
【 地域資材単価 】　平成30年4月

21．マット、シート類

名　　　　　称 規　　　格 単位
単　価
　　(円)

備　　　考

・合成ゴムシート類

合成ゴムシート（遮水シート） 厚1.0mm ㎡ 1,440

合成ゴムシート（遮水シート） 厚1.5mm ㎡ 1,760

・吸出防止材

吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm ㎡ ***　

吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚20mm ㎡ ***　

吸出し防止マット 合成不織布　厚10mm　9.8kN/m ㎡ ***　

・建築工事用シート

建築工事用シート ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長3.6 厚0.4 枚 -  

建築工事用シート ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長5.1 厚0.4 枚 -  

建築工事用シート ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長5.4 厚0.4 枚 -  

建築工事用シート ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅3.6 長5.4 厚0.4 枚 -  

建築工事用シート ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長3.6 厚0.32 枚 -  

建築工事用シート ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長5.1 厚0.32 枚 -  

建築工事用シート ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長5.4 厚0.32 枚 -  

建築工事用シート ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅3.6 長5.4 厚0.32 枚 -  

・シート

遮水シート ㎡ -  

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ80　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 1,000

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 1,160

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ125　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 1,400

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ150　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 1,560

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 1,940

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ250　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 2,330

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ300　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 2,640

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ350　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 2,950

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ400　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 3,330

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ450　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 3,640

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 4,040
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耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 4,820

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ700　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 5,520

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 6,290

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 7,070

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 7,850

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 8,550

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 9,320

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1350　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 10,400

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 11,600

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 12,300

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1650　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 12,600

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 13,800

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 14,400

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ2000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 15,400

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ2100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 16,000

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ2200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 16,800

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ2300　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 17,600

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ2400　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 18,200

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ2500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 19,100

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ2600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 19,800

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ2700　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 20,500

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ2800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 21,200

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ2900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 22,000

耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺ-ﾄ用） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ3000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む) 箇所 22,800

・養生マット

養生マット 3mm ㎡ -  

養生シート ポリエチレンシート　3.6m×5.4m　#2000 枚 ***　

・ポリエチレンスリーブ

ポリエチレンスリーブ φ100　　厚さ0.2　長5.0m 枚 728
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ポリエチレンスリーブ φ100　　厚さ0.2　長6.0m 枚 -  

ポリエチレンスリーブ φ150　　厚さ0.2　長6.0m 枚 1,050

ポリエチレンスリーブ φ200　　厚さ0.2　長6.0m 枚 1,570

ポリエチレンスリーブ φ250　　厚さ0.2　長6.0m 枚 1,780

ポリエチレンスリーブ φ300　　厚さ0.2　長7.0m 枚 2,430

ポリエチレンスリーブ φ350　　厚さ0.2　長7.0m 枚 2,550

ポリエチレンスリーブ φ400　　厚さ0.2　長7.0m 枚 2,580

ポリエチレンスリーブ φ450　　厚さ0.2　長7.0m 枚 2,950

ポリエチレンスリーブ φ500　　厚さ0.2　長7.5m 枚 3,660

ポリエチレンスリーブ φ600　　厚さ0.2　長7.5m 枚 4,170

ポリエチレンスリーブ φ700　　厚さ0.2　長7.5m 枚 5,720

ポリエチレンスリーブ φ800　　厚さ0.2　長7.5m 枚 6,500

ポリエチレンスリーブ φ900　　厚さ0.2　長7.5m 枚 9,000

ポリエチレンスリーブ φ1000　厚さ0.2　長7.5m 枚 11,200

ポリエチレンスリーブ φ1100　厚さ0.2　長7.5m 枚 12,300

ポリエチレンスリーブ φ1200　厚さ0.2　長7.5m 枚 14,500

ポリエチレンスリーブ φ1350　厚さ0.2　長7.5m 枚 18,900

ポリエチレンスリーブ φ1500　厚さ0.2　長7.5m 枚 20,700

ポリエチレンスリーブ φ1600　厚さ0.2　長5.5m 枚 21,400

ポリエチレンスリーブ φ1600　厚さ0.2　長6.5m 枚 25,200

ポリエチレンスリーブ φ1650　厚さ0.2　長5.5m 枚 22,000

ポリエチレンスリーブ φ1650　厚さ0.2　長6.5m 枚 26,000

ポリエチレンスリーブ φ1800　厚さ0.2　長5.5m 枚 23,000

ポリエチレンスリーブ φ1800　厚さ0.2　長6.5m 枚 27,200

ポリエチレンスリーブ φ2000　厚さ0.2　長5.5m 枚 24,600

ポリエチレンスリーブ φ2000　厚さ0.2　長6.5m 枚 29,000

ポリエチレンスリーブ φ2100　厚さ0.2　長5.5m 枚 25,100

ポリエチレンスリーブ φ2100　厚さ0.2　長6.5m 枚 29,700

ポリエチレンスリーブ φ2200　厚さ0.2　長5.5m 枚 26,500



【 地域資材単価 】　平成30年4月

21．マット、シート類

名　　　　　称 規　　　格 単位
単　価
　　(円)

備　　　考

ポリエチレンスリーブ φ2200　厚さ0.2　長6.5m 枚 31,300

ポリエチレンスリーブ φ2400　厚さ0.2　長5.5m 枚 28,300

ポリエチレンスリーブ φ2600　厚さ0.2　長5.5m 枚 30,500

固定用ゴムバンド φ100 本 84

固定用ゴムバンド φ150 本 91

固定用ゴムバンド φ200 本 112

固定用ゴムバンド φ250 本 126

固定用ゴムバンド φ300 本 147

固定用ゴムバンド φ350 本 161

固定用ゴムバンド φ400 本 175

固定用ゴムバンド φ450 本 203

固定用ゴムバンド φ500 本 217

固定用ゴムバンド φ600 本 252

固定用ゴムバンド φ700 本 352

固定用ゴムバンド φ800 本 392

固定用ゴムバンド φ900 本 459

固定用ゴムバンド φ1000 本 501

固定用ゴムバンド φ1100 本 544

固定用ゴムバンド φ1200 本 603

固定用ゴムバンド φ1350 本 671

固定用ゴムバンド φ1500 本 739

固定用ゴムバンド φ1600 本 782

固定用ゴムバンド φ1650 本 790

固定用ゴムバンド φ1800 本 858

固定用ゴムバンド φ2000 本 960

固定用ゴムバンド φ2100 本 1,000

固定用ゴムバンド φ2200 本 1,060

固定用ゴムバンド φ2400 本 1,130

固定用ゴムバンド φ2600 本 1,230
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・ワイヤー類

ワイヤー　（主索） 6＊ 7ーφ18mm ｍ -  

ワイヤー　（主索） 6＊ 7ーφ22mm ｍ -  

ワイヤー　（曵索 吊索） 6＊19ーφ9mm ｍ -  

ワイヤー　（曵索 吊索） 6＊19ーφ12mm ｍ -  

ワイヤー　（控索） 6＊19ーφ18mm ｍ -  


