
単価コード 単価名称 規格名称 単位 改定前
R4.7.1
改定単価

単価表
掲載
ページ

備考

Z10101003 洗砂 細目200ｍ3～3000ｍ3 ｍ３ 3

Z002104002 コンクリート用骨材　砂 洗い ｍ３ 3

Z002128001 単粒度砕石 ４号３０－２０ｍｍ ｍ３ 4

Z002128002 単粒度砕石 ５号２０－１３ｍｍ ｍ３ 4

Z002128003 単粒度砕石 ６号１３－５ｍｍ ｍ３ 4

Z002128004 単粒度砕石 ７号５－２．５ｍｍ ｍ３ 4

Z002132001 スクリーニングス ２．５ｍｍ ｍ３ 4

Z006108002 杭丸太（松） ２．０ｍ×１５ｃｍ 本 4

Z006108004 杭丸太（松） ３．０ｍ×１５ｃｍ 本 4

Z006108006 杭丸太（松） ４．０ｍ×１５ｃｍ 本 4

Z006108007 杭丸太（松） ４．０ｍ×１８ｃｍ 本 5

Z006108008 杭丸太（松） ５．０ｍ×１５ｃｍ 本 5

Z006108009 杭丸太（松） ５．０ｍ×１８ｃｍ 本 5

Z001120006 Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００ ２５０×２５０ ｔ 5

Z601240502 Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００
２５０×２５０
小口（１～５ｔ） ｔ 5

Z001120007 Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００ ３００×３００ ｔ 5

Z601240602 Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００
３００×３００
小口（１～５ｔ） ｔ 5

Z001120008 Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００ ３５０×３５０ ｔ 6

Z601240702 Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００
３５０×３５０
小口（１～５ｔ） ｔ 6

Z001120009 Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００ ４００×４００ ｔ 6

Z601240802 Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００
４００×４００
小口（１～５ｔ） ｔ 6

Z6010501 等辺山形鋼（小形）ＳＳ４００ ３×２５×２５ ｔ 6

Z6010502 等辺山形鋼（小形）ＳＳ４００ ３×３０×３０ ｔ 6

Z001130001 等辺山形鋼（小形）ＳＳ４００ ３×４０×４０ ｔ 6

Z001130004 等辺山形鋼（中形）ＳＳ４００ ６×５０×５０ ｔ 6

Z001130005 等辺山形鋼（中形）ＳＳ４００ ６×６５×６５ ｔ 6

Z001130007 等辺山形鋼（中形）ＳＳ４００ ６×７５×７５ ｔ 6

Z001130010 等辺山形鋼（中形）ＳＳ４００ ７×９０×９０ ｔ 6

Z001130011 等辺山形鋼（中形）ＳＳ４００ １０×９０×９０ ｔ 6

Z001130014 等辺山形鋼（中形）ＳＳ４００ １０×１００×１００ ｔ 6

Z001130015 等辺山形鋼（中形）ＳＳ４００ １３×１００×１００ ｔ 6

Z001150001 溝形鋼（中形）ＳＳ４００ ５×７５×４０ ｔ 6

Z001150002 溝形鋼（中形）ＳＳ４００ ５×１００×５０ ｔ 6

Z6012101 鋼管杭
ＳＫＫ４００
長さ６～１２ｍ以下 ｔ 6

Z6012102 鋼管杭
ＳＫＫ４９０
長さ６～１２ｍ以下 ｔ 6

Z001030001 鋼矢板 ＳＹ２９５ ｔ 6

４－１　 鋼材

◇改定内容◇

第１編  実施単価表
第１章  基本単価
第２節   石材

２－１　 砂質土（埋戻用）、再生砂

２－３　 単粒度砕石

２－６　 購入土

第３節   木材

第４節   金属材料
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Z001030005 鋼矢板 SYＷ295 ﾊｯﾄ型(10H､25H、45H) ｔ 6

Z001026001 鋼板（厚板）　（販売） 無規格　１２≦ｔ≦２５ ｔ 7

Z001454001 ひし形金網（亜鉛引き） 径２．０　網目５２（５０） ｍ２ 7

Z6013902 ひし形金網（亜鉛引き） 径３．２　網目５０ ｍ２ 7

Z004100001 アスファルト合材 開粒度アスコン（半たわみ性舗装用）13mm ｔ 20

Z004100002 アスファルト合材 粗粒度アスコン２０ ｔ 21

Z004100003 アスファルト合材 密粒度アスコン２０ ｔ 21

Z004100004 アスファルト合材 密粒度アスコン１３ ｔ 21

Z004100005 アスファルト合材 細粒度アスコン１３ ｔ 21

Z004100009 アスファルト合材 密粒度ギャップアスコン（２０） ｔ 21

Z004100010 アスファルト合材 密粒度ギャップアスコン（１３） ｔ 21

Z004101002 アスファルト合材 再生粗粒度アスコン（２０） ｔ 21

Z004101003 アスファルト合材 再生密粒度アスコン（２０） ｔ 21

Z004101004 アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３） ｔ 21

Z004101005 アスファルト合材 再生細粒度アスコン（１３） ｔ 21

Z004103004
改質アスファルト
密粒アスコン 改質Ⅰ型（２０） ｔ 21

Z004103005
改質アスファルト
密粒アスコン 改質Ⅱ型（２０） ｔ 21

Z004103006
改質アスファルト
粗粒アスコン 改質Ⅰ型（２０） ｔ 21

Z004103008
改質アスファルト
粗粒アスコン 改質Ⅱ型（２０） ｔ 21

Z620020302
改質アスファルト
密粒アスコン 改質Ⅰ型（１３） ｔ 21

Z620020502
改質アスファルト
密粒アスコン 改質Ⅱ型（１３） ｔ 21

Z004106001 アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理材 ｔ 21

Z004120001 アスファルト合材（排水性舗装） ポーラスアスコン（２０） ｔ 21

Z004120002 アスファルト合材（排水性舗装） ポーラスアスコン（１３） ｔ 21

Z6200501 透水性アスコン ｔ 21

Z6231201 転落防止用ネットフェンス
支柱パイプ型  高１.２０ｍ
ビニール被覆線 ｍ 24

Z6231202 転落防止用ネットフェンス
支柱山形型  　高１.２０ｍ
ビニール被覆線 ｍ 24

Z6404001 肥料 粒状固形６：４：３ ｋｇ 30

Z6404002 肥料 固形６：４：３ ｋｇ 30

V100104001 ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管 φ150　ﾔﾘﾄﾘ継手 個 32

V100105003 管枕 φ150　Ｐ=220mm 個 32

Z6417131 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ PV75 個 33

Z6417132 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ PV50 個 33

Z6417321 電力保安通信管
φ100　ｺﾞﾑ輪受口片受曲管
L=1.0m　R=3,5,6,10m 本 33

Z6417322 電力保安通信管
ダクトスリーブ
φ100 個 33

Z6417323 電力保安通信管
ヤリトリ継手
φ100 個 34

Z6417331 ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管
φ150　ｺﾞﾑ輪片受直管
L=5.0m 本 34

Z6417332 ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管
φ150　ｺﾞﾑ輪片受曲管（EB曲管）
L=1.0m　R=5,10m 本 34

第６節   瀝青材料

６－１　 アスファルト混合物

第９節   配管材

９－２　 電線共同溝（管路資材）

第７節   道路・河川付属物

７－３　 防護柵

第８節   造園材料

８－８　 肥料

2



単価コード 単価名称 規格名称 単位 改定前
R4.7.1
改定単価

単価表
掲載
ページ

備考

Z6417333 ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管
ダクトスリーブ
φ150 個 34

Z641738301 PV管
φ50　ｺﾞﾑ輪片受直管
L=5.0m 本 34

Z641738302 PV管
φ75　ｺﾞﾑ輪片受直管
L=5.0m 本 34

Z006730001 スクラップ ヘビーＨ１ ｔ 42

Z6504001 スクラップ ヘビーＨ２ ｔ 42

Z006154001 エポキシ樹脂塗料 下塗り ｋｇ 44

Z006156002 変性エポキシ樹脂塗料 内面用 ｋｇ 44

Z6475001 丸鉄線溶接金網
ＪⅠＳＧ ３５５１
6.0×150×150 ｍ２ 45

Z10311001 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ・ﾌﾟﾗｸﾞ
ｽﾘｰﾌﾞ打込式
ねじ径M12×全長100mm 本 45

Z006702002 軽油 １．２号 Ｌ 45

Z006704001 ガソリン レギュラー Ｌ 45

Z006712001 アセチレンガス ボンベ ｋｇ 46

Z006710001 酸素ガス ボンベ ｍ３ 46

Z004710001 ベントナイト ２５ｋｇ／袋 袋 46

Z6473101 ベントナイト メッシュ２００ ｋｇ 32 37 46

Z13000101 有孔管 φ100 ｍ 46

L002050001 鋼矢板（貸料）不足分弁償金 中古　２型 ｔ 57

L002050002 鋼矢板（貸料）不足分弁償金 中古　３型 ｔ 57

L002050003 鋼矢板（貸料）不足分弁償金 中古　４型 ｔ 57

L002050004 鋼矢板（貸料）不足分弁償金 中古　５型　５Ｌ型 ｔ 57

L002160001 Ｈ形鋼（貸料）不足分弁償金 中古　Ｈ－２００ ｔ 58

L002160002 Ｈ形鋼（貸料）不足分弁償金 中古　Ｈ－２５０ ｔ 59

L002160003 Ｈ形鋼（貸料）不足分弁償金 中古　Ｈ－３００ ｔ 59

L002160004 Ｈ形鋼（貸料）不足分弁償金 中古　Ｈ－３５０ ｔ 59

L002160005 Ｈ形鋼（貸料）不足分弁償金 中古　Ｈ－４００ ｔ 59

L002160006 Ｈ形鋼（貸料）不足分弁償金 中古　Ｈ５９４×３０２ ｔ 59

Z006755001 不足弁償金（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６ ｔ 59

Z006755002 不足弁償金（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８ ｔ 59

Z006755003 不足弁償金（敷鉄板） ２５×１５２４×６０９６ ｔ 59

Q001036003 区画線設置（溶融式）
昼間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受け
る ｍ 69

Q001036006 区画線設置（溶融式）
昼間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受け
る ｍ 69

第10節  鋼道路橋

10－１　スクラップ（控除）

第15節  一般土木資材

第２章  貨物運賃、賃料及び損料
第３節   仮設材賃料

３－１　 鋼矢板賃料

10－３　塗料

第12節  鉄鋼二次製品

第14節  燃料等

第１章  土木工事標準単価【週休2日補正なし】

１－１　 区画線設置（溶融式）

第１節   区画線工

３－２　 Ｈ形鋼仮設賃料

３－４　 敷鉄板貸料

第２編  土木工事標準単価及び市場単価表
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Q001036007 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 69

Q001036008 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ 69

Q001036009 区画線設置（溶融式）
昼間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受け
る ｍ 69

Q001036010 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ 69

Q001036011 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約受ける ｍ 69

Q001036012 区画線設置（溶融式）
昼間　豪雪無　実線45cm　制約著しく受け
る ｍ 69

Q001036025 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無 ｍ 69

Q001036026 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約受ける ｍ 69

Q001036027 区画線設置（溶融式）
昼間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受け
る ｍ 69

Q001036028 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線20cm　制約無 ｍ 69

Q001036029 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線20cm　制約受ける ｍ 69

Q001036030 区画線設置（溶融式）
昼間　豪雪無　破線20cm　制約著しく受け
る ｍ 69

Q001036031 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約無 ｍ 69

Q001036032 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約受ける ｍ 69

Q001036033 区画線設置（溶融式）
昼間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受け
る ｍ 69

Q001036034 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線45cm　制約無 ｍ 70

Q001036035 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線45cm　制約受ける ｍ 70

Q001036036 区画線設置（溶融式）
昼間　豪雪無　破線45cm　制約著しく受け
る ｍ 70

Q001036049 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 ｍ 70

Q001036050 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける ｍ 70

Q001036051 区画線設置（溶融式）
昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受
ける ｍ 70

Q001036052 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ 70

Q001036053 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ 70

Q001036055 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ 70

Q001036056 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ 70

Q001036057 区画線設置（溶融式）
昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受
ける ｍ 70

Q001036058 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ 70

Q001036059 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ 70

Q001036060 区画線設置（溶融式）
昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受
ける ｍ 70

Q001036073 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 ｍ 70

Q001036074 区画線設置（溶融式）
昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約受け
る ｍ 70

Q001036075 区画線設置（溶融式）
昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著し
く受ける ｍ 70

Q001036079 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 70

Q001036080 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ 70

Q001036081 区画線設置（溶融式）
夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受け
る ｍ 70

Q001036082 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ 70

Q001036083 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約受ける ｍ 70

Q001036084 区画線設置（溶融式）
夜間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受け
る ｍ 70

Q001036085 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 70

Q001036086 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ 70

Q001036087 区画線設置（溶融式）
夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受け
る ｍ 70

Q001036088 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ 70

Q001036089 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約受ける ｍ 70

Q001036090 区画線設置（溶融式）
夜間　豪雪無　実線45cm　制約著しく受け
る ｍ 71

Q001036103 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約無 ｍ 71

Q001036105 区画線設置（溶融式）
夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受け
る ｍ 71
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Q001036106 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線20cm　制約無 ｍ 71

Q001036108 区画線設置（溶融式）
夜間　豪雪無　破線20cm　制約著しく受け
る ｍ 71

Q001036109 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線30cm　制約無 ｍ 71

Q001036110 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線30cm　制約受ける ｍ 71

Q001036111 区画線設置（溶融式）
夜間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受け
る ｍ 71

Q001036112 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線45cm　制約無 ｍ 71

Q001036113 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線45cm　制約受ける ｍ 71

Q001036114 区画線設置（溶融式）
夜間　豪雪無　破線45cm　制約著しく受け
る ｍ 71

Q001036128 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける ｍ 71

Q001036129 区画線設置（溶融式）
夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受
ける ｍ 71

Q001036130 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ 71

Q001036131 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ 71

Q001036133 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ 71

Q001036134 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ 71

Q001036135 区画線設置（溶融式）
夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受
ける ｍ 71

Q001036136 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ 71

Q001036137 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ 71

Q001036138 区画線設置（溶融式）
夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受
ける ｍ 71

Q001036151 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 ｍ 71

Q001036152 区画線設置（溶融式）
夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約受け
る ｍ 71

Q001036153 区画線設置（溶融式）
夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著し
く受ける ｍ 71

Q001037022 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約無 ｍ 72

Q001038001 区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約無 ｍ 72

Q001038002 区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約受ける ｍ 72

Q001038003 区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約著しく受ける ｍ 72

Q001054001
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 74

Q001054003
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受け
る ｍ 74

Q001054004
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ 74

Q001054006
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受け
る ｍ 74

Q001054007
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 74

Q001054008
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ 74

Q001054009
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受け
る ｍ 74

Q001054010
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ 74

Q001054011
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約受ける ｍ 74

Q001054012
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　実線45cm　制約著しく受け
る ｍ 74

Q001054025
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 ｍ 74

Q001054027
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受
ける ｍ 74

Q001054028
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ 74

Q001054029
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ 74

Q001054030
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受
ける ｍ 74

Q001054031
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ 74

Q001054032
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ 74

２－１　 区画線設置　非リブ式（溶融式）

１－２　 区画線設置（ペイント式）

１－３　 区画線消去

第２節   高視認性区画線設置工
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Q001054033
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受
ける ｍ 74

Q001054034
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ 74

Q001054035
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ 74

Q001054036
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受
ける ｍ 74

Q001054049
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 74

Q001054050
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ 74

Q001054051
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受け
る ｍ 74

Q001054052
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ 74

Q001054053
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約受ける ｍ 75

Q001054054
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受け
る ｍ 75

Q001054055
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 75

Q001054056
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ 75

Q001054057
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受け
る ｍ 75

Q001054058
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ 75

Q001054059
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約受ける ｍ 75

Q001054060
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　実線45cm　制約著しく受け
る ｍ 75

Q001054073
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 ｍ 75

Q001054074
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける ｍ 75

Q001054075
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受
ける ｍ 75

Q001054076
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ 75

Q001054077
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ 75

Q001054078
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受
ける ｍ 75

Q001054079
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ 75

Q001054080
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ 75

Q001054081
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受
ける ｍ 75

Q001054082
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ 75

Q001054083
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ 75

Q001054084
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受
ける ｍ 75

２－２　 区画線設置　リブ式（溶融式）

Q001055001
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 75

Q001055003
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受け
る ｍ 75

Q001055004
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ 75

Q001055006
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受け
る ｍ 75

Q001055007
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 75

Q001055008
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ 76

Q001055009
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受け
る ｍ 76

Q001055019
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 76

Q001055020
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ 76

Q001055021
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受け
る ｍ 76

Q001055022
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ 76

Q001055023
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約受ける ｍ 76

Q001055024
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受け
る ｍ 76

Q001055025
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 76

Q001055026
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ 76

Q001055027
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受け
る ｍ 76

76２－３　 高視認性区画線消去
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Q001056001 高視認性区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約無 ｍ 76

Q001056002 高視認性区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約受ける ｍ 76

Q001056003 高視認性区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約著しく受ける ｍ 76

Q001501004
橋梁塗装工　新橋素地調整
昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 ｍ２ 76

Q001501005
橋梁塗装工　新橋素地調整
昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受 ｍ２ 76

Q001501006
橋梁塗装工　新橋素地調整
昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 ｍ２ 76

Q001501008
橋梁塗装工　新橋素地調整
昼間 研削材及びケレンかす 制約受 ｍ２ 76

Q001501013
橋梁塗装工　新橋素地調整
夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 ｍ２ 77

Q001501014
橋梁塗装工　新橋素地調整
夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受 ｍ２ 77

Q001501015
橋梁塗装工　新橋素地調整
夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 ｍ２ 77

Q001501016
橋梁塗装工　新橋素地調整
夜間 研削材及びケレンかす 制約無 ｍ２ 77

Q001501017
橋梁塗装工　新橋素地調整
夜間 研削材及びケレンかす 制約受 ｍ２ 77

Q001501018
橋梁塗装工　新橋素地調整
夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 ｍ２ 77

Q001505001
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ 77

Q001505002
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ 77

Q001505003
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ 77

Q001505004
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 ｍ２ 77

Q001505005
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 ｍ２ 77

Q001505006
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 著受 ｍ２ 77

Q001505007
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 ｍ２ 77

Q001505008
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 ｍ２ 77

Q001505009
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 ｍ２ 77

Q001505010
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 ｍ２ 77

Q001505011
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 ｍ２ 77

Q001505012
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 ｍ２ 77

Q001505013
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 ｍ２ 77

Q001505014
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 ｍ２ 78

Q001505015
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 ｍ２ 78

Q001505016
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 ｍ２ 78

Q001505017
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 ｍ２ 78

Q001505018
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 ｍ２ 78

Q001505019
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ 78

Q001505020
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ 78

Q001505021
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ 78

Q001505022
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ 78

Q001505023
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ 78

Q001505024
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ 78

Q001505025
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 ｍ２ 78

Q001505026
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 ｍ２ 78

Q001505027
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 著受 ｍ２ 78

Q001505028
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 ｍ２ 78

Q001505029
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 ｍ２ 78

Q001505030
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 ｍ２ 78

Q001505031
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 ｍ２ 78

Q001505032
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 ｍ２ 78

第３節   橋梁塗装工
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Q001505033
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 ｍ２ 78

Q001505034
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 ｍ２ 78

Q001505035
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 ｍ２ 78

Q001505036
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 ｍ２ 78

Q001505037
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 ｍ２ 78

Q001505038
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 ｍ２ 78

Q001505039
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 ｍ２ 78

Q001505040
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ 78

Q001505041
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ 78

Q001505042
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ 78

Q001507001
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ 79

Q001507002
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ 79

Q001507003
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ 79

Q001507004
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ 79

Q001507005
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ 79

Q001507006
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ 79

Q001507007
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ 79

Q001507008
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ 79

Q001507009
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ 79

Q001507010
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ 79

Q001507011
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ 79

Q001507012
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ 79

Q001507013
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ 79

Q001507014
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ 79

Q001507015
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ 79

Q001507016
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ 79

Q001507017
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ 79

Q001507018
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ 79

Q001507019
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ 79

Q001507020
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ 79

Q001507021
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ 79

Q001507022
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ 79

Q001507023
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ 79

Q001507024
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ 79

Q001507025
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ 79

Q001507026
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ 79

Q001507027
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ 79

Q001507028
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ 79

Q001507029
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ 79

Q001507030
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ 80

Q001507031
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ 80

Q001507032
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ 80

Q001507033
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ 80

Q001507034
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ 80

Q001507035
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ 80

Q001507036
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ 80
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Q001509001
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ 80

Q001509002
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ 80

Q001509003
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ 80

Q001509004
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ 80

Q001509005
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ 80

Q001509006
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ 80

Q001509007
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ 80

Q001509008
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ 80

Q001509009
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ 80

Q001509010
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ 80

Q001509011
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ 80

Q001509012
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ 80

Q001509013
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ 80

Q001509014
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ 80

Q001509015
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ 80

Q001509016
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ 80

Q001509017
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ 80

Q001509018
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ 80

Q001509019
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ 80

Q001509020
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ 80

Q001509021
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ 80

Q001509022
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ 80

Q001509023
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ 81

Q001509024
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ 81

Q001509025
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ 81

Q001509026
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ 81

Q001509027
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ 81

Q001509028
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ 81

Q001509029
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ 81

Q001509030
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ 81

Q001509031
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ 81

Q001509032
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ 81

Q001509033
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ 81

Q001509034
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ 81

Q001509035
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ 81

Q001509036
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ 81

Q001511004 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 ｍ２ 81

Q001511005 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 ｍ２ 81

Q001511006 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 ｍ２ 81

Q001511023 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整研削材及びケレンかす 受 ｍ２ 82

Q001511028 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 ｍ２ 82

Q001511029 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 ｍ２ 82

Q001511030 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 ｍ２ 82

Q001511046 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整研削材及びケレンかす 無 ｍ２ 83

Q001511047 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整研削材及びケレンかす 受 ｍ２ 83

Q001511048 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整研削材及びケレンかす 著受 ｍ２ 83
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Q001513001
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 83

Q001513002
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 83

Q001513003
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 83

Q001513004
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 83

Q001513005
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 83

Q001513006
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 83

Q001513007
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 83

Q001513008
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 83

Q001513009
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 83

Q001513010
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 83

Q001513011
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 83

Q001513012
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 83

Q001513013
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ 83

Q001513014
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ 83

Q001513015
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ 83

Q001513016
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ 83

Q001513017
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ 83

Q001513018
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ 83

Q001513019
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 83

Q001513020
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 83

Q001513021
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 83

Q001513022
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　無 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 83

Q001513023
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　受 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 83

Q001513024
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
昼　著受 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 83

Q001513025
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 83

Q001513026
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 84

Q001513027
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 84

Q001513028
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 84

Q001513029
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 84

Q001513030
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 84

Q001513031
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 84

Q001513032
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 84

Q001513033
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 84

Q001513034
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 84

Q001513035
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 84

Q001513036
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 84

Q001513037
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ 84

Q001513038
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ 84

Q001513039
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ 84

Q001513040
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ 84

Q001513041
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ 84

Q001513042
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ 84

Q001513043
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 84

Q001513044
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 84

Q001513045
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 84

Q001513046
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　無 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 84
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Q001513047
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　受 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 84

Q001513048
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗
夜　著受 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 84

Q001515001
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 84

Q001515002
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 84

Q001515003
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 84

Q001515004
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 84

Q001515005
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 84

Q001515006
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 84

Q001515007
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 85

Q001515008
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 85

Q001515009
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 85

Q001515010
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 85

Q001515011
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 85

Q001515012
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 85

Q001515013
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 85

Q001515014
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 85

Q001515015
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 85

Q001515016
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 85

Q001515017
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 85

Q001515018
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 85

Q001515019
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 85

Q001515020
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 85

Q001515021
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 85

Q001515022
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 85

Q001515023
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 85

Q001515024
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 85

Q001515025
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 85

Q001515026
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 85

Q001515027
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 85

Q001515028
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 85

Q001515029
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 85

Q001515030
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 85

Q001515031
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 85

Q001515032
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 85

Q001515033
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 85

Q001515034
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 85

Q001515035
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 85

Q001515036
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 86

Q001515037
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 86

Q001515038
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 86

Q001515039
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 86

Q001515040
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 86

Q001515041
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 86

Q001515042
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 86

Q001515043
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 86

Q001515044
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 86
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Q001515045
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 86

Q001515046
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 86

Q001515047
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 86

Q001515048
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 86

Q001515049
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 86

Q001515050
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 86

Q001515051
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 86

Q001515052
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 86

Q001515053
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 86

Q001515054
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗
夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 86

Q001517001
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 86

Q001517002
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 86

Q001517003
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 86

Q001517004
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 86

Q001517005
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 86

Q001517006
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 86

Q001517007
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 86

Q001517008
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 86

Q001517009
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 86

Q001517010
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 86

Q001517011
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 87

Q001517012
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 87

Q001517013
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 87

Q001517014
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 87

Q001517015
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 87

Q001517016
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 87

Q001517017
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 87

Q001517018
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 87

Q001517019
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 87

Q001517020
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 87

Q001517021
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 87

Q001517022
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 87

Q001517023
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 87

Q001517024
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 87

Q001517025
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 87

Q001517026
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 87

Q001517027
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 87

Q001517028
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 87

Q001517029
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 87

Q001517030
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 87

Q001517031
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 87

Q001517032
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 87

Q001517033
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 87

Q001517034
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 87

Q001517035
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 87

Q001517036
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 87
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Q001517037
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 87

Q001517038
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 87

Q001517039
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 87

Q001517040
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 88

Q001517041
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 88

Q001517042
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 88

Q001517043
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 88

Q001517044
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 88

Q001517045
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 88

Q001517046
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 88

Q001517047
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 88

Q001517048
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 88

Q001517049
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 88

Q001517050
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 88

Q001517051
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 88

Q001517052
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 88

Q001517053
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 88

Q001517054
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗
夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 88

Q001611001 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 ｍ３ 88

Q001611002 無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 ｍ３ 88

Q001611003 無筋構造物 昼間　機械施工　制約受ける ｍ３ 88

Q001611004 無筋構造物 昼間　人力施工　制約受ける ｍ３ 88

Q001611005 無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ 88

Q001611006 無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ 88

Q001611007 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 ｍ３ 88

Q001611008 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 ｍ３ 88

Q001611009 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受ける ｍ３ 88

Q001611010 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受ける ｍ３ 88

Q001611011 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ 88

Q001611012 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ 88

Q001611013 無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 ｍ３ 89

Q001611014 無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 ｍ３ 89

Q001611015 無筋構造物 夜間　機械施工　制約受ける ｍ３ 89

Q001611016 無筋構造物 夜間　人力施工　制約受ける ｍ３ 89

Q001611017 無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ 89

Q001611018 無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ 89

Q001611019 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 ｍ３ 89

Q001611020 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 ｍ３ 89

Q001611021 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受ける ｍ３ 89

Q001611022 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受ける ｍ３ 89

Q001611023 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ 89

Q001611024 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ 89

Q001381011 ブロック積工 昼間　制約無　手間のみ ｍ２ 89

Q001381012 ブロック積工 昼間　制約受ける　手間のみ ｍ２ 89

第４節   構造物とりこわし工

第５節   コンクリートブロック積工
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Q001381013 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける　手間のみ ｍ２ 89

Q001381014 ブロック積工 夜間　制約無　手間のみ ｍ２ 89

Q001381015 ブロック積工 夜間　制約受ける　手間のみ ｍ２ 89

Q001381016 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける　手間のみ ｍ２ 89

第１節   区画線工

１－１　 区画線設置（溶融式）

Q006036001 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ

Q006036003 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036006 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036007 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ

Q006036008 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ

Q006036009 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036010 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ

Q006036011 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ

Q006036012 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036025 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ

Q006036026 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ

Q006036027 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036028 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 6休 ｍ

Q006036029 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 6休 ｍ

Q006036030 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036031 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ

Q006036032 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ

Q006036033 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036034 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 6休 ｍ

Q006036035 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 6休 ｍ

Q006036036 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036049 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ

Q006036050 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ

Q006036051 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036054 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036055 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ

Q006036056 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ

Q006036057 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036058 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ

Q006036059 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ

Q006036060 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036073 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 6休 ｍ

Q006036074 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 6休 ｍ

Q006036075 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 6休 ｍ

Q006036079 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ

Q006036080 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ

Q006036081 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036082 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ

第２編  土木工事標準単価及び市場単価表
第１章  土木工事標準単価【週休2日：4週6休】【単価表掲載なし】
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Q006036083 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ

Q006036084 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036085 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ

Q006036086 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ

Q006036087 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036088 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ

Q006036089 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ

Q006036090 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036105 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036106 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 6休 ｍ

Q006036107 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 6休 ｍ

Q006036109 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ

Q006036110 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ

Q006036111 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036112 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 6休 ｍ

Q006036113 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 6休 ｍ

Q006036114 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036128 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ

Q006036129 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036131 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ

Q006036132 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036133 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ

Q006036134 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ

Q006036135 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036136 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ

Q006036137 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ

Q006036138 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 6休 ｍ

Q006036151 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 6休 ｍ

Q006036152 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 6休 ｍ

Q006036153 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 6休 ｍ

Q006037019 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ

Q006037020 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ

Q006037022 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ

１－３　 区画線消去

Q006038001 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ

Q006038003 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ

Q006038013 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ

Q006038015 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ

第２節   高視認性区画線設置工

２－１　 区画線設置　非リブ式（溶融式）

Q006054002
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ

Q006054003
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ

Q006054004
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ

Q006054005
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ

Q006054006
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ

１－２　 区画線設置（ペイント式）
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Q006054007
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ

Q006054008
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ

Q006054009
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ

Q006054010
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ

Q006054011
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ

Q006054012
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線45cm　著受 6休 ｍ

Q006054025
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ

Q006054026
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ

Q006054027
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 6休 ｍ

Q006054028
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ

Q006054029
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ

Q006054030
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 6休 ｍ

Q006054031
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ

Q006054032
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ

Q006054033
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 6休 ｍ

Q006054034
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ

Q006054035
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ

Q006054036
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 6休 ｍ

Q006054050
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ

Q006054052
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ

Q006054053
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ

Q006054054
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ

Q006054055
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ

Q006054056
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ

Q006054057
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ

Q006054058
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ

Q006054059
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ

Q006054060
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線45cm　著受 6休 ｍ

Q006054073
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ

Q006054074
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ

Q006054075
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 6休 ｍ

Q006054076
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ

Q006054077
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ

Q006054078
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 6休 ｍ

Q006054079
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ

Q006054080
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ

Q006054081
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 6休 ｍ

Q006054082
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ

Q006054083
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ

Q006054084
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 6休 ｍ

２－２　 区画線設置　リブ式（溶融式）

Q006055002
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ

Q006055003
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ

Q006055004
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ

Q006055005
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ

Q006055006
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ
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Q006055007
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ

Q006055008
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ

Q006055009
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ

Q006055020
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ

Q006055022
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ

Q006055023
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ

Q006055024
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ

Q006055025
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ

Q006055026
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ

Q006055027
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ

２－３　 高視認性区画線消去

Q006056001 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ

Q006056003 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ

Q006056007 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ

Q006056009 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ

第３節   橋梁塗装工

Q006501004 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 6休 ｍ２

Q006501005 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 6休 ｍ２

Q006501006 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 6休 ｍ２

Q006501009 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 6休 ｍ２

Q006501013 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 6休 ｍ２

Q006501014 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 6休 ｍ２

Q006501015 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 6休 ｍ２

Q006501016 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 6休 ｍ２

Q006501017 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 6休 ｍ２

Q006501018 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 6休 ｍ２

Q006505001
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 6休 ｍ２

Q006505002
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 6休 ｍ２

Q006505003
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 6休 ｍ２

Q006505004
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 6休 ｍ２

Q006505005
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 6休 ｍ２

Q006505006
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受6休 ｍ２

Q006505007
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 6休 ｍ２

Q006505008
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 6休 ｍ２

Q006505009
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 6休 ｍ２

Q006505010
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 6休 ｍ２

Q006505011
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 6休 ｍ２

Q006505012
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 6休 ｍ２

Q006505013
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 6休 ｍ２

Q006505014
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 6休 ｍ２

Q006505015
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 6休 ｍ２

Q006505016
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 6休 ｍ２

Q006505017
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 6休 ｍ２

Q006505018
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 6休 ｍ２

Q006505019
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 6休 ｍ２

Q006505020
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 6休 ｍ２
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Q006505021
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 6休 ｍ２

Q006505022
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 6休 ｍ２

Q006505023
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 6休 ｍ２

Q006505024
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 6休 ｍ２

Q006505025
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 6休 ｍ２

Q006505026
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 6休 ｍ２

Q006505027
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受6休 ｍ２

Q006505028
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 6休 ｍ２

Q006505029
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 6休 ｍ２

Q006505030
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 6休 ｍ２

Q006505031
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 6休 ｍ２

Q006505032
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 6休 ｍ２

Q006505033
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 6休 ｍ２

Q006505034
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 6休 ｍ２

Q006505035
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 6休 ｍ２

Q006505036
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 6休 ｍ２

Q006505037
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 6休 ｍ２

Q006505038
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 6休 ｍ２

Q006505039
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 6休 ｍ２

Q006505040
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 6休 ｍ２

Q006505041
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 6休 ｍ２

Q006505042
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 6休 ｍ２

Q006507001
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２

Q006507002
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２

Q006507003
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２

Q006507004
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２

Q006507005
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２

Q006507006
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２

Q006507007
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２

Q006507008
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２

Q006507009
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２

Q006507010
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２

Q006507011
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２

Q006507012
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２

Q006507013
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２

Q006507014
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２

Q006507015
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２

Q006507016
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２

Q006507017
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２

Q006507018
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２

Q006507019
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２

Q006507020
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２

Q006507021
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２

Q006507022
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２

Q006507023
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２

Q006507024
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２
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Q006507025
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２

Q006507026
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２

Q006507027
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２

Q006507028
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２

Q006507029
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２

Q006507030
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２

Q006507031
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２

Q006507032
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２

Q006507033
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２

Q006507034
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２

Q006507035
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２

Q006507036
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２

Q006509001
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２

Q006509002
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２

Q006509003
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２

Q006509004
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２

Q006509005
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２

Q006509006
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２

Q006509007
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２

Q006509008
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２

Q006509009
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２

Q006509010
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２

Q006509011
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２

Q006509012
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２

Q006509013
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２

Q006509014
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２

Q006509015
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２

Q006509016
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２

Q006509017
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２

Q006509018
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２

Q006509019
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２

Q006509020
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２

Q006509021
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２

Q006509022
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２

Q006509023
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２

Q006509024
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２

Q006509025
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２

Q006509026
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２

Q006509027
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２

Q006509028
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２

Q006509029
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２

Q006509030
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２

Q006509031
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２

Q006509032
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２

Q006509033
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２

Q006509034
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２
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Q006509035
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２

Q006509036
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２

Q006511004 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 6休 ｍ２

Q006511005 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 6休 ｍ２

Q006511006 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 6休 ｍ２

Q006511024 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 著受 6休 ｍ２

Q006511028 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 6休 ｍ２

Q006511029 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 6休 ｍ２

Q006511030 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 6休 ｍ２

Q006511046 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 無 6休 ｍ２

Q006511047 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 受 6休 ｍ２

Q006511048 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 著受 6休 ｍ２

Q006513001
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513002
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513003
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513004
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513005
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513006
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513007
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２

Q006513008
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２

Q006513009
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２

Q006513010
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513011
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513012
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513013
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２

Q006513014
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２

Q006513015
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２

Q006513016
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２

Q006513017
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２

Q006513018
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２

Q006513019
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２

Q006513020
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２

Q006513021
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２

Q006513022
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513023
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513024
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513025
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513026
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513027
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513028
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513029
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513030
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513031
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２

Q006513032
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２

Q006513033
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２

Q006513034
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２
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Q006513035
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513036
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513037
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２

Q006513038
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２

Q006513039
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２

Q006513040
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２

Q006513041
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２

Q006513042
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２

Q006513043
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２

Q006513044
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２

Q006513045
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２

Q006513046
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513047
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006513048
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２

Q006515001
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

Q006515002
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

Q006515003
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

Q006515004
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006515005
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006515006
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006515007
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006515008
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006515009
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006515010
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

Q006515011
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

Q006515012
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

Q006515013
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

Q006515014
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

Q006515015
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

Q006515016
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

Q006515017
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

Q006515018
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

Q006515019
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006515020
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006515021
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006515022
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

Q006515023
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

Q006515024
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

Q006515025
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006515026
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006515027
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006515028
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

Q006515029
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

Q006515030
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

Q006515031
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006515032
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

21



単価コード 単価名称 規格名称 単位 改定前
R4.7.1
改定単価

単価表
掲載
ページ

備考

Q006515033
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006515034
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006515035
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006515036
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006515037
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

Q006515038
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

Q006515039
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

Q006515040
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

Q006515041
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

Q006515042
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

Q006515043
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

Q006515044
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

Q006515045
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

Q006515046
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006515047
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006515048
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006515049
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

Q006515050
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

Q006515051
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

Q006515052
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006515053
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006515054
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006517001
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

Q006517002
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

Q006517003
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

Q006517004
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006517005
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006517006
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006517007
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006517008
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006517009
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006517010
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

Q006517011
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

Q006517012
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

Q006517013
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

Q006517014
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

Q006517015
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

Q006517016
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

Q006517017
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

Q006517018
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

Q006517019
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006517020
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006517021
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006517022
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

Q006517023
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

Q006517024
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２
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Q006517025
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006517026
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006517027
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006517028
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

Q006517029
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

Q006517030
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２

Q006517031
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006517032
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006517033
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006517034
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006517035
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006517036
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006517037
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

Q006517038
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

Q006517039
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２

Q006517040
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

Q006517041
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

Q006517042
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２

Q006517043
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

Q006517044
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

Q006517045
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２

Q006517046
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006517047
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006517048
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２

Q006517049
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

Q006517050
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

Q006517051
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２

Q006517052
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006517053
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

Q006517054
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２

第４節   構造物とりこわし工

Q006611001 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 6休 ｍ３

Q006611002 無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 6休 ｍ３

Q006611003 無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 6休 ｍ３

Q006611004 無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 6休 ｍ３

Q006611005 無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３

Q006611006 無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３

Q006611007 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 6休 ｍ３

Q006611008 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 6休 ｍ３

Q006611009 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 6休 ｍ３

Q006611010 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 6休 ｍ３

Q006611011 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３

Q006611012 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３

Q006611013 無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 6休 ｍ３

Q006611014 無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 6休 ｍ３

Q006611015 無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 6休 ｍ３
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Q006611016 無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 6休 ｍ３

Q006611017 無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３

Q006611018 無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３

Q006611019 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 6休 ｍ３

Q006611020 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 6休 ｍ３

Q006611021 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 6休 ｍ３

Q006611022 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 6休 ｍ３

Q006611023 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３

Q006611024 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３

第５節   コンクリートブロック積工

Q006381011 ブロック積工 昼間　制約無 6休　手間のみ ｍ２

Q006381012 ブロック積工 昼間　制約受ける 6休　手間のみ ｍ２

Q006381013 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 6休　手間のみ ｍ２

Q006381014 ブロック積工 夜間　制約無 6休　手間のみ ｍ２

Q006381015 ブロック積工 夜間　制約受ける 6休　手間のみ ｍ２

Q006381016 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 6休　手間のみ ｍ２

第１節   区画線工

１－１　 区画線設置（溶融式）

Q007036002 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ

Q007036003 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036004 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ

Q007036005 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ

Q007036006 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036007 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ

Q007036008 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ

Q007036009 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036010 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ

Q007036011 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ

Q007036012 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036026 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ

Q007036027 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036028 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 7休 ｍ

Q007036030 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036031 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ

Q007036032 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ

Q007036033 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036034 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 7休 ｍ

Q007036035 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 7休 ｍ

Q007036036 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036049 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ

Q007036050 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ

Q007036051 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036052 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ

Q007036053 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ

第２編  土木工事標準単価及び市場単価表
第１章  土木工事標準単価【週休2日：4週7休】【単価表掲載なし】

24



単価コード 単価名称 規格名称 単位 改定前
R4.7.1
改定単価

単価表
掲載
ページ

備考

Q007036054 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036055 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ

Q007036056 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ

Q007036057 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036058 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ

Q007036059 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ

Q007036060 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036073 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 7休 ｍ

Q007036074 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 7休 ｍ

Q007036075 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 7休 ｍ

Q007036079 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ

Q007036080 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ

Q007036081 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036082 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ

Q007036083 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ

Q007036084 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036085 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ

Q007036086 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ

Q007036087 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036088 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ

Q007036089 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ

Q007036090 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036103 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ

Q007036104 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ

Q007036105 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036107 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 7休 ｍ

Q007036108 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036109 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ

Q007036110 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ

Q007036111 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036112 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 7休 ｍ

Q007036113 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 7休 ｍ

Q007036114 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036127 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ

Q007036129 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036130 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ

Q007036131 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ

Q007036133 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ

Q007036134 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ

Q007036135 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036136 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ

Q007036137 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ

Q007036138 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 7休 ｍ

Q007036151 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 7休 ｍ

Q007036152 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 7休 ｍ

Q007036153 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 7休 ｍ
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１－２　 区画線設置（ペイント式）

Q007037023 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ

１－３　 区画線消去

Q007038001 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ

Q007038002 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 7休 ｍ

Q007038013 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ

Q007038015 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ

第２節   高視認性区画線設置工

２－１　 区画線設置　非リブ式（溶融式）

Q007054001
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ

Q007054002
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ

Q007054003
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ

Q007054004
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ

Q007054005
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ

Q007054006
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ

Q007054007
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ

Q007054008
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ

Q007054009
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ

Q007054010
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ

Q007054011
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ

Q007054012
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線45cm　著受 7休 ｍ

Q007054025
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ

Q007054026
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ

Q007054027
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 7休 ｍ

Q007054028
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ

Q007054029
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ

Q007054030
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 7休 ｍ

Q007054031
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ

Q007054032
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ

Q007054033
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 7休 ｍ

Q007054034
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ

Q007054035
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ

Q007054036
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 7休 ｍ

Q007054049
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ

Q007054050
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ

Q007054051
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ

Q007054052
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ

Q007054053
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ

Q007054054
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ

Q007054055
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ

Q007054056
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ

Q007054057
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ

Q007054058
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ

Q007054059
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ

Q007054060
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線45cm　著受 7休 ｍ

Q007054073
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ
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Q007054074
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ

Q007054075
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 7休 ｍ

Q007054076
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ

Q007054077
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ

Q007054078
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 7休 ｍ

Q007054079
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ

Q007054080
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ

Q007054081
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 7休 ｍ

Q007054082
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ

Q007054083
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ

Q007054084
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 7休 ｍ

２－２　 区画線設置　リブ式（溶融式）

Q007055001
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ

Q007055002
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ

Q007055003
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ

Q007055004
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ

Q007055005
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ

Q007055006
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ

Q007055007
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ

Q007055008
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ

Q007055009
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ

Q007055019
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ

Q007055020
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ

Q007055021
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ

Q007055022
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ

Q007055023
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ

Q007055024
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ

Q007055025
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ

Q007055026
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ

Q007055027
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ

２－３　 高視認性区画線消去

Q007056001 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ

Q007056002 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける 7休 ｍ

Q007056007 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ

Q007056009 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ

第３節   橋梁塗装工

Q007501004 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 7休 ｍ２

Q007501005 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 7休 ｍ２

Q007501006 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 7休 ｍ２

Q007501007 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 7休 ｍ２

Q007501008 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 7休 ｍ２

Q007501009 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 7休 ｍ２

Q007501013 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 7休 ｍ２

Q007501014 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 7休 ｍ２

Q007501015 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 7休 ｍ２

Q007501016 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 7休 ｍ２

27



単価コード 単価名称 規格名称 単位 改定前
R4.7.1
改定単価

単価表
掲載
ページ

備考

Q007501018 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 7休 ｍ２

Q007505001
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 7休 ｍ２

Q007505002
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 7休 ｍ２

Q007505003
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 7休 ｍ２

Q007505004
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 7休 ｍ２

Q007505005
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 7休 ｍ２

Q007505006
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受7休 ｍ２

Q007505007
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 7休 ｍ２

Q007505008
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 7休 ｍ２

Q007505009
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 7休 ｍ２

Q007505010
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 7休 ｍ２

Q007505011
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 7休 ｍ２

Q007505012
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 7休 ｍ２

Q007505013
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 7休 ｍ２

Q007505014
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 7休 ｍ２

Q007505015
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 7休 ｍ２

Q007505016
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 7休 ｍ２

Q007505017
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 7休 ｍ２

Q007505018
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 7休 ｍ２

Q007505019
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 7休 ｍ２

Q007505020
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 7休 ｍ２

Q007505021
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 7休 ｍ２

Q007505022
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 7休 ｍ２

Q007505023
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 7休 ｍ２

Q007505024
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 7休 ｍ２

Q007505025
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 7休 ｍ２

Q007505026
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 7休 ｍ２

Q007505027
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受7休 ｍ２

Q007505028
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 7休 ｍ２

Q007505029
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 7休 ｍ２

Q007505030
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 7休 ｍ２

Q007505031
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 7休 ｍ２

Q007505032
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 7休 ｍ２

Q007505033
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 7休 ｍ２

Q007505034
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 7休 ｍ２

Q007505035
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 7休 ｍ２

Q007505036
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 7休 ｍ２

Q007505037
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 7休 ｍ２

Q007505038
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 7休 ｍ２

Q007505039
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 7休 ｍ２

Q007505040
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 7休 ｍ２

Q007505041
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 7休 ｍ２

Q007505042
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 7休 ｍ２

Q007507001
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２

Q007507002
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２

Q007507003
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２
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Q007507004
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２

Q007507005
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２

Q007507006
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007507007
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２

Q007507008
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２

Q007507009
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007507010
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２

Q007507011
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２

Q007507012
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２

Q007507013
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２

Q007507014
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２

Q007507015
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007507016
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２

Q007507017
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２

Q007507018
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007507019
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２

Q007507020
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２

Q007507021
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２

Q007507022
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２

Q007507023
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２

Q007507024
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007507025
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２

Q007507026
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２

Q007507027
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007507028
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２

Q007507029
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２

Q007507030
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２

Q007507031
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２

Q007507032
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２

Q007507033
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007507034
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２

Q007507035
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２

Q007507036
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007509001
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２

Q007509002
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２

Q007509003
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２

Q007509004
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２

Q007509005
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２

Q007509006
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007509007
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２

Q007509008
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２

Q007509009
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007509010
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２

Q007509011
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２

Q007509012
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２

Q007509013
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２
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Q007509014
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２

Q007509015
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007509016
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２

Q007509017
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２

Q007509018
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007509019
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２

Q007509020
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２

Q007509021
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２

Q007509022
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２

Q007509023
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２

Q007509024
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007509025
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２

Q007509026
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２

Q007509027
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007509028
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２

Q007509029
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２

Q007509030
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２

Q007509031
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２

Q007509032
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２

Q007509033
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007509034
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２

Q007509035
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２

Q007509036
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２

Q007511004 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 7休 ｍ２

Q007511005 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 7休 ｍ２

Q007511006 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 7休 ｍ２

Q007511022 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 無 7休 ｍ２

Q007511023 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 受 7休 ｍ２

Q007511024 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 著受 7休 ｍ２

Q007511028 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 7休 ｍ２

Q007511029 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 7休 ｍ２

Q007511030 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 7休 ｍ２

Q007511046 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 無 7休 ｍ２

Q007511048 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 著受 7休 ｍ２

Q007513001
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513002
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513003
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513004
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513005
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513006
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513007
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２

Q007513008
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２

Q007513009
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２

Q007513010
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513011
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513012
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２
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Q007513013
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２

Q007513014
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２

Q007513015
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２

Q007513016
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２

Q007513017
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２

Q007513018
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２

Q007513019
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２

Q007513020
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２

Q007513021
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２

Q007513022
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513023
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513024
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513025
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513026
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513027
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513028
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513029
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513030
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513031
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２

Q007513032
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２

Q007513033
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２

Q007513034
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513035
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513036
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513037
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２

Q007513038
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２

Q007513039
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２

Q007513040
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２

Q007513041
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２

Q007513042
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２

Q007513043
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２

Q007513044
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２

Q007513045
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２

Q007513046
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513047
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007513048
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２

Q007515001
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

Q007515002
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

Q007515003
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

Q007515004
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007515005
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007515006
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007515007
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007515008
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007515009
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007515010
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２
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Q007515011
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

Q007515012
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

Q007515013
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

Q007515014
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

Q007515015
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

Q007515016
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

Q007515017
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

Q007515018
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

Q007515019
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007515020
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007515021
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007515022
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

Q007515023
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

Q007515024
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

Q007515025
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007515026
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007515027
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007515028
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

Q007515029
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

Q007515030
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

Q007515031
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007515032
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007515033
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007515034
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007515035
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007515036
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007515037
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

Q007515038
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

Q007515039
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

Q007515040
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

Q007515041
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

Q007515042
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

Q007515043
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

Q007515044
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

Q007515045
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

Q007515046
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007515047
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007515048
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007515049
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

Q007515050
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

Q007515051
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

Q007515052
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007515053
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007515054
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007517001
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

Q007517002
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２
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Q007517003
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

Q007517004
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007517005
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007517006
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007517007
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007517008
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007517009
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007517010
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

Q007517011
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

Q007517012
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

Q007517013
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

Q007517014
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

Q007517015
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

Q007517016
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

Q007517017
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

Q007517018
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

Q007517019
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007517020
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007517021
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007517022
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

Q007517023
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

Q007517024
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

Q007517025
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007517026
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007517027
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007517028
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

Q007517029
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

Q007517030
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２

Q007517031
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007517032
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007517033
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007517034
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007517035
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007517036
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007517037
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

Q007517038
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

Q007517039
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２

Q007517040
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

Q007517041
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

Q007517042
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２

Q007517043
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

Q007517044
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

Q007517045
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２

Q007517046
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007517047
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２

Q007517048
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２
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Q007517049
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

Q007517050
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

Q007517051
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２

Q007517052
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007517053
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

Q007517054
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２

第４節   構造物とりこわし工

Q007611001 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 7休 ｍ３

Q007611002 無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 7休 ｍ３

Q007611003 無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 7休 ｍ３

Q007611004 無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 7休 ｍ３

Q007611005 無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３

Q007611006 無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３

Q007611007 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 7休 ｍ３

Q007611008 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 7休 ｍ３

Q007611009 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 7休 ｍ３

Q007611010 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 7休 ｍ３

Q007611011 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３

Q007611012 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３

Q007611013 無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 7休 ｍ３

Q007611014 無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 7休 ｍ３

Q007611015 無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 7休 ｍ３

Q007611016 無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 7休 ｍ３

Q007611017 無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３

Q007611018 無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３

Q007611019 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 7休 ｍ３

Q007611020 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 7休 ｍ３

Q007611021 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 7休 ｍ３

Q007611022 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 7休 ｍ３

Q007611023 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３

Q007611024 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３

第５節   コンクリートブロック積工

Q007381011 ブロック積工 昼間　制約無 7休　手間のみ ｍ２

Q007381012 ブロック積工 昼間　制約受ける 7休　手間のみ ｍ２

Q007381013 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 7休　手間のみ ｍ２

Q007381014 ブロック積工 夜間　制約無 7休　手間のみ ｍ２

Q007381015 ブロック積工 夜間　制約受ける 7休　手間のみ ｍ２

Q007381016 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 7休　手間のみ ｍ２

第１節   区画線工

１－１　 区画線設置（溶融式）

Q008036001 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ

Q008036004 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ

Q008036005 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ

Q008036006 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 8休 ｍ

第１章  土木工事標準単価【週休2日：4週8休】【単価表掲載なし】

第２編  土木工事標準単価及び市場単価表
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Q008036007 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ

Q008036008 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ

Q008036009 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036010 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ

Q008036011 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ

Q008036012 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036025 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ

Q008036026 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ

Q008036028 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 8休 ｍ

Q008036029 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 8休 ｍ

Q008036030 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036031 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ

Q008036032 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ

Q008036033 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036034 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 8休 ｍ

Q008036035 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 8休 ｍ

Q008036036 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036049 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ

Q008036050 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ

Q008036051 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036052 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ

Q008036053 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ

Q008036054 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036055 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ

Q008036056 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ

Q008036057 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036058 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ

Q008036059 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ

Q008036060 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036073 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 8休 ｍ

Q008036074 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 8休 ｍ

Q008036075 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 8休 ｍ

Q008036079 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ

Q008036083 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ

Q008036085 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ

Q008036086 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ

Q008036087 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036088 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ

Q008036089 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ

Q008036090 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036104 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ

Q008036107 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 8休 ｍ

Q008036108 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036109 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ

Q008036110 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ

Q008036111 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ
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Q008036112 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 8休 ｍ

Q008036113 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 8休 ｍ

Q008036114 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036127 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ

Q008036128 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ

Q008036130 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ

Q008036131 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ

Q008036132 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036133 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ

Q008036134 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ

Q008036135 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036136 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ

Q008036137 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ

Q008036138 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 8休 ｍ

Q008036151 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 8休 ｍ

Q008036152 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 8休 ｍ

Q008036153 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 8休 ｍ

１－２　 区画線設置（ペイント式）

Q008037007 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ

Q008037009 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ

Q008037025 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ

１－３　 区画線消去

Q008038001 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ

Q008038003 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ

Q008038013 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ

Q008038014 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 8休 ｍ

第２節   高視認性区画線設置工

２－１　 区画線設置　非リブ式（溶融式）

Q008054002
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ

Q008054003
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ

Q008054004
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ

Q008054005
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ

Q008054007
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ

Q008054008
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ

Q008054009
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ

Q008054010
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ

Q008054011
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ

Q008054012
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　実線45cm　著受 8休 ｍ

Q008054025
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ

Q008054026
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ

Q008054028
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ

Q008054029
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ

Q008054030
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 8休 ｍ

Q008054031
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ

Q008054032
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ

Q008054033
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 8休 ｍ
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Q008054034
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ

Q008054035
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ

Q008054036
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 8休 ｍ

Q008054049
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ

Q008054050
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ

Q008054051
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ

Q008054052
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ

Q008054054
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ

Q008054055
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ

Q008054056
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ

Q008054057
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ

Q008054058
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ

Q008054059
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ

Q008054060
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　実線45cm　著受 8休 ｍ

Q008054073
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ

Q008054075
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 8休 ｍ

Q008054076
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ

Q008054077
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ

Q008054078
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 8休 ｍ

Q008054079
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ

Q008054080
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ

Q008054081
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 8休 ｍ

Q008054082
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ

Q008054083
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ

Q008054084
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 8休 ｍ

２－２　 区画線設置　リブ式（溶融式）

Q008055002
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ

Q008055003
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ

Q008055004
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ

Q008055005
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ

Q008055007
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ

Q008055008
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ

Q008055009
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ

Q008055019
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ

Q008055020
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ

Q008055021
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ

Q008055022
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ

Q008055024
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ

Q008055025
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ

Q008055026
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ

Q008055027
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ

２－３　 高視認性区画線消去

Q008056001 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ

Q008056003 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ

Q008056007 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ

Q008056008 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける 8休 ｍ
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第３節   橋梁塗装工

Q008501004 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休 ｍ２

Q008501005 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 8休 ｍ２

Q008501006 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 8休 ｍ２

Q008501007 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 8休 ｍ２

Q008501009 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 8休 ｍ２

Q008501013 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休 ｍ２

Q008501014 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 8休 ｍ２

Q008501015 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 8休 ｍ２

Q008501016 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 8休 ｍ２

Q008501017 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 8休 ｍ２

Q008501018 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 8休 ｍ２

Q008505001
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 8休 ｍ２

Q008505002
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 8休 ｍ２

Q008505003
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 8休 ｍ２

Q008505004
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 8休 ｍ２

Q008505005
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 8休 ｍ２

Q008505006
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受8休 ｍ２

Q008505007
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 8休 ｍ２

Q008505008
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 8休 ｍ２

Q008505009
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 8休 ｍ２

Q008505010
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 8休 ｍ２

Q008505011
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 8休 ｍ２

Q008505012
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 8休 ｍ２

Q008505013
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 8休 ｍ２

Q008505014
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 8休 ｍ２

Q008505015
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 8休 ｍ２

Q008505016
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 8休 ｍ２

Q008505017
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 8休 ｍ２

Q008505018
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 8休 ｍ２

Q008505019
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 8休 ｍ２

Q008505020
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 8休 ｍ２

Q008505021
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 8休 ｍ２

Q008505022
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 8休 ｍ２

Q008505023
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 8休 ｍ２

Q008505024
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 8休 ｍ２

Q008505025
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 8休 ｍ２

Q008505026
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 8休 ｍ２

Q008505027
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受8休 ｍ２

Q008505028
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 8休 ｍ２

Q008505029
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 8休 ｍ２

Q008505030
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 8休 ｍ２

Q008505031
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 8休 ｍ２

Q008505032
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 8休 ｍ２

Q008505033
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 8休 ｍ２

Q008505034
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 8休 ｍ２

38



単価コード 単価名称 規格名称 単位 改定前
R4.7.1
改定単価

単価表
掲載
ページ

備考

Q008505035
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 8休 ｍ２

Q008505036
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 8休 ｍ２

Q008505037
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 8休 ｍ２

Q008505038
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 8休 ｍ２

Q008505039
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 8休 ｍ２

Q008505040
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 8休 ｍ２

Q008505041
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 8休 ｍ２

Q008505042
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 8休 ｍ２

Q008507001
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２

Q008507002
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２

Q008507003
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２

Q008507004
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２

Q008507005
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２

Q008507006
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008507007
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２

Q008507008
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２

Q008507009
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008507010
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２

Q008507011
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２

Q008507012
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２

Q008507013
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２

Q008507014
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２

Q008507015
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008507016
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２

Q008507017
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２

Q008507018
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008507019
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２

Q008507020
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２

Q008507021
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２

Q008507022
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２

Q008507023
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２

Q008507024
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008507025
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２

Q008507026
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２

Q008507027
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008507028
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２

Q008507029
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２

Q008507030
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２

Q008507031
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２

Q008507032
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２

Q008507033
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008507034
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２

Q008507035
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２

Q008507036
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008509001
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２

Q008509002
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２
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Q008509003
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２

Q008509004
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２

Q008509005
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２

Q008509006
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008509007
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２

Q008509008
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２

Q008509009
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008509010
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２

Q008509011
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２

Q008509012
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２

Q008509013
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２

Q008509014
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２

Q008509015
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008509016
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２

Q008509017
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２

Q008509018
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008509019
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２

Q008509020
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２

Q008509021
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２

Q008509022
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２

Q008509023
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２

Q008509024
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008509025
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２

Q008509026
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２

Q008509027
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008509028
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２

Q008509029
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２

Q008509030
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２

Q008509031
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２

Q008509032
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２

Q008509033
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008509034
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２

Q008509035
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２

Q008509036
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２

Q008511004 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 8休 ｍ２

Q008511005 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 8休 ｍ２

Q008511006 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 8休 ｍ２

Q008511022 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 無 8休 ｍ２

Q008511024 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 著受 8休 ｍ２

Q008511028 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 8休 ｍ２

Q008511029 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 8休 ｍ２

Q008511030 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 8休 ｍ２

Q008511046 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 無 8休 ｍ２

Q008511047 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 受 8休 ｍ２

Q008511048 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 著受 8休 ｍ２

Q008513001
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２
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Q008513002
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513003
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513004
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513005
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513006
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513007
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２

Q008513008
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２

Q008513009
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２

Q008513010
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513011
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513012
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513013
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２

Q008513014
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２

Q008513015
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２

Q008513016
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２

Q008513017
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２

Q008513018
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２

Q008513019
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２

Q008513020
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２

Q008513021
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２

Q008513022
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513023
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513024
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513025
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513026
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513027
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513028
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513029
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513030
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513031
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２

Q008513032
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２

Q008513033
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２

Q008513034
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513035
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513036
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513037
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２

Q008513038
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２

Q008513039
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２

Q008513040
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２

Q008513041
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２

Q008513042
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２

Q008513043
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２

Q008513044
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２

Q008513045
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２

Q008513046
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008513047
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２
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Q008513048
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２

Q008515001
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

Q008515002
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

Q008515003
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

Q008515004
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008515005
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008515006
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008515007
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008515008
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008515009
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008515010
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

Q008515011
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

Q008515012
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

Q008515013
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

Q008515014
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

Q008515015
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

Q008515016
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

Q008515017
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

Q008515018
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

Q008515019
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008515020
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008515021
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008515022
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

Q008515023
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

Q008515024
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

Q008515025
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008515026
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008515027
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008515028
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

Q008515029
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

Q008515030
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

Q008515031
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008515032
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008515033
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008515034
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008515035
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008515036
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008515037
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

Q008515038
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

Q008515039
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

Q008515040
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

Q008515041
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

Q008515042
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

Q008515043
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

Q008515044
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

Q008515045
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２
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Q008515046
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008515047
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008515048
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008515049
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

Q008515050
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

Q008515051
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

Q008515052
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008515053
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008515054
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008517001
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

Q008517002
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

Q008517003
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

Q008517004
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008517005
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008517006
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008517007
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008517008
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008517009
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008517010
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

Q008517011
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

Q008517012
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

Q008517013
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

Q008517014
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

Q008517015
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

Q008517016
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

Q008517017
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

Q008517018
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

Q008517019
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008517020
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008517021
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008517022
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

Q008517023
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

Q008517024
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

Q008517025
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008517026
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008517027
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008517028
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

Q008517029
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

Q008517030
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２

Q008517031
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008517032
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008517033
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008517034
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008517035
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008517036
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008517037
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２
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Q008517038
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

Q008517039
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２

Q008517040
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

Q008517041
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

Q008517042
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２

Q008517043
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

Q008517044
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

Q008517045
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２

Q008517046
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008517047
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008517048
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２

Q008517049
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

Q008517050
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

Q008517051
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２

Q008517052
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008517053
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

Q008517054
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２

第４節   構造物とりこわし工

Q008611001 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 8休 ｍ３

Q008611002 無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 8休 ｍ３

Q008611003 無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 8休 ｍ３

Q008611004 無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 8休 ｍ３

Q008611005 無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３

Q008611006 無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３

Q008611007 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 8休 ｍ３

Q008611008 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 8休 ｍ３

Q008611009 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 8休 ｍ３

Q008611010 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 8休 ｍ３

Q008611011 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３

Q008611012 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３

Q008611013 無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 8休 ｍ３

Q008611014 無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 8休 ｍ３

Q008611015 無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 8休 ｍ３

Q008611016 無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 8休 ｍ３

Q008611017 無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３

Q008611018 無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３

Q008611019 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 8休 ｍ３

Q008611020 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 8休 ｍ３

Q008611021 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 8休 ｍ３

Q008611022 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 8休 ｍ３

Q008611023 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３

Q008611024 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３

第５節   コンクリートブロック積工

Q008381011 ブロック積工 昼間　制約無 8休　手間のみ ｍ２

Q008381012 ブロック積工 昼間　制約受ける 8休　手間のみ ｍ２

Q008381013 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 8休　手間のみ ｍ２
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Q008381014 ブロック積工 夜間　制約無 8休　手間のみ ｍ２

Q008381015 ブロック積工 夜間　制約受ける 8休　手間のみ ｍ２

Q008381016 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 8休　手間のみ ｍ２

Q001530005 伸縮装置工　新設 軽量型 ｍ 99

Q001530006 伸縮装置工　新設 普通型 ｍ 99

Q001532001 伸縮装置工　補修 １車線　軽量型 ｍ 99

Q001532002 伸縮装置工　補修 ２車線　軽量型 ｍ 99

Q001532003 伸縮装置工　補修 １車線　普通型 ｍ 99

Q001532004 伸縮装置工　補修 ２車線　普通型 ｍ 99

Q001598019 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０１ ｍ２ 100

Q001598020 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０２ ｍ２ 100

Q001598021 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０３ ｍ２ 100

Q001598022 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０４ ｍ２ 100

Q001598023 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０１ ｍ２ 100

Q001598024 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０２ ｍ２ 100

Q001598025 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０３ ｍ２ 100

Q001598026 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０４ ｍ２ 100

Q001598027 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０１ ｍ２ 100

Q001598028 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０２ ｍ２ 100

Q001598029 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０３ ｍ２ 100

Q001598030 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０４ ｍ２ 100

Q001598031 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－４０１ ｍ２ 100

Q001598032 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－４０２ ｍ２ 100

Q001598033 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－５０１ ｍ２ 100

Q001598034 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－５０２ ｍ２ 100

Q001598035 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－６０１ ｍ２ 100

Q001598036 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－６０２ ｍ２ 100

Q001234003 道路標識設置工　加算額 アンカーボルト材料 ｋｇ 105

Q001234007 道路標識設置工　加算額 取付金具材料 段 105

Z6800021
成果検定料
２級基準点測量 手簿 点 115

Z6800022
成果検定料
２級基準点測量 トータルステーション 点 115

Z6800023
成果検定料
２級基準点測量 GNSS 点 115

Z6800031
成果検定料
３級基準点測量 手簿 点 115

Z6800034
成果検定料
３級基準点測量 トータルステーション（150点未満） 点 115

Z6800035
成果検定料
３級基準点測量 トータルステーション（150点以上） 点 115

Z6800037
成果検定料
３級基準点測量 GNSS（150点未満） 点 115

Z6800038
成果検定料
３級基準点測量 GNSS（150点以上） 点 115

第２章  工事市場単価
第５節   橋梁付属物工

第３編  委託設計単価表
第２節   測量業務

２－１　 測量業務成果検定料

第７節  薄層カラー舗装工

７－３　樹脂系すべり止め舗装工

第９節  道路標識設置工

９－10　加算額
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Z6800044
成果検定料
４級基準点測量 トータルステーション（200点未満） 点 115

Z6800051
成果検定料
基準点復旧測量 移転、GNSS、トータルステーション 点 115

Z6800052
成果検定料
基準点復旧測量 移転、手簿 点 115

Z6800111
成果検定料
１級水準測量 データコレクター ｋｍ 115

Z6800112
成果検定料
１級水準測量 手簿 ｋｍ 115

Z6800121
成果検定料
２級水準測量 データコレクター ｋｍ 115

Z6800122
成果検定料
２級水準測量 手簿 ｋｍ 115

Z6800131
成果検定料
３級水準測量 データコレクター ｋｍ 115

Z6800132
成果検定料
３級水準測量 手簿 ｋｍ 116

Z6800141
成果検定料
４級・簡易水準測量 データコレクター ｋｍ 116

Z6800142
成果検定料
４級・簡易水準測量 手簿 ｋｍ 116

Z6800161
成果検定料
水準点復旧測量 移転、固定法・直接法 点 116

Z6800163
成果検定料
水準点復旧測量 再設 点 116

Z6800211
成果検定料
基準点復旧測量

座標変換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを利用した座標変換、地域
毎に適合した座標変換ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる座標変換 点 116

Z6800212
成果検定料
基準点復旧測量

設置当時の観測値を用いた改算による座標変更

（TS,GPS） 点 116

Z6800213
成果検定料
基準点復旧測量

座標補正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを利用した座標補正、
標高補正 点 116

Z6800221
成果検定料
水準点復旧測量 旧観測値を用いた平均計算による成果改定 点 116

第１章  基本単価
第１節　マンホール

　１－５　組立楕円マンホール

Z21000301 管取付け壁 (600×900)×600 個 121

Z21000302 管取付け壁 (600×900)×900 個 121

Z21000501 底版 組立楕円用 個 121
　１－８　硬質塩化ビニル製小型マンホール

Z21100403 起点
(KT)　ｺﾞﾑ輪受口
ﾏﾝﾎｰﾙ径φ300-本管径φ150 個 123

Z21100402 中間点　　　　　ストレート
(ST)　ｺﾞﾑ輪受口
ﾏﾝﾎｰﾙ径φ300-本管径φ150 個 123

Z21100501
屈曲点（90°75°60°45°30°
15°）

(90,75,60,45,30,15L)　ｺﾞﾑ輪受口
ﾏﾝﾎｰﾙ径φ300-本管径φ150 個 123

　１－１０　マンホールふた

Z20100205 マンホールふた及び受枠
ｵﾌﾟｼｮﾝ類
ロック付転落防止用梯子 組 125

第１１節   その他

Z20400801 注入薬剤 懸濁型無機（瞬結タイプ） ㍑ 141

Z20400802 注入薬剤 溶液型無機（瞬結タイプ） ㍑ 141

Z20400811 注入薬剤 懸濁型無機（中結タイプ） ㍑ 141

Z20400812 注入薬剤 溶液型無機（中結タイプ） ㍑ 141

Z28001701 電線損料 600V　SV22-3Ｃ ｍ 141
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