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JIS 建築分野（部門A）

--- 2019-03 追録情報 ---

一般財団法人日本規格協会

制定・改正
規格番号

文書標題

文書標題(英文)

出版
年月日

定価（本体価格）

状態

旧規格番号

JIS A 0204:2019

地質図―記号，色，模様，用語及
び凡例表示

Geological map -- Symbols, colors,
patterns, terms, and presentation
of legend

H31.3.20

5,616円 (本体5,200円)

出版＿
JIS A 0204:2012
改正

JIS A 0205:2019

ベクトル数値地質図―品質要求事
項及び主題属性コード

Vector-digital geological-map -Quality requirements and subject
attribute codes

H31.3.20

7,560円 (本体7,000円)

出版＿
JIS A 0205:2012
改正

JIS A 1310:2019

建築ファサードの燃えひろがり試験
方法

Test method for fire propagation
over building facades

H31.2.25

2,808円 (本体2,600円)

出版＿
JIS A 1310:2015
改正

JIS A 4307-1:2019

ロープ式エレベータの安全要求事
項―第１部：構造及び装置

Lifts for the transport of persons
and goods -- Part 1: Passenger
and goods passenger lifts

H31.2.25

7,128円 (本体6,600円)

出版＿
制定

JIS A 4307-2:2019

ロープ式エレベータの安全要求事
項―第２部：検査及び試験

Lifts for the transport of persons
and goods -- Part 2: Design rules,
calculations, examinations and
tests of lift components

H31.2.25

4,320円 (本体4,000円)

出版＿
制定

JIS A 5308:2019

レディーミクストコンクリート

Ready-mixed concrete

H31.3.20

4,536円 (本体4,200円)

出版＿
JIS A 5308:2014
改正

JIS A 5525:2019

鋼管ぐい

Steel pipe piles

H31.3.20

2,808円 (本体2,600円)

出版＿
JIS A 5525:2014
改正

JIS A 5530:2019

鋼管矢板

Steel pipe sheet piles

H31.3.20

2,808円 (本体2,600円)

出版＿
JIS A 5530:2015
改正

JIS A 6602:2019

低層住宅用テラス屋根構成材

Roof components for terrace of
dwellings

H31.3.20

2,808円 (本体2,600円)

出版＿
JIS A 6602:2013
改正

JIS A 8425-1:2019

土工機械―電機駆動式機械並びに
関連構成部品及び装置の電気安全
―第１部：一般要求事項

Earth-moving machinery -Electrical safety of machines
utilizing electric drives and related
components and systems -- Part
1: General requirements

H31.3.20

4,536円 (本体4,200円)

出版＿
制定

JIS A 8425-2:2019

土工機械―電機駆動式機械並びに
関連構成部品及び装置の電気安全
―第２部：外部電源式機械の特定
要求事項

Earth-moving machinery -Electrical safety of machines
utilizing electric drives and related
components and systems -- Part
2: Particular requirements for
externally-powered machines

H31.3.20

2,808円 (本体2,600円)

出版＿
制定

JIS A 8425-3:2019

土工機械―電機駆動式機械並びに
関連構成部品及び装置の電気安全
―第３部：電源内蔵式機械の特定
要求事項

Earth-moving machinery -Electrical safety of machines
utilizing electric drives and related
components and systems -- Part
3: Particular requirements for selfpowered machines

H31.3.20

2,376円 (本体2,200円)

出版＿
制定

JIS A 8426:2019

土工機械―つり上げ及び固縛箇所
―性能要求事項

Earth-moving machinery -- Lifting
and tying-down attachment points
-- Performance requirements

H31.3.20

2,808円 (本体2,600円)

出版＿
制定
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公表
規格番号

文書標題

文書標題(英文)

出版
年月日

定価（本体価格）

状態

旧規格番号

文書標題(英文)

出版
年月日

定価（本体価格）

状態

移行先

今回公表されたＴＲ、ＴＳは
ありません。

廃止
規格番号

文書標題
今回廃止されたJISは
ありません。
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