
H30.7.2

H30.8月中旬 H30.9月中旬

【設計要領】

511 書籍 設計要領第一集 土工保全編・土工建設編　平成28年8月

576 書籍 設計要領第一集 舗装保全編・舗装建設編　平成29年7月

577 書籍 設計要領第二集 橋梁保全編　平成29年7月

514 書籍 設計要領第二集 橋梁建設編　平成28年8月

515 書籍 設計要領第二集 擁壁・カルバート　平成28年8月

516 書籍 設計要領第三集 トンネル保全編・トンネル建設編　平成28年8月

517 書籍 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)

518 書籍 設計要領第五集 交通安全施設　防護柵編　平成28年8月

382 書籍 設計要領第五集 交通管理施設　可変式道路情報板編　可変式速度規制標識編　平成26年7月

383 書籍 設計要領第五集 交通管理施設　視線誘導標編　平成26年7月

578 書籍 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)

520 書籍 設計要領第五集 交通管理施設　道路標示および区画線編　平成28年8月

579 書籍 設計要領第五集 交通管理施設　標識編(H29.7) 距離標編(H26.7)

580 書籍 設計要領第五集 遮音壁　平成29年7月

523 書籍 設計要領第五集　造園　平成28年8月

598 書籍 設計要領第六集　建築施設編　全7編　平成29年7月 ○

599 書籍 設計要領第七集　電気施設編　全6編　平成29年7月 ○

600 書籍 設計要領第七集　機械施設編　全5編　平成29年7月

601 書籍 設計要領第八集　通信施設編　全10編　平成29年7月 ○

【調査要領】

581 書籍 調査要領　平成29年7月

582 書籍 土工施工管理要領　平成29年7月

583 書籍 舗装施工管理要領　平成29年7月

584 書籍 コンクリート施工管理要領　平成29年7月

585 書籍 構造物施工管理要領　平成29年7月

586 書籍 トンネル施工管理要領　平成29年7月

530 書籍 植生のり面施工管理要領　平成28年8月

587 書籍 レーンマーク施工管理要領　平成29年7月

626 書籍 遮音壁施工管理要領　平成30年3月

533 書籍 防護柵施工管理要領　平成28年8月

534 書籍 造園施工管理要領　平成28年8月

602 書籍 管路工事施工管理要領　平成29年7月 ○

589 書籍 NEXCO試験方法 第1編 土質関係試験方法　平成29年7月

590 書籍 NEXCO試験方法 第2編アスファルト舗装関係試験方法　平成29年7月

537 書籍 NEXCO試験方法 第3編 コンクリート関係試験方法　平成28年8月

591 書籍 NEXCO試験方法 第4編 構造関係試験方法　平成29年7月

364 書籍 NEXCO試験方法 第5編 基礎工関係試験方法　平成21年7月

064 書籍 NEXCO試験方法 第6編 緑化関係試験方法　平成21年7月

592 書籍 NEXCO試験方法 第7編トンネル関係試験方法　平成29年7月

593 書籍 NEXCO試験方法 第8編 交通関係試験方法　平成29年7月

627 書籍 NEXCO試験方法 第9編 環境関係試験方法　平成30年3月

【施設機材仕様書集-電気】

479 書籍 照明設備標準仕様書他　全5編　平成27年7月

480 書籍 避難誘導設備標準仕様書他　全2編　平成24年7月 ○

603 書籍 ＬＥＤ道路照明灯具標準仕様書他　全2編　平成29年7月 ○

604 書籍 受配電設備標準仕様書　インターチェンジ・サービスエリア等他　全2編　平成29年7月

605 書籍 自家発電設備標準仕様書　低圧用他　全7編　平成29年7月 ○

606 書籍 可変式道路情報板 設備インター流出部情報板(AL1型）標準仕様書他　全14編　平成25年7月 ○

624 書籍 可変式道路情報板 設備監視制御盤（I型）標準仕様書他　全7編　平成29年7月

【施設機材仕様書集-通信】

607 書籍 伝送設備標準仕様書他　全4編　平成29年7月

608 書籍 交換設備標準仕様書他　全2編　平成29年7月 ○

625 書籍 非常電話設備標準仕様書（その1）他　全5編　平成24年7月 ○

609 書籍 インテリジェント遠方監視制御装置(その2)標準仕様書　施仕第17210号　平成29年7月

610 書籍 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

612 書籍 CCTV設備標準仕様書他　全2編　平成29年7月

436 書籍 指令電話システム標準仕様書  施仕第05235号　平成18年4月 ○

613 書籍 路車間情報設備標準仕様書(ビーコン送信機)他　全3編　平成29年7月

483 書籍 路側無線装置(料金所用)仕様書他　全17編　平成26年7月

614 書籍 【4冊セット】路側無線装置（料金所用2G）仕様書他　全21編　平成29年7月

615 書籍 【仕様書のみ】路側無線装置（料金所用2G）仕様書他　全21編　平成29年7月

616 書籍 料金所サーバ～車線サーバ間(2G)インタフェース仕様書他　全12編　平成29年7月

617 書籍 路側無線装置（スマートIC用2G）仕様書他　全21編　平成29年7月

618 書籍 路側無線装置（フリーフロー用2G）仕様書他　全14編　平成29年7月

619 書籍 400MHｚ帯デジタル移動無線電話システム標準仕様書他　全3編　平成29年7月

498 書籍 情報交換中央局設備ｱｸｾｽｻｰﾊﾞ仕様書 平成22年7月

【施工管理要領】

H30年7月　改定書籍一覧表

コード 媒体 書籍名
販売開始予定　※

【ＮＥＸＣＯ試験方法】



H30.7.2

H30.8月中旬 H30.9月中旬

H30年7月　改定書籍一覧表

コード 媒体 書籍名
販売開始予定　※

620 書籍 トンネル非常用設備　通報機器標準仕様書他　全6編　平成29年7月

621 書籍 トンネル換気設備標準仕様書他　全4編　平成29年7月

557 書籍
維持補修用機械標準仕様書（道路巡回車（B)2,000ｃｃ級箱型およびステーションワゴン（4ｘ2）他
全26編）　平成28年8月

558 書籍
維持補修用機械　架装装置［その１］標準仕様書（車載標識装置（Ａ） 道路巡回車､維持作業車用
他　全9編）　平成28年8月

559 書籍 維持補修用機械　架装装置［その２］標準仕様書（集草装置付草刈機他　全25編）　平成28年8月

560 書籍 交通管理用機械標準仕様書　平成28年8月

561 書籍 漏洩同軸ケーブル仕様書他　全13編　平成28年8月 ○

562 書籍 トイレ床標準仕様書他 全4編　平成28年8月

【設計図集】

090 CD-ROM ボックスカルバート標準設計図集　平成17年10月

540 CD-ROM 用排水構造物標準設計図集　平成28年8月

541 CD-ROM トンネル標準設計図集　平成28年8月

595 CD-ROM 交通安全施設・交通管理施設標準図集　平成29年7月

596 CD-ROM 標識標準図集　平成29年7月

469 CD-ROM 防護柵標準図集　平成23年7月

597 CD-ROM 遮音壁標準設計図集　平成29年7月

544 CD-ROM 造園施設標準図集　平成28年8月

622 CD-ROM 機械電気通信設備標準設計図集　平成29年7月 ○

623 CD-ROM 建築工事標準図集　平成29年7月

569 書籍 保全点検要領 構造物編 平成29年4月

427 書籍 施設保全管理要領　平成27年4月

021 書籍 道路保全要領　平成18年4月

078 書籍 工事記録作成要領(補足説明書)共通編他　全2編　平成18年10月

079 書籍 工事記録作成要領(補足説明書)土工編他　全6編　平成18年10月

080 書籍 工事記録作成要領(補足説明書)幾何構造編他　全9編　平成18年10月

570 書籍 調査等積算基準　平成29年度版 ○

571 書籍 土木工事積算基準　平成29年度版 ○

506 書籍 施設工事調査等積算基準　平成28年度版 ○

572 書籍 施設工事積算基準（電気通信工事編）　平成29年度版 ○

573 書籍 施設工事積算基準（機械工事編）　平成29年度版 ○

574 書籍 施設工事積算基準（建築工事編）　平成29年度版 ○

575 書籍 土木設計数量算出要領　平成29年度版 ○

075 書籍 FCB工法設計･施工要領　平成19年1月

073 書籍 切土補強土工法設計・施工要領　平成19年1月

074 書籍 矢板工法トンネルの背面空洞注入工設計･施工要領　平成18年10月

420 書籍 ETC路側無線装置仕様書　平成26年7月

421 書籍 ETC車載器仕様書　平成26年7月

422 書籍 ETC-ICカード仕様書　平成26年7月

423 書籍 5.8GHz帯DSRC路側無線装置規格書　平成26年7月

424 書籍 5.8GHz帯DSRC車載器規格書　平成26年7月

628 書籍 5.8GHz帯DSRCインタフェース規格書　平成30年4月

255 書籍 NEXCO中流動覆工コンクリート技術のまとめ　平成23年12月

700 書籍 欧州床版防水システム調査報告書　平成21年3月

311 書籍 Outline of Bridge SpecifICations　April,2013

312 書籍 Outline of Expressway Pavements　April,2013

313 書籍 Outline of Expressways Earthwork　April,2013

309 書籍 Outline of Mountain Tunnels SpecifICations　April,2013

306 書籍 Outline of NEXCO-ETC　System SpecifICations　April,2013

310 書籍 Outline of Standard TechnICal SpecifICations for Maintenance　April,2013

307 書籍 Outline of Tunnel Emergency Facilities SpecifICations　April,2013

308 書籍 Outline of Tunnel Ventilation SpecifICations　April,2013

363 書籍 炭素繊維シートによる鋼構造物の補修・補強工法設計・施工マニュアル　平成25年10月

499 書籍 エコロードガイド 平成28年6月

568 書籍 道路土工の土質安定処理技術

011 書籍 現場で役立つ用語集－よく使う道路保全用語集－　平成26年9月

012 書籍 高速道路のトンネル技術史 ―トンネルの建設と管理―　平成27年5月

014 書籍 写真で見る高速道路の舗装　平成28年9月

015 書籍 問題解決型・プロジェクト形成のすすめ

016 書籍 アウトバーン構造設計指針　RAA　2008年版

017 書籍 安全管理の手引き（第5版）　平成29年5月

【積算基準・数量算出要領】

【その他の技術基準類】

※　販売開始日が確定し次第、弊社ホームページでお知らせいたします。

【施設機材仕様書集-機械】

【施設機材仕様書集-材料】

【施設機材仕様書集-建築】

【保全・点検・管理関係要領】

【工事記録要領】


