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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 8:2019
Information and documentation -- Presentation
and identification of periodicals

情報及びドキュメンテーション－定期刊行物の体
裁及び識別

20190401 15,292円 (本体14,160円）

ISO 2553:2019
Welding and allied processes -- Symbolic
representation on drawings -- Welded joints

溶接及び関連プロセス－図面上の記号による表
示法－溶接継手

20190318 23,068円 (本体21,360円）

ISO 7135:2009/Amd
1:2019

ISO 7135:2009/Amd 1:2019 ISO 7135:2009/修正票1:2019 20190405 2,073円 (本体1,920円）

ISO 8130-14:2019 Coating powders -- Part 14: Vocabulary 粉体塗料－第14部：用語 20190401 4,924円 (本体4,560円）

ISO 8560:2019
Technical drawings -- Construction drawings --
Representation of modular sizes, lines and grids

図面－構造図－モジュラーサイズ，線及びグリット
の図示方法

20190401 7,516円 (本体6,960円）

ISO/TR 8713:2019 Electrically propelled road vehicles -- Vocabulary 電気推進式路上走行車－用語集 20190401 4,924円 (本体4,560円）

ISO 20228:2019
Interpreting services -- Legal interpreting --
Requirements

通訳サービス－司法通訳－要求事項 20190411 15,292円 (本体14,160円）

ISO/TR 21965:2019
Information and documentation -- Records
management in enterprise architecture

情報及びドキュメンテーション－企業アーキテク
チャにおけるレコードマネジメント

20190318 20,476円 (本体18,960円）

ISO 30042:2019
Management of terminology resources --
TermBase eXchange (TBX)

用語源の管理－TermBase eXchange (TBX) 20190401 20,476円 (本体18,960円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 11484:2019
Steel products -- Employer's qualification system
for non-destructive testing (NDT) personnel

鋼製品－雇用者による非破壊試験(NDT)要員の
資格認定システム

20190401 15,292円 (本体14,160円）

ISO 14816:2005/Amd
1:2019

ISO 14816:2005/Amd 1:2019 ISO 14816:2005/修正票1:2019 20190326 2,073円 (本体1,920円）

ISO 17438-4:2019

Intelligent transport systems -- Indoor navigation
for personal and vehicle ITS station -- Part 4:
Requirements and specifications for interface
between personal/vehicle and central ITS
stations

高度道路交通システム－人と車載ITSステーショ
ンのための屋内ナビゲーション－第4部：人/車両
と中央ITSステーション間のインタフェースに関す
る要求事項及び仕様

20190412 23,068円 (本体21,360円）

ISO 17442:2019 Financial services -- Legal entity identifier (LEI) 金融サービス－取引主体識別子(LEI) 20190412 4,924円 (本体4,560円）

ISO 18091:2019
Quality management systems -- Guidelines for
the application of ISO 9001 in local government

品質マネジメントシステム－地方自治体における
ISO 9001の適用の指針

20190325 23,068円 (本体21,360円）

　　　　　　　　　---　2019-04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。

日本規格協会グループ

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/IEC 19788-7:2019
Information technology -- Learning, education and
training -- Metadata for learning resources --
Part 7: Bindings

情報技術－学習，教育及び訓練－学習資源のメ
タデータ－第7部：バインディング

20190410 25,660円 (本体23,760円）

ISO 20228:2019
Interpreting services -- Legal interpreting --
Requirements

通訳サービス－司法通訳－要求事項 20190411 15,292円 (本体14,160円）

ISO/TS 54001:2019

Quality management systems -- Particular
requirements for the application of ISO 9001:2015
for electoral organizations at all levels of
government

品質マネジメントシステム－全ての行政レベルに
おける選挙組織へのISO 9001:2015の適用のため
の特定要求事項

20190408 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/TS 12869:2019

Water quality -- Detection and quantification of
Legionella spp. and/or Legionella pneumophila by
concentration and genic amplification by
quantitative polymerase chain reaction (qPCR)

水質－定量的ポリメラーゼ連鎖反応による濃縮と
遺伝子の増幅(RT-PCR)によるレジオネラ及び/又
はレジオネラニューモフィラの検出及び定量
(qPCR)

20190401 20,476円 (本体18,960円）

ISO/TR 19733:2019
Nanotechnologies -- Matrix of properties and
measurement techniques for graphene and related
two-dimensional (2D) materials

ナノテクノロジ－グラフェン及び関連2次元(2D)材
料のための特性のマトリクス及び測定技術

20190322 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 7492:2019 Dentistry -- Dental explorer 歯科－歯科用エクスプローラ 20190322 7,516円 (本体6,960円）

ISO 9873:2019 Dentistry -- Intra-oral mirrors 歯科－口腔内鏡 20190329 7,516円 (本体6,960円）

ISO 18250-6:2019
Medical devices -- Connectors for reservoir
delivery systems for healthcare applications --
Part 6: Neural applications

医療機器－ヘルスケア用途の容器配送システム
用コネクタ－第6部：神経用途

20190318 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 5982:2019
Mechanical vibration and shock -- Range of
idealized values to characterize human
biodynamic response under whole-body vibration

機械振動及び衝撃－全身振動下の人体の生体力
学反応を特徴付ける理想値の範囲

20190322 20,476円 (本体18,960円）

ISO 9241-220:2019

Ergonomics of human-system interaction -- Part
220: Processes for enabling, executing and
assessing human-centred design within
organizations

人間工学－人とシステムとのインタラクション－第
220部：組織内での人間中心設計を可能にし，実
施し，評価するためのプロセス

20190319 25,660円 (本体23,760円）

ISO 13851:2019
Safety of machinery -- Two-hand control devices
-- Principles for design and selection

機械類の安全性－両手操作制御装置－設計及び
選択の原則

20190319 15,292円 (本体14,160円）

ISO/TS 14198:2019

Road vehicles -- Ergonomic aspects of transport
information and control systems -- Calibration
tasks for methods which assess driver demand
due to the use of in-vehicle systems

路上走行車－輸送情報及び制御装置の人間工学
的側面－車載装置の使用による運転者の要求を
評価する方法の校正作業

20190401 15,292円 (本体14,160円）

ISO/TS 16976-4:2019
Respiratory protective devices -- Human factors
-- Part 4: Work of breathing and breathing
resistance: Physiologically based limits

呼吸用保護具－ヒューマンファクタ－第4部：呼吸
作業及び呼吸抵抗：生理学的限界

20190329 11,404円 (本体10,560円）

ISO 17735:2019

Workplace atmospheres -- Determination of total
isocyanate groups in air using 1-(9-
anthracenylmethyl)piperazine (MAP) reagent and
liquid chromatography

作業環境大気－1－(9-アントラセニルメチル)ピペ
ラジン(MAP)試薬及び液体クロマトグラフィを使用
する大気中の総イソシアン酸塩グループの測定

20190401 17,884円 (本体16,560円）

ISO 18889:2019
Protective gloves for pesticide operators and re-
entry workers -- Performance requirements

農薬使用者及び残留農薬環境の労働者のための
防護手袋－性能要求事項

20190410 7,516円 (本体6,960円）

定価（本体価格）

13 環境．健康予防．安全

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 19085-9:2019
Woodworking machines -- Safety -- Part 9:
Circular saw benches (with and without sliding
table)

木工機械－安全性－第9部：丸のこ台(すべりテー
ブルあり及びなし)

20190411 20,476円 (本体18,960円）

ISO 20046:2019

Radiological protection -- Performance criteria
for laboratories using Fluorescence In Situ
Hybridization (FISH) translocation assay for
assessment of exposure to ionizing radiation

放射線防護－電離放射線への曝露を評価するた
めの蛍光 in situ ハイブリダイゼーション(FISH)転
位アッセイを使用する試験所のパフォーマンス基
準

20190319 20,476円 (本体18,960円）

ISO/TR 20118:2019
Plastics -- Guidance on fire characteristics and
fire performance of PVC materials used in building
applications

プラスチック－建築用途で使用されるPVC材料の
燃焼特性及び燃焼性能の手引

20190401 20,476円 (本体18,960円）

ISO 21115:2019
Water quality -- Determination of acute toxicity
of water samples and chemicals to a fish gill cell
line (RTgill-W1)

水質－魚の鰓細胞株（RT gill-W1）に対する水試
料及び化学物質の急性毒性の測定

20190401 20,476円 (本体18,960円）

ISO 21927-4:2019
Smoke and heat control systems -- Part 4:
Natural smoke and heat exhaust ventilators --
Design, requirements and installation

煙及び熱制御システム－第4部：煙及び熱排出の
自然換気装置－設計，要求事項及び設置

20190402 11,404円 (本体10,560円）

ISO 22568-1:2019
Foot and leg protectors -- Requirements and test
methods for footwear components -- Part 1:
Metallic toecaps

足及び脚の保護具－はき物構成品の要求事項及
び試験方法－第1部：金属製つま革

20190320 11,404円 (本体10,560円）

ISO 22568-2:2019
Foot and leg protectors -- Requirements and test
methods for footwear component -- Part 2: Non-
metallic toecaps

足及び脚の保護具－はき物構成品の要求事項及
び試験方法－第2部：非金属製つま革

20190320 11,404円 (本体10,560円）

ISO 22568-3:2019
Foot and leg protectors -- Requirements and test
methods for footwear components -- Part 3:
Metallic perforation resistant inserts

足及び脚の保護具－はき物構成品の要求事項及
び試験方法－第3部：金属製耐貫通製インソール

20190320 7,516円 (本体6,960円）

ISO 22568-4:2019
Foot and leg protectors -- Requirements and test
methods for footwear components -- Part 4:
Non-metallic perforation resistant inserts

足及び脚の保護具－はき物構成品の要求事項及
び試験方法－第4部：非金属製耐貫通製インソー
ル

20190322 15,292円 (本体14,160円）

ISO 24678-1:2019
Fire safety engineering -- Requirements
governing algebraic formulae -- Part 1: General
requirements

火災安全工学－代数公式を支配する要求事項－
第1部：一般要求事項

20190319 4,924円 (本体4,560円）

ISO 24678-7:2019
Fire safety engineering -- Requirements
governing algebraic formulae -- Part 7: Radiation
heat flux received from an open pool fire

火災安全工学－代数公式を支配する要求事項－
第7部：開放プール火災から受ける放射熱流束

20190320 20,476円 (本体18,960円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 18434-2:2019
Condition monitoring and diagnostics of machine
systems -- Thermography -- Part 2: Image
interpretation and diagnostics

機械の状態監視及び診断－用語－第2部：画像解
釈及び診断

20190322 15,292円 (本体14,160円）

ISO 20170:2019
Geometrical product specifications (GPS) --
Decomposition of geometrical characteristics for
manufacturing control

製品の幾何特性仕様(GPS)－製造管理のための
幾何特性の分解

20190411 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 155:2019
Belt drives -- Pulleys -- Limiting values for
adjustment of centres

ベルト駆動－プーリー－センター調整用制限値 20190326 4,924円 (本体4,560円）

ISO 7905-3:2019
Plain bearings -- Bearing fatigue -- Part 3: Test
on plain strips of a metallic multilayer bearing
material

滑り軸受－軸受疲労－第3部：金属多層軸受材の
短冊状試験

20190409 4,924円 (本体4,560円）

ISO 12129-1:2019 Plain bearings -- Tolerances -- Part 1: Fits 滑り軸受－公差－第1部：嵌め合い 20190320 7,516円 (本体6,960円）

17 度量衡及び測定．物理的現象

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）

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 19349:2019
Plain bearings with liquid lubrication -- Lubricant
supply arrangements and monitoring

液体潤滑滑り軸受け－潤滑剤供給装置及び監視 20190326 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 12759-2:2019
Fans -- Efficiency classification for fans -- Part
2: Standard losses for drive components

ファン－ファンの効率分類－第2部：駆動部品の標
準損失

20190320 15,292円 (本体14,160円）

ISO/TR 16494-2:2019

Heat recovery ventilators and energy recovery
ventilators -- Method of test for performance --
Part 2: Assessment of measurement uncertainty
of performance parameters

熱回収換気装置及びエネルギー回収換気装置－
性能試験方法－第2部：性能パラメータの測定の
不確かさの評価

20190326 20,476円 (本体18,960円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 2553:2019
Welding and allied processes -- Symbolic
representation on drawings -- Welded joints

溶接及び関連プロセス－図面上の記号による表
示法－溶接継手

20190318 23,068円 (本体21,360円）

ISO 2772:2019
Test conditions for box type vertical drilling
machines -- Testing of the accuracy

角コラム直立ボール盤の試験条件－精度試験 20190325 7,516円 (本体6,960円）

ISO 8289-2:2019
Vitreous and porcelain enamels -- Low-voltage
test for detecting and locating defects -- Part 2:
Slurry test for profiled surfaces

ほうろう－欠点の検出及び位置決めのための低
電圧試験－第2部：外形表面のスラリ試験

20190320 4,924円 (本体4,560円）

ISO 11177:2019

Vitreous and porcelain enamels -- Inside and
outside enamelled valves and pressure pipe
fittings for untreated and potable water supply --
Quality requirements and testing

ほうろう－未処理及び飲料水供給用の両面ほうろ
うバルブ及び圧力配管継手－品質要求事項及び
試験

20190320 4,924円 (本体4,560円）

ISO 14174:2019
Welding consumables -- Fluxes for submerged arc
welding and electroslag welding -- Classification

溶接材料－サブマージアーク溶接及びエレクトロ
スラグ溶接のフラックス－分類

20190409 11,404円 (本体10,560円）

ISO 18646-2:2019
Robotics -- Performance criteria and related test
methods for service robots -- Part 2: Navigation

ロボット工学－サービスロボットの性能基準及び
関連試験方法－第2部：ナビゲーション

20190411 11,404円 (本体10,560円）

ISO 24598:2019

Welding consumables -- Solid wire electrodes,
tubular cored electrodes and electrode-flux
combinations for submerged arc welding of creep-
resisting steels -- Classification

溶接材料－耐クリープ性鋼用サブマージアーク溶
接ソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ及びワイヤ
とフラックスとの組合せ－分類

20190411 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 19967-1:2019
Heat pump water heaters --  Testing and rating
for performance -- Part 1: Heat pump water
heater for hot water supply

ヒートポンプ給湯器－性能の試験及び格付け－第
1部：温水供給用ヒートポンプ給湯器

20190319 17,884円 (本体16,560円）

ISO 50045:2019
Technical guidelines for the evaluation of energy
savings of thermal power plants

火力発電所の省エネルギー評価のための技術指
針

20190320 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/IEC/IEEE 8802-
11:2018/Amd 2:2019

Sub 1 GHz license exempt operation 修正票2－サブ1 GHzライセンス免除運用 20190328 25,660円 (本体23,760円）

ISO 9241-220:2019

Ergonomics of human-system interaction -- Part
220: Processes for enabling, executing and
assessing human-centred design within
organizations

人間工学－人とシステムとのインタラクション－第
220部：組織内での人間中心設計を可能にし，実
施し，評価するためのプロセス

20190319 25,660円 (本体23,760円）

25 生産工学

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）

定価（本体価格）

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。
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ISO/IEEE 11073-
10419:2019

Health informatics -- Personal health device
communication -- Part 10419: Device
specialization -- Insulin pump

保健医療情報－個人用健康装置通信－第10419
部：装置の専門化－インスリンポンプ

20190322 25,660円 (本体23,760円）

ISO/IEEE 11073-
10425:2019

Health informatics -- Personal health device
communication -- Part 10425: Device
specialization -- Continuous glucose monitor
(CGM)

保健医療情報－個人用保健装置通信－第10425
部：装置の専門化－連続グルコース監視(CGM)

20190318 25,660円 (本体23,760円）

ISO/IEC TR 11179-
2:2019

Information technology -- Metadata registries
(MDR) -- Part 2: Classification

情報技術－メタデータ登録簿(MDR)－第2部：分類 20190412 7,516円 (本体6,960円）

ISO 11783-2:2019
Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 2: Physical layer

農業及び林業用けん引車及び機械－シリアル制
御及び通信データ網－第2部：物理層

20190401 23,068円 (本体21,360円）

ISO 14816:2005/Amd
1:2019

ISO 14816:2005/Amd 1:2019 ISO 14816:2005/修正票1:2019 20190326 2,073円 (本体1,920円）

ISO 17438-4:2019

Intelligent transport systems -- Indoor navigation
for personal and vehicle ITS station -- Part 4:
Requirements and specifications for interface
between personal/vehicle and central ITS
stations

高度道路交通システム－人と車載ITSステーショ
ンのための屋内ナビゲーション－第4部：人/車両
と中央ITSステーション間のインタフェースに関す
る要求事項及び仕様

20190412 23,068円 (本体21,360円）

ISO/IEC 19788-7:2019
Information technology -- Learning, education and
training -- Metadata for learning resources --
Part 7: Bindings

情報技術－学習，教育及び訓練－学習資源のメ
タデータ－第7部：バインディング

20190410 25,660円 (本体23,760円）

ISO/IEC 23001-
11:2019

Information technology -- MPEG systems
technologies -- Part 11: Energy-efficient media
consumption (green metadata)

情報技術－MPEGシステム技術－第11部：エネル
ギー効率のよいメディア消費(グリーンメタデータ)

20190320 23,068円 (本体21,360円）

ISO 30042:2019
Management of terminology resources --
TermBase eXchange (TBX)

用語源の管理－TermBase eXchange (TBX) 20190401 20,476円 (本体18,960円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 516:2019
Camera shutters -- Timing -- General definition
and mechanical shutter measurements

カメラ用シャッタ－タイミング－一般定義及び機械
式シャッタの測定

20190401 15,292円 (本体14,160円）

ISO 9345:2019
Microscopes -- Interfacing dimensions for imaging
components

顕微鏡－描画コンポーネントのインタフェース距離 20190322 11,404円 (本体10,560円）

ISO/TS 20793:2019
Photography -- Lenticular print for changing
images -- Measurements of image quality

写真－画像変化のためのレンチキュラープリント
－画像品質の測定

20190401 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 4141-1:2019
Road vehicles -- Multi-core connecting cables --
Part 1: Test methods and requirements for basic
performance sheathed cables

路上走行車－多芯接続ケーブル－第1部：基本性
能被覆ケーブルの試験方法及び要求事項

20190401 7,516円 (本体6,960円）

ISO 4141-2:2019
Road vehicles -- Multi-core connecting cables --
Part 2: Test methods and requirements for high
performance sheathed cables

路上走行車－多芯接続ケーブル－第2部：高性能
被覆ケーブルの試験方法及び要求事項

20190401 4,924円 (本体4,560円）

ISO 4141-3:2019
Road vehicles -- Multi-core connecting cables --
Part 3: Construction, dimensions and marking of
unscreened sheathed low-voltage cables

路上走行車－多芯接続ケーブル－第3部：非遮蔽
被覆低電圧ケーブルの構造，寸法及びマーキン
グ

20190401 7,516円 (本体6,960円）

ISO/TR 8713:2019 Electrically propelled road vehicles -- Vocabulary 電気推進式路上走行車－用語集 20190401 4,924円 (本体4,560円）

37 映像技術

定価（本体価格）

43 自動車工学

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/TS 14198:2019

Road vehicles -- Ergonomic aspects of transport
information and control systems -- Calibration
tasks for methods which assess driver demand
due to the use of in-vehicle systems

路上走行車－輸送情報及び制御装置の人間工学
的側面－車載装置の使用による運転者の要求を
評価する方法の校正作業

20190401 15,292円 (本体14,160円）

ISO 15118-1:2019
Road vehicles -- Vehicle to grid communication
interface -- Part 1: General information and use-
case definition

路上走行車－グリッド通信インタフェース－第1
部：一般情報及びユースケース定義

20190401 25,660円 (本体23,760円）

ISO 17840-2:2019
Road vehicles -- Information for first and second
responders -- Part 2: Rescue sheet for buses,
coaches and heavy commercial vehicles

路上走行車－第1及び第2応答者への情報－第2
部：バス，コーチ及び大型産業車両の救助シート

20190405 11,404円 (本体10,560円）

ISO 17840-3:2019
Road vehicles -- Information for first and second
responders -- Part 3: Emergency response guide
template

路上走行車－第1及び第2応答者への情報－第3
部：緊急応答ガイドテンプレート

20190405 23,068円 (本体21,360円）

ISO 20080:2019
Road vehicles -- Information for remote
diagnostic support -- General requirements,
definitions and use cases

路上走行車－遠隔診断サポートのための情報－
一般要求事項，定義及び使用事例

20190322 23,068円 (本体21,360円）

ISO 20934:2019
Road vehicles -- Fuse-links with axial terminals
for use in 48V networks -- Types SF36-70V,
SF51-70V and SF56-70V

路上走行車－48 Vネットワークで使用する軸端子
付きヒューズリンク－タイプSF36-70V, SF51-70V
及びSF56-70V

20190401 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 11591:2019
Small craft -- Field of vision from the steering
position

小型船舶－操舵位置からの前側方視界 20190403 7,516円 (本体6,960円）

ISO 11592-2:2019

Small craft -- Determination of maximum
propulsion power rating using manoeuvring speed
-- Part 2: Craft with a length of hull between 8 m
and 24 m

小型船舶－操作速度による最大推進電力定格の
測定－第2部：船こく長さ8メートル～24メートルの
船舶

20190410 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21130:2019
Ships and marine technology -- Major
components of emergency towing arrangements

船舶及び海洋技術－緊急曳航装置の主要構成部
品

20190401 15,292円 (本体14,160円）

ISO 21539:2019
Ships and marine technology -- Testing
specification for walkways using electrical
resistance trace heating

船舶及び海洋技術－電気抵抗トレース加熱を用
いる連絡用通路の試験仕様

20190402 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21885:2019
Ships and marine technology -- Testing
specification for stairsteps using electrical
resistance trace heating

船舶及び海洋技術－電気抵抗トレース加熱を用
いる踏み板の試験仕様

20190402 7,516円 (本体6,960円）

ISO 22419:2019
Ships and marine technology -- Testing
specification for handrails using electrical
resistance trace heating

船舶及び海洋技術－電気抵抗トレース加熱を用
いる手すりの試験仕様

20190402 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 21886:2019 Space systems -- Configuration management 宇宙システム－フィグレーションマネジメント 20190403 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 7135:2009/Amd
1:2019

ISO 7135:2009/Amd 1:2019 ISO 7135:2009/修正票1:2019 20190405 2,073円 (本体1,920円）

ISO 10896-6:2015/Amd
1:2019

ISO 10896-6:2015/Amd 1:2019 ISO 10896-6:2015/修正票1:2019 20190402 2,073円 (本体1,920円）

53 荷役設備

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 15871:2019
Industrial trucks -- Specifications for indicator
lights for container handling and grappler arm
operations

産業車両－コンテナハンドリンググラッパーアーム
操作に関する表示灯の仕様

20190404 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

IWA 32:2019
Screening of genetically modified organisms
(GMOs) in cotton and textiles

綿花及び繊維内の伝子組み換え作物(GMO)のス
クリーニング

20190412 17,884円 (本体16,560円）

ISO 1833-3:2019
Textiles -- Quantitative chemical analysis --
Part 3: Mixtures of acetate with certain other
fibres (method using acetone)

繊維－定量的化学分析-第3部：アセテートとその
他一部の繊維の混合物(アセトンを使用する方法)

20190412 4,924円 (本体4,560円）

ISO 1833-10:2019

Textiles -- Quantitative chemical analysis --
Part 10: Mixtures of triacetate or polylactide with
certain other fibres (method using
dichloromethane)

繊維－定量的化学分析-第10部：トリアセテート又
はポリラクチドとその他一部の繊維の混合物(ジク
ロロメタンを使用する方法)

20190412 4,924円 (本体4,560円）

ISO 1833-18:2019
Textiles -- Quantitative chemical analysis --
Part 18: Mixtures of silk with other protein fibres
(method using sulfuric acid)

繊維－定量的化学分析-第18部：絹と他の混合物
(硫酸を使用する方法)

20190412 4,924円 (本体4,560円）

ISO 1833-21:2019

Textiles -- Quantitative chemical analysis --
Part 21: Mixtures of chlorofibres, certain
modacrylics, certain elastanes, acetates,
triacetates with certain other fibres (method
using cyclohexanone)

繊維－定量的化学分析-第21部：クロロ繊維，一
部のモダクリル，一部のエラスタンス，アセテート，
トリアセテート及びその他一部の繊維の混合物(シ
クロヘキサノンを使用する方法)

20190412 4,924円 (本体4,560円）

ISO 26082-1:2019
Leather -- Physical and mechanical test methods
for the determination of soiling -- Part 1: Rubbing
(Martindale) method

レザー－汚れを求めるための物理及び機械試験
方法－第1部：摩擦(マーチンデール)法

20190319 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 20535:2019
Footwear -- Test method for insoles and insocks
-- Dimensional change after cycle of wetting and
drying

はき物－インソール及びインソックの試験方法－
乾湿サイクル後の寸法変化

20190319 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 6489-5:2019
Agricultural vehicles -- Mechanical connections
between towed and towing vehicles -- Part 5:
Specifications for non-swivel clevis couplings

農業車両－けん引車と被けん引車の機械的連結
－第5部：非スイベル型クレビスカップリング

20190412 4,924円 (本体4,560円）

ISO 11783-2:2019
Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 2: Physical layer

農業及び林業用けん引車及び機械－シリアル制
御及び通信データ網－第2部：物理層

20190401 23,068円 (本体21,360円）

ISO 16055:2019
Tobacco and tobacco products -- Monitor test
piece -- Requirements and use

たばこ及びたばこ製品－モニタ試料－要求事項
及び使用

20190318 11,404円 (本体10,560円）

ISO 22253:2019

Cigarettes -- Determination of nicotine in total
particulate matter from the mainstream smoke
with an intense smoking regime -- Gas-
chromatographic method

シガレット－集中喫煙管理による主流煙からの全
粒状物質中のニコチンの測定－ガスクロマトグラ
フ法

20190401 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 2597-2:2019
Iron ores -- Determination of total iron content -
- Part 2: Titrimetric methods after titanium(III)
chloride reduction

鉄鉱石－鉄分総量の定量方法－第2部：塩化チタ
ン(III)還元後の滴定法

20190403 11,404円 (本体10,560円）

59 繊維及び皮革技術

定価（本体価格）

61 被服工業

定価（本体価格）

定価（本体価格）

73 鉱採及び鉱物

65 農業

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。
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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 3405:2019
Petroleum and related products from natural or
synthetic sources -- Determination of distillation
characteristics at atmospheric pressure

天然及び人工源からの石油及び関連製品－大気
圧での蒸留特性の測定

20190322 20,476円 (本体18,960円）

ISO 21809-11:2019

Petroleum and natural gas industries -- External
coatings for buried or submerged pipelines used in
pipeline transportation systems -- Part 11:
Coatings for in-field application, coating repairs
and rehabilitation

石油及び天然ガス工業－パイプライン輸送システ
ムに使用する埋込み又は水中パイプラインの外部
コーティング－第11部：フィールドアプリケーション
用コーティング，コーティング補修及び復旧

20190401 20,476円 (本体18,960円）

ISO 23251:2019
Petroleum, petrochemical and natural gas
industries -- Pressure-relieving and depressuring
systems

石油，石油化学及び天然ガス工業－圧力放出及
び圧力除去システム

20190318 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 4491-4:2019
Metallic powders -- Determination of oxygen
content by reduction methods -- Part 4: Total
oxygen by reduction-extraction

金属粉－還元法による酸素含有量の測定方法－
第4部：還元抽出法による全酸素量

20190401 4,924円 (本体4,560円）

ISO 11484:2019
Steel products -- Employer's qualification system
for non-destructive testing (NDT) personnel

鋼製品－雇用者による非破壊試験(NDT)要員の
資格認定システム

20190401 15,292円 (本体14,160円）

ISO 23163:2019
Nickel and nickel alloys -- Refined nickel --
Sampling

ニッケル及びニッケル合金－ニッケル地金－サン
プリング

20190320 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 19085-9:2019
Woodworking machines -- Safety -- Part 9:
Circular saw benches (with and without sliding
table)

木工機械－安全性－第9部：丸のこ台(すべりテー
ブルあり及びなし)

20190411 20,476円 (本体18,960円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 178:2019 Plastics -- Determination of flexural properties プラスチック－曲げ特性の求め方 20190401 15,292円 (本体14,160円）

ISO 248-2:2019

Rubber, raw -- Determination of volatile-matter
content -- Part 2: Thermogravimetric methods
using an automatic analyser with an infrared
drying unit

原料ゴム－揮発分の求め方－第2部：赤外線乾燥
ユニットをもつ自動分析器を使用する熱重量法

20190326 7,516円 (本体6,960円）

ISO 2303:2019
Isoprene rubber (IR) -- Non-oil-extended,
solution-polymerized types -- Evaluation
procedures

イソプレンゴム(IR)－非油展，溶液重合タイプ－評
価手順

20190319 11,404円 (本体10,560円）

ISO 6721-8:2019
Plastics -- Determination of dynamic mechanical
properties -- Part 8: Longitudinal and shear
vibration -- Wave-propagation method

プラスチック－動的機械特性の測定方法－第8
部：縦振動及びねじり振動－波動法

20190411 7,516円 (本体6,960円）

ISO 6721-9:2019
Plastics -- Determination of dynamic mechanical
properties -- Part 9: Tensile vibration -- Sonic-
pulse propagation method

プラスチック－動的機械特性の測定方法－第9
部：引張振動－音響パルス伝搬法

20190411 7,516円 (本体6,960円）

ISO/TS 19278:2019
Plastics -- Instrumented micro-indentation test
for hardness measurement

プラスチック－硬さ測定のための計器付き微小圧
痕試験

20190401 7,516円 (本体6,960円）

83 ゴム及びプラスチック工業

定価（本体価格）

定価（本体価格）

定価（本体価格）

77 金属工学

75 石油及び関連技術

79 木材工業

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。
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ISO/TR 20118:2019
Plastics -- Guidance on fire characteristics and
fire performance of PVC materials used in building
applications

プラスチック－建築用途で使用されるPVC材料の
燃焼特性及び燃焼性能の手引

20190401 20,476円 (本体18,960円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 787-17:2019
General methods of test for pigments and
extenders -- Part 17: Comparison of lightening
power of white pigments

顔料及び体質顔料の一般試験方法－第17部：白
色顔料の光輝力の比較

20190402 4,924円 (本体4,560円）

ISO 2812-3:2019
Paints and varnishes -- Determination of
resistance to liquids -- Part 3: Method using an
absorbent medium

塗料及びワニス－耐液体性の測定－第3部：吸収
媒体を用いる方法

20190404 7,516円 (本体6,960円）

ISO 8130-1:2019
Coating powders -- Part 1: Determination of
particle size distribution by sieving

粉体塗料－第1部：ふるい分けによる粒子径分布
の測定

20190401 7,516円 (本体6,960円）

ISO 8130-7:2019
Coating powders -- Part 7: Determination of loss
of mass on stoving

粉体塗料－第7部：焼き付け時の損失重量の測定 20190401 4,924円 (本体4,560円）

ISO 8130-11:2019
Coating powders -- Part 11: Inclined-plane flow
test

粉体塗料－第11部：傾斜板フローテスト 20190401 4,924円 (本体4,560円）

ISO 8130-12:2019
Coating powders -- Part 12: Determination of
compatibility

粉体塗料－第12部：相溶性の測定 20190401 7,516円 (本体6,960円）

ISO 8130-13:2019
Coating powders -- Part 13: Particle size analysis
by laser diffraction

粉末塗装－第13部：レーザ回折による粒度測定 20190401 7,516円 (本体6,960円）

ISO 8130-14:2019 Coating powders -- Part 14: Vocabulary 粉体塗料－第14部：用語 20190401 4,924円 (本体4,560円）

ISO 23168:2019
Paints and varnishes -- Determination of water
content -- Gas-chromatographic method

塗料及びワニス－含水量の求め方－ガスクロマト
グラフ法

20190411 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 11177:2019

Vitreous and porcelain enamels -- Inside and
outside enamelled valves and pressure pipe
fittings for untreated and potable water supply --
Quality requirements and testing

ほうろう－未処理及び飲料水供給用の両面ほうろ
うバルブ及び圧力配管継手－品質要求事項及び
試験

20190320 4,924円 (本体4,560円）

ISO/TS 21083-2:2019
Test method to measure the efficiency of air
filtration media against spherical nanomaterials --
Part 2: Size range from 3 nm to 30 nm

球状ナノ材料に対する空気ろ過媒体の効率測定
のための試験方法－第2部：3 nmから30 nmのサ
イズ範囲

20190322 23,068円 (本体21,360円）

ISO 22259:2019
Conference systems -- Equipment --
Requirements

会議システム－機器－要求事項 20190405 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 20739:2019
Martial arts -- Wushu Taiji clothing --
Requirements and test methods

武術－カンフー武術服－要求事項及び試験方法 20190404 7,516円 (本体6,960円）

ISO 20957-9:2016/Amd
1:2019

ISO 20957-9:2016/Amd 1:2019 ISO 20957-9:2016/修正票1:2019 20190402 2,073円 (本体1,920円）

定価（本体価格）

87 塗料及び色材工業

定価（本体価格）

定価（本体価格）

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

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。


