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土木工事標準単価

１.土木工事標準単価とは
　工事業者の施工実績に基づき、調査により得られた材料費、歩掛等によって算出した価格。

２.掲載価格には、諸経費及び消費税を含みません。
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名称 規格 単位 単価

週休２日補正無し
  区画線工
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約著受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著受 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      

備考
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名称 規格 単位 単価 備考

    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約著受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著受 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著受 ｍ 物価資料      
  高視認性区画線工
    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 物価資料      
    高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける ｍ 物価資料      
    高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける ｍ 物価資料      
    高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著しく受 ｍ 物価資料      
  排水構造物工
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 枚 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
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    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約無 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約無 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 枚 物価資料      
  ブロック積工
    ブロック積工 昼間　制約無 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 昼間　制約受ける ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 昼間　制約著しく受ける ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 夜間　制約無 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 夜間　制約受ける ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 夜間　制約著しく受ける ｍ２ 物価資料      県産品
  橋梁塗装工
    橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 制約受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 制約著受 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 ｍ２ 物価資料      
    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 無 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 著受 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 制約無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 制約受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 制約著受 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
  構造物とりこわし工
    無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　機械施工　制約受ける ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　人力施工　制約受ける ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　機械施工　制約受ける ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　人力施工　制約受ける ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
  構造物とりこわし工　港湾工事利用
    無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 人力施工 制約受ける ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 機械施工 制約無 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 人力施工 制約無 ｍ３ 物価資料      
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    無筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 人力施工 制約受ける ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約無 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約無 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける ｍ３ 物価資料      
４週８休以上
  区画線工
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
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    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 8休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 8休 ｍ 物価資料      
  高視認性区画線工
    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 8休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 8休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 8休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける 8休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 8休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 8休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 8休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
  排水構造物工
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 8休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 8休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
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    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約無 8休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約無 8休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚 物価資料      
  ブロック積工
    ブロック積工 昼間　制約無 8休 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 昼間　制約受ける 8休 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 8休 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 夜間　制約無 8休 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 夜間　制約受ける 8休 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 8休 ｍ２ 物価資料      県産品
  橋梁塗装工
    橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 著受 8休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 8休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける 8休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 8休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 著受 8休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける 8休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 8休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 8休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
  構造物とりこわし工
    無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 物価資料      
  構造物とりこわし工　港湾工事利用
    無筋構造物 昼間 機械施工 制約無8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 機械施工 制約受8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 機械施工 制約著受8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 人力施工 制約無8休 ｍ３ 物価資料      
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名称 規格 単位 単価 備考

    無筋構造物 昼間 人力施工 制約受8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 人力施工 制約著受8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約受8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約著受8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約受8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約著受8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 機械施工 制約無8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 機械施工 制約受8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 機械施工 制約著受8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 人力施工 制約無8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 人力施工 制約受8休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 人力施工 制約著受8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約無8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約受8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約著受8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約無8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約受8休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約著受8休 ｍ３ 物価資料      
４週７休以上４週８休未満
  区画線工
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
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    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 7休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 7休 ｍ 物価資料      
  高視認性区画線工
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける 7休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
  排水構造物工
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 7休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 7休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚 物価資料      
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    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約無 7休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約無 7休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚 物価資料      
  ブロック積工
    ブロック積工 昼間　制約無 7休 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 昼間　制約受ける 7休 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 7休 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 夜間　制約無 7休 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 夜間　制約受ける 7休 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 7休 ｍ２ 物価資料      県産品
  橋梁塗装工
    橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 著受 7休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける 7休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 7休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 著受 7休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 7休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 7休 ｍ２ 物価資料      
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    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける 7休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 7休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 受 7休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
  構造物とりこわし工
    無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 7休 ｍ３ 物価資料      
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    鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 物価資料      
  構造物とりこわし工　港湾工事利用
    無筋構造物 昼間 機械施工 制約無7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 機械施工 制約受7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 機械施工 制約著受7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 人力施工 制約無7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 人力施工 制約受7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 人力施工 制約著受7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約受7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約著受7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約受7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約著受7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 機械施工 制約無7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 機械施工 制約受7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 機械施工 制約著受7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 人力施工 制約無7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 人力施工 制約受7休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 人力施工 制約著受7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約無7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約受7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約著受7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約無7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約受7休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約著受7休 ｍ３ 物価資料      
４週６休以上４週７休未満
  区画線工
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
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    区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 6休 ｍ 物価資料      
    区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 6休 ｍ 物価資料      
  高視認性区画線工
    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 6休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 6休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける 6休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 6休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 6休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける 6休 ｍ 物価資料      
    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 物価資料      
  排水構造物工
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
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    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 6休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 6休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 物価資料      
    自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約無 6休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約無 6休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚 物価資料      
    蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚 物価資料      
  ブロック積工
    ブロック積工 昼間　制約無 6休 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 昼間　制約受ける 6休 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 6休 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 夜間　制約無 6休 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 夜間　制約受ける 6休 ｍ２ 物価資料      県産品
    ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 6休 ｍ２ 物価資料      県産品
  橋梁塗装工
    橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 著受 6休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 6休 ｍ２ 物価資料      
    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 6休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける 6休 ｍ２ 物価資料      
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    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける 6休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 著受 6休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける 6休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 6休 ｍ２ 物価資料      
    橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 6休 ｍ２ 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
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    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
    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 物価資料      
  構造物とりこわし工
    無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 物価資料      
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    鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 物価資料      
  構造物とりこわし工　港湾工事利用
    無筋構造物 昼間 機械施工 制約無6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 機械施工 制約受6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 機械施工 制約著受6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 人力施工 制約無6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 人力施工 制約受6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 昼間 人力施工 制約著受6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約受6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約著受6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約受6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約著受6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 機械施工 制約無6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 機械施工 制約受6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 機械施工 制約著受6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 人力施工 制約無6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 人力施工 制約受6休 ｍ３ 物価資料      
    無筋構造物 夜間 人力施工 制約著受6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約無6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約受6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約著受6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約無6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約受6休 ｍ３ 物価資料      
    鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約著受6休 ｍ３ 物価資料      
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