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  ISO規格

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 2710-2:2019
Reciprocating internal combustion engines --
Vocabulary -- Part 2: Terms for engine
maintenance

往復動内燃機関－用語－第2部：エンジンの保守
関連用語

20190312 4,924円 (本体4,560円）

ISO 8601-1:2019
Date and time -- Representations for information
interchange -- Part 1: Basic rules

日付及び時間－情報交換の表現－第1部：基本規
則

20190225 20,476円 (本体18,960円）

ISO 8601-2:2019
Date and time -- Representations for information
interchange -- Part 2: Extensions

日付及び時間－情報交換の表現－第2部：拡張 20190225 23,068円 (本体21,360円）

ISO 9092:2019 Nonwovens -- Vocabulary 不織布－用語 20190315 4,924円 (本体4,560円）

ISO 20318-1:2019
Mechanical pencils and leads for general use --
Classification, dimensions, quality and test
methods -- Part 1: Mechanical pencils

一般用途のシャープペンシル及び芯－分類，寸
法，品質及び試験方法－第1部：シャープペンシル

20190226 7,516円 (本体6,960円）

ISO 20318-2:2019
Mechanical pencils and leads for general use --
Classification, dimensions, quality and test
methods -- Part 2: Black leads

一般用途のシャープペンシル及び芯－分類，寸
法，品質及び試験方法－第2部：黒芯

20190305 7,516円 (本体6,960円）

ISO/IEC 20546:2019
Information technology -- Big data -- Overview
and vocabulary

情報技術－ビッグデータ－概要及び用語 20190228 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21248:2019
Information and documentation -- Quality
assessment for national libraries

情報及びドキュメンテーション－国立図書館の品
質評価

20190304 25,660円 (本体23,760円）

ISO 21600:2019
Technical product documentation (TPD) --
General requirements of mechanical product
digital manuals

製図(TPD)－機械製品デジタルマニュアルの一般
要求事項

20190222 15,292円 (本体14,160円）

ISO 24513:2019
Service activities relating to drinking water
supply, wastewater and stormwater systems --
Vocabulary

飲料水供給，下水及び雨水システムに関する
サービス活動－用語

20190315 4,924円 (本体4,560円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 11843-6:2019

Capability of detection -- Part 6: Methodology for
the determination of the critical value and the
minimum detectable value in Poisson distributed
measurements by normal approximations

測定方法の検出能力－第6部：ポアソン分布に従
う測定値に関する棄却限界値及び最小検出限界
値を正規近似により求める方法論

20190218 15,292円 (本体14,160円）

ISO/IEC 19479:2019
Information technology for learning, education,
and training -- Learner mobility achievement
information (LMAI)

学習，教育及び訓練のための情報技術－学習者
移動達成情報(LMAI)

20190301 17,884円 (本体16,560円）

ISO 20671:2019 Brand evaluation -- Principles and fundamentals ブランド評価－原則及び基本 20190311 7,516円 (本体6,960円）

ISO/TR 22086-1:2019

Intelligent transport systems (ITS) -- Network
based precise positioning infrastructure for land
transportation -- Part 1: General information and
use case definitions

高度道路交通システム(ITS)－陸上輸送のための
精密な位置決めインフラストラクチャに基づいた
ネットワーク－第1部：一般情報及びユースケース
定義

20190313 11,404円 (本体10,560円）

　　　　　　　　　---　2019-03月　新刊情報　---

＊ここに掲載している規格はJSA Webdesk でご購入いただけます。
＊規格はICS分類別に掲載しております。分類は1つの規格に対して複数付けられる場合があります。
　 そのため、一覧の規格数は実際の出版規格数より多くなっていることがございますのでご注意ください。

一般財団法人日本規格協会

定価（本体価格）

03 社会学．サービス．経営組織及び管理．行政．運輸

定価（本体価格）

01 総論．用語．標準化．ドキュメンテーション

JSA Japanese Standards Association
＊ 本表記載の規格のご購入につきましては、JSA Webdesk （https://webdesk.jsa.or.jp/ )をご利用下さい。
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ISO 24513:2019
Service activities relating to drinking water
supply, wastewater and stormwater systems --
Vocabulary

飲料水供給，下水及び雨水システムに関する
サービス活動－用語

20190315 4,924円 (本体4,560円）

ISO/TS 24522:2019
Event detection process: Guidelines for water and
wastewater utilities

イベント検出プロセス：上下水道ユーティリティの
指針

20190227 23,068円 (本体21,360円）

ISO/TR 24524:2019

Service activities relating to drinking water
supply, wastewater and stormwater systems --
Hydraulic, mechanical and environmental
conditions in wastewater transport systems

飲料水供給，下水及び雨水システムに関する
サービス活動－下水輸送システムにおける水力，
機械及び環境条件

20190222 7,516円 (本体6,960円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 846:2019
Plastics -- Evaluation of the action of
microorganisms

プラスチック－微生物の働きの評価 20190228 15,292円 (本体14,160円）

ISO 19926-1:2019
Meteorology -- Weather radar -- Part 1: System
performance and operation

気象学－気象レーダ－第1部：システム性能及び
運用

20190222 25,660円 (本体23,760円）

ISO 20976-1:2019

Microbiology of the food chain -- Requirements
and guidelines for conducting challenge tests of
food and feed products -- Part 1: Challenge tests
to study growth potential, lag time and maximum
growth rate

フードチェーンの微生物学－食品及び飼料製品の
誘発試験に関する要求事項及び指針－第1部：成
長性，遅れ及び最大成長速度を観察するための
誘発試験

20190313 17,884円 (本体16,560円）

ISO/TR 21386:2019

Nanotechnologies -- Considerations for the
measurement of nano-objects and their
aggregates and agglomerates (NOAA) in
environmental matrices

ナノテクノロジ－環境マトリックスにおけるナノ物体
並びそれらの強凝集体及び弱凝集体の測定に関
する考察

20190308 15,292円 (本体14,160円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 6474-1:2019
Implants for surgery -- Ceramic materials -- Part
1: Ceramic materials based on high purity alumina

外科用インプラント－セラミック材料－第1部：高純
度アルミナセラミック材

20190313 7,516円 (本体6,960円）

ISO 6474-2:2019
Implants for surgery -- Ceramic materials -- Part
2: Composite materials based on a high-purity
alumina matrix with zirconia reinforcement

外科用インプラント－セラミック材料－第2部：ジル
コニア補強された高純度アルミナマトリックスを
ベースとする複合材料

20190313 7,516円 (本体6,960円）

ISO 11138-7:2019
Sterilization of health care products -- Biological
indicators -- Part 7: Guidance for the selection,
use and interpretation of results

ヘルスケア製品の滅菌－生物学的インジケーター
－第7部：結果の選定，使用及び解釈の手引

20190312 23,068円 (本体21,360円）

ISO 20186-1:2019

Molecular in vitro diagnostic examinations --
Specifications for pre-examination processes for
venous whole blood -- Part 1: Isolated cellular
RNA

分子学的体外診断試験－静脈全血の試験前処
理の規格－第1部：血液細胞内RNA

20190219 15,292円 (本体14,160円）

ISO 20186-2:2019

Molecular in vitro diagnostic examinations --
Specifications for pre-examination processes for
venous whole blood -- Part 2: Isolated genomic
DNA

分子学的体外診断試験－静脈全血の試験前処
理の規格－第2部：血液ゲノムDNA

20190219 15,292円 (本体14,160円）

ISO 20498-1:2019
Traditional Chinese medicine -- Computerized
tongue image analysis system -- Part 1: General
requirements

伝統中国医学－コンピュータ舌撮影解析システム
－第1部：一般要求事項

20190306 7,516円 (本体6,960円）

ISO/TS 20758:2019
Traditional Chinese medicine -- Abdominal
physiological parameter detectors

伝統中国医学－腹部の生理学的パラメータ検出
器

20190218 4,924円 (本体4,560円）

ISO 21300:2019
Traditional Chinese medicine -- Guidelines and
specification for Chinese materia medica

伝統中国医学－中国医薬品の指針及び仕様 20190304 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21314:2019
Traditional Chinese medicine -- Salvia miltiorrhiza
root and rhizome

伝統中国医学－タンジン根茎 20190219 11,404円 (本体10,560円）

定価（本体価格）

11 医療技術

07 数学．自然科学

定価（本体価格）

JSA Japanese Standards Association
＊ 本表記載の規格のご購入につきましては、JSA Webdesk （https://webdesk.jsa.or.jp/ )をご利用下さい。
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ISO 22212:2019
Traditional Chinese medicine -- Gastrodia elata
tuber

伝統中国医学－オニノヤガラ塊茎 20190308 11,404円 (本体10,560円）

ISO 24508:2019
Ergonomics -- Accessible design -- Guidelines
for designing tactile symbols and characters

人間工学－アクセシブルデザイン－触覚記号及び
文字の設計の指針

20190304 11,404円 (本体10,560円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 6182-4:2019
Fire protection -- Automatic sprinkler systems --
Part 4: Requirements and test methods for quick
opening devices

防火－自動スプリンクラシステム－第4部：急速開
放装置の要求事項及び試験方法

20190226 7,516円 (本体6,960円）

ISO 10704:2019
Water quality -- Gross alpha and gross beta
activity -- Test method using thin source deposit

水質－グロスアルファ及びグロスベータ放射能－
薄い線源の堆積法

20190219 15,292円 (本体14,160円）

ISO 12010:2019

Water quality -- Determination of short-chain
polychlorinated alkanes (SCCP) in water --
Method using gas chromatography-mass
spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical
ionization (NCI)

水質－水質中の短鎖ポリ塩化アルカン(SCCP)の
定量－ガスクロマトグラフ-質量分析計(GC-MS)と
負イオン化学イオン化法(NCI)

20190301 20,476円 (本体18,960円）

ISO 14008:2019
Monetary valuation of environmental impacts and
related environmental aspects

環境影響及び関連環境側面の貨幣的評価 20190311 17,884円 (本体16,560円）

ISO 14033:2019
Environmental management -- Quantitative
environmental information -- Guidelines and
examples

環境マネジメント－定量的環境情報－指針及び事
例

20190218 23,068円 (本体21,360円）

ISO 15799:2019
Soil quality -- Guidance on the ecotoxicological
characterization of soils and soil materials

地盤環境－土壌及び土壌物質の環境毒物学的
キャラクタリゼーションのための手引

20190312 20,476円 (本体18,960円）

ISO/TS 16976-3:2019

Respiratory protective devices -- Human factors
-- Part 3: Physiological responses and limitations
of oxygen and limitations of carbon dioxide in the
breathing environment

呼吸用保護具－ヒューマンファクタ－第3部：呼吸
環境における生理学的反応並びに酸素の制限及
び二酸化炭素の制限

20190315 15,292円 (本体14,160円）

ISO 21286:2019
Soil quality -- Identification of ecotoxicological
test species by DNA barcoding

地盤環境－DNAバーコーディングによる生態毒性
試験種

20190227 15,292円 (本体14,160円）

ISO 24508:2019
Ergonomics -- Accessible design -- Guidelines
for designing tactile symbols and characters

人間工学－アクセシブルデザイン－触覚記号及び
文字の設計の指針

20190304 11,404円 (本体10,560円）

ISO 24513:2019
Service activities relating to drinking water
supply, wastewater and stormwater systems --
Vocabulary

飲料水供給，下水及び雨水システムに関する
サービス活動－用語

20190315 4,924円 (本体4,560円）

ISO/TS 24522:2019
Event detection process: Guidelines for water and
wastewater utilities

イベント検出プロセス：上下水道ユーティリティの
指針

20190227 23,068円 (本体21,360円）

ISO/TR 24524:2019

Service activities relating to drinking water
supply, wastewater and stormwater systems --
Hydraulic, mechanical and environmental
conditions in wastewater transport systems

飲料水供給，下水及び雨水システムに関する
サービス活動－下水輸送システムにおける水力，
機械及び環境条件

20190222 7,516円 (本体6,960円）

ISO 27501:2019
The human-centred organization -- Guidance for
managers

人間中心組織－管理者の手引 20190218 17,884円 (本体16,560円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 3740:2019
Acoustics -- Determination of sound power levels
of noise sources -- Guidelines for the use of
basic standards

音響－騒音源の音響出力レベルの測定－基本規
格の使用の指針

20190222 17,884円 (本体16,560円）

定価（本体価格）

13 環境．健康予防．安全

17 度量衡及び測定．物理的現象

定価（本体価格）

JSA Japanese Standards Association
＊ 本表記載の規格のご購入につきましては、JSA Webdesk （https://webdesk.jsa.or.jp/ )をご利用下さい。
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ISO 11843-6:2019

Capability of detection -- Part 6: Methodology for
the determination of the critical value and the
minimum detectable value in Poisson distributed
measurements by normal approximations

測定方法の検出能力－第6部：ポアソン分布に従
う測定値に関する棄却限界値及び最小検出限界
値を正規近似により求める方法論

20190218 15,292円 (本体14,160円）

ISO 25178-600:2019

Geometrical product specifications (GPS) --
Surface texture: Areal -- Part 600: Metrological
characteristics for areal topography measuring
methods

製品の幾何特性仕様(GPS)－表面性状：肌－第
600部：肌形状測定方法のための計量特性

20190301 15,292円 (本体14,160円）

ISO 25178-607:2019

Geometrical product specifications (GPS) --
Surface texture: Areal -- Part 607: Nominal
characteristics of non-contact (confocal
microscopy) instruments

製品の幾何特性仕様(GPS)－表面性状：肌－第
606部：非接触(共焦点顕微鏡)器具の公称特性

20190305 15,292円 (本体14,160円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 4384-1:2019
Plain bearings -- Hardness testing of bearing
metals -- Part 1: Multilayer bearings materials

滑り軸受－軸受金属の硬度試験－第1部：多層軸
受材料

20190227 4,924円 (本体4,560円）

ISO/TR 20491:2019
Fasteners -- Fundamentals of hydrogen
embrittlement in steel fasteners

締結用部品－鋼製締結用部品の水素脆性の基
本

20190219 15,292円 (本体14,160円）

ISO 21940-1:2019
Mechanical vibration -- Rotor balancing -- Part
1: Introduction

機械振動－回転体釣り合わせ－第1部：序論 20190219 17,884円 (本体16,560円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 6964:2019
Polyolefin pipes and fittings -- Determination of
carbon black content by calcination and pyrolysis
-- Test method

ポリオレフィン管及び管継手－か焼及び熱分解に
よるカーボンブラックの定量－試験方法

20190227 7,516円 (本体6,960円）

ISO 10146:2019
Crosslinked polyethylene (PE-X) and crosslinked
medium density polyethylene (PE-MDX) -- Effect
of time and temperature on expected strength

架橋ポリエチレン(PR-X)及び架橋中密度ポリエチ
レン(PE-MDX)管－予想強度に対する時間と温度
の影響

20190226 7,516円 (本体6,960円）

ISO 11413:2019
Plastics pipes and fittings -- Preparation of test
piece assemblies between a polyethylene (PE)
pipe and an electrofusion fitting

プラスチック管及び管継手－ポリエチレン(PE)管と
電気溶解管継手の間の試験片アセンブリの調製

20190312 7,516円 (本体6,960円）

ISO 12759-3:2019
Fans -- Efficiency classification for fans -- Part
3: Fans without drives at maximum operating
speed

ファン－ファンの効率分類－第3部：最大運転速度
での駆動のないファン

20190311 7,516円 (本体6,960円）

ISO 19385:2017/Amd
1:2019

ISO 19385:2017/Amd 1:2019 ISO 19385:2017/修正票1:2019 20190227 2,073円 (本体1,920円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 2376:2019
Anodizing of aluminium and its alloys --
Determination of breakdown voltage and
withstand voltage

アルミニウム及びその合金の陽極酸化処理－破
壊電圧及び耐電圧の測定

20190306 4,924円 (本体4,560円）

ISO 14731:2019 Welding coordination -- Tasks and responsibilities 溶接管理－任務及び責任 20190218 7,516円 (本体6,960円）

ISO/TR 23482-2:2019
Robotics -- Application of ISO 13482 -- Part 2:
Application guidelines

ロボット工学－ISO 13482の適用－第2部：適用の
指針

20190313 23,068円 (本体21,360円）

25 生産工学

定価（本体価格）

定価（本体価格）

21 一般的に利用される機械的システム及びその構成要素

定価（本体価格）

23 一般的に利用される流体システム及びその構成要素

JSA Japanese Standards Association
＊ 本表記載の規格のご購入につきましては、JSA Webdesk （https://webdesk.jsa.or.jp/ )をご利用下さい。



ISO 2019-3 新刊情報
(5/9 page)

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 2710-2:2019
Reciprocating internal combustion engines --
Vocabulary -- Part 2: Terms for engine
maintenance

往復動内燃機関－用語－第2部：エンジンの保守
関連用語

20190312 4,924円 (本体4,560円）

ISO 50021:2019
Energy management and energy savings --
General guidelines for selecting energy savings
evaluators

エネルギーマネジメント及び省エネルギー－省エ
ネルギー評価員の選任のための一般指針

20190219 11,404円 (本体10,560円）

ISO 50046:2019 General methods for predicting energy savings 省エネルギーを予測する一般的方法 20190227 23,068円 (本体21,360円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO/IEC 8824-
1:2015/Amd 1:2019

Relaxing imports clause to allow importation of
definitions from new versions of a given module

修正票1－所定のモジュールの新バージョンから
の定義のインポートを許容するためのインポートク
ローズの緩和

20190312 2,073円 (本体1,920円）

ISO/IEEE 11073-
10207:2019

Health informatics -- Personal health device
communication -- Part 10207: Domain information
and service model for service-oriented point-of-
care medical device communication

保健医療情報－個人用健康装置通信－第10207
部：サービス志向介護専用端末医療装置通信のド
メイン情報及びサービスモデル

20190308 25,660円 (本体23,760円）

ISO/IEC 14492:2019
Information technology -- Lossy/lossless coding
of bi-level images

情報技術－2層画像の損失性/無損失符号化 20190313 25,660円 (本体23,760円）

ISO/IEC 14496-
33:2019

Information technology -- Coding of audio-visual
objects -- Part 33: Internet video coding

情報技術－音響映像オブジェクトの符号化－第33
部：インターネットビデオ符号化

20190228 25,660円 (本体23,760円）

ISO/IEC/IEEE 15026-
1:2019

Systems and software engineering -- Systems
and software assurance -- Part 1: Concepts and
vocabulary

システム及びソフトウェア工学－システム及びソフ
トウェア保証－第1部：概念及び用語

20190308 17,884円 (本体16,560円）

ISO/IEC 15434:2019
Information technology -- Automatic
identification and data capture techniques --
Syntax for high-capacity ADC media

情報技術－自動識別及びデータ捕捉－高容量
ADC媒体のための構文

20190227 11,404円 (本体10,560円）

ISO/TS 16843-5:2019
Health Informatics -- Categorial structures for
representation of acupuncture -- Part 5: Cupping

保健医療情報－鍼療法を表現するためのカテゴリ
構造－第5部：吸角法

20190308 7,516円 (本体6,960円）

ISO/IEC 18039:2019

Information technology -- Computer graphics,
image processing and environmental data
representation -- Mixed and augmented reality
(MAR) reference model

情報技術－コンピュータグラフィックス，画像処理
及び環境データ表現－複合及び拡張現実(MAR)
参照モデル

20190227 23,068円 (本体21,360円）

ISO/TS 19139-1:2019
Geographic information -- XML schema
implementation -- Part 1: Encoding rules

地理情報－XMLスキーマ実施－第1部： 符号化規
則

20190225 20,476円 (本体18,960円）

ISO/IEC 19479:2019
Information technology for learning, education,
and training -- Learner mobility achievement
information (LMAI)

学習，教育及び訓練のための情報技術－学習者
移動達成情報(LMAI)

20190301 17,884円 (本体16,560円）

ISO/IEC 20546:2019
Information technology -- Big data -- Overview
and vocabulary

情報技術－ビッグデータ－概要及び用語 20190228 7,516円 (本体6,960円）

ISO/IEC 21823-1:2019
Internet of things (IoT) -- Interoperability for
internet of things systems -- Part 1: Framework

モノのインターネット(IoT)－モノのインターネットシ
ステムの相互運用性－第1部：枠組み

20190219 15,292円 (本体14,160円）

ISO/TR 22086-1:2019

Intelligent transport systems (ITS) -- Network
based precise positioning infrastructure for land
transportation -- Part 1: General information and
use case definitions

高度道路交通システム(ITS)－陸上輸送のための
精密な位置決めインフラストラクチャに基づいた
ネットワーク－第1部：一般情報及びユースケース
定義

20190313 11,404円 (本体10,560円）

35 情報技術．事務機械

27 エネルギー及び熱伝達工学

定価（本体価格）

定価（本体価格）

JSA Japanese Standards Association
＊ 本表記載の規格のご購入につきましては、JSA Webdesk （https://webdesk.jsa.or.jp/ )をご利用下さい。
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ISO/IEC 23005-5:2019
Information technology -- Media context and
control -- Part 5: Data formats for interaction
devices

情報技術－メディアコンテキスト及びコントロール
－第5部：相互作用装置のためのデータフォーマッ
ト

20190228 25,660円 (本体23,760円）

ISO/IEC 23008-3:2019
Information technology -- High efficiency coding
and media delivery in heterogeneous
environments -- Part 3: 3D audio

情報技術－異機種環境における高効率符号化及
びメディア配送－第3部：3Dオーディオ

20190228 25,660円 (本体23,760円）

ISO/IEC TR
23050:2019

Information technology -- Data centres -- Impact
on data centre resource metrics of electrical
energy storage and export

情報技術－データセンター－電気エネルギー貯蔵
及び輸出のデータセンター資源の測定基準に関
する影響

20190308 7,516円 (本体6,960円）

ISO/IEC 24773-1:2019
Software and systems engineering --
Certification of software and systems engineering
professionals -- Part 1: General requirements

ソフトウェア工学－ソフトウェア工学専門家の認証
－第1部：一般要求事項

20190315 7,516円 (本体6,960円）

ISO/IEC
30129:2015/Amd
1:2019

ISO/IEC 30129:2015/Amd 1:2019 ISO/IEC 30129:2015/修正票1:2019 20190227 4,924円 (本体4,560円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 20078-1:2019
Road vehicles -- Extended vehicle (ExVe) web
services -- Part 1: Content

路上走行車－拡張車両(ExVe)ウェブサービス－
第1部：コンテンツ

20190225 11,404円 (本体10,560円）

ISO 20078-2:2019
Road vehicles -- Extended vehicle (ExVe) web
services -- Part 2: Access

路上走行車－拡張車両(ExVe)ウェブサービス－
第2部：アクセス

20190225 15,292円 (本体14,160円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 799-1:2019
Ships and marine technology -- Pilot ladders --
Part 1: Design and specification

船舶及び海洋技術－パイロットラダー－第1部：設
計及び仕様

20190219 11,404円 (本体10,560円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 21494:2019 Space systems -- Magnetic testing 宇宙システム－磁気試験 20190222 17,884円 (本体16,560円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 9927-3:2019 Cranes -- Inspections -- Part 3: Tower cranes クレーン－検査－第3部：タワークレーン 20190301 15,292円 (本体14,160円）

ISO 10245-3:2019
Cranes -- Limiting and indicating devices -- Part
3: Tower cranes

クレーン－制限及び指示装置－第3部：タワーク
レーン

20190301 7,516円 (本体6,960円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 1833-12:2019

Textiles -- Quantitative chemical analysis --
Part 12: Mixtures of acrylic, certain modacrylics,
certain chlorofibres, certain elastane fibres with
certain other fibres (method using
dimethylformamide)

繊維－定量的化学分析-第12部：アクリル，一部
のモダクリル，一部のビスコース，一部のクロロ繊
維，一部のエラスタンス及びその他一部の繊維の
混合物(ジメチルフォルムアミドを使用する方法)

20190226 4,924円 (本体4,560円）

ISO 9092:2019 Nonwovens -- Vocabulary 不織布－用語 20190315 4,924円 (本体4,560円）

59 繊維及び皮革技術

定価（本体価格）

53 荷役設備

定価（本体価格）

43 自動車工学

定価（本体価格）

47 造船及び海洋構造物

定価（本体価格）

49 航空宇宙工学

定価（本体価格）

JSA Japanese Standards Association
＊ 本表記載の規格のご購入につきましては、JSA Webdesk （https://webdesk.jsa.or.jp/ )をご利用下さい。
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ISO 10320:2019 Geosynthetics -- Identification on site ジオシンセティック－現場確認 20190228 4,924円 (本体4,560円）

ISO 17072-1:2019
Leather -- Chemical determination of metal
content -- Part 1: Extractable metals

レザー－金属含有量の化学的定量－第1部：抽出
性金属

20190228 7,516円 (本体6,960円）

ISO 17072-2:2019
Leather -- Chemical determination of metal
content -- Part 2: Total metal content

レザー－金属含有量の化学的定量－第2部：全金
属分

20190228 7,516円 (本体6,960円）

ISO 22700:2019
Leather -- Measuring the colour and colour
difference of finished leather

レザー－仕上がりレザーの色及び色差の測定 20190313 7,516円 (本体6,960円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

IWA 29:2019 Professional farmer organization -- Guidelines 専業農家の組織－指針 20190225 11,404円 (本体10,560円）

ISO 21317:2019
Traditional Chinese medicine -- Lonicera japonica
flower

伝統中国医学－スイカズラ花 20190228 11,404円 (本体10,560円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 7305:2019
Milled cereal products -- Determination of fat
acidity

精製シリアル製品－脂肪定量 20190313 7,516円 (本体6,960円）

ISO 12871:2019
Olive oils and olive-pomace oils -- Determination
of aliphatic and triterpenic alcohols content by
capillary gas chromatography

オリーブオイル及びオリーブポマスオイル－毛細
管ガスクロマトグラフィによる脂肪族及びトリテル
ペン酸アルコール含有量の測定

20190313 11,404円 (本体10,560円）

ISO/TS 16393:2019
Molecular biomarker analysis -- Determination of
the performance characteristics of qualitative
measurement methods and validation of methods

分子バイオマーカー分析－定性的測定方法のパ
フォーマンス特性の求め方及び方法の検証

20190301 17,884円 (本体16,560円）

ISO 20613:2019
Sensory analysis -- General guidance for the
application of sensory analysis in quality control

官能分析－品質管理への官能分析の適用のため
の一般手引

20190228 7,516円 (本体6,960円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 8573-4:2019
Compressed air -- Contaminant measurement --
Part 4: Particle content

圧縮空気－汚染物質の測定－第4部：粒子含有
量

20190219 15,292円 (本体14,160円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 8068:2006/Amd
1:2019

Filterability tests according to ISO 13357-1 and
ISO 13357-2 -- Requirements related to the
stage of the test method

修正票1－ ISO 13357-1及びISO 13357-2による
ろ過特性試験－試験方法のステージに関する要
求事項

20190304 2,073円 (本体1,920円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 12725:2019 Nickel and nickel alloy castings ニッケル及びニッケル合金鋳物 20190305 7,516円 (本体6,960円）

定価（本体価格）

71 化学技術

定価（本体価格）

定価（本体価格）

65 農業

定価（本体価格）

77 金属工学

75 石油及び関連技術

67 食品技術

定価（本体価格）

JSA Japanese Standards Association
＊ 本表記載の規格のご購入につきましては、JSA Webdesk （https://webdesk.jsa.or.jp/ )をご利用下さい。
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規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 20501:2019
Fine ceramics (advanced ceramics, advanced
technical ceramics) -- Weibull statistics for
strength data

ファインセラミックス(先進セラミックス，先進技術セ
ラミックス)－強度データのワイブル統計

20190305 20,476円 (本体18,960円）

ISO 21618:2019

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced
technical ceramics) -- Test method for fracture
resistance of monolithic ceramics at room
temperature by indentation fracture (IF) method

ファインセラミックス(先進セラミックス，先進技術セ
ラミックス)－圧入破壊(IF)法によるモノリシックセラ
ミックスの破壊抵抗ぼ試験方法

20190301 11,404円 (本体10,560円）

ISO 21813:2019
Fine ceramics (advanced ceramics, advanced
technical ceramics) -- Methods for chemical
analysis of high purity barium titanate powders

ファインセラミックス(先進セラミックス，先進技術セ
ラミックス)－高純度チタン酸バリウム粉末の化学
分析方法

20190222 15,292円 (本体14,160円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 846:2019
Plastics -- Evaluation of the action of
microorganisms

プラスチック－微生物の働きの評価 20190228 15,292円 (本体14,160円）

ISO 1183-1:2019

Plastics -- Methods for determining the density
of non-cellular plastics -- Part 1: Immersion
method, liquid pycnometer method and titration
method

プラスチック－非発泡プラスチックの密度の測定
方法－第1部：液浸法，液体ピクノメータ法及び滴
定法

20190228 7,516円 (本体6,960円）

ISO 1183-2:2019
Plastics -- Methods for determining the density
of non-cellular plastics -- Part 2: Density
gradient column method

プラスチック－非発泡プラスチックの密度の測定
方法－第2部：密度勾配コラム法

20190228 7,516円 (本体6,960円）

ISO 14851:2019

Determination of the ultimate aerobic
biodegradability of plastic materials in an aqueous
medium -- Method by measuring the oxygen
demand in a closed respirometer

水性媒体の中のプラスチック材料の極限好気性
生分解性の測定－密閉呼吸計の中の酸素要求
量を測定する方法

20190307 15,292円 (本体14,160円）

ISO 15023-2:2019
Plastics -- Poly(vinyl alcohol) (PVAL) materials -
- Part 2: Determination of properties

プラスチック－ポリ(ビニルアルコール) (PVAL)材
－第2部：特性の求め方

20190301 11,404円 (本体10,560円）

ISO 19062-2:2019

Plastics -- Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
moulding and extrusion materials -- Part 2:
Preparation of test specimens and determination
of properties

プラスチック－アクリロニトリル・ブタジエン・スチレ
ン(ABS)成形及び押出材料－第2部：試料の調製
及び特性の求め方

20190226 7,516円 (本体6,960円）

ISO 19065-2:2019

Plastics -- Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA),
acrylonitrile-(ethylene-propylene-diene)-styrene
(AEPDS) and acrylonitrile-(chlorinated
polyethylene)-styrene (ACS) moulding and
extrusion materials -- Part 2: Preparation of test
specimens and determination of properties

プラスチック－アクリロニトリル・スチレン・アクリ
レート(ASA)，アクリロニトリル・(エチレン・プロピレ
ン・ジエン)・スチレン(AEPDS)及びアクリロニトリ
ル・(塩素化ポリエチレン)・スチレン(ACS)成形及び
押出し材料－第2部：試料の調製及び特性の求め
方

20190227 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21304-1:2019

Plastics -- Ultra-high-molecular-weight
polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion
materials -- Part 1: Designation system and basis
for specifications

プラスチック－超高分子量ポリエチレン(PE-
UHMWPE)成形及び押出し材料－第1部：名称シス
テム及び仕様の基礎

20190308 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21306-1:2019

Plastics -- Unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-U) moulding and extrusion materials --
Part 1: Designation system and basis for
specifications

プラスチック－無可塑ポリ(塩化ビニル) (PVC-U)
成形及び押出し材料－第1部：名称システム及び
仕様の基礎

20190304 4,924円 (本体4,560円）

ISO 21306-2:2019

Plastics -- Unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-U) moulding and extrusion materials --
Part 2: Preparation of test specimens and
determination of properties

プラスチック－無可塑ポリ(塩化ビニル) (PVC-U)
成形及び押出し材料－第2部：試験片の調製及び
特質の求め方

20190304 4,924円 (本体4,560円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 11093-9:2019
Paper and board -- Testing of cores -- Part 9:
Determination of flat crush resistance

紙及び板紙－紙管の試験方法－第9部：平面圧縮
強さ試験方法

20190305 4,924円 (本体4,560円）

85 紙・パルプ工業

定価（本体価格）

81 ガラス及びセラミック工業

定価（本体価格）

定価（本体価格）

83 ゴム及びプラスチック工業

JSA Japanese Standards Association
＊ 本表記載の規格のご購入につきましては、JSA Webdesk （https://webdesk.jsa.or.jp/ )をご利用下さい。
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規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 473:2019
Lithopone pigments -- General requirements and
methods of testing

リトポン顔料－使用及び試験方法 20190228 7,516円 (本体6,960円）

ISO 787-9:2019
General methods of test for pigments and
extenders -- Part 9: Determination of pH value of
an aqueous suspension

顔料及び体質顔料の一般試験方法－第9部：水性
けん濁液のpH値の測定方法

20190226 4,924円 (本体4,560円）

ISO 787-14:2019
General methods of test for pigments and
extenders -- Part 14: Determination of resistivity
of aqueous extract

顔料及び体質顔料の一般試験方法－第14部：水
抽出物の電気抵抗の測定

20190226 4,924円 (本体4,560円）

ISO 21546:2019
Paints and varnishes -- Determination of the
resistance to rubbing using a linear abrasion
tester (crockmeter)

塗料及びワニス－リニア摩耗試験機(クロックメー
タ)を使用する耐摩耗性の測定

20190219 11,404円 (本体10,560円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 8100-1:2019
Lifts for the transport of persons and goods --
Part 1: Passenger and goods passenger lifts

人及び貨物の輸送用昇降機－第1部：旅客及び貨
物旅客昇降機

20190311 25,660円 (本体23,760円）

ISO 8100-2:2019
Lifts for the transport of persons and goods --
Part 2: Design rules, calculations, examinations
and tests of lift components

人及び貨物の輸送用昇降機－第2部：昇降機構成
部品の設計規則，計算，検査及び試験

20190311 25,660円 (本体23,760円）

ISO/TS 8100-3:2019

Lifts for the transport of persons and goods --
Part 3: Requirements from other Standards
(ASME A17.1/CSA B44 and JIS A 4307-1/JIS A
4307-2) not included in ISO 8100-1 or ISO 8100-
2

人及び貨物の輸送用昇降機－第3部：ISO 8100-1
又はISO 81002に含まれていない他の規格(ASME
A17.1/CSA B44 and JIS A 4307-1/JIS A 4307-2)
からの要求事項

20190311 20,476円 (本体18,960円）

ISO 10545-4:2019
Ceramic tiles -- Part 4: Determination of modulus
of rupture and breaking strength

陶磁器タイル－第4部：破壊係数及び破壊強さの
測定

20190218 7,516円 (本体6,960円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 8124-4:2014/Amd
2:2019

ISO 8124-4:2014/Amd 2:2019 ISO 8124-4:2014/修正票2:2019 20190304 2,073円 (本体1,920円）

ISO 9838:2019
Alpine and touring ski-bindings -- Test soles for
ski-binding tests

アルペン及びツーリングスキー締め具－スキー締
め具試験用の試験靴底

20190313 7,516円 (本体6,960円）

ISO 13993:2019
Rental ski shop practice -- Sampling and
inspection of complete and incomplete alpine ski-
binding-boot systems in rental applications

レンタルスキー店の実施規則－レンタル用完全及
び不完全アルペンスキービンディングブーツ装具
のサンプリング及び検査

20190305 11,404円 (本体10,560円）

ISO 20318-1:2019
Mechanical pencils and leads for general use --
Classification, dimensions, quality and test
methods -- Part 1: Mechanical pencils

一般用途のシャープペンシル及び芯－分類，寸
法，品質及び試験方法－第1部：シャープペンシル

20190226 7,516円 (本体6,960円）

ISO 20318-2:2019
Mechanical pencils and leads for general use --
Classification, dimensions, quality and test
methods -- Part 2: Black leads

一般用途のシャープペンシル及び芯－分類，寸
法，品質及び試験方法－第2部：黒芯

20190305 7,516円 (本体6,960円）

ISO/TR 24524:2019

Service activities relating to drinking water
supply, wastewater and stormwater systems --
Hydraulic, mechanical and environmental
conditions in wastewater transport systems

飲料水供給，下水及び雨水システムに関する
サービス活動－下水輸送システムにおける水力，
機械及び環境条件

20190222 7,516円 (本体6,960円）

97 家庭用及び商業用装置．娯楽．スポーツ

91 建設材料及び建築物

定価（本体価格）

定価（本体価格）

87 塗料及び色材工業

定価（本体価格）

JSA Japanese Standards Association
＊ 本表記載の規格のご購入につきましては、JSA Webdesk （https://webdesk.jsa.or.jp/ )をご利用下さい。


