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土木工事標準単価

040101
コード 名称 規格 単位 新単価
RRE07 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　昼間 ｍ２ ○
RRE076 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　昼間 ｍ２ ○
RRE077 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　昼間 ｍ２ ○
RRE078 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　昼間 ｍ２ ○
RRE08 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　昼間 ｍ２ ○
RRE086 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　昼間 ｍ２ ○
RRE087 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　昼間 ｍ２ ○
RRE088 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　昼間 ｍ２ ○
RRE09 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　昼間 ｍ２ ○
RRE096 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　昼間 ｍ２ ○
RRE097 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　昼間 ｍ２ ○
RRE098 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　昼間 ｍ２ ○
RRE13 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ ○
RRE136 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ ○
RRE137 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ ○
RRE138 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ ○
RRE14 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ ○
RRE146 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ ○
RRE147 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ ○
RRE148 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ ○
RRE15 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ ○
RRE156 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ ○
RRE157 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ ○
RRE158 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ ○
RRE25 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　夜間 ｍ２ ○
RRE256 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　夜間 ｍ２ ○
RRE257 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　夜間 ｍ２ ○
RRE258 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　夜間 ｍ２ ○
RRE26 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　夜間 ｍ２ ○
RRE266 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　夜間 ｍ２ ○
RRE267 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　夜間 ｍ２ ○
RRE268 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　夜間 ｍ２ ○
RRE27 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　夜間 ｍ２ ○
RRE276 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　夜間 ｍ２ ○
RRE277 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　夜間 ｍ２ ○
RRE278 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　夜間 ｍ２ ○
RRE31 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ ○
RRE316 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ ○
RRE317 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ ○
RRE318 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ ○
RRE32 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ ○
RRE326 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ ○
RRE327 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ ○
RRE328 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ ○
RRE33 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ ○
RRE336 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ ○
RRE337 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ ○
RRE338 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ ○
RRJ27 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　昼間 ｍ２ ○
RRJ276 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　昼間 ｍ２ ○
RRJ277 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　昼間 ｍ２ ○
RRJ278 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　昼間 ｍ２ ○
RRJ28 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　昼間 ｍ２ ○
RRJ286 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　昼間 ｍ２ ○
RRJ287 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　昼間 ｍ２ ○
RRJ288 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　昼間 ｍ２ ○
RRJ29 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　昼間 ｍ２ ○
RRJ296 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　昼間 ｍ２ ○
RRJ297 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　昼間 ｍ２ ○
RRJ298 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　昼間 ｍ２ ○
RRJ63 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ ○
RRJ636 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ ○
RRJ637 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ ○
RRJ638 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ ○
RRJ64 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ ○
RRJ646 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ ○
RRJ647 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ ○
RRJ648 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ ○
RRJ65 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ ○
RRJ656 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ ○
RRJ657 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ ○
RRJ658 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ ○

　本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、
「コスト情報」、((一財)建設物価調査会)並びに「土木施工単価」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の
平均値を採用しています。
　なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

1/3



（単位：円）

コード 名称 規格 単位 新単価
RRJ75 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　夜間 ｍ２ ○
RRJ756 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　夜間 ｍ２ ○
RRJ757 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　夜間 ｍ２ ○
RRJ758 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　夜間 ｍ２ ○
RRJ76 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　夜間 ｍ２ ○
RRJ766 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　夜間 ｍ２ ○
RRJ767 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　夜間 ｍ２ ○
RRJ768 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　夜間 ｍ２ ○
RRJ77 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　夜間 ｍ２ ○
RRJ776 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　夜間 ｍ２ ○
RRJ777 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　夜間 ｍ２ ○
RRJ778 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　夜間 ｍ２ ○
RRK11 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ ○
RRK116 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ ○
RRK117 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ ○
RRK118 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ ○
RRK12 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ ○
RRK126 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ ○
RRK127 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ ○
RRK128 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ ○
RRK13 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ ○
RRK136 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ ○
RRK137 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ ○
RRK138 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ ○
RRQ01 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ016 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ017 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ018 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ02 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ026 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ027 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ028 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ03 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ036 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ037 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ038 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ07 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ076 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ077 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ078 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ08 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ086 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ087 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ088 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ09 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ096 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ097 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ098 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ13 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ136 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ137 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ138 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ14 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ146 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ147 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ148 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ15 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ156 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ157 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ158 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ19 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ196 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ197 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ198 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ ○
RRQ20 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ206 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ207 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ208 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ ○
RRQ21 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ216 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ217 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ218 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ ○
RRQ25 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ256 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ257 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ258 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ26 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
RRQ266 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
RRQ267 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
RRQ268 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
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（単位：円）

コード 名称 規格 単位 新単価
RRQ27 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRQ276 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRQ277 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRQ278 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRQ31 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ316 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ317 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ318 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ32 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
RRQ326 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
RRQ327 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
RRQ328 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
RRQ33 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRQ336 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRQ337 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRQ338 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRQ37 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ376 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ377 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ378 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ38 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
RRQ386 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
RRQ387 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
RRQ388 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
RRQ39 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRQ396 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRQ397 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRQ398 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRQ43 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ436 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ437 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ438 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ ○
RRQ44 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
RRQ446 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
RRQ447 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
RRQ448 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ ○
RRQ45 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRQ456 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRQ457 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRQ458 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ ○
RRR01 ブロック積工 制約無　昼間 ｍ２ ○
RRR016 ブロック積工 制約無　昼間 ｍ２ ○
RRR017 ブロック積工 制約無　昼間 ｍ２ ○
RRR018 ブロック積工 制約無　昼間 ｍ２ ○
RRR02 ブロック積工 制約受　昼間 ｍ２ ○
RRR026 ブロック積工 制約受　昼間 ｍ２ ○
RRR027 ブロック積工 制約受　昼間 ｍ２ ○
RRR028 ブロック積工 制約受　昼間 ｍ２ ○
RRR03 ブロック積工 制約著　昼間 ｍ２ ○
RRR036 ブロック積工 制約著　昼間 ｍ２ ○
RRR037 ブロック積工 制約著　昼間 ｍ２ ○
RRR038 ブロック積工 制約著　昼間 ｍ２ ○
RRR07 ブロック積工 制約無　夜間 ｍ２ ○
RRR076 ブロック積工 制約無　夜間 ｍ２ ○
RRR077 ブロック積工 制約無　夜間 ｍ２ ○
RRR078 ブロック積工 制約無　夜間 ｍ２ ○
RRR08 ブロック積工 制約受　夜間 ｍ２ ○
RRR086 ブロック積工 制約受　夜間 ｍ２ ○
RRR087 ブロック積工 制約受　夜間 ｍ２ ○
RRR088 ブロック積工 制約受　夜間 ｍ２ ○
RRR09 ブロック積工 制約著　夜間 ｍ２ ○
RRR096 ブロック積工 制約著　夜間 ｍ２ ○
RRR097 ブロック積工 制約著　夜間 ｍ２ ○
RRR098 ブロック積工 制約著　夜間 ｍ２ ○
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