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R4年7月改定　販売書籍一覧表

新コード 媒体 旧ｺｰﾄﾞ 旧書籍名

746 書籍 調査等積算基準 令和4年度版 717 調査等積算基準　令和3年度版

747 書籍 土木工事積算基準 令和4年度版 718 土木工事積算基準　令和3年度版

748 書籍 施設工事調査等積算基準 令和4年度版 704 施設工事調査等積算基準　令和2年度版

749 書籍 施設工事積算基準（電気通信工事編） 令和4年度版 719 施設工事積算基準（電気通信工事編）　令和3年度版

750 書籍 施設工事積算基準（機械工事編） 令和4年度版 720 施設工事積算基準（機械工事編）　令和3年度版

751 書籍 施設工事積算基準（建築工事編） 令和4年度版 721 施設工事積算基準（建築工事編）　令和3年度版

752 書籍 土木設計数量算出要領 令和4年度版 722 土木設計数量算出要領　令和3年度版

753 書籍 517 設計要領第四集 幾何構造 本線幾何構造編(H27.7)ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ幾何構造編(H28.8)ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ幾何構造編(H17.10)

754 書籍 設計要領第四集 休憩施設 令和4年7月　（新規発刊）

755 書籍 578 設計要領第五集 交通安全施設　立入(H28.8)落下(H29.7)眩光(H17.10)中央分離(H25.7)

756 書籍 設計要領第五集 交通管理施設 標識編(R4.7) 距離標編(R4.7) 724 設計要領第五集　交通管理施設　標識編（R3.7）　距離標編（H26.7）

759 書籍 設計要領第六集 建築施設編 全7編 令和4年7月 734 設計要領第六集　建築施設編　全7編　令和3年7月

760 書籍 設計要領第七集 電気施設編 全6編 令和4年7月 ※西日本改定 709 設計要領第七集　電気施設編　全6編　令和2年10月

757 書籍 レーンマーク施工管理要領 令和4年7月 587 レーンマーク施工管理要領　平成29年7月

761 書籍 施設工事施工管理要領 令和4年7月　（新規発刊）

762 書籍 施設機材仕様書集 電気 LED道路照明灯具標準仕様書他 全4編 令和4年7月 ※中日本・西日本改定 665 施設機材仕様書集 電気 LED道路照明灯具標準仕様書他　全4編　令和元年7月

763 書籍 737 施設機材仕様書集 電気 自家発電設備標準仕様書（低圧用）他　全7編　令和3年7月

764 書籍 610 施設機材仕様書集 通信 トンネル内AMラジオ再放送設備標準仕様書他　全4編　平成29年7月

765 書籍

766 書籍 742 施設機材仕様書集 機械 トンネル非常用設備　通報機器標準仕様書他　全6編　令和3年７月　

767 書籍 647 施設機材仕様書集 材料 漏洩同軸ケーブル仕様書他　全13編　平成30年7月

758 CD-ROM 交通安全施設・交通管理施設標準図集 令和4年7月 595 交通安全施設・交通管理施設標準図集　平成29年7月

768 CD-ROM 機械電気通信設備標準設計図集 令和4年7月 743 機械電気通信設備標準設計図集　令和3年7月

　※　販売開始は8月以降を予定しております。

　※　販売開始日および金額は、確定次第NEXCO総研ブックストアにてご案内いたします。

　※　販売開始までの期間、NEXCO総研ブックストア　各書籍　改定情報タブに 新旧対照表 を掲載しておりますのでご利用ください。

【施設機材仕様書集-通信】

設計要領第四集 幾何構造 本線幾何構造編(R4.7)ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ幾何構造編(R4.7)ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ幾何構造編(R4.7)

設計要領第五集 交通安全施設 立入(R4.7)落下(R4.7)眩光(H17.10)中央分離（H25.7)

施設機材仕様書集 電気 自家発電設備標準仕様書（低圧用）他 全7編 令和4年7月

施設機材仕様書集 通信 トンネル内AMラジオ再放送設備標準仕様書他 全4編 令和4年7月

【積算基準・数量算出要領】

【設計要領】

【施工管理要領】

施設機材仕様書集 通信 路側無線設備(駐車管理用）標準仕様書 令和4年7月　（新規発刊）

施設機材仕様書集 機械 トンネル非常用設備 通報機器標準仕様書他 全6編 令和4年7月 

新書籍名

施設機材仕様書集 材料 漏洩同軸ケーブル仕様書他 全13編 令和4年7月

【設計図集】

【施設機材仕様書集-材料】

【施設機材仕様書集-電気】

【施設機材仕様書集-機械】
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※　NEXCO総研ブックストアが取り扱っている書籍に個別の改定がありました。

　　　詳細は適用会社欄をご確認ください。

　【令和4年7月の改定にともない発刊のある書籍】

新・旧 書籍ｺｰﾄﾞ 媒体 書籍名 仕様書.・編番号 仕様書名 改定年度 適用会社

旧 709 書籍 設計要領第七集　電気施設編　全6編　令和2年10月
第4編
第5編

道路照明設備
ﾄﾝﾈﾙ照明設備

令和2年10月
東日本
中日本
西日本

第4編
第5編

道路照明設備
ﾄﾝﾈﾙ照明設備

令和2年10月
東日本
中日本

第4編
第5編

道路照明設備
ﾄﾝﾈﾙ照明設備

令和4年7月 西日本

新・旧 書籍ｺｰﾄﾞ 媒体 書籍名 仕様書番号 仕様書名 改定年度 適用会社

旧 665 書籍 施設機材仕様書集 電気 LED道路照明灯具標準仕様書他　全4編　令和元年7月 施仕第19151号 LEDトンネル照明灯具標準仕様書 令和元年7月
東日本
中日本
西日本

施仕第19151号 LEDトンネル照明灯具標準仕様書 令和元年7月 東日本

施仕第22151号 LEDトンネル照明灯具標準仕様書 令和4年7月
中日本
西日本

　【令和4年度の改定にともなう発刊をしない書籍】

　　※改定内容については、NEXCO総研ブックストアに掲載の新旧対照表でご対応ください。

書籍ｺｰﾄﾞ 媒体 書籍名 仕様書番号 仕様書名 改定年度 適用会社

施仕第20221-6(2G)号 発進制御機(2G)仕様書 令和2年7月
中日本
西日本

施仕第22221-6(2G)号 発進制御機(2G)仕様書 令和4年7月 東日本

公機仕 4A
公機仕 4B

散水車（A）
散水車（B）

平成28年8月
東日本
中日本

公機仕 4A
公機仕 4B

散水車（A）
散水車（B）

令和4年7月 西日本

698 CD-ROM
【仕様書】施設機材仕様書集 通信　【仕様書】 路側無線装置（料金所用2G）仕様書他
全21編　令和2年7月

557 書籍
施設機材仕様書集 機械 維持補修用機械標準仕様書(道路巡回車（Ｂ）
2,000cc級ｽﾃｰｼｮﾝﾜｺﾞﾝ型（4×2）他　全26編)平成28年8月

新 760 書籍 設計要領第七集　電気施設編　全6編　令和4年7月

新 762 書籍 施設機材仕様書集 電気 LED道路照明灯具標準仕様書他　全4編　令和4年7月
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