
2013年12月16日

中分類区分 中分類名称 項目 変               更               内               容 更　新　日　付 備              考
160 3KV EM-CE 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 6KV EM-CE 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 6KV EM-CET 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 600V EM-IC 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 600V EM-EE-F 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 600V CEQ 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 600V EE-R 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 EM-CEE 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 EM-CEE-S 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 EM-AE 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 EM-HP 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 EM-CPEE 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 EM-FCPEE 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 EM-FCPEE-S 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 EM-CCP-P 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 EM-CCP-AP 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 EM-TKEE 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 EM-EBT 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 ﾃﾚﾋﾞ同軸ｹｰﾌﾞﾙ 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

160 EM-MEES 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

 本丸資材マスタ－変更履歴
 ※製品の出荷時期により内容が異なる場合がございます。（過去1年間の変更履歴です）

 ■電気



2013年12月16日

中分類区分 中分類名称 項目 変               更               内               容 更　新　日　付 備              考
601～610 管類 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

604 ﾍｯﾀﾞｰ 変更 歩掛け変更 2013/12/6

606 耐火二層管 変更 歩掛け変更 2013/12/6

615 水栓 変更 TOTO GGｼﾘｰｽﾞに変更 2013/12/6

620 ﾊﾞﾙﾌﾞ 変更 建設物価コード見直し 2013/12/6

636 ﾎﾟﾝﾌﾟ 変更 ﾎﾟﾝﾌﾟ据え付け費設定 2013/12/6

642 ｴｱｺﾝ 変更 ｴｱｺﾝ据え付け費設定 2013/12/6

X82 追加 撤去工事 2013/12/6

 ■設備

 本丸資材マスタ－変更履歴
 ※製品の出荷時期により内容が異なる場合がございます。（過去1年間の変更履歴です）
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中分類区分 中分類名称 項目 変               更               内               容 更　新　日　付 備              考
711 自動火災報知設備　 PANA ｶﾀﾛｸﾞ変更なし 2013/11/19

712 自動火災報知設備　 ﾆﾂﾀﾝ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ  2013年度総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013/11/19

追加 壁掛型　受信機　50L・60L 、遠隔試験用中継器

713 自動火災報知設備　 ﾎｰﾁｷ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ  13-14 製品ｶﾀﾛｸﾞ/価格表 2013/11/19

714 自動火災報知設備　 ﾉ-ﾐ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ  自動火災報知設備総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013/11/19

716 非常警報設備   PANA ｶﾀﾛｸﾞ変更なし 2013/11/19

717 非常警報設備   ﾆﾂﾀﾝ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ  2013年度総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013/11/19

718 非常警報設備　 ﾎｰﾁｷ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ  13-14 火災報知設備機器ｶﾀﾛｸﾞ 2013/11/19

719 非常警報設備　 ﾉ-ﾐ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ  自動火災報知設備総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013/11/19

721 火災通報設備　 PANA ｶﾀﾛｸﾞ変更なし 2013/11/19

722 火災通報設備　 ﾆﾂﾀﾝ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ  2013年度総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013/11/19

726 ｶﾞｽ漏れ設備　 PANA ｶﾀﾛｸﾞ変更なし 2013/11/19

変更 歩掛記入

731 集合ｲﾝﾀｰﾎﾝ機器類   ｱｲﾎﾝ ｶﾀﾛｸﾞ変更なし 2013/11/19

736 ｲﾝﾀｰﾎﾝ機器類   ｱｲﾎﾝ ｶﾀﾛｸﾞ変更なし 2013/11/19

741 ﾅｰｽｺｰﾙ機器類   ｱｲﾎﾝ ｶﾀﾛｸﾞ変更なし 2013/11/19

761 呼出表示機器類   ｱｲﾎﾝ ｶﾀﾛｸﾞ変更なし 2013/11/19

772 放送機器類　  ﾋﾞｸﾀ- 変更 規格変更・規格・価格変更・削除 2013/11/19

773 放送機器類　 TOA 変更 ｶﾀﾛｸﾞ  全製品ｶﾀﾛｸﾞ 2013/01    品名変更 2013/11/19

775 ﾃﾚﾋﾞ共聴機器類　 日本ｱﾝﾃﾅ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ  ﾃﾚﾋﾞ受信用機器総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013-2014 2013/11/19

776 ﾃﾚﾋﾞ共聴機器類　 八木ｱﾝﾃﾅ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ  2013 GENERAL CATALOGUE 2013/11/19

777 ﾃﾚﾋﾞ共聴機器類 　DXｱﾝﾃﾅ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ  2012-2013総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013/11/19

779 ﾃﾚﾋﾞ共聴機器類   ﾏｽﾌﾟﾛ　 変更 ｶﾀﾛｸﾞ  総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013 2013/11/19

792 ITV設備機器 　 ﾋﾞｸﾀ- 変更 ｶﾀﾛｸﾞ  ITV設備 2013A 2013/11/19

793 ITV設備機器   TOA 変更 ｶﾀﾛｸﾞ  ｾｷｭﾘﾃｨ製品ｶﾀﾛｸﾞ 2013/02 2013/11/19

797 電気時計機器類   ｾｲｺ- 変更 ｶﾀﾛｸﾞ  電気時計設備 2013    型式・価格変更 2013/11/19

798 電気時計機器類   ｼﾁｽﾞﾝ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ   設備時計総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013    品名・規格・価格等変更 2013/11/19

811 誘導灯設備機器　Panasonic 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2013-2014 施設･屋外･店舗照明 総合ｶﾀﾛｸﾞ) 2013/11/5

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

812 誘導灯設備機器　東芝ﾗｲﾃｯｸ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2013-2014 施設屋外照明) 2013/11/5

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

813 誘導灯設備機器　三菱電機 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2013-2014 三菱照明総合ｶﾀﾛｸﾞ) 2013/11/5

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

814 誘導灯設備機器　岩崎電気 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2012-2013 施設･屋外総合ｶﾀﾛｸﾞ) 2013/11/5

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

815 交換用電池　日立 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2010-2012 施設用照明器具) 2013/10/15

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

816 交換用電池　Panasonic 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2013-2014 施設・屋外・店舗照明 総合ｶﾀﾛｸﾞ) 2013/10/15

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

817 交換用電池　東芝ﾗｲﾃｯｸ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2013-2014 施設屋外照明) 2013/10/15

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

818 交換用電池　三菱電機 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2013-2014 三菱照明総合ｶﾀﾛｸﾞ) 2013/10/15

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

819 交換用電池　岩崎電気 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2012-2013 施設・屋外照明総合ｶﾀﾛｸﾞ) 2013/10/15

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

820 交換用電池　NEC 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2012-2013 業務用照明器具ｶﾀﾛｸﾞ) 2013/10/15

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

821 消火器類　ﾐﾔﾀ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2012.12 防災総合ｶﾀﾛｸﾞ) 2013/10/15

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

822 消火器類　ﾔﾏﾄ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2013.02 防災機器ｶﾀﾛｸﾞ） 2013/10/15

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

823 消火器類　ﾊﾂﾀ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(消火器総合ｶﾀﾛｸﾞ 消102 1301-8,000S-S) 2013/10/15

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

8242 消火器類　日本ﾄﾞﾗｲｹﾐｶﾙ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2013.02 ｴｸｽﾁﾝ消火器総合ｶﾀﾛｸﾞ） 2013/10/15

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

8243 消火器類　ﾏﾙﾔﾏ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(防災ｶﾀﾛｸﾞ 12-12-0050M) 2013/10/15

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

 本丸資材マスタ－変更履歴
 ※製品の出荷時期により内容が異なる場合がございます。（過去1年間の変更履歴です）

 ■防災



826 消火栓設備機器類　ﾔﾏﾄ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(ﾔﾏﾄ消火栓設備2013） 2013/11/5

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

827 粉末消火設備機器　ﾔﾏﾄ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(ﾔﾏﾄ粉末消化設備2013) 2013/11/5

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

831 泡消火設備機器　ﾔﾏﾄ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(ﾔﾏﾄ泡消火設備2013) 2013/11/5

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

833 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備  ﾔﾏﾄ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(ﾔﾏﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備2013) 2013/11/5

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

842 自動消火設備(ｶﾞｽ系)  ﾆﾂﾀﾝ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2013年度総合ｶﾀﾛｸﾞ） 2013/11/5

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

843 自動消火設備(ｶﾞｽ系)  ﾎｰﾁｷ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(13-14 消火設備機器） 2013/11/5

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

845 避難器具類  ﾔﾏﾄ 変更 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2013.02 防災機器ｶﾀﾛｸﾞ） 2013/11/5

品目行名称の細分化、品名・規格の修正・追加・削除

中分類区分822から分類別け

727 ｶﾞｽ漏れ設備　 ﾆﾂﾀﾝ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ  2013年度総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013/11/19

8261 消火栓設備機器類　ﾎｰﾁｷ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ（消火設備機器13-14）  中分類区分825から分類別け 2013/11/5

8262 消火設備機器類　ﾆﾂﾀﾝ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ  2013年度総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013/11/19

828 粉末消火設備機器　ﾊﾂﾀ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ  2013年度総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013/12/6

8311 泡消火設備機器　   ﾊﾂﾀ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ  2013年度総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013/12/6

832 泡消火設備機器  ﾎｰﾁｷ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ（消火設備機器13-14）  中分類区分825から分類別け 2013/11/5

8321 泡消火設備機器　ﾆﾂﾀﾝ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ  2013年度総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013/11/19

834 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備  ﾊﾂﾀ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ変更(2013年度版総合ｶﾀﾛｸﾞ） 2013/11/5

836 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備　ﾆﾂﾀﾝ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ  2013年度総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013/11/19

837 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備  ﾎｰﾁｷ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ（消火設備機器13-14）  中分類区分825から分類別け 2013/11/5

838 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備　ﾉｰﾐ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ  自動火災報知設備総合ｶﾀﾛｸﾞ13-14年度版 2013/11/19

839 ｶﾞｽ系消火設備　     ﾊﾂﾀ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ  2013年度総合ｶﾀﾛｸﾞ 2013/12/6

8431 ｶﾞｽ系消火設備　ﾔﾏﾄ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ  価格表(PRICE LIST)2013 2013/11/19

844 ｳｫｰﾀｰｽｸﾘｰﾝ設備  ﾎｰﾁｷ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ（消火設備機器13-14）  中分類区分825から分類別け 2013/11/5

846 避難器具類  ﾏﾙﾔﾏ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ（ﾏﾙﾔﾏ防災カタログ）  中分類区分8243から分類別け 2013/11/5

847 避難器具類  ﾐﾔﾀ 新規 ｶﾀﾛｸﾞ（ﾐﾔﾀ防災総合）  中分類区分821から分類別け 2013/11/5

735 ｲﾝﾀｰﾎﾝ機器類   PANA 削除 ｲﾝﾀｰﾎﾝ機器類 2013/11/19

742 ﾅ-ｽｺ-ﾙ機器類   松下通信 削除 ﾅ-ｽｺ-ﾙ機器類　松下通信　PANA と合併 2013/11/19

762 呼出表示機器類   松下通信 削除 呼出表示機器類　松下通信　PANA と合併 2013/11/19

794 ITV設備機器類   池上通信機 削除 ITV設備機器類　池上通信機　 2013/11/19

802 出退表示機器類   ｱｲﾎﾝ 削除 出退表示機器類　ｱｲﾎﾝ　2008より製造中止 2013/11/19

803 出退表示機器類   ｹｱｺﾑ 削除 出退表示機器類　ｹｱｺﾑ　2008より製造中止 2013/11/19

825 消火設備機器(水･泡)　ﾎｰﾁｷ 削除 中分類区分8261･832･837･844に分類別け 2013/11/5

841 自動消火設備(水系)　ﾆﾂﾀﾝ 削除 中分類区分 836に分類別け 2013/11/19


