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令和３年度

土木工事資材等単価表
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令和４年　１月（改定）

　令和３年１０月（改定）

横 浜 市 道 路 局

令和３年　４月（設定）

９月の臨時改定は、資材規格 鋼材（１から６ページ）の改定となっています。



　なお、本単価表に掲載されている資材単価は、個別に指定があるものを除き、現着単価になります。

（採用例）

　①　「月刊建設物価（ｗｅｂ含む）」及び「月刊積算資料（別冊もしくは電子版含む）」

　②　「土木コスト情報」及び「土木施工単価」

　③　「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価（web版）」

　　　　（例１）A材料における単価の設定

　　　　　建設物価掲載単価　　　92.0円（有効２桁）

　　　　　積算資料掲載単価　　　90.5円（有効３桁）

　　　　（例２）B材料における単価の設定

　　　　　建設物価掲載単価　　9,100円（有効２桁）

　　　　　積算資料掲載単価　　9,000円（有効１桁）

　　３）一方の物価資料のみ単価の掲載がある場合における設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに１円未満を切捨てています。

　　１）両方の物価資料の掲載単価を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ１円未満は切捨てています。

B材料設定単価　　（9,100＋9,000）／２＝9,050円（有効３桁）

　　２）両方の物価資料において掲載単価の有効桁数が異なる場合は、有効桁数が多い方を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、両方の物価資料における
　　　 掲載単価の有効桁数がいずれも３桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を３桁としています。

A材料設定単価　　（92＋90.5）／２＝91.25≒91円（有効３桁未満かつ１円未満切捨て）

１０月改定　→　「物価資料」　①　９月号　　　②　夏号　　  ③　夏号

　１月改定　→　「物価資料」　①１２月号　　　②　秋号　　  ③　秋号

（３）それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は、【横浜 → 神奈川 → 東京 → 関東 → 全国】です。

（４）両方の物価資料に単価の掲載があるものは、平均値を採用しています。また、一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その単価を採用しています。

（５）設定単価の端数処理は原則、次のとおり行っています。

（２）９月の臨時改定は、資材規格　鋼材（１から６ページ）の改定で、「月刊建設物価」､「web建設物価」、「月刊積算資料」､「積算資料（別冊もしくは電子版）」の

　　　８月号の単価を採用しています。　この単価表に記載のない資材等は令和３年度７月単価を適用します。

３．物価資料から設定した単価について

（１）設定又は改定する月の単価は、その前月号又は前季号の単価を採用しています。

　４月設定　→　「物価資料」　①　３月号　　　②　冬号　　　③　冬号

　７月改定　→　「物価資料」　①　６月号　　　②　春号　　　③　春号

　物価資料から設定した単価は、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会が著作権を保有しているため、単価は掲載していません（「グレー網掛」表示）。物価資料を参
照してください。また、単価が「-」と表示されている資材は、価格調査時点の取引事例が少なく単価の設定が行えなかった資材です。

１．はじめに

　この「土木工事資材等単価表」（以下、「単価表」という。）は、横浜市道路局が発注する土木工事の積算に用いる資材単価等の一覧表です。

２．単価表について

　本単価表及びここに掲載のない「土木工事標準単価・市場単価」は、次の単価によって構成されています。

（１）「月刊建設物価」､「web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（（一財）建設物価調査会刊行）及び「月刊積算資料」､「積算資料（別冊もしくは電子版）」、「季刊土木
　　　施工単価」（（一財）経済調査会刊行）（以下、「物価資料」という。）から設定した単価

（２）市の指定単価



　　４）物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行う場合若しくは複数の掲載単価を組み合わせる場合における設定単価は、１)から３)によらず次のとおり行っています。

　　　　（例３）C材料における単価の設定（単価換算を行う場合）

　　　　　建設物価掲載単価　　　 1,050円（有効３桁）

　　　　　　　　　　　補正後単価　　1,050÷3.66＝286.88円（小数第３位以下切捨て）

　　　　　積算資料掲載単価　　　 1,040円（有効３桁）

　　　　　　　　　　　補正後単価　　1,040÷3.66＝284.15円（小数第３位以下切捨て）

　　　　（例４）D賃料における単価の設定（長期割引補正を行う場合）

　　　　　建設物価掲載単価　　　70,500円（有効３桁）

　　　　　　　　　　　補正後単価　　70,500×0.65＝45,825円

　　　　　積算資料掲載単価　　　72,500円（有効３桁）

　　　　　　　　　　　補正後単価　　72,500×0.65＝47,125円

　　　　（例５）E材料における単価の設定（複数の単価を組み合わせる場合）

　　　　　建設物価掲載単価　　7,800円（本体、付属品を含む単価、有効２桁）

　　　　　積算資料掲載単価　　6,800円（本体、有効３桁）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,350円（付属品、有効３桁）

　　　　　積算資料補正後単価　　6,800＋1,350＝8,150円

（６） ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を採用しています。

（７） 以上によらない特殊な方法により単価設定を行っている場合には、別紙「注意事項」に詳細を掲載しています。

E材料設定単価　　（7,800＋8,150）／２＝7,970円（有効３桁未満切捨て）

　　　① 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行った後の単価若しくは複数の掲載単価を組み合わせた単価（以下、「補正後単価」という。）は、小数第２位
　　　　　（小数第３位以下切捨て）まで算出しています。

　　　② 両方の物価資料に単価の掲載があるものは、両方の補正後単価（又は一方の補正後単価及び一方の掲載単価）の平均値を採用しています。 この場合の設定
　　　　　単価は物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ１円未満は切捨てています。

　　　③ 両方の物価資料の各掲載単価において有効桁数が異なる場合は、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数を設定単価の有効桁数として採用しています。
           ただし、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数が３桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を３桁としています。

C材料設定単価　　（286.88＋284.15）／２＝285円（有効３桁未満かつ１円未満切捨て）

D賃料設定単価　　（45,825＋47,125）／２＝46,400円（有効３桁未満切捨て）

（４）積算への適用は原則として設定及び改定月以降に積算する工事とします。

（５）設計図書の「個別登録単価表」にある単価は、個別登録単価表の単価を優先します。

　　　④ 一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その補正後単価を採用しています。このときの設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに１円未満を
           切捨てています。

４．その他

（１）この土木工事資材等単価表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。

（２）当単価表は横浜市ホームページの土木工事資材等単価表に掲載しています。

（３）単価等に訂正又は改定があった場合は横浜市ホームページの道路局技術監理課からのお知らせに掲載します。



５．本単価表の見方

4月 7月 10月 1月 都市 P 都市 P

鋼材 Z001030001 鋼矢板 SY295 U形Ⅱ、Ⅱw、Ⅲ、Ⅲw、Ⅳ、Ⅳw型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z100022784 鋼矢板 SY295 U形、ⅤL、ⅥL型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z100020002 鋼矢板 SY295 直線形 FL型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z100020003 鋼矢板 SY295 直線形 FXL型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z001030003 鋼矢板 SYW295 U形Ⅱ、Ⅱw、Ⅲ、
Ⅲw、Ⅳ、Ⅳw型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z100022785 鋼矢板 SYW295 U形、ⅤL、ⅥL型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z001030006 鋼矢板 SYW295 ﾊｯﾄ形
10H、25H、45H t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z001030008 鋼矢板 SYW295 ハット型（50H） t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z100021100 鋼矢板 SYW295 直線形 FL型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z100021101 鋼矢板 SYW295 直線形 FXL型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生コンクリート（普通） 18-8  水ｾﾒﾝﾄ比60%以下 ｍ3 掲載 横浜 0303017004 横浜 150 3 注１

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010009 生コンクリート（普通） 21-8  水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 ｍ3 掲載 横浜 0303017408 横浜 150 3 注１

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010017 生コンクリート（普通） 24-8  水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 ｍ3 掲載 横浜 0303017806 横浜 150 3 注１

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010028 生コンクリート（普通） 30-8  水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 ｍ3 掲載 横浜 0303018208 横浜 150 4 注１

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010034 生コンクリート（普通） 40-8  水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 ｍ3 掲載 横浜 150 - 注１

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010002 生コンクリート（普通） 18-12  水ｾﾒﾝﾄ比60%以下 ｍ3 掲載 横浜 0303017022 横浜 150 3 注１

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010003 生コンクリート（普通） 18-15  水ｾﾒﾝﾄ比60%以下 ｍ3 掲載 横浜 0303017032 横浜 150 3 注１

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010010 生コンクリート（普通） 21-12  水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 ｍ3 掲載 横浜 0303017426 横浜 150 3 注１

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010011 生コンクリート（普通） 21-15  水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 ｍ3 掲載 横浜 0303017434 横浜 150 3 注１

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010018 生コンクリート（普通） 24-12  水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 ｍ3 掲載 横浜 0303017822 横浜 150 3 注１

アスファルト混合物 Z004100003 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (20) t 掲載 横浜 211 横浜 319 3 注１

アスファルト混合物 Z004100004 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (13) t 掲載 横浜 211 横浜 319 3 注１

アスファルト混合物 Z004100009 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｷﾞｬﾌﾟｱｽｺﾝ（20） t 掲載 横浜 1103042050 - 注１

アスファルト混合物 Z004100010 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｷﾞｬﾌﾟｱｽｺﾝ（13） t 掲載 横浜 1103042060 - 注１

アスファルト混合物 Z004103005 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型(20)DS3000 t 指定 13,600 注１

アスファルト混合物 Z004100002 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (20) t 掲載 横浜 211 横浜 319 3 注１

アスファルト混合物 Z004103008 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型(20)DS5000 t 指定 13,400 注１

アスファルト混合物 Z004120002 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄH型(13) t 掲載 横浜 211 横浜 319 3 注１

アスファルト混合物 Z100022629 半たわみ性舗装用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 0 t 指定 11,000 注１

アスファルト混合物 Z100022681 半たわみ性舗装用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅠ型 t 指定 14,000 注１

アスファルト混合物 Z100022682 半たわみ性舗装用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 t 指定 14,100 注１

アスファルト混合物 Z100022019 超重交通用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型(20) t 指定 20,200 注１

アスファルト混合物 Z100022021 ねじれ抵抗性改善型排水性混合物 (13) t 指定 27,400 注１

アスファルト混合物 Z004100005 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (13) t 掲載 横浜 211 横浜 319 3 注１

備考
注意
事項

出典
単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

積算資料および
土木施工単価 端数処理

有効桁数
資材名称 単価コード 名称 規格 単位

●資材名称

資材品目による分類

●単価コード

市で使用している積算システムに

おける単価コード

●出典

単価の出典元

・指定：市による指定単価

・掲載：物価資料から設定した単価

●物価資料

・建設物価、積算資料の掲載ページ及び採用都市名

・建設物価のＰ欄に「分類コード(10桁)」と記載されている

場合は、Ｗｅｂ建設物価によります。

・積算資料のＰ欄に「別冊○○」と記載されている場合は、

積算資料電子版もしくは積算資料別冊によります。

●端数処理有効桁数

・両物価資料掲載単価を平均処理する場合の採用有効桁数です。

・有効桁数未満切捨て後に小数点以下の数値が生じる場合は、

更に円止め切捨てをしています。

【例】「３」が記載されていた場合

（1,230+1,260）/2＝1,245 →1,240円

（35.5+35.0）/2＝35.25 →35円

・一方の物価資料のみから設定した単価は「-」と記載していま

す。この場合、有効桁数による端数処理は行わず、円止め切

捨てのみ行っています。

●注意喚起欄

・適用にあたっての注

意事項がある場合に

記載しています。

注１→注意事項１



目次
項目 資材等名称 ページ 項目 資材等名称 ページ

資材費 鋼材 1 建設廃材等処理料 建設廃材等処理料 51
金物 7 機械損料等 建設機械消耗部品損耗費 52
セメント 7 仮設材賃料 56
生コンクリート 7 建設機械賃料 62
石材 8 建設機械損料 68
木材 9 鋼道路橋上部工用単価 鋼橋用資材費 68
土のう 9 橋梁用鋼材 72
塗料 9 市内施工単価（材工共） 排水性トップコート工 76
アスファルト混合物 11 遮熱性舗装工 76
瀝青材、目地材 12 保水性舗装の保水材注入工 76
クラック防止シート 13 プレコートチップを用いた明色舗装工 76
排水用導水管 13 溶融噴射式路面カラー塗装工 77
道路標識類 13 異形棒鋼フレアー溶接工 77
道路用材 14 コンクリート剥落防止工 78
道路用コンクリート製品 16 橋名表示等の塗装及びカッティングシート工 78
境界標杭 19 小型路面切削機による路面切削工 79
硬質塩化ビニル管 19 貼付式路面表示シート設置工 79
接着剤 23 自転車マーク設置工 80
推進管 24 自転車通行帯路面標示設置工 80
ヒューム管 29 自転車駐車場利用案内板設置工 80
ポラコンパイプ 32 エアースコップ掘削工 80
組立式マンホール 32 透水性防根シート敷設工 80
集水桝・雨水桝 35 樹木養生工 80
鉄線かご 36 埋戻工（街路樹） 80
コンクリートブロック 37 街路樹診断業務 81
植生・造園資材 37 委託共通単価 環境測定分析費（土砂検定費） 81
コンクリート型枠用合板 38 地質調査業務 82
電気設備用材 38 測量業務 86
吸出防止材 49 工場製作品単価 90
硬質塩化ビニル管（水抜管） 49 注意事項 注意事項１ 93
スパイラルダクト 49 注意事項２ 97
燃料、ガス、水 49 注意事項３ 98
河川工事用資材 50
橋梁補強・補修資材 50

今回の掲載は、鋼

材（１から６ページ）



令和３年度土木工事資材等単価表（９月臨時改定）

4月 7月 9月 10月 都市 P 都市 P

鋼材 Z001102022 鉄筋用丸鋼 SR235 φ9mm t 掲載 横浜 0501022209 東京 25 3 注１

鋼材 Z001102023 鉄筋用丸鋼 SR235 φ13mm t 掲載 横浜 0501022213 東京 25 3 注１

鋼材 Z001102024 鉄筋用丸鋼 SR235 φ16mm t 掲載 横浜 0501022216 東京 25 3 注１

鋼材 Z001102024 鉄筋用丸鋼 SR235 φ19mm t 掲載 横浜 0501022216 東京 25 3 注１

鋼材 Z001102024 鉄筋用丸鋼 SR235 φ22mm t 掲載 横浜 0501022216 東京 25 3 注１

鋼材 Z001102024 鉄筋用丸鋼 SR235 φ25mm t 掲載 横浜 0501022216 東京 25 3 注１

鋼材 Z001104006 一般構造用棒鋼 SS400 φ13mm t 掲載 東京 22 東京 25 3 注１

鋼材 Z001104001 一般構造用棒鋼 SS400 φ16mm t 掲載 東京 22 東京 25 3 注１

鋼材 Z001104007 一般構造用棒鋼 SS400 φ25mm t 掲載 東京 22 東京 25 3 注１

鋼材 Z001104002 一般構造用棒鋼 SS400 φ32mm t 掲載 東京 22 東京 25 3 注１

鋼材 Z001104003 一般構造用棒鋼 SS400 φ38mm t 掲載 東京 22 東京 25 3 注１

鋼材 Z001104008 一般構造用棒鋼 SS400 φ44mm t 掲載 東京 22 東京 25 3 注１

鋼材 Z001102008 異形棒鋼 SD295 D10mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102009 異形棒鋼 SD295 D13mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102028 異形棒鋼 SD295 D16mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102019 異形棒鋼 SD345 D13mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102020 異形棒鋼 SD345 D16mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102020 異形棒鋼 SD345 D19mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102020 異形棒鋼 SD345 D22mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102020 異形棒鋼 SD345 D25mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102021 異形棒鋼 SD345 D29mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102021 異形棒鋼 SD345 D32mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102025 異形棒鋼 SD345 D35mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102026 異形棒鋼 SD345 D38mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102003 異形棒鋼 SD345 D41mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102029 異形棒鋼 SD390 D25mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102030 異形棒鋼 SD390 D29mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102031 異形棒鋼 SD390 D32mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

備考
注意
事項

出典
端数処
理有効
桁数

単価（円）
建設物価(web)および

土木コスト情報
積算資料および
土木施工単価

資材規格 単価コード 名称 規格 単位
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令和３年度土木工事資材等単価表（９月臨時改定）

4月 7月 9月 10月 都市 P 都市 P

備考
注意
事項

出典
端数処
理有効
桁数

単価（円）
建設物価(web)および

土木コスト情報
積算資料および
土木施工単価

資材規格 単価コード 名称 規格 単位

鋼材 Z001102032 異形棒鋼 SD390 D35mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102033 異形棒鋼 SD390 D38mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102034 異形棒鋼 SD390 D41mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102035 異形棒鋼 SD490 D35mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102036 異形棒鋼 SD490 D38mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001102037 異形棒鋼 SD490 D41mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105001 ねじ節鉄筋 SD345 D13mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105002 ねじ節鉄筋 SD345 D16mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105003 ねじ節鉄筋 SD345 D19mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105004 ねじ節鉄筋 SD345 D22mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105005 ねじ節鉄筋 SD345 D25mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105006 ねじ節鉄筋 SD345 D29mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105007 ねじ節鉄筋 SD345 D32mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105008 ねじ節鉄筋 SD345 D35mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105009 ねじ節鉄筋 SD345 D38mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105010 ねじ節鉄筋 SD345 D41mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105011 ねじ節鉄筋 SD345 D51mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105012 ねじ節鉄筋 SD390 D25mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105013 ねじ節鉄筋 SD390 D29mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105014 ねじ節鉄筋 SD390 D32mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105015 ねじ節鉄筋 SD390 D35mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105016 ねじ節鉄筋 SD390 D38mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105017 ねじ節鉄筋 SD390 D41mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105018 ねじ節鉄筋 SD490 D35mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105019 ねじ節鉄筋 SD490 D38mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001105020 ねじ節鉄筋 SD490 D41mm t 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注１

鋼材 Z001130003 等辺山形鋼（中形） SS400  4×50×50 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130004 等辺山形鋼（中形） SS400  6×50×50 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１
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令和３年度土木工事資材等単価表（９月臨時改定）

4月 7月 9月 10月 都市 P 都市 P
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端数処
理有効
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資材規格 単価コード 名称 規格 単位

鋼材 Z001130005 等辺山形鋼（中形） SS400  6×65×65 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130006 等辺山形鋼（中形） SS400  8×65×65 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130007 等辺山形鋼（中形） SS400  6×75×75 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130008 等辺山形鋼（中形） SS400  9×75×75 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130009 等辺山形鋼（中形） SS400  12×75×75 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130010 等辺山形鋼（中形） SS400  7×90×90 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130011 等辺山形鋼（中形） SS400  10×90×90 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130012 等辺山形鋼（中形） SS400  13×90×90 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130013 等辺山形鋼（中形） SS400  7×100×100 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130014 等辺山形鋼（中形） SS400  10×100×100 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130015 等辺山形鋼（中形） SS400  13×100×100 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130016 等辺山形鋼（大形） SS400  9×130×130 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130017 等辺山形鋼（大形） SS400  12×130×130 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130018 等辺山形鋼（大形） SS400  15×130×130 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130019 等辺山形鋼（大形） SS400  12×150×150 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z001130020 等辺山形鋼（大形） SS400  15×150×150 t 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注１

鋼材 Z100009002 等辺山形鋼（大形） SS400  19×150×150 t 掲載 東京 33 - 注１

鋼材 Z100009003 等辺山形鋼（大形） SS400  15×200×200 t 掲載 東京 33 - 注１

鋼材 Z100009004 等辺山形鋼（大形） SS400  20×200×200 t 掲載 東京 33 - 注１

鋼材 Z001140001 不等辺山形鋼（中形） SS400  7×100×75 t 掲載 横浜 30 東京 32 3 注１

鋼材 Z001140002 不等辺山形鋼（中形） SS400  10×100×75 t 掲載 横浜 30 東京 32 3 注１

鋼材 Z001140003 不等辺山形鋼（中形） SS400  7×125×75 t 掲載 横浜 30 東京 32 3 注１

鋼材 Z001140004 不等辺山形鋼（中形） SS400  10×125×75 t 掲載 横浜 30 東京 32 3 注１

鋼材 Z001140005 不等辺山形鋼（大形） SS400  9×150×90 t 掲載 横浜 30 東京 32 3 注１

鋼材 Z001140006 不等辺山形鋼（大形） SS400  12×150×90 t 掲載 横浜 30 東京 32 3 注１

鋼材 Z001150001 みぞ形鋼（中形） SS400　5×75×40 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001150002 みぞ形鋼（中形） SS400  5×100×50 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001150003 みぞ形鋼（大形） SS400  6×125×65 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１
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令和３年度土木工事資材等単価表（９月臨時改定）

4月 7月 9月 10月 都市 P 都市 P
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鋼材 Z001150004 みぞ形鋼（大形） SS400  6.5×150×75 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001150005 みぞ形鋼（大形） SS400  9×150×75 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001150006 みぞ形鋼（大形） SS400  7×180×75 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001150007 みぞ形鋼（大形） SS400  7.5×200×80 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001150008 みぞ形鋼（大形） SS400  8×200×90 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001150009 みぞ形鋼（大形） SS400  9×250×90 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z100009008 みぞ形鋼（大形） SS400  11×250×90　　 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001150010 みぞ形鋼（大形） SS400  9×300×90 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001150011 みぞ形鋼（大形） SS400  10×300×90 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001150012 みぞ形鋼（大形） SS400  12×300×90 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001150013 みぞ形鋼（大形） SS400  13×380×100 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z100009009 Ｉ形鋼（大形）　　　　　　　 SS400  5.5×150×75　 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001160001 Ｉ形鋼（大形）　　　　　　　 SS400  7×200×100 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001160002 Ｉ形鋼（大形）　　　　　　　 SS400  7.5×250×125 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001160003 Ｉ形鋼（大形）　　　　　　　 SS400  10×250×125 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z100009010 Ｉ形鋼（大形）　　　　　　　 SS400  8×300×150　　 t 掲載 横浜 0605044618 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001160004 Ｉ形鋼（大形）　　　　　　　 SS400  10×300×150 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z100009011 Ｉ形鋼（大形）　　　　　　　 SS400  11.5×300×150 t 掲載 横浜 0605044645 横浜 35 3 注１

鋼材 Z100009012 Ｉ形鋼（大形）　　　　　　　 SS400  9×350×150　　 t 掲載 横浜 0605044650 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001160005 Ｉ形鋼（大形）　　　　　　　 SS400  12×350×150 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z100009013 Ｉ形鋼（大形）　　　　　　　 SS400  10×400×150　 t 掲載 横浜 0605044655 横浜 35 3 注１

鋼材 Z100009014 Ｉ形鋼（大形）　　　　　　　 SS400  12.5×400×150 t 掲載 横浜 0605044660 横浜 35 3 注１

鋼材 Z100009015 Ｉ形鋼（大形）　　　　　　　 SS400  11×450×175　 t 掲載 横浜 0605044665 横浜 35 3 注１

鋼材 Z100009016 Ｉ形鋼（大形）　　　　　　　 SS400  13×450×175　 t 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注１

鋼材 Z001120001 Ｈ形鋼（広幅） SS400  100×100×6×8 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120002 Ｈ形鋼（広幅） SS400  125×125×6.5×9 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120003 Ｈ形鋼（広幅） SS400  150×150×7×10 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120004 Ｈ形鋼（広幅） SS400  175×175×7.5×11 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１
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鋼材 Z001120005 Ｈ形鋼（広幅） SS400  200×200×8×12 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120006 Ｈ形鋼（広幅） SS400  250×250×9×14 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120007 Ｈ形鋼（広幅） SS400  300×300×10×15 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120008 Ｈ形鋼（広幅） SS400  350×350×12×19 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120009 Ｈ形鋼（広幅） SS400  400×400×13×21 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120010 Ｈ形鋼（中幅） SS400  148×100×6×9 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120011 Ｈ形鋼（中幅） SS400  194×150×6×9 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120012 Ｈ形鋼（中幅） SS400  244×175×7×11 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120013 Ｈ形鋼（中幅） SS400  294×200×8×12 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120014 Ｈ形鋼（中幅） SS400  340×250×9×14 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120015 Ｈ形鋼（中幅） SS400  390×300×10×16 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120016 Ｈ形鋼（中幅） SS400  440×300×11×18 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120017 Ｈ形鋼（中幅） SS400  488×300×11×18 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120018 Ｈ形鋼（中幅） SS400  588×300×12×20 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120019 Ｈ形鋼（細幅） SS400  100×50×5×7 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z100009017 Ｈ形鋼（細幅） SS400  125×60×6×8　　　　 t 掲載 横浜 31 - 注１

鋼材 Z001120020 Ｈ形鋼（細幅） SS400  150×75×5×7 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120021 Ｈ形鋼（細幅） SS400  175×90×5×8 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120022 Ｈ形鋼（細幅） SS400  200×100×5.5×8 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120023 Ｈ形鋼（細幅） SS400  250×125×6×9 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120024 Ｈ形鋼（細幅） SS400  300×150×6.5×9 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120025 Ｈ形鋼（細幅） SS400  350×175×7×11 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120026 Ｈ形鋼（細幅） SS400  400×200×8×13 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120027 Ｈ形鋼（細幅） SS400  450×200×9×14 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120028 Ｈ形鋼（細幅） SS400  500×200×10×16 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001120029 Ｈ形鋼（細幅） SS400  600×200×11×17 t 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注１

鋼材 Z001200001 鋼板（中板） 厚3.2mm t 掲載 横浜 40 横浜 41 3 寸法914×1829，1219×2438 注１

鋼材 Z001200002 鋼板（中板） 厚4.5mm t 掲載 横浜 40 横浜 41 3 寸法914×1829，1219×2438 注１
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令和３年度土木工事資材等単価表（９月臨時改定）

4月 7月 9月 10月 都市 P 都市 P

備考
注意
事項

出典
端数処
理有効
桁数

単価（円）
建設物価(web)および

土木コスト情報
積算資料および
土木施工単価

資材規格 単価コード 名称 規格 単位

鋼材 Z001200003 鋼板（厚板） 厚6.0mm t 掲載 横浜 40 横浜 41 3 寸法914×1829，1219×2438 注１

鋼材 Z100009018 鋼板（厚板） 厚8.0mm t 掲載 横浜 41 - 寸法914×1829，1219×2438 注１

鋼材 Z100020000 鋼板（厚板） 厚9.0～12.0mm t 掲載 横浜 40 横浜 41 3 寸法914×1829，1219×2438 注１

鋼材 Z100020001 鋼板（厚板） 厚16.0～25.0mm t 掲載 横浜 40 横浜 41 3 注１

鋼材 Z001030001 鋼矢板 SY295 U形Ⅱ、Ⅱw、Ⅲ、Ⅲw、Ⅳ、Ⅳw型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z100022784 鋼矢板 SY295 U形、ⅤL、ⅥL型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z100020002 鋼矢板 SY295 直線形 FL型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z100020003 鋼矢板 SY295 直線形 FXL型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z001030003 鋼矢板 SYW295 U形Ⅱ、Ⅱw、Ⅲ、Ⅲw、Ⅳ、Ⅳw型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z100022785 鋼矢板 SYW295 U形、ⅤL、ⅥL型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z001030006 鋼矢板 SYW295 ﾊｯﾄ形 10H、25H、45H t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z001030008 鋼矢板 SYW295 ﾊｯﾄ型（50H） t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z100021100 鋼矢板 SYW295 直線形 FL型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z100021101 鋼矢板 SYW295 直線形 FXL型 t 掲載 全国 4 全国 9 3 注１

鋼材 Z100009830 軽量鋼矢板　 SS400　 t 掲載 全国 50 全国 39 3 注１

鋼材 Z100009207 鋼管杭 SKK400　 t 掲載 全国 5 全国 10 3 注１
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注意事項１

軽油 軽油取引税控除後の端数処理は、１円未満切り上げとする。

軽油（水上施工） 掲載価格より軽油取引税を控除後、平均値を算出する。設定単価の端数処理は１円未満切り上げとする。

横浜市水道局の水道料金（平成13年4月1日適用）による。
使用数量0～16ｍ3の水道料金は、2か月分の基本料料金。
使用数量17～20ｍ3の水道料金は、水道料金＝43円/ｍ3×使用数量ｍ3＋892円とする。

横浜市水道局の「料金について」（令和3年7月1日適用）による。
基本料金は、1か月分の料金とする。

橋梁補強・補修資材 各単価にロス率は含まれていない。

橋梁ひび割れ充てん工法、低圧注入工法
橋梁ひび割れ補修工（充てん工法及び低圧注入工法）使用時の充てん材、注入材のロス率は15％とし別途基準がある場合は、それに
従うこと。

建設発生土処分費 指定処分地は「本市工事に伴い排出する建設副産物の処分要領」による。

建設発生土処分費　ＵＣＲ
処分費は「㈱建設資源広域利用センターＵＣＲ受入地」のもので、処分地は神奈川区鈴繁町４番地。
これによらない場合は、「ＵＣＲ受入地利用案内」によるものとする。

建設廃材処理料 指定処分は「本市工事に伴い排出する建設副産物の処分要領」による。

建設汚泥処理料（ベントナイト廃液含む）は、㈱ヨコハマ全建（金沢区）及び栄神産業㈱（川崎市）のものである。

建設汚泥処理料（舗装切断時の濁水、戸塚1ｍ3当り）は、㈱横浜インダストリーのもので、１ｍ3未満の処理料は１ｍ3とし、処分地
は戸塚区品野町866番地とする。

建設汚泥処理料（舗装切断時の濁水、鶴見1ｍ3当り）は、㈱大洋のもので、１ｍ3未満の処理料は１ｍ3とし、処分地は鶴見区駒岡二
丁目13番3号とする。

建設汚泥処理料（舗装切断時の濁水、鶴見20ℓ当り）は、Ｊ＆Ｔ環境㈱のもので、１缶20ℓ入りのポリタンク持ち込みを標準とし、処
分地は鶴見区弁天町3番地1とする。

借地料 消費税の対象外のため、消費税率10％で割り返している。

産業廃棄物処分費
「安定型」と「管理型」の区分は、「南本牧第５ブロック廃棄物最終処分場 利用の手引き」によるものとする。なお、掲載単価は
消費税率10％で割り返した金額である。

副部材(A)に係る賃料計上限度額（１現場当り修理費及び損耗費を含む。）は、基礎価格の９０％とする。

副部材に係る賃料（１現場当り修理費及び損耗費を含む。）の補正は、建設用仮設材損料算定基準（平成17年3月24日付け国総施第
139号）及び建設用仮設材賃料積算基準（令和2年2月17日付け国総公第91号）に準じる。

副部材(A)の賃料は、鋼製山留材部品の賃料に係数を乗じたものである。（係数:土木工事標準積算基準書 第５章仮設工による）

摩擦接合用高力ボルト ボルト、ナット（各１）ワッシャー（２枚）を含めた現場着単価。

普通ボルト ボルト、ナット（各１）ワッシャー（２枚）を含めた現場着単価。

橋名板 取付ボルト、アンカー等付属品を含む。

橋歴板 取付ボルト、アンカー等付属品を含む。

形鋼、H形鋼で、SS400規格品を使う場合は、一般鋼材単価の項とする。

その他の規格品を使う場合はベース価格とし、対応する規格エキストラを加算する。

一般構造用棒鋼単価は、一般鋼材単価の項とする。

大型形鋼、橋梁用H形鋼、中厚板はベース価格の無規格をベースとして規格料を加算する。

鋼板６ｍｍ以下（横断歩道橋については、４.５ｍｍ以下）については、ベース価格の無規格品で計上する。

一般鋼材単価の項をベース価格として、規格料を加算することはできない。

規格エキストラ
　溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材

採用にあたっては慎重に扱い、担当課と協議すること。

販売価格

橋梁用鋼材

鋼橋用資材費

規格エキストラ
　一般構造用圧延鋼材
　溶接構造用圧延鋼材
　溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材

資材

建設廃材等
　　処理料 建設汚泥処理料

橋梁補強・補修資材

鋼道路橋上部
工用単価

機械損料等 仮設材賃料 山留主部材の副部材について

建設廃材等処理料

燃料、ガス、水

水
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注意事項１

施工規模は、１発注工事単位の全体数量で判定する。

路面研磨・清掃・区画線のマスキングを含む。

保水性舗装は、次の性能を有するものとする。
　1) 路面低減温度12℃以上
　2) 保水量(24時間水浸後測定)4㎏/㎡以上(t=5㎝)
　3) すべり抵抗値(回転式すべり抵抗測定値)0.45以上(60㎞/h)

品質については、 次の値を参考とする。
　1) 母体アスコンの密度　1.89～2.00ｇ/ｃｍ３
　2) 母体アスコンの空隙率　20～25％
　3) 保水材の使用量8～12.6 ㍑/㎡
　4) 保水材のフロー値8～14秒

施工規模は、１発注工事単位の全体数量で判定する。

プレコートチップを用いた明色舗装とする。

施工条件は５号砕石、散布量5kg/m2とする。

施工規模は、１発注工事単位の全体数量で判定する。

ロールドアスファルト混合物（t=5cm）の単価を含む。

施工規模は、１発注工事単位の全体数量で判定する。

標準色は、６色（赤・黄・青・緑・黒・白）とする。

昼間施工とする。

カッティングシート工 文字印刷を含む。

切削廃材の積込を含む。

切削廃材の運搬・処理に要する費用については別途計上すること。

切削工は１日当りの施工単価及び面積当りの施工単価の双方を計上し、施工日数及び施工面積は１発注工事単位での合計とする。
(計算例)　１発注工事単位＝（Ａ）×○○日＋（Ｂ）×○○m2

（Ｂ）面積当たり施工単価は、燃料及び機械等の損耗費である。

【参考】切削幅30cm：1日当りの標準施工面積は90m2程度
　　　　切削幅100cm：1日当りの標準施工面積は150m2程度

貼付式路面標示シート設置工 出力方法はＤＰ（デジタルプリント）とする。

自転車マーク設置工 [単独]は自転車マークを単独発注する場合、[同時]は一般の区画線工と併せて自転車マークを発注する場合。

利用案内板を製作し、基礎部に枠柱を建柱して、利用案内板を設置する。基礎の掘削・設置費は含まない。

板面：アルミニュウム(JIS H4000-A5052)、支柱・枠：アルミニュウム(JIS H4000-A6063S)とする。

樹木養生工 10本以上100本未満の場合とする。

土砂検定費　37項目

土砂検定費　 2項目ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

土砂検定費　39項目ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

土砂検定費　31項目
「㈱建設資源広域利用センター」の「ＵＣＲ建設発生土の有害物質試験項目等」によるものとし、共通仮設費の準備費に計上する。
なお、単価には諸経費が含まれている。

六価クロム溶出試験費

タンクリーチング試験費

地質調査業務 試験、試料採取費 地質調査業務費における直接調査費の価格である。

測量業務 数値地図成果品検定料
Ａ地区：建物等地物の密集した地域並びに地形の複雑な地域
Ｂ地区：都市近郊及び農村地域
Ｃ地区：平坦地で、かつ耕地が少なく原野・森林等の多い地域

本市港湾局が定めた「臨海部埋立地土砂受入に係る検定試験実施要領」によるものとし、共通仮設費の準備費に計上する。
なお、単価には諸経費が含まれている。

環境測定分析費

共通仮設費の技術管理費に計上する。なお、単価には諸経費が含まれている。

自転車駐車場利用案内板設置工

明色舗装工

溶融噴射式路面カラー塗装工
市内施工単価

小型路面切削機による路面切削工

保水性舗装の保水材注入工

遮熱性舗装工

委託共通単価

市内施工単価
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注意事項２

電気設備用材

（使用例）電線管路材の使用場所

露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

◎ ◎ ○

○ ○ ○ ○ ○

◎１ ○ ◎

△２

○  ◎

◎３

△ ◎

注）1. ハンドホールから地上立ち上げ部分間

2. ハンドホール相互間

3. アースの保護管等

4. 適性は、◎：良い、○：普通、△：制限付。

（使用例）自動点滅器の（高力率水銀灯）灯数

200Ｗ 250Ｗ 300Ｗ 400Ｗ 700Ｗ

2 2 1 1 0

6 6 5 4 2

２種金属型可とう電線管

種　　　　類

分離型　　3Ａ

分離型　10Ａ

厚鋼電線管

薄鋼電線管

ポリエチレンライニング鋼管

硬質ビニル電線管

耐衝撃性硬質ビニル電線管

硬質波付ポリエチレン管

トンネル
種　　　　類

屋　 内 屋   外
共同溝 ＥＸＰ部
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注意事項３

建設機械賃料

単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格
 燃料油

脂類
 オペ
レータ

割引率 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格
 燃料油

脂類
 オペ
レータ

割引率

L001120001 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 L001045001 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.1ｍ  ×  × 35%

L001120011 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 100t吊 L001060001 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 質量 3~4t

L001120012 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 120t吊 L001060002 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 質量 6~8t

L001120013 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 160t吊 L001060003 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 質量 8~20t

L001120014 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 200t吊 L001050001 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 質量 8~10t

L001120015 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 360t吊 L001050002 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 質量 10~12t

L001120017 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］ 550ｔ吊 L001050003 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪] 質量 10~12t

L001130001 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 L001050004 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪] 質量 11~15t

L001130002 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 7t吊 L001050005 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ] 質量 6~8t

L001130011 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 10t吊 L001050006 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ] 質量 8~10t

L001130004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 L001070001 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量 0.5~0.6t

L001130005 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 20t吊 L001070002 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量 0.8~1.1t

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001070003 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 1.2~1.5t

L001130007 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 35t吊 L001070004 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 2.4~2.8t

L001130009 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 45t吊 L001070005 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 3~5t

L001130010 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 50t吊 L001070006 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 6~7.5t

L001130012 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 60ｔ吊 L001070007 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 8~10t

L001130013 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 65ｔ吊 L001070008 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 10.5~12t

L001140003 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 35t吊 L001070009 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 質量 1.2~1.5t

L001140004 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 40t吊 L001070010 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 質量 2.4~2.6t

L001140005 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 50t吊 L001070011 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 質量 3~4t

L001140014 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 55t吊 L001070012 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 質量 5~7t

L001140015 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 65t吊 L001071001 振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] 質量11~12ｔ
L001140007 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 80t吊 L001080001 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ3m [自走式(ｸﾛ-ﾗ)･垂直型]

L001140008 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 100t吊 L001080002 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ4m [自走式(ｸﾛ-ﾗ)･垂直型]

L001140009 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 150t吊 L001080003 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ6m [自走式(ｸﾛ-ﾗ)･垂直型]

L001140016 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 200t吊 L001080004 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高8～9m [自走式(ﾎｲ-ﾙ)･ﾌﾞ-ﾑ型]

L001140010 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 300t吊 L001080005 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高12～13m [自走式(ﾎｲ-ﾙ)･ﾌﾞ-ﾑ型]

L001020011 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.34m3 L001080006 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ8～9m [自走式(ﾎｲ-ﾙ)･垂直型]

L001020001 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.6m3 L001080009 高所作業車（ﾘﾌﾄ車）作業床高さ6.8m [自走式(ｸﾛｰﾗ)･屈曲ﾌﾞｰﾑ型]

L001020002 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.8m3 L001081001 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞ-ﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

L001020003 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.9~1.0m3 L001081002 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞ-ﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m

L001020004 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積1.2m3 L001081006 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高10-12m未満

L001020005 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積1.3~1.4m3 L001040001 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重1.0t級

L001020006 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積1.5~1.7m3 L001040002 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重1.5t級

L001020007 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.1m3 L001040003 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重2.5t級

L001020008 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.3m3 L001040004 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重5.0t級

L001020009 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.4~2.6m3

L001020010 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.7~2.9m3

1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例：「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。

2.トラッククレーン（オペ付）、ラフテレーンクレーン（オペ付）及びクローラクレーン（オペ付）を深夜作業（２２ｈ～５ｈ）に使用する場合は、単価を３０％割増しすること。

3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。
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注意事項３

単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格
 燃料油

脂類
オペ

レータ
割引率 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格

 燃料油
脂類

オペ
レータ

割引率

L001090001 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量2.0m3/min L001010002 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.28m3(平積0.2m3)

L001090002 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量2.5m3/min L001010003 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)

L001090003 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量3.5~3.7m3/min L001010001 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.5m3(平積0.4m3)

L001090004 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量5.0m3/min L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)

L001090005 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量7.5~7.8m3/min L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001090006 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量10.5~11.0m3/min L001010009 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊

L001090014 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量14.2m3/min L001010005 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊

L001090015 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量15m3/min L001010008 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊

L001090013 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量17m3/min L001010011 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［後方超小旋回型］ 山積0.28m3（平積0.2m3）
L001090007 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量18~19m3/min L001010012 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［後方超小旋回型・超低騒音］ 山積0.45m3（平積0.35m3）
L001090008 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 2.2m3/min L001011002 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)

L001090009 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 3.7m3/min L001011004 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.13m3(平積0.1m3)

L001090010 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 5.2m3/min L001011003 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] 山積0.11m3(平積0.08m3)

L001090011 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 6m3/min L001011001 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)

L001090012 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 9m3/min L001011006 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回・低騒音型］ 山積0.09m3（平積0.07m3）

L001110001 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA L001010006 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] 山積0.28m3

L001110002 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA L001010013 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回・超低・・ｸﾚｰﾝ付き］ 山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t

L001110003 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 5kVA L001010010 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊

L001110004 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 8kVA L001011005 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊

L001110005 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 10kVA L001100001 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m

L001110006 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 15kVA L001100002 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程15m

L001110007 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 20kVA L001100009 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50ｍｍ 全揚程30ｍ

L001110008 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 25kVA L001100003 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程10m

L001110009 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 35kVA L001100004 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程15m

L001110010 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA L001100005 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m

L001110011 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 60kVA L001100006 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程15m

L001110012 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA L001100007 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001110013 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 100kVA L001100008 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m

L001110014 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 125kVA L001180001 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60~80kg  ×  × 35%

L001110015 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 150kVA L001005001 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ[普通] 3t級

L001110016 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 200kVA L001005006 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ[湿地] 7t級

L001110017 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 250kVA L001005009 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ[湿地] 16t級
L001110018 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 300kVA L001150001 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t  ×  × 35%

L001110019 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 350kVA L001151001 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4ｔ積級  ×  × 35%

L001110020 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 400kVA L001190002 大型ﾌﾞﾚ-ｶ(油圧ﾌﾞﾚ-ｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞ-ｽﾏｼﾝ含む

L001160000 ｼﾞｪｯﾄﾋ-ﾀ 126MJ(30､100kcal)  ×  × 35% L001190003 大型ﾌﾞﾚ-ｶ(油圧ﾌﾞﾚ-ｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む

L001030006 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 積載質量2.0t積 L001210001 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅1.4～3.0ｍ

L001030007 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 積載質量2.5t積 L001210002 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅2.3～6.0ｍ

L001030011 不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］ 6~7ｔ積級

L001030012 不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］ 10~11ｔ積級

L001030008 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型ｸﾚ-ﾝ装置付] 積載1.7t積1t吊

L001030009 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型ｸﾚ-ﾝ装置付] 積載2.0t積1t吊

L001030010 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型ｸﾚ-ﾝ装置付] 積載2.5t積2t吊

1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例：「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。

2.トラッククレーン（オペ付）、ラフテレーンクレーン（オペ付）及びクローラクレーン（オペ付）を深夜作業（２２ｈ～５ｈ）に使用する場合は、単価を３０％割増しすること。

3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。

35%

 ×  × 35%

 ×  ×

 ×  × 35%

 ×

 ×

 ×

 ×

 ×

 × 35%

 × 35%

 ×  × 35%

 ×  × 35%

 × 35%

 × 35%

 × 35%
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