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コンクリートポンプ車標準圧送料金表

積算方式・・・ 基本料金（機械損料＋労務費）＋ 圧送経費（圧送数量×単価）

＋ 基本作業（当日配管作業＋追加作業員＋特別作業） ＋ 材料費 ＋ 別途料金

区 分 Ａ区分 Ｂ区分 Ｃ区分 Ｄ区分 Ｅ区分
スクイズ3.5Tブーム車 スクイズ8Ｔブーム車 スクイズ10Ｔブーム車 ピストン10Ｔブーム車

機 種 スクイズ5,5Ｔブーム車 ピストン8Ｔブーム車 ピストン10Ｔブーム車 高圧仕様車

（ブーム長28m～32m）（ブーム長33m～36m）

㎥ ㎥（10 未満） （50 未満） （50m3未満） （50m3未満）

基本料金 40,000 円 60,000 円 70,000 円 100,000 円 （別途協議）

圧送経費 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥500円/ 600円/ 700 円/ 1,000円/ （別途協議）

当日配管作業 500円/m 500円/ｍ 500円/ｍ 500円/m （別途協議）

追加作業員
1.平日 21,000円/名 21,000円/名 21,000円/名 21,000円/名 （別途協議）

基 2.休日/夜間 35,000円/名 35,000円/名 35,000円/名 35,000円/名
摘 要 基本単位 単価又は割増率

本 1. 夜間作業（22時以降作業開始で翌朝5時作業終了） 基本料金 100％増
2. 休日作業（日・祝） ※但し、土曜日は平日扱い 基本料金 50％増

作 3. 前日配管設置（とび・土工資格者）
特別作業 1)鉛直（タテ）配管 a. 1から45ｍ以内 40,000円

業 b. 45ｍ超 1回当り 別途協議
c. 高層用配管 別途協議

2)水平（ヨコ）配管 a. 1～100m以内 30,000円
b. 100m超 別途協議

1. 下部水平配管・鉛直配管・配管固定機材等は現場支給とする。
2. 現場支給の無いものは、以下の固定配管リース料を収受する。
3. 固定配管リース料

材 料 費 1) 鉛直固定
a. 45m以内 1m当り 5,000円
b. 45超 別途協議
c. 高圧・高所圧送 別途協議

2)水平固定 1m当り 5,000円

（特記事項）

1. 一戸建て建築の小型料金は、現行料金とし、変更しない。

2. 高強度割増や高所圧送割増は割増表を参照する。

3 基本作業の単価又は割増率は、最低基準を表記しており、すでにこれを上回る実績のあるものに
ついては、この限りではない。
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【標準圧送料金の構成】

○1 償却費

○2 維持修理費
定期整備費

修理費

機械損料
格納保管等経費

○3 機械管理費 租税公課

保険料

○1 基本手当
労 務 費 ○2 基準外に属する手当

○3 法定福利費

○1 燃料・油脂費

○2 消耗部品費
圧送経費 ○3 雑品費（安全保護具、機械の運転に必要な副費）

○4 現場管理費（協力会費、営業経費に属するもの）

○5 一般管理費（企業運営費・利益）

【 別 途 料 金 表 】

項 目 摘 要 基準単位 単価又は割増率
1) 5時以降8時迄（打出し時間を基準とする） 1名/Ｈ 5,000円

1. 時間外作業 2) 17時以降22時迄 別途協議
3) 深夜作業（22時以降翌朝5時迄の継続作業） 1名/Ｈ 7,500円

40,000円
2. 配管撤去作業

※但し水平配管のみの場合 30,000円
1) 前日配管

3. 運 搬 費
2) 後日配管撤去 20,000円
1) 休車補償

○1 前日（15時以降キャンセル） 基本料金 50％

4. 車 両 補 償
○2 当日（雨天の場合、現場入場までのキャンセル） 基本料金 50％

○3 当日（現場都合の場合、現場入場までのキャンセル 基本料金 80％

○4 当日（現場まで行った場合） 基本料金 100％

2) 予備車（該当機種） 1台当り 基本料金
㎥1) 低スランプ（8㎝） 1 100円
㎥2) 大粒径（粗骨材最大寸法40㎜）コンクリート 1 100円
㎥3) 上記1)及び2)の場合 1 200円

5. 特殊生コン ㎥4) 特殊配合・補強コンクリート（名称変更） 1 200円
圧送 ファイバーコン・パーライト等

㎥5) 高強度高流度（高性能）生コン対応 1 別途協議
㎥6) 当日配管作業の輸送管呼び径125Ａの対応 1 1,000円

1) 打設終了後前日配管（17時まで終了） 20,000円
※17時を超える場合は、時間外作業となります。

5) ポンプ車洗浄 30,000円
6. その他作業 （現場の指示により打設中に洗浄する場合）

3) 先行モルタルの現場練（スクィーズのみ） 10,000円
4) 耐震補強工事 別途協議
5) 前日納車 別途協議

（特記事項）
1. 上記単価又は割増率は、最低基準を表記しており、すでにこれを上回る実績のあるものに
ついては、この限りではない。

2. 特殊な条件下にあるものは、別途協議とする。
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【 解 説 】

１．基本料金とは、基本的な圧送工事における機械損料と労務費のことです。

２．基本作業

(1) 当日配管作業・・・
当日に必要な配管延長や脱着作業及び配管作業後の圧送作業のことです。

○1 上記、圧送作業には配管使用料及び圧送技術料が含まれます。

○2 配管作業については以下の部分からカウントします。
・ブーム車・・・ブーム先端から
・配 管 車・・・根元の5インチから

(2) 追加作業員・・・
現場責任者が追加を確認した作業員のことです。
・休日/夜間 35,000円は、追加作業員（平日）の40％割増のことです。

(3) 特別作業

○1 夜間作業（22時以降翌朝5時迄の作業）・・・
・当日の継続作業ではなく、単独の作業のことです。

○2 休日作業（日・祝）・・・
・休日とは、日曜・祝祭日であり、土曜日は平日扱いです。

○3 前日配管作業・・・
・現場責任者が確認した前日に必要な配管作業のことです。
・鉛直配管と水平配管が両方ある場合は、メインとなる作業の料金のみとなります。

３．材料費

(1) 鉛直、水平固定配管リース料
・1ヶ月以上現場に設置する場合に発生します。
・1ｍ以上から発生します。
・固定された全ての配管に発生します。

４．別途料金

(1) 時間外作業・・・基本作業時間を原則8:00～17:00までとします。
・時間外作業は、基本作業時間外の作業とします。

(2) 配管撤去作業・・・設置した配管を撤去する作業のことです。
・鉛直配管と水平配管が両方ある場合、メインとなる作業の料金のみとなります。

(3) 運 搬 費・・・前日配管及び撤去した輸送管等を運搬する費用のことです。
・運搬費は搬入、搬出それぞれに発生します。
・ポンプ車で運搬する場合は、作業時以外の別仕立ての場合に発生します。
・運搬費は1台当りの料金です。
・楊重作業については元請でお願いします。

(4) 当日指示外作業・・・事前に指示が無く、作業終了直前に現場から新たに指示された
配管作業のことです。

(5) 車両補償・・・・・・車両補償とは、現場責任者によるキャンセルに伴う休車補償、
及び予備車の補償のことです。

・当日キャンセル別途料金表「5.車両補償○2 , ○3」は、当日現場に到着するまでに
連絡あった場合に適用します。

・当日キャンセル別途料金表「5.車両補償○4」は、当日現場に入場した場合、雨天・現場都合に
関係なく、100％発生します。




