
Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

MB-180A,MB-180A(T) ﾍﾞﾝﾁ

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 FLより床堀 (0.18+0.4)×(0.65+0.4)×0.3×3×10 m3 5.5

埋戻  5.5-1.3 m3 4.2

残土処理 (0.28×0.75×0.1+0.18×0.65×0.2)×3×10 m3 1.3

基面整正 0.28×0.75×3×10 m2 6.3

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.28×0.75×3×10 m2 6.30

型枠 ((0.18+0.65)×2×0.16)×3×10 m2 7.97

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.18×0.65×0.16+(0.18×0.65+0.08×0.52)÷2×0.04)
×3×10 m3 0.66

木製ﾍﾞﾝﾁ

MB-180A 10 基 10

MB-180A(T) 手摺り付 10 基 10

ﾌﾟﾚｰﾄ工 10 枚 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

MB-180B(T) ﾍﾞﾝﾁ 

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 FLより床堀 (0.18+0.4)×(0.5+0.4)×0.3×3×10 m3 4.7

埋戻  4.7-1.0 m3 3.7

残土処理 (0.28×0.6×0.1+0.18×0.5×0.2)×3×10 m3 1.0

基面整正 0.28×0.6×3×10 m2 5.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.28×0.6×3×10 m2 5.04

型枠 ((0.18+0.5)×2×0.16)×3×10 m2 6.53

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.18×0.5×0.16+(0.18×0.5+0.08×0.36)÷2×0.04)×3
×10 m3 0.50

木製ﾍﾞﾝﾁ

MB-180B 10 基 10

MB-180B(T) 手摺り付 10 基 10

ﾌﾟﾚｰﾄ工 10 枚 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

MB-A,B（Ｔ） ﾍﾞﾝﾁ 

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 FLより床堀 (0.16+0.4)×(0.25+0.4)×0.33×2×10 m3 2.4

埋戻  2.4-0.4 m3 2.0

残土処理
(0.25×0.35×0.1+(0.25×0.16+0.29×0.176)×0.5×
0.23)×2×10 m3 0.4

基面整正 0.25×0.35×2×10 m2 1.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.25×0.35×2×10 m2 1.75

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.16×0.25×0.03×2×10 m3 0.024

コンクリートブロッ
ク ｱﾝｶｰ共 2×10 個 20

木製ﾍﾞﾝﾁ

MB-A 450×1800 10 基 10

MB-B 380×1500 10 基 10

MB-A(T)
450×1800　手摺り

付 10 基 10

MB-B(T)
380×1500　手摺り

付 10 基 10

ﾌﾟﾚｰﾄ工 10 枚 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SMB-180A　再生木ベンチ

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.7+0.4)×(0.4+0.4)×0.3×2×10 ｍ3 5.3

埋戻 5.3-1.0 ｍ3 4.3

残土処理 (0.8×0.3×0.1+0.7×0.2×0.2）×2×10 ｍ3 1.0

基面整正 0.8×0.3×2×10 ㎡ 4.8

再生クラッシャー
ラン基礎

ｔ＝100
RC-40 0.8×0.3×2×10 ㎡ 4.80

型枠 (0.7×0.2×2+0.2×0.2×2）×2×10 ㎡ 7.20

コンクリート 　18-8-25 0.7×0.2×0.2×2×10 ｍ3 0.56

ベンチ本体 10 基 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SMB-180A-T　再生木ベンチ

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.7+0.4)×(0.4+0.4)×0.3×2×10 ｍ3 5.3

埋戻 5.3-1.0 ｍ3 4.3

残土処理 (0.8×0.3×0.1+0.7×0.2×0.2）×2×10 ｍ3 1.0

基面整正 0.8×0.3×2×10 ㎡ 4.8

再生クラッシャー
ラン基礎

ｔ＝100
RC-40 0.8×0.3×2×10 ㎡ 4.80

型枠 (0.7×0.2×2+0.2×0.2×2）×2×10 ㎡ 7.20

コンクリート 　18-8-25 0.7×0.2×0.2×2×10 ｍ3 0.56

ベンチ本体 10 基 10.00

肘掛 2×10 個 20.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SMB-180B　再生木ベンチ

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.55+0.4)×(0.2+0.4)×0.3×2×10 ｍ3 3.4

埋戻 3.4-0.9 ｍ3 2.5

残土処理 (0.65×0.3×0.1+0.55×0.2×0.2）×2×10 ｍ3 0.8

基面整正 0.65×0.3×2×10 ㎡ 3.9

再生クラッシャー
ラン基礎

ｔ＝100
RC-40 0.65×0.3×2×10 ㎡ 3.90

型枠 （0.55×0.2×2+0.2×0.2×2）×2×10 ㎡ 6.00

コンクリート 　18-8-25 0.55×0.2×0.2×2×10 ｍ3 0.44

ベンチ本体 10 基 10.0



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SS-A スツール

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 FLより床堀 (0.4+0.4)×(0.4+0.4)×0.23×10 m3 1.5

埋戻  1.5-0.5 m3 1.0

残土処理 (0.5×0.5×0.1+0.4×0.4×0.13)×10 m3 0.5

基面整正 0.5×0.5×10 m2 2.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.5×0.5×10 m2 2.50

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.4×0.4×0.03×10 m3 0.048

自然石スツール
花崗岩

本体　400×400×
500 10 基 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SS-A-R スツール

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 FLより床堀 (0.4+0.4)×(0.4+0.4)×0.23×10 m3 1.5

埋戻  1.5-0.4 m3 1.1

残土処理 (0.5×0.5×0.1+0.4×0.4×3.14÷4×0.13)×10 m3 0.4

基面整正 0.5×0.5×10 m2 2.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.5×0.5×10 m2 2.50

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.4×0.4×3.14÷4×0.03×10 m3 0.038

自然石スツール
花崗岩 本体　φ400×500 10 基 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SS-B スツール

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 FLより床堀 (0.4+0.4)×(0.4+0.4)×0.23×10 m3 1.5

埋戻  1.5-0.5 m3 1.0

残土処理 (0.5×0.5×0.1+0.4×0.4×0.13)×10 m3 0.5

基面整正 0.5×0.5×10 m2 2.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.5×0.5×10 m2 2.50

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） (0.4×0.4-0.26×0.26)×0.03×10 m3 0.028

擬石コンクリート
ブロック

本体 400×400×
500 基 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SS-B-R スツール

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 FLより床堀 (0.4+0.4)×(0.4+0.4)×0.23×10 m3 1.5

埋戻  1.5-0.4 m3 1.1

残土処理 (0.5×0.5×0.1+0.4×0.4×3.14÷4×0.13)×10 m3 0.4

基面整正 0.5×0.5×10 m2 2.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.5×0.5×10 m2 2.50

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） (0.4×0.4-0.26×0.26)×3.14÷4×0.03×10 m3 0.022

擬石コンクリート
ブロック 本体 φ400×500 基 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

ED,ED(T) 縁台

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 FLより床堀 (0.16+0.4)×(0.25+0.4)×0.33×4×10 m3 4.8

埋戻  4.8-0.8 m3 4.0

残土処理 (0.25×0.35×0.1+0.27×0.168×0.23)×4×10 m3 0.8

基面整正 0.25×0.35×4×10 m2 3.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.25×0.35×4×10 m2 3.50

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.16×0.25×0.03×4×10 m3 0.048

コンクリートブロッ
ク ｱﾝｶｰ共 4×10 個 40

本体

ED 1220×1220 10 基 10

ED(T)
1220×1220 (手摺

り付) 10 基 10

同上据付 1 式 1

ﾌﾟﾚｰﾄ工 10 枚 10


