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旭-第3号 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS304TP 15A5S ｔ ¥1,040,000 管内 2022年 5月18日２０２２年　５月中旬 工場渡し価格
旭-第3号 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG21 ｔ ¥177,000 管内 2022年 5月18日２０２２年　５月中旬 工場渡し価格
旭-第4号 通し材 めっき品 L90×90×10 ｍ ¥28,400 管内 2022年 5月16日２０２２年　５月中旬 現場持込み価格
旭-第4号 丸鋼 めっき品 φ12×1645 ｍ ¥2,890 管内 2022年 5月16日２０２２年　５月中旬 現場持込み価格
旭-第5号 ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ W1500×棟高2150×L4500 帯電仕様 基 ¥290,000 管内 2022年 5月13日２０２２年　５月上旬 現場持込み価格
旭-第7号 ﾎﾞﾙﾄ ｾｰﾌﾃｨﾎﾞﾙﾄ､SUS､M8×35､KN,2W付 本 ¥241 管内 2022年 5月19日２０２２年　５月中旬 現場持込み価格
旭-第7号 ﾎﾞﾙﾄ ｾｰﾌﾃｨﾎﾞﾙﾄ､SUS､M10×40､KN,2W付 本 ¥249 管内 2022年 5月19日２０２２年　５月中旬 現場持込み価格
旭-第7号 落下防止ﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ､φ4mm,7×19､JIS G 3550準拠品､片側工場圧着加工(板ｼﾝﾌﾞﾙK4,ｽﾃﾝﾚｽｽﾘｰﾌﾞ) 本 ¥2,460 管内 2022年 5月19日２０２２年　５月中旬 現場持込み価格
旭-第7号 くさび止め金具 ｼﾝﾌﾟﾙﾛｯｸ､SL4F(φ4mm,7×19用) 個 ¥3,240 管内 2022年 5月19日２０２２年　５月中旬 現場持込み価格
旭-第7号 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ﾎｰｸ･ﾀｲﾜｲﾔｰｱﾝｶｰZ､SUS TWZS1080(φ14×80,ｼｬｯｸﾙ(SB6)付) 本 ¥4,390 管内 2022年 5月19日２０２２年　５月中旬 現場持込み価格
旭-第24号 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 SUS304 t=12 ｔ ¥700,000 管内 2022年 7月22日２０２２年　７月中旬 工場渡し価格
旭-第24号 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 SUS304 t=6 ｔ ¥500,000 管内 2022年 7月22日２０２２年　７月中旬 工場渡し価格
旭-第24号 構造用丸鋼 SS400 径16 ｔ ¥153,000 管内 2022年 7月22日２０２２年　７月中旬 工場渡し価格
旭-第24号 構造用丸鋼 SS400 径22 ｔ ¥153,000 管内 2022年 7月22日２０２２年　７月中旬 工場渡し価格
旭-第24号 一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 Φ42.7×2.3 ｔ ¥204,000 管内 2022年 7月22日２０２２年　７月中旬 工場渡し価格
旭-第24号 一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 Φ21.7×1.9 ｔ ¥209,000 管内 2022年 7月22日２０２２年　７月中旬 工場渡し価格
旭-第24号 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG21 ｔ ¥202,000 管内 2022年 7月22日２０２２年　７月中旬 工場渡し価格
旭-第24号 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304 t=1 ｔ ¥540,000 管内 2022年 7月22日２０２２年　７月中旬 工場渡し価格
旭-第24号 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16 ｔ ¥132,000 管内 2022年 7月22日２０２２年　７月中旬 工場渡し価格
旭-第24号 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D22 ｔ ¥132,000 管内 2022年 7月22日２０２２年　７月中旬 工場渡し価格
旭-第24号 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13 ｔ ¥134,000 管内 2022年 7月22日２０２２年　７月中旬 工場渡し価格
旭-第30号 ｱﾝｶｰ M10×120(ﾒｯｷ品) 本 ¥69 管内 2022年 9月16日２０２２年　９月中旬 現場持込み価格
旭-第32号 緩衝材 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 15倍発泡 t=10mm m2 ¥970 管内 2022年11月 2日２０２２年１０月下旬 現場持込み価格
旭-第43号 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ1200 GF7.5K用 SUS 組 ¥149,000 管内 2022年 9月20日２０２２年　９月中旬 現場持込み価格
旭-第44号 樹脂製壁面材 ﾃﾗｾﾙ3ｾﾙﾀｲﾌﾟ 2.65m×0.800m×0.15m m2 ¥15,200 管内 2022年 9月22日２０２２年　９月中旬 現場持込み価格
旭-第44号 樹脂製壁面材 ﾃﾗｾﾙ4ｾﾙﾀｲﾌﾟ 2.65m×1.067m×0.15m m2 ¥20,100 管内 2022年 9月22日２０２２年　９月中旬 現場持込み価格
旭-第44号 樹脂製壁面材 ﾃﾗｾﾙ5ｾﾙﾀｲﾌﾟ 2.65m×1.333m×0.15m m2 ¥24,900 管内 2022年 9月22日２０２２年　９月中旬 現場持込み価格
旭-第54号 多連排水材 (排水ﾁｭｰﾌﾞ内蔵型) Φ20×3 半面透水ﾋﾚ付 ｍ ¥980 管内 2022年10月 5日２０２２年　９月下旬 現場持込み価格
旭-第54号 多連排水材 (排水ﾁｭｰﾌﾞ内蔵型) Φ30×3 半面透水ﾋﾚ付 ｍ ¥1,360 管内 2022年10月 5日２０２２年　９月下旬 現場持込み価格
旭-第54号 接続ｿｹｯﾄ Φ30×3 Φ100接続用 個 ¥1,400 管内 2022年10月 5日２０２２年　９月下旬 現場持込み価格
旭-第56号 鋼矢板賃料 Ⅲ型 1081日以上 t･日 ¥80 管内 2022年10月 5日２０２２年　９月下旬 レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
旭-第59号 全面体型送風ﾏｽｸ 腰ﾍﾞﾙﾄ･耐圧ｺﾞﾑﾎｰｽ20m ｶﾌﾟﾗｰ付 組 ¥208,000 管内 ２０２２年１０月上旬 現場持込み価格
旭-第61号 FRP製異形管 曲管 VM用 φ400 29～59°離脱防止無し 個 ¥149,000 管内 ２０２２年１０月中旬 現場持込み価格
旭-第61号 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VM用 φ400×150 離脱防止無し 個 ¥92,800 管内 ２０２２年１０月中旬 現場持込み価格
旭-第61号 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VP用 φ300×150 離脱防止無し 個 ¥78,900 管内 ２０２２年１０月中旬 現場持込み価格
旭-第69号 団粒剤 NCﾎﾞﾝﾄﾞA ㎏ ¥2,500 管内 ２０２２年１０月中旬 現場持込み価格
旭-第69号 接合剤 NCﾎﾞﾝﾄﾞB ㎏ ¥1,500 管内 ２０２２年１０月中旬 現場持込み価格

５．土砂は土場積み込み渡しの価格である。

旭川開発建設部　技術管理課

１．適用地区は旭川開発建設部管内である。

旭川開発建設部部内単価（特別調査により策定した資材単価）

２．旭川開発建設部管内現場持ち込み価格である。
３．消費税抜きの価格である。
４．旭川開発建設部仕様に基づくものである。
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旭-第75号 鋼製門扉 W=4.0m 支柱STKR口100×100×3.2 胴縁STKΦ34.2×2.3 ﾒｯｷ品 基 ¥251,000 独自 ２０２２年１０月下旬 現場持込み価格

旭-第76号 斜面打ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ φ114.3×4.5 L=2.10m 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 ¥33,300 管内 ２０２２年１０月中旬 現場持込み価格
旭-第77号 FRP製異形泥吐管 VM用 φ350×150 全方離脱防止付き 個 ¥160,000 管内 ２０２２年１０月下旬 現場持込み価格
旭-第81号 土中式路側ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ STKφ76.3×2.8×2000 ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟφ66×2.0×1700 本 ¥28,800 管内 ２０２２年１０月下旬 現場持込み価格
旭-第86号 壁面材 AP-900AR 個 ¥11,000 管内 ２０２２年１１月中旬 現場持込み価格
旭-第86号 壁面材 AP-900VH 個 ¥5,500 管内 ２０２２年１１月中旬 現場持込み価格
旭-第86号 壁面材 AP-900WH 個 ¥5,500 管内 ２０２２年１１月中旬 現場持込み価格
旭-第86号 壁面材 AP-900SQ 個 ¥4,770 管内 ２０２２年１１月中旬 現場持込み価格
旭-第86号 壁面材 AP-900CR-L 個 ¥16,100 管内 ２０２２年１１月中旬 現場持込み価格
旭-第86号 壁面材 AP-900CR-R 個 ¥16,100 管内 ２０２２年１１月中旬 現場持込み価格
旭-第86号 鋼製枠ｾｯﾄ AP-K20×04-03-5-XA-SET ｾｯﾄ ¥1,700 管内 ２０２２年１１月中旬 現場持込み価格
旭-第86号 ｸﾞﾘｯﾄﾞﾍﾞﾙﾄｾｯﾄ AB-GB11-5M-SET-S ｾｯﾄ ¥800 管内 ２０２２年１１月中旬 現場持込み価格
旭-第86号 盛土補強材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ120kN/m m2 ¥2,900 管内 ２０２２年１１月中旬 現場持込み価格
旭-第86号 水平排水材 EF-3 ｍ ¥340 管内 ２０２２年１１月中旬 現場持込み価格
旭-第87号 H型鋼杭 SS400 HDZ55 H-125×125×6.5×9 t ¥376,000 管内 2022年11月 9日２０２２年１１月上旬 現場持込み価格
旭-第87号 H型鋼杭 SS400 HDZ55 H-250×250×9×14 t ¥376,000 管内 2022年11月 9日２０２２年１１月上旬 現場持込み価格
旭-第87号 H型鋼杭 SS400 HDZ55 H-300×300×10×15 t ¥376,000 管内 2022年11月 9日２０２２年１１月上旬 現場持込み価格
旭-第87号 H型鋼杭 SS400 HDZ55 H-350×350×12×19 t ¥376,000 管内 2022年11月 9日２０２２年１１月上旬 現場持込み価格
旭-第87号 溝形鋼 SS400 HDZ55 C-150×75×6.5×10 t ¥380,000 管内 2022年11月 9日２０２２年１１月上旬 現場持込み価格
旭-第88号 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手材 FRP製異形片落管 φ100×75 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型VU用 個 ¥28,800 管内 2022年11月 9日２０２２年１１月上旬 現場持込み価格
旭-第89号 特殊押輪 ALW形 K型受口用 φ900 離脱防止付き 組 ¥225,000 管内 ２０２２年１１月上旬 現場持込み価格
旭-第101号 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管 内圧管､1種､片受､L=4.0m､φ900 本 ¥244,000 管内 ２０２２年１１月中旬 現場持ち込み（車上渡し）価格
旭-第110号 濁水処理用ひも状ろ過材 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ ｍ ¥1,070 管内 ２０２２年１１月下旬 現場持込み価格
旭-第111号 FRP製異形2段落T字管 VP用 φ250×150×100 全方離脱防止付 個 ¥91,000 管内 2022年12月 6日２０２２年１２月上旬 現場持込み価格
旭-第111号 FRP製異形2段落T字管 VP用 φ200×125×100 全方離脱防止付 個 ¥63,700 管内 2022年12月 6日２０２２年１２月上旬 現場持込み価格
旭-第125号 ﾄﾝﾈﾙ清掃ﾌﾞﾗｼ φ800 幅1,250㎜ 巻替 ﾋﾟｯﾁ巻 個 ¥182,000 管内 2022年12月 7日２０２２年１２月上旬 現場持込み価格
旭-第128号 不断水簡易弁 φ100 塩ﾋﾞ管用 7.5K 個 ¥240,000 管内 2022年12月 7日２０２２年１２月上旬 現場持込み価格
旭-第128号 不断水簡易弁 φ75 塩ﾋﾞ管用 7.5K 組 ¥195,000 管内 2022年12月 7日２０２２年１２月上旬 現場持込み価格
旭-第128号 不断水簡易弁 φ40VWP用 (JSｽﾄｯﾊﾟｰ) 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ付 組 ¥156,000 管内 2022年12月 7日２０２２年１２月上旬 現場持込み価格
旭-第135号 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 曲げ 4.5 ｽﾗﾝﾌﾟ 2.5cm 空気量 4.5% 粗骨材 40mm m3 ¥23,800 管内 2022年12月 8日２０２２年１２月上旬 工場渡し価格
旭-第135号 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 曲げ 4.5 ｽﾗﾝﾌﾟ 6.5cm 空気量 4.5% 粗骨材 40mm m3 ¥26,000 管内 2022年12月 8日２０２２年１２月上旬 現場持込み価格
旭-第141号 ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ SUS304 ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ 20A 個 ¥178,000 管内 ２０２２年１２月下旬 現場持込み価格
旭-第142号 ｴｱｼｬﾜｰ装置 賃料 基本料含む N=1ヶ月 台･月 ¥270,000 管内 ２０２２年１２月中旬 レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
旭-第142号 集塵排気装置 賃料 基本料含む N=1ヶ月 30m3/min 台･月 ¥270,000 管内 ２０２２年１２月中旬 レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
旭-第142号 集塵排気装置 HEPAﾌｨﾙﾀｰ 枚 ¥99,000 管内 ２０２２年１２月中旬 現場持込み価格
旭-第142号 真空掃除機 賃料 基本料含む 台･月 ¥95,400 管内 ２０２２年１２月中旬 レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
旭-第142号 ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ W=1500 L=4500 H=2000 台 ¥290,000 管内 ２０２２年１２月中旬 現場持込み価格
旭-第143号 赤玉土 14L袋 粒形2～6mm 袋 ¥980 管内 ２０２２年１２月上旬 現場持込み価格
旭-第144号 桝蓋 Ⅰ型A用 T-25 470×540×53 細目 2面誘導板付 受枠黒ﾍﾟｲﾝﾄ 組 ¥52,400 管内 ２０２２年１２月上旬 現場持込み価格
旭-第146号 光ｹｰﾌﾞﾙ成端箱 盤内組込形 100C以下 個 ¥98,600 管内 ２０２２年１２月上旬 現場持込み価格
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旭-第150号 標識板裏着雪防止ｼｰﾄ部(標識板2.5m2以上4.0m2未満) 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面 ﾌｯ素樹脂加工 巻上げ軸ﾊﾟｲﾌﾟ含む m2 ¥141,000 管内 ２０２２年１２月中旬 現場持込み価格
旭-第150号 標識板裏着雪防止ｼｰﾄ部(標識板4.0m2以上6.0m2未満) 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面 ﾌｯ素樹脂加工 巻上げ軸ﾊﾟｲﾌﾟ含む m2 ¥98,100 管内 ２０２２年１２月中旬 現場持込み価格
旭-第150号 標識板裏着雪防止ｼｰﾄ部(標識板6.0m2以上7.5m2未満) 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面 ﾌｯ素樹脂加工 巻上げ軸ﾊﾟｲﾌﾟ含む m2 ¥93,500 管内 ２０２２年１２月中旬 現場持込み価格
旭-第150号 標識板裏着雪防止ｼｰﾄ部(標識板7.5m2以上10.0m2未満) 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面 ﾌｯ素樹脂加工 巻上げ軸ﾊﾟｲﾌﾟ含む m2 ¥85,800 管内 ２０２２年１２月中旬 現場持込み価格
旭-第150号 標識板裏着雪防止ｼｰﾄ部(標識板10.0m2以上) 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面 ﾌｯ素樹脂加工 巻上げ軸ﾊﾟｲﾌﾟ含む m2 ¥73,500 管内 ２０２２年１２月中旬 現場持込み価格
旭-第156号 集水桝 Ⅰ型B桝 下部桝 H=1000 参考重量=1585kg 個 ¥86,900 管内 ２０２２年１２月中旬 現場持込み価格
旭-第158号 高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 両端末柱 φ267.4×t12.7-8300 (内部補強材:PL9mm+D29×8)H=3.8m 本 ¥1,650,000 管内 2023年 1月 6日２０２３年　１月上旬 現場持込み価格
旭-第158号 高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 中間柱 φ267.4×t12.7-8300 (内部補強材:PL9mm+D29×8)H=3.8m 本 ¥1,650,000 管内 2023年 1月 6日２０２３年　１月上旬 現場持込み価格
旭-第158号 高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 端末柱 φ267.4×t12.7-8300 (内部補強材:PL9mm+D29×8)H=3.8m 本 ¥1,650,000 管内 2023年 1月 6日２０２３年　１月上旬 現場持込み価格
旭-第158号 高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 両端末柱 φ267.4×t12.7-7800 (内部補強材:PL9mm+D29×8)H=3.3m 本 ¥1,580,000 管内 2023年 1月 6日２０２３年　１月上旬 現場持込み価格
旭-第158号 高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 中間柱 φ267.4×t12.7-7800 (内部補強材:PL9mm+D29×8)H=3.3m 本 ¥1,580,000 管内 2023年 1月 6日２０２３年　１月上旬 現場持込み価格
旭-第164号 耐火防護部材 添架標準部(3条4段) A 0～3.0m ｍ ¥82,300 管内 2023年 1月 5日２０２２年１２月下旬 現場持込み価格
旭-第164号 耐火防護部材 添架標準部(3条4段) B 3.0～4.5m ｍ ¥68,100 管内 2023年 1月 5日２０２２年１２月下旬 現場持込み価格
旭-第164号 耐火防護部材 添架標準部(3条4段) C 4.5～11.0m ｍ ¥63,000 管内 2023年 1月 5日２０２２年１２月下旬 現場持込み価格
旭-第164号 耐火防護部材 橋台床板添架支持点部(3条4段) A 0～3.0m 箇所 ¥89,100 管内 2023年 1月 5日２０２２年１２月下旬 現場持込み価格
旭-第164号 耐火防護部材 橋台床板添架支持点部(3条4段) B 3.0～4.5m 箇所 ¥75,800 管内 2023年 1月 5日２０２２年１２月下旬 現場持込み価格
旭-第164号 耐火防護部材 橋台床板添架支持点部(3条4段) C 4.5～11.0m 箇所 ¥70,300 管内 2023年 1月 5日２０２２年１２月下旬 現場持込み価格
旭-第164号 耐火防護部材 可とう管部(3条4段) A 0～3.0m ｍ ¥153,000 管内 2023年 1月 5日２０２２年１２月下旬 現場持込み価格
旭-第164号 耐火防護部材 可とう管部(3条4段) B 3.0～4.5m ｍ ¥126,000 管内 2023年 1月 5日２０２２年１２月下旬 現場持込み価格
旭-第164号 耐火防護部材 端末処理部(3条4段) 箇所 ¥64,800 管内 2023年 1月 5日２０２２年１２月下旬 現場持込み価格
旭-第164号 耐火防護部材 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 防雪ｶﾊﾞｰ 組 ¥607,000 管内 2023年 1月 5日２０２２年１２月下旬 現場持込み価格
旭-第166号 表面被覆材 無機系被覆材(高炉ｽﾗｸﾞ･繊維入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)1625kg/m3 ㎏ ¥340 管内 2023年 1月10日２０２３年　１月上旬 現場持込み価格
旭-第166号 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 超微粒子高炉ｽﾗｸﾞ系 1712kg/m3 ㎏ ¥230 管内 2023年 1月10日２０２３年　１月上旬 現場持込み価格
旭-第176号 高性能流動化剤 MITS fluid (MITS工法専用高性能流動化剤) ㎏ ¥540 管内 2023年 1月18日２０２３年　１月中旬 現場持込み価格
旭-第180号 壁面材(延長調整用ﾊﾟﾈﾙ) W450mm×H900mm×300mm 個 ¥12,900 管内 2023年 1月17日２０２３年　１月中旬 現場持込み価格
旭-第186号 砂箱 H1250×W580×D520 台 ¥124,000 管内 2023年 1月19日２０２３年　１月中旬 現場持込み価格
旭-第202号 鋼製継輪 FRPM管用継輪両受口 φ1650 L=1050mm T=14mm 7.5K 内:ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 外:ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆 個 ¥2,740,000 管内 2023年 2月 3日２０２３年　１月下旬 現場持ち込み（車上渡し）価格
旭-第215号 給気ﾌｧﾝ 風量:27,300m3/h以上 3φ3W 200V 50Hz 2.2kW以下 台 ¥195,000 管内 2023年 2月24日２０２３年　２月中旬 工場渡し価格
旭-第219号 河川鋼製護岸枠 段積型 溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装(茶) m2 ¥103,000 管内 2023年 2月 6日２０２３年　２月上旬 現場持ち込み（車上渡し）価格
旭-第227号 機械式継手 ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 D38 Aﾀｲﾌﾟ 組 ¥9,820 管内 2023年 3月 6日２０２３年　３月上旬 現場持ち込み（車上渡し）価格
旭-第229号 植生保護ｼｰﾄ HDPE製 幅1.1m(両端折返し5cm) 網目:1.8㎜×1.8㎜ 降伏点強度:2,000N/m以上 m2 ¥730 管内 2023年 2月17日２０２３年　２月中旬 現場持込み価格
旭-第235号 FRP製異形管 十字管 VU用 φ350×100 四方向離脱防止付 個 ¥144,000 管内 2023年 2月13日２０２３年　２月上旬 現場持込み価格
旭-第235号 FRP製異形管 十字管 VU用 φ250×100 四方向離脱防止付 個 ¥98,400 管内 2023年 2月13日２０２３年　２月上旬 現場持込み価格
旭-第236号 標識板裏着雪防止装置(標識板2.5m2以上4.0m2未満) ｼｰﾄ:塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面ﾌｯ素樹脂加工 m2 ¥141,000 管内 2023年 2月15日２０２３年　２月上旬 現場持込み価格
旭-第236号 標識板裏着雪防止装置(標識板4.0m2以上6.0m2未満) ｼｰﾄ:塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面ﾌｯ素樹脂加工 m2 ¥98,100 管内 2023年 2月15日２０２３年　２月上旬 現場持込み価格
旭-第236号 標識板裏着雪防止装置(標識板6.0m2以上7.5m2未満) ｼｰﾄ:塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面ﾌｯ素樹脂加工 m2 ¥93,500 管内 2023年 2月15日２０２３年　２月上旬 現場持込み価格
旭-第236号 標識板裏着雪防止装置(標識板7.5m2以上10.0m2未満) ｼｰﾄ:塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面ﾌｯ素樹脂加工 m2 ¥85,800 管内 2023年 2月15日２０２３年　２月上旬 現場持込み価格
旭-第236号 標識板裏着雪防止装置(標識板10.0m2以上) ｼｰﾄ:塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面ﾌｯ素樹脂加工 m2 ¥73,500 管内 2023年 2月15日２０２３年　２月上旬 現場持込み価格
旭-第242号 ﾎﾞﾙﾄ ｾｰﾌﾃｨﾎﾞﾙﾄ､SUS､M8×35､KN,2W付 本 ¥241 管内 2023年 3月 8日２０２３年　３月上旬 現場持込み価格
旭-第242号 落下防止ﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ､φ4mm,7×19､JIS G 3550準拠品､片側工場圧着加工(板ｼﾝﾌﾞﾙK4,ｽﾃﾝﾚｽｽﾘｰﾌﾞ) 本 ¥2,620 管内 2023年 3月 8日２０２３年　３月上旬 現場持込み価格
旭-第242号 くさび止め金具 ｼﾝﾌﾟﾙﾛｯｸ､SL4F(φ4mm,7×19用) 個 ¥3,240 管内 2023年 3月 8日２０２３年　３月上旬 現場持込み価格
旭-第242号 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ﾎｰｸ･ﾀｲﾜｲﾔｰｱﾝｶｰZ､SUS TWZS1080(φ14×80,ｼｬｯｸﾙ(SB6)付) 本 ¥4,390 管内 2023年 3月 8日２０２３年　３月上旬 現場持込み価格
旭-第244号 太陽電池式 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ 発光部(黄色LED×180個･φ300×2) 太陽電池出力20W ﾊﾞｯﾃﾘｰ12V･8Ah 24時間点滅 基 ¥376,000 管内 2023年 2月20日２０２３年　２月中旬 現場持込み価格




