
強制規格の対象物一覧表（タイ）

土木及び建設資材
TIS番号 製品名称 範囲 適用日

1
TIS15号第1-2555

冊

「ポートランドセメ
ント第1冊品質要求
事項」

・本工業製品規格はポートランドセメント向け品質要求事項についてのみ定める。 2014年5月3日

2 TIS20-2543号
「鉄筋コンクリート
用棒鋼：丸鋼」

・本工業製品規格は、鉄筋コンクリート用棒鋼（丸鋼）の品質、サイズ、質量、誤差基
準、材料、要求仕様、マーク及びラベル、サンプリング及び判断基準、試験について定め
る。
・丸鋼は小型鋼片(billet)、大型鋼片(bloom)、鋼塊(ingot)をを材料として熱延により生
産されなければならない。過去に別製品に加工されたことがあってはならない。また前述
の鋼片はオープンハート工法、ベーシックオキシジェン工法、電気アークファーナンス工
法により生産されなくてはならない。
・本工業製品規格は一般建設業務用の鉄筋コンクリートに使用する断面が円形、長さ3.40m
以上の棒鋼を対象とする。ただし工業製品規格が告示済みの、断面が円形の棒鋼は含まれ
ない。

2004年10月8日

3 TIS20-2559号
「鉄筋コンクリート
用棒鋼：丸鋼」

TIS20-2543号が無効になったら、代わりにTIS20-2559号を適用する。 2017年6月18日

4 TIS24-2548号
「鉄筋コンクリート
用棒鋼：異形棒鋼」

・本工業製品規格は一般建設業務用のコンクリート補強に使用する長さ3.40m以上の異形棒
鋼を対象とする。

・異形棒鋼は小型鋼片(billet)、大型鋼片(bloom)、鋼塊(ingot)を材料として熱延により
生産されなければならない。過去に別製品に加工されたことがあってはならない。また前
述の鋼片はオープンハート工法、ベーシックオキシジェン工法、電気アークファーナンス
工法により生産されなくてはならない。

2006年5月21日

5 TIS24-2559号
「鉄筋コンクリート
用棒鋼：異形棒鋼」

TIS24-2548号が無効になったら、代わりにTIS24-2559号を適用する。 2017年6月18日

6 TIS-95-2540号
「プレストレストコ
ンクリート用鉄線」

・本工業製品規格はプレストレストコンクリート用鉄線の種類、形式、種別、サイズ、化
学成分、要求仕様、梱包、マーク及びラベル、サンプリング及び判断基準、試験について
定める。

・本工業製品規格は直径4、5、6、7、8、9、10、12.2mmの捻じれ緩和型、直径2.5、3、4、
5、6、7、8の捻じれ非緩和型、normal relaxation、low relaxationの平坦型、跡付、カッ
トオフあり、折れ曲がり式の高牽引力冷牽引円形鉄線を対象とする。

2003年3月30日

7 TIS133-2556号
「白色ポートランド
セメント」

・本工業製品規格は白色ポートランドセメント向け品質要求事項についてのみ定める。 2015年10月31日

8 TIS348-2540号 「低炭素軟鋼線材」

・本工業製品規格は低炭素軟鋼線材の種類、形式、種別、サイズ、化学成分、要求仕様、
梱包、マーク及びラベル、サンプリング及び判断基準、試験について定める。

・本工業製品規格に基づく製品は鉄筋コンクリート用棒鋼としての使用に適している。

・本工業製品規格は溶接棒心線製造のための線材、既に工業製品規格に規定されている円
形断面の棒鋼及び鉄線は対象としない。

・本工業製品規格は鉄線生産に使用される円形断面の棒鋼を対象とする。

1998年12月6日

9  TIS420-2540号
「プレストレストコ
ンクリート用鋼より
線」

・本工業製品規格はプレストレストコンクリート用鋼より線の種類、形式、種別、サイ
ズ、化学成分、要求仕様、梱包、マーク及びラベル、サンプリング及び判断基準、試験に
ついて定める。

・本工業製品規格はnormal relaxationおよびlow relaxationの2線、3線、7線、19線種の
鋼より線のみを対象とする。

2003年3月30日

10  TIS528-2548号
「一般業務及び成形
業務用シート状熱延
カーボン鋼鉄」

・本工業製品規格は構造業務用シート状熱延カーボン鋼鉄等の工業製品規格として定めら
れている。その他目的の業務用シート状熱延カーボン鋼鉄は対象としない。

・本工業製品規格は続けて冷延処理するシート状熱延カーボン鋼鉄は対象としない。

・本工業製品規格は表面に模様のあるシート状熱延カーボン鋼鉄(floor plates or
checkered plate)は対象としない。

2008年4月14日

11  TIS792-2554号
「セラミック衛生器
具：洋式便器」

・本工業製品規格は水洗タンク付き便器及び洗浄バルブ付き便器のセラミック製の衛生器
具：洋式便器を対象とする。1回の洗浄水量は3Lから6L以下とする。

・本工業製品規格は第1.1項に基づく便座及び便器蓋がプラスチック製の手流し式の便器は
対象としない。

2013年8月21日

12 TIS880-2547号
「透明フロートガラ
ス」

・本工業製品規格は一般品質および特別品質の無色透明フロートガラス(clear float
glass)のみを対象とする。

2005年6月8日

13 TIS1227-2539号
「熱延加工構造用
鋼」

・本工業製品規格は熱延加工構造用鋼の形式、品質、サイズ、厚さ、誤差基準、化学成
分、要求仕様、梱包、マーク及びラベル、サンプリング及び判断基準、試験について定め
る。

・本工業製品規格は構造業務に使用することのできる熱延軟鋼(mild steal)を対象とす
る。

・本工業製品規格は工業製品規格により既に規定されている加工鉄は対象としない。

1998年5月10日

14  TIS1228-2549号
「冷間成形構造用
鋼」

・本工業製品規格は構造業務に使用できる冷間成型による軟鋼、冷間成形構造用鋼を対象
とする。

・本工業製品規格は工業製品規格により既に規定されている加工鉄は対象としない。

2008年4月14日

15  TIS1344-2541号
「遮光フロストガラ
ス」

・本工業製品規格は遮光フロストガラスのサイズ、誤差基準、要求仕様、梱包、マーク及
びラベル、サンプリング及び判断基準、試験について定める。

2001年11月4日

16 TIS1390-2539号 「熱延鋼板」
・本工業製品規格は熱延鋼板の形式、品質、誤差基準、化学成分、要求仕様、マーク及び
ラベル、サンプリング及び判断基準、試験について定める。

1998年8月21日
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17  TIS1479-2541号

「一般構造業務用
ロール状、帯状、厚
シート状、薄シート
状熱延炭素鋼」

・本工業製品規格は一般構造業務用ロール状、帯状、厚シート状、薄シート状熱延炭素鋼
の種類、使用、品質、標準質量、サイズ、誤差基準、化学成分、要求仕様、マーク及びラ
ベル、サンプリング及び判断基準、試験について定める。
・本工業製品規格は船舶構造、貨物用列車構造、その他構造等の一般構造業務用ロール
状、帯状、厚シート状、薄シート状熱延炭素鋼を対象とする。
・本工業製品規格は次を対象としない。
　〇工業製品規格として定められているその他業務用ロール状、帯状、厚シート状、薄
シート状熱延炭素鋼
　〇続けて冷延処理するロール状、帯状、厚シート状、薄シート状熱延炭素鋼

2001年8月25日

18 TIS1499-2541号

「溶接構造業務用
ロール状、帯状、厚
シート状、薄シート
状熱延炭素鋼」

・本工業製品規格は溶接構造業務用ロール状、帯状、厚シート状、薄シート状熱延炭素鋼
の種類、仕様、品質、標準質量、サイズ、誤差基準、化学成分、要求仕様、マーク及びラ
ベル、サンプリング及び判断基準、試験について定める。

・本工業製品規格は建物、橋梁、船舶、貨物用列車、燃料油タンク、コンテナ、その他構
造等の溶接構造業務用ロール状、帯状、厚シート状、薄シート状熱延炭素鋼を対象とす
る。

・本工業製品規格は次を対象としない。
　〇 工業製品規格として定められているその他業務用ロール状、帯状、厚シート状、薄
シート状熱延炭素鋼
　〇 続けて冷延処理するロール状、帯状、厚シート状、薄シート状熱延炭素鋼

2001年8月25日

19 TIS1501-2552号
「機械構造業務用
シート状熱延炭素
鋼」

・本工業製品規格は一般構造業務用シート状熱延炭素鋼等の工業製品規格として定められ
ているその他目的の業務用シート状熱延炭素鋼は対象としない。

・本工業製品規格は続けて冷延処理するシート状熱延炭素鋼は対象としない。

・本工業製品規格は表面に模様のあるシート状熱延炭素鋼(floor plates or check
plates)は対象としない。

2011年4月11日

20 TIS1735-2542号
「配管業務用ロール
状、帯状熱延炭素
鋼」

・本工業製品規格は配管業務用ロール状、帯状熱延炭素鋼の種類、仕様、品質、標準質
量、サイズ、誤差基準、化学成分、要求仕様、マーク及びラベル、サンプリング及び判断
基準、試験について定める。

. 本工業製品規格は次を対象としない。
　〇工業製品規格として定められているその他業務用のロール状、帯状熱延炭素鋼
　〇続けて冷延処理するロール状、帯状熱延炭素鋼

2001年8月25日

21 TIS1884-2542号

「自動車構造業務用
成形仕様ロール状、
帯状、厚シート状、
薄シート状熱延高強
度ばね鋼」

・本工業製品規格は自動車構造業務用成型仕様ロール状、帯状、厚シート状、薄シート状
熱延高強度ばね鋼の種類、仕様、品質、標準質量、サイズ、誤差基準、化学成分、要求仕
様、マーク及びラベル、サンプリング及び判断基準、試験について定める。

・本工業製品規格は成型仕様を改善し、自動車構造生産に使用されるロール状、帯状、厚
シート状、薄シート状熱延高強度ばね鋼を対象とする。
・本工業製品規格は次を対象としない。
　〇工業製品規格として定められているその他業務用の成型仕様ロール状、帯状、厚シー
ト状、薄シート状熱延高強度ばね鋼
　〇続けて冷延処理する成型仕様ロール状、帯状、厚シート状、薄シート状熱延高強度ば
ね鋼

2001年11月4日

22 TIS1999-2543号

「自動車構造業務用
ロール状、帯状、厚
シート状、薄シート
状熱延スチールコイ
ル」

・本工業製品規格は自動車構造業務用ロール状、帯状、厚シート状、薄シート状熱延ス
チールコイルの種類、仕様、品質、標準質量、サイズ、誤差基準、化学成分、要求仕様、
マーク及びラベル、サンプリング及び判断基準、試験について定める。

・本工業製品規格は車体構造、ホイール等の成型に適した仕様のロール状、帯状、厚シー
ト状、薄シート状熱延スチールコイルを対象とする。

・本工業製品規格は次を対象としない。
　〇工業製品規格として定められているその他業務用のロール状、帯状、厚シート状、薄
シート状熱延スチールコイル
　〇続けて冷延処理するロール状、帯状、厚シート状、薄シート状熱延スチールコイル

2002年9月5日

23 TIS2011-2543号

 「ロール状、帯
状、厚シート状、薄
シート状熱延耐候性
鋼」

・本工業製品規格はロール状、帯状、厚シート状、薄シート状熱延耐候性鋼の種類、仕
様、品質、標準質量、サイズ、誤差基準、化学成分、要求仕様、マーク及びラベル、サン
プリング及び判断基準、試験について定める。
・本工業製品規格はコンテナ、大気中での耐腐食性が要求される各種構造等のロール状、
帯状、厚シート状、薄シート状熱延耐候性鋼を対象とする。

・本工業製品規格は次を対象としない。
　〇工業製品規格として定められているその他業務用のロール状、帯状、厚シート状、薄
シート状熱延炭素鋼
　〇続けて冷延処理するロール状、帯状、厚シート状、薄シート状熱延炭素鋼

2002年9月5日

24 TIS2012-2543号

「一般業務及び成形
業務用ロール状、帯
状、カット状炭素
鋼」

・本工業製品規格は一般業務及び成型業務用ロール状、帯状、カット状熱延炭素鋼の種
類、仕様、品質、標準質量、サイズ、誤差基準、化学成分、要求仕様、マーク及びラベ
ル、サンプリング及び判断基準、試験について定める。
・本工業製品規格は工業製品規格として定められているその他業務用のロール状、帯状、
カット状熱延炭素鋼もしくは本規格中の規定とは異なる仕様が記載されたその他規格に準
拠するロール状、帯状、カット状熱延炭素鋼は対象としない。

2002年5月13日

25 TIS2060-2543号

 「ガスタンク業務
用ロール状、帯状、
厚シート状、薄シー
ト状熱延炭素鋼」

・本工業製品規格はガスタンク業務用ロール状、帯状、厚シート状、薄シート状熱延炭素
鋼の種類、仕様、品質、標準質量、サイズ、誤差基準、化学成分、要求仕様、マーク及び
ラベル、サンプリング及び判断基準、試験について定める。
・本工業製品規格は液化石油ガス、アセチレンガス、各種フロンガス等の高圧ガスを充填
する容量500L以下のガスタンク生産用ロール状、帯状、厚シート状、薄シート状熱延炭素
鋼を対象とする。
・本工業製品規格は次を対象としない。
　〇工業製品規格として定められているその他業務用のロール状、帯状、厚シート状、薄
シート状熱延炭素鋼
　〇続けて冷延処理するロール状、帯状、厚シート状、薄シート状熱延炭素鋼
　〇内燃エンジン用液化石油ガスタンク生産に使用するロール状、帯状、厚シート状、薄
シート状熱延炭素鋼

2002年10月14日
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26  TIS2140-2546号
「自動車業務用ロー
ル状、帯状、カット
状炭素鋼」

・本工業製品規格は自動車業務用ロール状、帯状、厚シート状、薄シート状熱延炭素鋼の
種類、仕様、品質、標準質量、サイズ、誤差基準、化学成分、要求仕様、マーク及びラベ
ル、サンプリング及び判断基準、試験について定める。
・本工業製品規格は工業製品規格として定められているその他業務用のロール状、帯状、
カット状熱延炭素鋼もしくは本規格中の規定とは異なる仕様が記載されたその他規格に準
拠するロール状、帯状、カット状熱延炭素鋼は対象としない。

2005年1月10日

27 TIS2223-2558号
商用および成型用の
炭素鋼

・本工業製品規格は、厚さ2.3mm以内の冷間圧延炭素鋼板から作られたロール状、帯状、
カット状の片面又は両面の電気亜鉛メッキ鋼板のみを対象とする。あるいは、使用先によ
り適するため、化学メッキや塗油を行うことは可能。

・本工業製品規格は、「TISI2140」規格に定められた冷間圧延鋼板から作られた片面又は
両面の電気亜鉛メッキ鋼板は対象としない。

2017年3月20日

28  TIS2508-2555号
「セラミックタイ
ル」

・本工業製品規格は床拭きもしくは壁拭きに使用するコーティングあり及びなしの圧延も
しくは圧縮乾燥による成型セラミックタイルを対象とする。
・本工業製品規格は次を対象としない。
　〇面積10000平方ミリメートル(タランミリメートル)以下のセラミックタイル
　〇コーティングがなく、吸水率が10％以上の圧縮乾燥による成型セラミックタイル
　〇装飾セラミックタイル

2014年1月15日

【免責条項】
本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。
ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートで提供した内容に関連して、
ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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