
中分類区分 中分類名称 項目                       変  更  容 更　新日　付      備  考

712 自動火災報知設備  (ﾆｯﾀﾝ) 削除 2015/8/10

811 誘導灯設備機器  (PANA) 変更 2015/8/10

812 誘導灯設備機器(東芝ﾗｲﾃｯｸ) 変更 2015/8/10

813 誘導灯設備機器  (三菱電機) 変更 2015/8/10

816 交換用電池　　     (PANA) 変更 2015/8/10

817 交換用電池　　(東芝ﾗｲﾃｯｸ) 変更 2015/8/10

820 交換用電池　        (NEC) 変更 2015/8/10

8211 消火器類     　 (ﾓﾘﾀ宮田) 変更 2015/8/10

822 消火器類            (ﾔﾏﾄ) 変更 2015/8/10

823 消火器類            (ﾊﾂﾀ) 変更 2015/8/10

8243 消火器類            (ﾏﾙﾔﾏ) 変更 2015/8/10

8245 消火器類            (ﾆｯﾀﾝ) 変更 2015/8/10

826 消火栓設備機器類    (ﾔﾏﾄ) 変更 2015/8/10

8261 消火栓設備機器類    (ﾎｰﾁｷ) 変更 2015/8/10

8262 消火栓設備機器類    (ﾆｯﾀﾝ) 変更 2015/8/10

827 粉末消火設備機器    (ﾔﾏﾄ) 変更 2015/8/10

828 粉末消火設備機器    (ﾊﾂﾀ) 変更 2015/8/10

831 泡消火設備機器　    (ﾔﾏﾄ) 変更 2015/8/10

8311 泡消火設備機器　    (ﾊﾂﾀ) 変更 2015/8/10

832 泡消火設備機器　    (ﾎｰﾁｷ) 変更 2015/8/10

8321 泡消火設備機器　    (ﾆｯﾀﾝ) 変更 2015/8/10

833 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ-設備 　　　 (ﾔﾏﾄ) 変更 2015/8/10

834 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ-設備 　　　 (ﾊﾂﾀ) 変更 2015/8/10

836 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ-設備 　　　 (ﾆｯﾀﾝ) 変更 2015/8/10

837 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ-設備 　　　 (ﾎｰﾁｷ) 変更 2015/8/10

839 ｶﾞｽ系消火設備 　　　 (ﾊﾂﾀ) 変更 2015/8/10

842 ｶﾞｽ系消火設備 　　 (ﾆｯﾀﾝ) 変更 2015/8/10

843 ｶﾞｽ系消火設備 　　 (ﾎｰﾁｷ) 変更 2015/8/10

8431 ｶﾞｽ系消火設備 　　　 (ﾔﾏﾄ) 変更 2015/8/10

844 ｳｫｰﾀｰｽｸﾘｰﾝ設備 　　 (ﾎｰﾁｷ) 変更 2015/8/10

845 避難器具類          (ﾔﾏﾄ) 変更 2015/8/10

846 避難器具類          (ﾏﾙﾔﾏ) 変更 2015/8/10

847 避難器具類       (ﾓﾘﾀ宮田) 変更 2015/8/10

2015-2016業務用照明器具カタログ全て表記通り変更

2015年度 総合ｶﾀﾛｸﾞに全て表記通り変更

価格表　2015に全て表記通り変更

15-16 消火設備機器 製品ｶﾀﾛｸﾞ/価格表に全て表記通り変更

2015年度 総合ｶﾀﾛｸﾞに全て表記通り変更

価格表　2015に全て表記通り変更

2015消火設備総合カタログに全て表記通り変更

価格表　2015に全て表記通り変更

2015消火設備総合カタログに全て表記通り変更

15-16 消火設備機器 製品ｶﾀﾛｸﾞ/価格表に全て表記通り変更

2015年度 総合ｶﾀﾛｸﾞに全て表記通り変更

15-16 消火設備機器 製品ｶﾀﾛｸﾞ/価格表に全て表記通り変更

2015消火設備総合カタログに全て表記通り変更

2015年度 総合ｶﾀﾛｸﾞに全て表記通り変更

消火器・消火設備総合カタログに全て表記通り変更(821と824合併(2014.7)のため社名変

更(モリタ宮田工業㈱)分類ｺｰﾄﾞ追加⇒8211)

2014.10 改訂版 防災機器のｶﾀﾛｸﾞに全て
表記通り変更

消火器総合カタログ14から15年度版のｶﾀﾛｸﾞに全て
表記通り変更

2015 防災カタログに全て表記通り変更

 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

 内

三菱LED照明 MILIE(ミライエ）Vol.4 2014/12のカタログに全て表記通り変更

施設・屋外・店舗照明 総合カタログ 2015のカタログに全て表記通り変更

2015-2016 施設・屋外照明のカタログに全て表記通り変更

品目ダブり削除

施設・屋外・店舗照明 総合カタログ 2015 PANAに全て表記通り変更

2015-2016 施設・屋外照明に全て表記通り変更

価格表　2015に全て表記通り変更

2015消火設備総合カタログに全て表記通り変更

消火器・消火設備総合カタログに全て表記通り変更(社名変更に伴う商品変更)

15-16 消火設備機器 製品ｶﾀﾛｸﾞ/価格表に全て表記通り変更

価格表　2015に全て表記通り変更

2015 防災カタログに全て表記通り変更

2015年度 総合ｶﾀﾛｸﾞに全て表記通り変更

15-16 消火設備機器 製品ｶﾀﾛｸﾞ/価格表に全て表記通り変更

価格表　2015に全て表記通り変更
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中分類区分 中分類名称 項目                       変  更  容 更　新日　付      備  考

601 ビニール管類 変更 2015/8/10

602 鋼管類 変更 2015/8/10

603 銅管類 変更 2015/8/10

604 樹脂管・ポリ管類 変更 2015/8/10

606 耐火二層管 変更 2015/8/10

607 ステンレス管類 変更 2015/8/10

608 排水鋳鉄管類 変更 2015/8/10

610 その他の管類 変更 2015/8/10

611 継手・接合材 変更 2015/8/10

614 衛生器具・水栓 変更 2015/8/10

618 排 水 金 物 変更 2015/8/10

620 バ　ル　ブ 変更 2015/8/10

621 フ　レ　キ 変更 2015/8/10

623 各種ＢＯＸ 変更 2015/8/10

中分類区分 中分類名称 項目                       変  更  容 更　新日　付      備  考

124 １種金属線ぴ類 変更 2015/8/10

160 エコ電線類 変更 2015/8/10

162 電線類 変更 2015/8/10

163 情報用ケーブル 変更 2015/8/10歩掛の修正

品目名称・規格名称・歩掛の修正

建設物価ｺｰﾄﾞの修正

歩掛の修正

 内

 品目名称・規格名称・一本の長さ ・建設物価ｺｰﾄﾞの修正

規格名称・単価・一本の長さ ・建設物価ｺｰﾄﾞの修正

建設物価ｺｰﾄﾞの修正

建設物価ｺｰﾄﾞの修正

規格名称の修正

 品目名称の修正

 品目名称・規格名称・建設物価ｺｰﾄﾞの修正

 ■電気

 品目名称・規格名称・一本の長さ ・建設物価ｺｰﾄﾞの修正

 品目名称・規格名称・一本の長さ ・建設物価ｺｰﾄﾞの修正

 品目名称・規格名称の修正

 品目名称・規格名称・単価・建設物価ｺｰﾄﾞの修正

 品目名称・規格名称・の修正

規格名称の修正

 品目名称・規格名称・単価・建設物価ｺｰﾄﾞの修正

 内

 ■設備
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