車（トラック架装リフト）賃料 １２ｍ 日 ***
TZ2643 高所作業車（トラック架装リフト）賃料 １３～１４ｍ 日 ***
TZ2644 高所作業車（トラック架装リフト）賃料 １６ｍ 日 ***
TZ2645 高所作業車（トラック架装リフト）賃料 １８～１８．５ｍ 日 ***
TZ2646 高所作業車（トラック架装リフト）賃料 ２２～２３ｍ 日 ***
TZ2649 高所作業車（トラック架装リフト）賃料 ９．７ｍ 日 ***
TZ2661 高所作業車（トラック架装リフト）賃料 垂直型・幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高さ10～12ｍ 日 ***
TZ3011 空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 2.0m3/分(一般型･排対型) 日 ***
TZ3012 空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 2.5m3/分(一般型･排対型) 日 ***
TZ3013 空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 3.5～ 3.7m3/分(一般型･排対型) 日 ***
TZ3014 空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 5.0m3/分(一般型･排対型) 日 ***
TZ3015 空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 7.5～ 7.8m3/分(一般型･排対型) 日 ***
TZ3016 空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 10.5～ 11m3/分(一般型･排対型) 日 ***
TZ3017 空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 14.3m3/分(一般型･排対型) 日 ***
TZ3018 空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 17m3/分(一般型･排対型) 日 ***
TZ3019 空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 18～ 19m3/分(一般型･排対型) 日 ***
TZ3041 空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 2.2m3/分 日 ***
TZ3042 空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 3.7m3/分 日 ***
TZ3043 空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 5.2m3/分 日 ***
TZ3044 空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 6m3/分 日 ***
TZ3045 空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 9m3/分 日 ***
TZ3211 水中ポンプ賃料 口径１００mm 揚程１０m 日 ***
TZ3212 水中ポンプ賃料 口径１５０mm 揚程１０m 日 ***
TZ3213 水中ポンプ賃料 口径２００mm 揚程１０m 日 ***
TZ3214 水中ポンプ賃料 口径１００mm 揚程１５m 日 ***
TZ3215 水中ポンプ賃料 口径１５０mm 揚程１５m 日 ***
TZ3216 水中ポンプ賃料 口径２００mm 揚程１５m 日 ***
TZ3411 発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 2KVA 日 ***
TZ3412 発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 3KVA 日 ***
TZ3431 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5KVA 日 ***
TZ3432 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 8KVA(一般型･排対型) 日 ***
TZ3433 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10KVA(一般型･排対型) 日 ***
TZ3434 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 15KVA(一般型･排対型) 日 ***
TZ3435 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20KVA(一般型･排対型) 日 ***
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TZ3436 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 25KVA(一般型･排対型) 日 ***
TZ3437 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 35KVA(一般型･排対型) 日 ***
TZ3438 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45KVA(一般型･排対型) 日 ***
TZ3439 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 60KVA(一般型･排対型) 日 ***
TZ3440 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 75KVA(一般型･排対型) 日 ***
TZ3441 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100KVA(一般型･排対型) 日 ***
TZ3442 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125KVA(一般型･排対型) 日 ***
TZ3443 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 150KVA(一般型･排対型) 日 ***
TZ3444 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 200KVA(一般型･排対型) 日 ***
TZ3445 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 250KVA(一般型･排対型) 日 ***
TZ3446 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 300KVA(一般型･排対型) 日 ***
TZ3447 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 350KVA(一般型･排対型) 日 ***
TZ3448 ジェットヒータ賃料 126Mj/h(30100Kcal/h) 日 ***
TZ3455 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20kVA 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ3456 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 25kVA 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ3458 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 35kVA 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ3459 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 60kVA 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ3461 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ3462 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ3475 発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 25kVA 排ｶﾞｽ対策(第3次) 日 ***
TZ4011 トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 吊上能力4.9ｔ吊 日 ***
TZ4018 トラッククレーン賃料（相吊含む) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 吊上能力100ｔ吊 日 ***
TZ4019 トラッククレーン賃料（相吊含む) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 吊上能力120ｔ吊 日 ***
TZ4020 トラッククレーン賃料（相吊含む) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 吊上能力160ｔ吊 日 ***
TZ4021 トラッククレーン賃料（相吊含む) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 吊上能力200ｔ吊 日 ***
TZ4022 トラッククレーン賃料（相吊含む) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 吊上能力360ｔ吊 日 ***
TZ4025 トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 吊上能力550ｔ吊 日 ***
TZ4034 ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無] 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16ｔ吊（一般型･排対型） 日 ***
TZ4035 ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無] 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20ｔ吊（一般型･排対型） 日 ***
TZ4036 ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無] 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊（一般型･排対型） 日 ***
TZ4037 ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無] 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35ｔ吊（一般型･排対型） 日 ***
TZ4038 ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無] 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45ｔ吊（一般型･排対型） 日 ***
TZ4039 ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無] 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50ｔ吊（一般型･排対型） 日 ***
TZ4051 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊（一般型･排対型） 日 ***
TZ4052 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 7.0ｔ吊（一般型･排対型） 日 ***
TZ4053 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10ｔ吊（一般型･排対型） 日 ***
TZ4054 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16ｔ吊（一般型･排対型） 日 ***
TZ4055 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20ｔ吊（一般型･排対型） 日 ***
TZ4056 ラフテレーンクレーン賃料（相吊含む) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊（一般型･排対型） 日 ***
TZ4057 ラフテレーンクレーン賃料（相吊含む) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35ｔ吊（一般型･排対型） 日 ***
TZ4058 ラフテレーンクレーン賃料（相吊含む) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45ｔ吊（一般型･排対型） 日 ***
TZ4059 ラフテレーンクレーン賃料（相吊含む) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50ｔ吊（一般型･排対型） 日 ***
TZ4066 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ4067 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35ｔ吊 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ4069 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50ｔ吊 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ4071 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60ｔ吊 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ4072 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 65ｔ吊 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ4075 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊 排ｶﾞｽ対策(第3次) 日 ***
TZ4081 クローラクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊 日 ***
TZ4082 クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ３５ｔ吊 日 ***
TZ4083 クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ４０ｔ吊 日 ***
TZ4084 クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ５０ｔ吊 日 ***
TZ4085 クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ５５ｔ吊 日 ***
TZ4086 クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ６５ｔ吊 日 ***
TZ4087 クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ８０ｔ吊 日 ***
TZ4088 クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 １００ｔ吊 日 ***
TZ4089 クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 １５０ｔ吊 日 ***
TZ4090 クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ２００ｔ吊 日 ***
TZ4091 クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ２５０ｔ吊 日 ***
TZ4092 クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ３００ｔ吊 日 ***
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TZ4093 クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ４５０ｔ吊 日 ***
TZ5051 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ5054 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16ｔ吊 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ5055 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20ｔ吊 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ5081 クローラクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊 排ｶﾞｽ対策(第2次) 日 ***
TZ5082 クローラクレーン賃料 排ｶﾞｽ対策(第1次) 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ３５ｔ吊 日 ***
TZ5083 クローラクレーン賃料 排ｶﾞｽ対策(第1次) 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ４０ｔ吊 日 ***
TZ5084 クローラクレーン賃料 排ｶﾞｽ対策(第1次) 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ５０ｔ吊 日 ***
TZ5085 クローラクレーン賃料 排ｶﾞｽ対策(第1次) 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ５５ｔ吊 日 ***
TZ5086 クローラクレーン賃料 排ｶﾞｽ対策(第1次) 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ６５ｔ吊 日 ***
TZ5087 クローラクレーン賃料 排ｶﾞｽ対策(第1次) 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ８０ｔ吊 日 ***
TZ5088 クローラクレーン賃料 排ｶﾞｽ対策(第1次) 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 １００ｔ吊 日 ***
TZ5089 クローラクレーン賃料 排ｶﾞｽ対策(第1次) 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 １５０ｔ吊 日 ***
TZ5184 クローラクレーン賃料 排ｶﾞｽ対策(第2次) 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 ５０ｔ吊 日 ***
TZ5281 クローラクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊 排ｶﾞｽ対策(第3次) 日 ***
TZ7011 鋼矢板 本矢板 ２型 供用１日当賃料 １～９０日 t ***
TZ7012 鋼矢板 本矢板 ２型 供用１日当賃料 ９１～１８０日 t ***
TZ7013 鋼矢板 本矢板 ２型 供用１日当賃料１８１～３６０日 t ***
TZ7014 鋼矢板 本矢板 ２型 供用１日当賃料３６１～７２０日 t ***
TZ7015 鋼矢板 本矢板 ２型 供用１日当賃料７２１～１０８０日 t ***
TZ7016 鋼矢板 本矢板 ２型 １現場当修理費損耗費 軽作業 t 5,100
TZ7017 鋼矢板 本矢板 ２型 １現場当修理費損耗費 標準作業 t 8,300
TZ7018 鋼矢板 本矢板 ２型 １現場当修理費損耗費 重作業 t 11,300
TZ7031 鋼矢板 本矢板 ３型 供用１日当賃料 １～９０日 t ***
TZ7032 鋼矢板 本矢板 ３型 供用１日当賃料 ９１～１８０日 t ***
TZ7033 鋼矢板 本矢板 ３型 供用１日当賃料１８１～３６０日 t ***
TZ7034 鋼矢板 本矢板 ３型 供用１日当賃料３６１～７２０日 t ***
TZ7035 鋼矢板 本矢板 ３型 供用１日当賃料７２１～１０８０日 t ***
TZ7036 鋼矢板 本矢板 ３型 １現場当修理費損耗費 軽作業 t 5,100
TZ7037 鋼矢板 本矢板 ３型 １現場当修理費損耗費 標準作業 t 8,300
TZ7038 鋼矢板 本矢板 ３型 １現場当修理費損耗費 重作業 t 11,300
TZ7051 鋼矢板 本矢板 ４型 供用１日当賃料 １～９０日 t ***
TZ7052 鋼矢板 本矢板 ４型 供用１日当賃料 ９１～１８０日 t ***
TZ7053 鋼矢板 本矢板 ４型 供用１日当賃料１８１～３６０日 t ***
TZ7054 鋼矢板 本矢板 ４型 供用１日当賃料３６１～７２０日 t ***
TZ7055 鋼矢板 本矢板 ４型 供用１日当賃料７２１～１０８０日 t ***
TZ7056 鋼矢板 本矢板 ４型 １現場当修理費損耗費 軽作業 t 5,100
TZ7057 鋼矢板 本矢板 ４型 １現場当修理費損耗費 標準作業 t 8,300
TZ7058 鋼矢板 本矢板 ４型 １現場当修理費損耗費 重作業 t 11,300
TZ7071 鋼矢板 本矢板 ５Ｌ型 供用１日当賃料 １～９０日 t ***
TZ7072 鋼矢板 本矢板 ５Ｌ型 供用１日当賃料 ９１～１８０日 t ***
TZ7073 鋼矢板 本矢板 ５Ｌ型 供用１日当賃料１８１～３６０日 t ***
TZ7074 鋼矢板 本矢板 ５Ｌ型 供用１日当賃料３６１～７２０日 t ***
TZ7075 鋼矢板 本矢板 ５Ｌ型 供用１日当賃料７２１～１０８０日 t ***
TZ7076 鋼矢板 本矢板 ５Ｌ型 １現場当修理費損耗費 軽作業 t 5,100
TZ7077 鋼矢板 本矢板 ５Ｌ型 １現場当修理費損耗費 標準作業 t 8,300
TZ7078 鋼矢板 本矢板 ５Ｌ型 １現場当修理費損耗費 重作業 t 11,300
TZ7091 鋼矢板 本矢板 軽量型 供用１日当賃料 １～９０日 t ***
TZ7092 鋼矢板 本矢板 軽量型 供用１日当賃料 ９１～１８０日 t ***
TZ7093 鋼矢板 本矢板 軽量型 供用１日当賃料１８１～３６０日 t ***
TZ7094 鋼矢板 本矢板 軽量型 供用１日当賃料３６１～７２０日 t ***
TZ7095 鋼矢板 本矢板 軽量型 供用１日当賃料７２１～１０８０日 t ***
TZ7096 鋼矢板 本矢板 軽量型 １現場当修理費損耗費 軽作業 t 6,000
TZ7097 鋼矢板 本矢板 軽量型 １現場当修理費損耗費 標準作業 t 9,900
TZ7211 Ｈ形鋼 杭用 ２００型 供用１日当賃料 １～９０日 t ***
TZ7212 Ｈ形鋼 杭用 ２００型 供用１日当賃料 ９１～１８０日 t ***
TZ7213 Ｈ形鋼 杭用 ２００型 供用１日当賃料１８１～３６０日 t ***
TZ7214 Ｈ形鋼 杭用 ２００型 供用１日当賃料３６１～７２０日 t ***
TZ7215 Ｈ形鋼 杭用 ２００型 供用１日当賃料７２１～１０８０日 t 62
TZ7216 Ｈ形鋼 杭用 ２００型 １現場当修理費損耗費 軽作業 t 4,800
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TZ7217 Ｈ形鋼 杭用 ２００型 １現場当修理費損耗費 標準作業 t 7,800
TZ7218 Ｈ形鋼 杭用 ２００型 １現場当修理費損耗費 重作業 t 10,700
TZ7231 Ｈ形鋼 杭用 ２５０型 供用１日当賃料 １～９０日 t ***
TZ7232 Ｈ形鋼 杭用 ２５０型 供用１日当賃料 ９１～１８０日 t ***
TZ7233 Ｈ形鋼 杭用 ２５０型 供用１日当賃料１８１～３６０日 t ***
TZ7234 Ｈ形鋼 杭用 ２５０型 供用１日当賃料３６１～７２０日 t ***
TZ7235 Ｈ形鋼 杭用 ２５０型 供用１日当賃料７２１～１０８０日 t 62
TZ7236 Ｈ形鋼 杭用 ２５０型 １現場当修理費損耗費 軽作業 t 4,800
TZ7237 Ｈ形鋼 杭用 ２５０型 １現場当修理費損耗費 標準作業 t 7,800
TZ7238 Ｈ形鋼 杭用 ２５０型 １現場当修理費損耗費 重作業 t 10,700
TZ7251 Ｈ形鋼 杭用 ３００型 供用１日当賃料 １～９０日 t ***
TZ7252 Ｈ形鋼 杭用 ３００型 供用１日当賃料 ９１～１８０日 t ***
TZ7253 Ｈ形鋼 杭用 ３００型 供用１日当賃料１８１～３６０日 t ***
TZ7254 Ｈ形鋼 杭用 ３００型 供用１日当賃料３６１～７２０日 t ***
TZ7255 Ｈ形鋼 杭用 ３００型 供用１日当賃料７２１～１０８０日 t 62
TZ7256 Ｈ形鋼 杭用 ３００型 １現場当修理費損耗費 軽作業 t 4,800
TZ7257 Ｈ形鋼 杭用 ３００型 １現場当修理費損耗費 標準作業 t 7,800
TZ7258 Ｈ形鋼 杭用 ３００型 １現場当修理費損耗費 重作業 t 10,700
TZ7271 Ｈ形鋼 杭用 ３５０型 供用１日当賃料 １～９０日 t ***
TZ7272 Ｈ形鋼 杭用 ３５０型 供用１日当賃料 ９１～１８０日 t ***
TZ7273 Ｈ形鋼 杭用 ３５０型 供用１日当賃料１８１～３６０日 t ***
TZ7274 Ｈ形鋼 杭用 ３５０型 供用１日当賃料３６１～７２０日 t ***
TZ7275 Ｈ形鋼 杭用 ３５０型 供用１日当賃料７２１～１０８０日 t 62
TZ7276 Ｈ形鋼 杭用 ３５０型 １現場当修理費損耗費 軽作業 t 4,800
TZ7277 Ｈ形鋼 杭用 ３５０型 １現場当修理費損耗費 標準作業 t 7,800
TZ7278 Ｈ形鋼 杭用 ３５０型 １現場当修理費損耗費 重作業 t 10,700
TZ7291 Ｈ形鋼 杭用 ４００型 供用１日当賃料 １～９０日 t ***
TZ7292 Ｈ形鋼 杭用 ４００型 供用１日当賃料 ９１～１８０日 t ***
TZ7293 Ｈ形鋼 杭用 ４００型 供用１日当賃料１８１～３６０日 t ***
TZ7294 Ｈ形鋼 杭用 ４００型 供用１日当賃料３６１～７２０日 t ***
TZ7295 Ｈ形鋼 杭用 ４００型 供用１日当賃料７２１～１０８０日 t 62
TZ7296 Ｈ形鋼 杭用 ４００型 １現場当修理費損耗費 軽作業 t 4,800
TZ7297 Ｈ形鋼 杭用 ４００型 １現場当修理費損耗費 標準作業 t 7,800
TZ7298 Ｈ形鋼 杭用 ４００型 １現場当修理費損耗費 重作業 t 10,700
TZ7411 山留主部材１５０型 供用１日当賃料 1～90日 t 115
TZ7412 山留主部材１５０型 供用１日当賃料 91～180日 t 115
TZ7413 山留主部材１５０型 供用１日当賃料 181～360日 t 100
TZ7414 山留主部材１５０型 供用１日当賃料 361～720日 t 93
TZ7415 山留主部材１５０型 供用１日当賃料 721～1080日 t 85
TZ7431 山留主部材２００型 供用１日当賃料 1～90日 t 115
TZ7432 山留主部材２００型 供用１日当賃料 91～180日 t 115
TZ7433 山留主部材２００型 供用１日当賃料 181～360日 t 100
TZ7434 山留主部材２００型 供用１日当賃料 361～720日 t 93
TZ7435 山留主部材２００型 供用１日当賃料 721～1080日 t 85
TZ7451 山留主部材１５０・２００型 １現場当修理費損耗費 t 7,600
TZ7471 山留主部材２５０～４００型 供用１日当賃料 １～９０日 t ***
TZ7472 山留主部材２５０～４００型 供用１日当賃料 ９１～１８０日 t ***
TZ7473 山留主部材２５０～４００型 供用１日当賃料１８１～３６０日 t ***
TZ7474 山留主部材２５０～４００型 供用１日当賃料３６１～７２０日 t ***
TZ7475 山留主部材２５０～４００型 供用１日当賃料７２１～１０８０日 t ***
TZ7476 山留主部材２５０～４００型 １現場当修理費消耗費 標準作業 t 7,600
TZ7481 副部材 Ａ 供用１日当賃料 １～９０日 t 353
TZ7482 副部材 Ａ 供用１日当賃料 ９１～１８０日 t 329
TZ7483 副部材 Ａ 供用１日当賃料１８１～３６０日 t 301
TZ7484 副部材 Ａ 供用１日当賃料３６１～７２０日 t 266
TZ7485 副部材 Ａ 供用１日当賃料７２１～１０８０日 t 229
TZ7486 副部材 Ａ １現場当修理費消耗費 標準作業 t 8,510
TZ7491 副部材 Ｂ １現場当修理費消耗費 標準作業 t 223,000
TZ7611 覆工板 鋼製（従来型） 供用１月当賃料 ３ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7612 覆工板 鋼製（従来型） 供用１月当賃料 ６ヶ月以下 ㎡ ***
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TZ7613 覆工板 鋼製（従来型） 供用１月当賃料 １２ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7614 覆工板 鋼製（従来型） 供用１月当賃料 ２４ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7615 覆工板 鋼製（従来型） 供用１月当賃料 ２４ヶ月超 ㎡ ***
TZ7616 覆工板 鋼製（従来型） １現場当修理費損耗費 ㎡ 1,350
TZ7621 覆工板 鋼製(補強型) 供用１月当賃料 ３ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7622 覆工板 鋼製(補強型) 供用１月当賃料 ６ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7623 覆工板 鋼製(補強型) 供用１月当賃料 １２ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7624 覆工板 鋼製(補強型) 供用１月当賃料 ２４ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7625 覆工板 鋼製(補強型) 供用１月当賃料 ２４ヶ月超 ㎡ ***
TZ7626 覆工板 鋼製(補強型) １現場当修理費損耗費 ㎡ 1,350
TZ7631 覆工板 鋼製 滑り止め加工付（従来型） 供用１月当賃料 ３ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7632 覆工板 鋼製 滑り止め加工付（従来型） 供用１月当賃料 ６ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7633 覆工板 鋼製 滑り止め加工付（従来型） 供用１月当賃料 １２ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7634 覆工板 鋼製 滑り止め加工付（従来型） 供用１月当賃料 ２４ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7635 覆工板 鋼製 滑り止め加工付（従来型） 供用１月当賃料 ２４ヶ月超 ㎡ ***
TZ7636 覆工板 鋼製 滑り止め加工付（従来型） １現場当修理費損耗費 ㎡ 1,350
TZ7641 覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 供用１月当賃料 ３ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7642 覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 供用１月当賃料 ６ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7643 覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 供用１月当賃料 １２ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7644 覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 供用１月当賃料 ２４ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7645 覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 供用１月当賃料 ２４ヶ月超 ㎡ ***
TZ7646 覆工板 鋼製滑り止め(補強型) １現場当修理費損耗費 ㎡ 1,350
TZ7656 覆工板 コンクリート製（従来型） １現場当修理費損耗費 ㎡ 1,350
TZ7661 覆工板 コンクリート製(補強型) 供用１月当賃料 ３ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7662 覆工板 コンクリート製(補強型) 供用１月当賃料 ６ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7663 覆工板 コンクリート製(補強型) 供用１月当賃料 １２ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7664 覆工板 コンクリート製(補強型) 供用１月当賃料 ２４ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7665 覆工板 コンクリート製(補強型) 供用１月当賃料 ２４ヶ月超 ㎡ ***
TZ7666 覆工板 コンクリート製(補強型) １現場当修理費損耗費 ㎡ 1,350
TZ7811 鋼製マット 厚さ50㎜ 供用１月当賃料 ３ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7812 鋼製マット 厚さ50㎜ 供用１月当賃料 ６ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7813 鋼製マット 厚さ50㎜ 供用１月当賃料 １２ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7814 鋼製マット 厚さ50㎜ 供用１月当賃料 ２４ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7815 鋼製マット 厚さ50㎜ 供用１月当賃料 ２４ヶ月超 ㎡ ***
TZ7816 鋼製マット 厚さ50㎜ １現場当修理費損耗費 ㎡ 600
TZ7831 鋼製マット 厚さ100㎜ 供用１月当賃料 ３ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7832 鋼製マット 厚さ100㎜ 供用１月当賃料 ６ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7833 鋼製マット 厚さ100㎜ 供用１月当賃料 １２ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7834 鋼製マット 厚さ100㎜ 供用１月当賃料 ２４ヶ月以下 ㎡ ***
TZ7835 鋼製マット 厚さ100㎜ 供用１月当賃料 ２４ヶ月超 ㎡ ***
TZ7836 鋼製マット 厚さ100㎜ １現場当修理費損耗費 ㎡ 600
TZ8111 鋼製型枠賃料 １００×１５００㎜ 枚 ***
TZ8112 鋼製型枠賃料 １５０×１５００㎜ 枚 ***
TZ8113 鋼製型枠賃料 ３００×１５００㎜ 枚 ***
TZ8114 鋼製型枠賃料 ３００×１８００㎜ 枚 ***
TZ8131 鋼製型枠賃料(基本料) 100×1500mm 枚 ***
TZ8132 鋼製型枠賃料(基本料) 150×1500mm 枚 ***
TZ8133 鋼製型枠賃料(基本料) 300×1500mm 枚 ***
TZ8134 鋼製型枠賃料(基本料) 300×1800mm 枚 ***
TZ8411 セパレータ Ｂ型 ８×１５０㎜ 本 ***
TZ8412 セパレータ Ｂ型 ９×２００㎜ 本 ***
TZ8413 セパレータ Ｂ型 ９×５００㎜ 本 ***
TZ8414 セパレータ Ｂ型 ９×４００㎜ 本 ***
TZ8711 異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 (鋼製)賃料 ３０ｔ未満 ㎡ ***
TZ8712 異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 (鋼製)賃料 ３０ｔ以上～５０ｔ未満 ㎡ ***
TZ8713 異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 (鋼製)賃料 ５０ｔ以上～８０ｔ未満 ㎡ ***
TZ8714 異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 (ＦＲＰ製)賃料 ３０ｔ未満 ㎡ ***
TZ8715 異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 (直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製)賃料 ３０ｔ未満 ㎡ ***
TZ8716 異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 (直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製)賃料 ３０ｔ～５０ｔ未満 ㎡ ***
TZ8721 テトラポッド製作用ベッド 40t（鋼製）、50t（鋼製） 運搬費含む 基 3,500
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TZ8722 テトラポッド製作用ベッド 64t（鋼製） 運搬費含む 基 4,780
TZ8723 テトラポッド製作用ベッド 80t（鋼製） 運搬費含む 基 6,910
TZ8911 一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠賃料 ３０ｔ～５０ｔ未満 ㎡ ***
TZ8912 一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠賃料 ３０ｔ未満 ㎡ ***
TZ8922 藻場造成礁鋼製型枠賃料 ３０ｔ未満 ㎡ ***
TZ9001 汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）基本料 幅20ｍ×高1ｍ 引張強度1000～2000未満 スパン ***
TZ9002 汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金 幅20ｍ×高1ｍ 引張強度1000～2000未満 日 ***
TZ9003 汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）基本料 幅20ｍ×高2ｍ 引張強度1000～2000未満 スパン ***
TZ9004 汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金 幅20ｍ×高2ｍ 引張強度1000～2000未満 日 ***
TZ9005 汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）基本料 幅20ｍ×高3ｍ 引張強度1000～2000未満 スパン ***
TZ9006 汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金 幅20ｍ×高3ｍ 引張強度1000～2000未満 日 ***
TZ9007 汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）基本料 幅20ｍ×高4ｍ 引張強度1000～2000未満 スパン ***
TZ9008 汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金 幅20ｍ×高4ｍ 引張強度1000～2000未満 日 ***
TZ9009 汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）基本料 幅20ｍ×高5ｍ 引張強度1000～2000未満 スパン ***
TZ9010 汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金 幅20ｍ×高5ｍ 引張強度1000～2000未満 日 ***
TZ9011 汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）基本料 幅20ｍ×高6ｍ 引張強度1000～2000未満 スパン ***
TZ9012 汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金 幅20ｍ×高6ｍ 引張強度1000～2000未満 日 ***
TZ9013 汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）基本料 高1ｍ増の加算額 強度1000～2000未満 ｍ ***
TZ9014 汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金 高1ｍ増の加算額 強度1000～2000未満 ｍ・日 ***
TZ9021 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）基本料 幅20ｍ×高1ｍ 引張強度1000～2000未満 スパン ***
TZ9022 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金 幅20ｍ×高1ｍ 引張強度1000～2000未満 日 ***
TZ9023 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）基本料 幅20ｍ×高2ｍ 引張強度1000～2000未満 スパン ***
TZ9024 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金 幅20ｍ×高2ｍ 引張強度1000～2000未満 日 ***
TZ9025 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）基本料 幅20ｍ×高3ｍ 引張強度1000～2000未満 スパン ***
TZ9026 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金 幅20ｍ×高3ｍ 引張強度1000～2000未満 日 ***
TZ9027 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）基本料 幅20ｍ×高4ｍ 引張強度1000～2000未満 スパン ***
TZ9028 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金 幅20ｍ×高4ｍ 引張強度1000～2000未満 日 ***
TZ9029 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）基本料 幅20ｍ×高5ｍ 引張強度1000～2000未満 スパン ***
TZ9030 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金 幅20ｍ×高5ｍ 引張強度1000～2000未満 日 ***
TZ9031 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）基本料 幅20ｍ×高6ｍ 引張強度1000～2000未満 スパン ***
TZ9032 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金 幅20ｍ×高6ｍ 引張強度1000～2000未満 日 ***
TZ9033 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）基本料 高1ｍ増の加算額 強度1000～2000未満 ｍ ***
TZ9034 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金 高1ｍ増の加算額 強度1000～2000未満 ｍ・日 ***
TZ9041 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）基本料 幅20ｍ×高1ｍ 引張強度2000～3000未満 スパン ***
TZ9042 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）賃貸料金 幅20ｍ×高1ｍ 引張強度2000～3000未満 日 ***
TZ9043 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）基本料 幅20ｍ×高2ｍ 引張強度2000～3000未満 スパン ***
TZ9044 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）賃貸料金 幅20ｍ×高2ｍ 引張強度2000～3000未満 日 ***
TZ9045 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）基本料 幅20ｍ×高3ｍ 引張強度2000～3000未満 スパン ***
TZ9046 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）賃貸料金 幅20ｍ×高3ｍ 引張強度2000～3000未満 日 ***
TZ9047 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）基本料 幅20ｍ×高4ｍ 引張強度2000～3000未満 スパン ***
TZ9048 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）賃貸料金 幅20ｍ×高4ｍ 引張強度2000～3000未満 日 ***
TZ9049 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）基本料 幅20ｍ×高5ｍ 引張強度2000～3000未満 スパン ***
TZ9050 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）賃貸料金 幅20ｍ×高5ｍ 引張強度2000～3000未満 日 ***
TZ9051 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）基本料 幅20ｍ×高6ｍ 引張強度2000～3000未満 スパン ***
TZ9052 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）賃貸料金 幅20ｍ×高6ｍ 引張強度2000～3000未満 日 ***
TZ9053 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）基本料 高1ｍ増の加算額 強度2000～3000未満 ｍ ***
TZ9054 汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）賃貸料金 高1ｍ増の加算額 強度2000～3000未満 ｍ・日 ***
TZ9101 モノレール本機賃料（1ヶ月以内） 45°500kg積（ｶﾞｿﾘﾝ）返納整備費を含まない 台 182,000
TZ9102 モノレール本機賃料（2ヶ月以内） 45°500kg積（ｶﾞｿﾘﾝ）返納整備費を含まない 台 318,000
TZ9103 モノレール本機賃料（3ヶ月以内） 45°500kg積（ｶﾞｿﾘﾝ）返納整備費を含まない 台 437,000
TZ9104 モノレール本機賃料（4ヶ月以内） 45°500kg積（ｶﾞｿﾘﾝ）返納整備費を含まない 台 482,000
TZ9105 モノレール本機賃料（5ヶ月以内） 45°500kg積（ｶﾞｿﾘﾝ）返納整備費を含まない 台 528,000
TZ9106 モノレール本機賃料（6ヶ月以内） 45°500kg積（ｶﾞｿﾘﾝ）返納整備費を含まない 台 573,000
TZ9107 モノレール台車賃料（1ヶ月以内） 45°500kg積 返納整備費を含まない 台 43,500
TZ9108 モノレール台車賃料（2ヶ月以内） 45°500kg積 返納整備費を含まない 台 76,100
TZ9109 モノレール台車賃料（3ヶ月以内） 45°500kg積 返納整備費を含まない 台 104,000
TZ9110 モノレール台車賃料（4ヶ月以内） 45°500kg積 返納整備費を含まない 台 115,000
TZ9111 モノレール台車賃料（5ヶ月以内） 45°500kg積 返納整備費を含まない 台 126,000
TZ9112 モノレール台車賃料（6ヶ月以内） 45°500kg積 返納整備費を含まない 台 137,000
TZ9113 レール・支持台賃料（1ヶ月以内） 45°500kg積 返納整備費を含まない ｍ 2,870
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(00)
コード 名称・規格 単位 摘 要

機械賃料

単 価

TZ9114 レール・支持台賃料（2ヶ月以内） 45°500kg積 返納整備費を含まない ｍ 5,030
TZ9115 レール・支持台賃料（3ヶ月以内） 45°500kg積 返納整備費を含まない ｍ 6,910
TZ9116 レール・支持台賃料（4ヶ月以内） 45°500kg積 返納整備費を含まない ｍ 7,630
TZ9117 レール・支持台賃料（5ヶ月以内） 45°500kg積 返納整備費を含まない ｍ 8,350
TZ9118 レール・支持台賃料（6ヶ月以内） 45°500kg積 返納整備費を含まない ｍ 9,070

賃料-8


