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コード 名称・規格 単位 摘 要

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 ***
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 ***
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 ㎏ *** 3/1廃止
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 ㎏ ***
TP2119 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 3種1号） 溶融(粉体)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有15~18%黄 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ ㎏ *** 3/1新設
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 ***
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 ***
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 ㎏ ***
TP2148 バイブラライン 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ㎏ ***
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 *** 6/1単価改定
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 *** 6/1単価改定
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 ***

共通資材

単 価

共通-7


