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TP1472 暗渠排水管 内面凹凸シングル管 エルボ９０° φ３００ 個 20,100
TP1475 暗渠排水管 内面凹凸シングル管 エルボ４５° φ３００ 個 11,800
TP1476 暗渠排水管 内面凹凸シングル管 チーズ φ１００×１００ 個 1,540
TP1485 暗渠排水材 ポリエチレン薄肉吸水管 φ50 定尺4m ｍ ***
TP1486 暗渠排水材 ポリエチレン薄肉吸水管 φ60 定尺4m ｍ ***
TP1488 暗渠排水材 ポリエチレン薄肉吸水管 φ75 定尺4m ｍ ***
TP1489 暗渠排水材 ポリエチレン薄肉吸水管 φ100 定尺4m ｍ ***
TP1490 暗渠排水材 水平水甲 ５０㎜ 個 5,620
TP1492 暗渠排水材 水平水甲 ６５㎜ 個 6,690
TP1493 暗渠排水材 水平水甲 ７５㎜ 個 7,850
TP1494 暗渠排水材 水平水甲１００㎜ 個 11,100
TP1495 暗渠排水材 キャップ水甲 ５０㎜ 個 530
TP1497 暗渠排水材 キャップ水甲 ６５㎜ 個 740
TP1498 暗渠排水材 キャップ水甲 ７５㎜ 個 940
TP1499 暗渠排水材 キャップ水甲１００㎜ 個 1,280
TP1500 暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ50 ｍ ***
TP1501 暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ60 ｍ ***
TP1505 蛇篭 径４５㎝ ３．２㎜（＃１０） 網目１３㎝ ｍ ***
TP1506 蛇篭 径４５㎝ ４．０㎜（＃８） 網目１３㎝ ｍ ***
TP1507 蛇篭 径６０㎝ ３．２㎜（＃１０） 網目１３㎝ ｍ ***
TP1508 蛇篭 径６０㎝ ４．０㎜（＃８） 網目１３㎝ ｍ ***
TP1509 蛇篭 径４５㎝ ３．２㎜（＃１０） 網目１５㎝ ｍ ***
TP1510 蛇篭 径４５㎝ ４．０㎜（＃８） 網目１５㎝ ｍ ***
TP1511 蛇篭 径６０㎝ ３．２㎜（＃１０） 網目１５㎝ ｍ ***
TP1512 蛇篭 径６０㎝ ４．０㎜（＃８） 網目１５㎝ ｍ ***
TP1540 かごマット スロープ式（ｔ=３０㎝）全面蓋付 ㎡ ***
TP1541 かごマット スロープ式（ｔ=５０㎝）全面蓋付 ㎡ ***
TP1542 かごマット 多段積式 Ａ－ａ(天端用・全面蓋付) ｍ ***
TP1543 かごマット 多段積式 Ａ－ｂ(１：０．５用・一部蓋付) ｍ ***
TP1544 かごマット 多段積式 Ａ－ｃ(並列用・全面蓋付) ｍ ***
TP1545 かごマット 多段積式 Ｂ－ａ(天端用・全面蓋付) ｍ ***
TP1546 かごマット 多段積式 Ｂ－ｂ(１：０．５用・一部蓋付) ｍ ***
TP1547 かごマット 多段積式 Ｂ－ｃ(並列用・全面蓋付) ｍ ***
TP1548 かごマット 多段積式 Ｃ－ａ(全面蓋付) ｍ ***
TP1549 かごマット 多段積式 Ｃ－ｃ(並列用・全面蓋付) ｍ ***
TP1551 かごマット 多段積式 Ａ－ｂ(１：１．０用・一部蓋付) ｍ ***
TP1552 かごマット 多段積式 Ｂ－ｂ(１：１．０用・一部蓋付) ｍ ***
TP1561 鋼製かご枠（メッキ） 高500×奥行800 ㎡ ***
TP1563 鋼製かご枠（メッキ） 高500×奥行1200 ㎡ ***
TP1566 植生シート（かご枠用） ㎡ ***
TP1597 ワイヤーロープ （Ａ種 ６㎜×２４本） 径９㎜ ｍ 180
TP1599 ワイヤーロープ （Ａ種 ６㎜×２４本） 径１２㎜ ｍ 259
TP1601 ワイヤーロープ （Ａ種 ６㎜×２４本） 径１６㎜ ｍ 389
TP1662 ハイテンションボルト Ｍ２２×７０㎜ Ｆ１０ｔ 組 ***
TP1677 アンカーボルトＬ形 ﾅｯﾄ付き ２５×４００ ㎏ 149
TP1694 鉄釘類 各種 ㎏ ***
TP1710 鉄線類 各種 ㎏ ***
TP1732 薄鉄板 ＃28（0.4㎜）亜鉛鉄板3.39㎏/㎡ ㎡ ***
TP1745 溶接金網 ４．０×１５０×１５０ ㎡ ***
TP1746 溶接金網 ６．０×１５０×１５０ ㎡ ***
TP1747 異形鉄筋金網 ６．０×１５０×１５０ ㎡ *** 8/1新設
TP1751 ラス 菱形 ＃１４ （２．０mm） ５０×５０ ㎡ ***
TP1755 アンカーピン φ１６㎜ L=４００㎜ 本 100
TP1756 アンカーピン Ｄ１６㎜ L=７５０㎜ 本 165
TP1757 アンカーピン φ１６㎜ L=７５０㎜ 本 170
TP1758 アンカーピン φ１６㎜ L=１０００㎜ 本 215
TP1759 アンカーピン φ１９㎜ L=１０００㎜ 本 305
TP1762 アンカーピン φ１９㎜ L=８００㎜ 本 250
TP1765 アンカーピン φ９㎜ L=２００㎜ 本 24
TP1767 アンカーピン Ｄ１０㎜ L=４００㎜ 本 40
TP1768 アンカーピン φ１３㎜ L=５００㎜ 本 81
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