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ISO規格

--- 2019-05月 新刊情報 --日本規格協会グループ

＊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。

01 総論．用語．標準化．ドキュメンテーション
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

制定
年月日

定価（本体価格）

ISO 5593:2019

Rolling bearings -- Vocabulary

転がり軸受－用語

20190430

4,924円 (本体4,560円）

ISO 10243:2019

Tools for pressing -- Compression springs with
rectangular section -- Housing dimensions and
colour coding

プレス工具－長方形断面を持つ圧縮ばね－ハウ
ジングの寸法及び色コード

20190517

15,292円 (本体14,160円）

ISO 12625-1:2019

Tissue paper and tissue products -- Part 1:
Vocabulary

ティッシュペーパー及びティッシュ製品－第1部：用
20190429
語

ISO/IEC 13251:2019

Information technology -- Collection of graphical
symbols for office equipment

情報技術－オフィス機器のための図記号集

20190516

25,660円 (本体23,760円）

ISO 18451-1:2019

Pigments, dyestuffs and extenders -Terminology -- Part 1: General terms

顔料，染料及び増量剤－用語－第1部：一般用語

20190430

4,924円 (本体4,560円）

ISO 19642-1:2019

Road vehicles -- Automotive cables -- Part 1:
Vocabulary and design guidelines

路上走行車－自動車用ケーブル－第1部：用語及
び設計指針

20190423

15,292円 (本体14,160円）

ISO/TS 22990:2019

Traditional Chinese medicine -- Categories of
clinical terminological system to support the
integration of clinical terms from traditional
Chinese medicine and Western medicine

伝統中国医学－伝統中国医学及び西洋医学から
の臨床用語の統合を支援するための臨床専門用
語体系のカテゴリ

20190516

7,516円 (本体6,960円）

ISO/TR 23199:2019

Cosmetics -- Calculation of organic indexes of
hydrolates -- Supplemental information for ISO
16128-2

化粧品－ハイドレートの有機指数の計算－ISO
16128-2と使用するための補足情報

20190514

4,924円 (本体4,560円）

ISO 25178-73:2019

Geometrical product specifications (GPS) -Surface texture: Areal -- Part 73: Terms and
definitions for surface defects on material
measures

製品の幾何特性仕様(GPS)－表面性状：肌－第
73部：材料測定に関する表面欠陥の用語及び定
義

20190517

7,516円 (本体6,960円）

ISO 28564-3:2019

Public information guidance systems -- Part 3:
Guidelines for the design and use of information
index signs

公共情報案内システム－第3部：情報インデックス
記号のデザイン及び使用の指針

20190516

15,292円 (本体14,160円）

制定
年月日

定価（本体価格）

20190417

17,884円 (本体16,560円）

4,924円 (本体4,560円）

03 社会学．サービス．経営組織及び管理．行政．運輸
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 15638-22:2019

Intelligent transport systems -- Framework for
collaborative telematics applications for regulated
commercial freight vehicles (TARV) -- Part 22:
Freight vehicle stability monitoring

高度道路交通システム－規制を受ける商用車の
オンライン運行監視の枠組み(TARV)-第22部：商
用車の安定性の監視

ISO 19297-1:2019

Intelligent transport systems -- Shareable
geospatial databases for ITS applications -- Part
1: Framework

高度道路交通システム－ITSアプリケーションのた
めの共有可能な地理空間データベース－第1部： 20190507
フレームワーク

ISO/TR 20693:2019

Statistical methods for implementation of Six
Sigma -- Selected illustrations of distribution
identification studies

シックスシグマ導入のための統計的方法－分布
同定調査の選択図

JSA Japanese Standards Association

20190424

7,516円 (本体6,960円）

17,884円 (本体16,560円）

＊ 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 21189:2019

Intelligent transport systems -- Cooperative ITS
-- Test requirements and protocol
implementation conformance statement (PICS)
pro forma for ISO/TS 17426

高度道路交通システム－ISO/TS 17426に関する
試験要求事項及びプロトコル実施適合宣言(PICS) 20190425
プロフォルマ

7,516円 (本体6,960円）

ISO/TR 21797:2019

Reference data for financial services -- Overview
of identification of financial instruments

金融サービスの基準データ－金融商品の識別の
概要

4,924円 (本体4,560円）

ISO 34101-1:2019

Sustainable and traceable cocoa -- Part 1:
Requirements for cocoa sustainability
management systems

持続可能性及びトレーサビリティのあるカカオ－第
1部：カカオの持続可能性マネジメントシステムの
20190506
要求事項

20,476円 (本体18,960円）

ISO 34101-4:2019

Sustainable and traceable cocoa -- Part 4:
Requirements for certification schemes

持続可能性及びトレーサビリティのあるカカオ－第
20190506
4部：認証スキームの要求事項

17,884円 (本体16,560円）

20190423

07 数学．自然科学
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO/TS 21361:2019

Nanotechnologies -- Method to quantify air
concentrations of carbon black and amorphous
silica in the nanoparticle size range in a mixed
dust manufacturing environment

ナノテクノロジ－混合ダスト製造環境におけるナノ
粒子粒度範囲のカーボンブラック及び非晶質シリ
カの大気中濃度を定量化する方法

制定
年月日

定価（本体価格）

20190423

11,404円 (本体10,560円）

制定
年月日

定価（本体価格）

11 医療技術
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 13782:2019

Implants for surgery -- Metallic materials -Unalloyed tantalum for surgical implant
applications

外科用インプラント－金属材料－外科用インプラ
ント用純タンタル材料

20190426

4,924円 (本体4,560円）

ISO 19894:2019

Walking trolleys -- Requirements and test
methods

ウォーキングトロリー－要求事項及び試験方法

20190516

20,476円 (本体18,960円）

ISO 20487:2019

Traditional Chinese medicine -- Test method of
single-use acupuncture needles for electrical
stimulation

伝統中国医学－電気刺激用単回使用鍼灸針

20190514

7,516円 (本体6,960円）

ISO 21366:2019

Traditional Chinese medicine -- General
requirements for smokeless moxibustion devices

伝統中国医学－無煙灸療装置の一般要求事項

20190510

11,404円 (本体10,560円）

邦訳標題（参考訳）

制定
年月日

定価（本体価格）

13 環境．健康予防．安全
規格番号

原文標題

ISO 6182-12:2019

Fire protection -- Automatic sprinkler systems -Part 12: Requirements and test methods for
grooved-end components for steel pipe systems

防火－自動スプリンクラシステム－第12部：鋼管
システム用溝付きエンド部品の要求事項及び試験 20190425
方法

15,292円 (本体14,160円）

ISO 9698:2019

Water quality -- Tritium -- Test method using
liquid scintillation counting

水質－トリチウム－液体シンチレーション計数を用
20190430
いる試験方法

15,292円 (本体14,160円）

ISO 11665-9:2019

Measurement of radioactivity in the environment
-- Air: Radon-222 -- Part 9: Test methods for
exhalation rate of building materials

環境中の放射能の測定－空気：ラドン222－第9
部：建築材料の蒸発速度の試験方法

20190514

20,476円 (本体18,960円）

ISO 12219-9:2019

Interior air of road vehicles -- Part 9:
Determination of the emissions of volatile organic
compounds from vehicle interior parts -- Large
bag method

路上走行車の車内空気－第9部：車内部品からの
揮発性有機化合物の放出の測定－ラージバグ法

20190425

11,404円 (本体10,560円）

ISO 14005:2019

Environmental management systems -Guidelines for a flexible approach to phased
implementation

環境マネジメントシステム－段階的実施へのフレ
キシブルアプローチの指針

20190506

17,884円 (本体16,560円）

ISO 14064-2:2019

Greenhouse gases -- Part 2: Specification with
guidance at the project level for quantification,
monitoring and reporting of greenhouse gas
emission reductions or removal enhancements

温室効果ガス－第2部：温室効果ガスの放出又は
除去強化の定量化，監視及び報告のためのプロ
ジェクトレベルでの手引付き仕様

20190415

15,292円 (本体14,160円）

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 14064-2:2019
Redline

Greenhouse gases -- Part 2: Specification with
guidance at the project level for quantification,
monitoring and reporting of greenhouse gas
emission reductions or removal enhancements

温室効果ガス－第2部：温室効果ガスの放出又は
除去強化の定量化，監視及び報告のためのプロ
ジェクトレベルでの手引付き仕様

20190415

15,292円 (本体14,160円）

ISO 14064-3:2019

Greenhouse gases -- Part 3: Specification with
guidance for the verification and validation of
greenhouse gas statements

温室効果ガス－第3部：温室効果ガスに関する宣
言の妥当性確認及び検証のための仕様並びに手
引

20190415

23,068円 (本体21,360円）

ISO 14064-3:2019
Redline

Greenhouse gases -- Part 3: Specification with
guidance for the verification and validation of
greenhouse gas statements

温室効果ガス－第3部：温室効果ガスに関する宣
言の妥当性確認及び検証のための仕様並びに手
引

20190415

23,068円 (本体21,360円）

ISO 15080:2001/Amd
1:2019

ISO 15080:2001/Amd 1:2019

ISO 15080:2001/修正票1:2019

20190509

2,073円 (本体1,920円）

ISO 21285:2019

Soil quality -- Inhibition of reproduction of the
soil mite (Hypoaspis aculeifer) by soil
contaminants

地盤環境－土壌汚染物質による土壌ダニ(捕食性
土ダニ)の繁殖の抑制

20190426

15,292円 (本体14,160円）

ISO/TR 22463:2019

Patient and client eye protectors for use during
laser or intense light source (ILS) procedures -Guidance

レーザ又は強力光源(ILS)手順中に使用する患者
及び顧客用保護めがね－手引

20190417

7,516円 (本体6,960円）

ISO/TR 23107:2019

Criteria for assessment of new extinguishants for
inclusion in the ISO 14520 series

ISO 14520シリーズに包含するための新型消火剤
の評価基準

20190417

4,924円 (本体4,560円）

ISO 24516-2:2019

Guidelines for the management of assets of water
supply and wastewater systems -- Part 2:
Waterworks

給水及び廃水システムの資産管理の指針－第2
部：浄水場

20190517

20,476円 (本体18,960円）

ISO 24516-4:2019

Guidelines for the management of assets of water
supply and wastewater systems -- Part 4:
Wastewater treatment plants, sludge treatment
facilities, pumping stations, retention and
detention facilities

給水及び廃水システムの資産管理の指針－第4
部：廃水処理場，汚泥処理施設，ポンプ場，雨水
貯留施設

20190424

23,068円 (本体21,360円）

ISO 37104:2019

Sustainable cities and communities -Transforming our cities -- Guidance for practical
local implementation of ISO 37101

持続可能な都市およびコミュニティ－我らが都市
を変革する－ISO 37101の地域導入のための実施 20190426
手引

23,068円 (本体21,360円）

ISO 37122:2019

Sustainable cities and communities -- Indicators
for smart cities

持続可能な都市およびコミュニティ－スマートシ
ティの指標

20190513

25,660円 (本体23,760円）

邦訳標題（参考訳）

制定
年月日

定価（本体価格）

17 度量衡及び測定．物理的現象
規格番号

原文標題

ISO 13653:2019

Optics and photonics -- General optical test
methods -- Measurement of relative irradiance in
the image field

光学及びフォトニクス－一般光学試験方法－鏡像
20190514
力場の相対放射輝度の測定

11,404円 (本体10,560円）

ISO 19962:2019

Optics and photonics -- Spectroscopic
measurement methods for integrated scattering
by plane parallel optical elements

光学及びフォトニクス－平行平面光学要素による
積分散乱の分光計測法

20190513

15,292円 (本体14,160円）

制定
年月日

定価（本体価格）

20190417

7,516円 (本体6,960円）

制定
年月日

定価（本体価格）

20190514

20,476円 (本体18,960円）

19 試験
規格番号

ISO 15549:2019

原文標題

邦訳標題（参考訳）

Non-destructive testing -- Eddy current testing - General principles

非破壊試験－渦流探傷試験－一般原則

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
規格番号

ISO 355:2019

原文標題

邦訳標題（参考訳）

Rolling bearings -- Tapered roller bearings -Boundary dimensions and series designations

JSA Japanese Standards Association

転がり軸受－円すいころ軸受－主要寸法及び系
列記号

＊ 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 4386-1:2019

Plain bearings -- Metallic multilayer plain bearings
-- Part 1: Non-destructive ultrasonic testing of
bond of thickness greater than or equal to 0,5 mm

滑り軸受－金属製多層滑り軸受－第1部：厚さ0.5
mm以上の接合部の超音波非破壊試験

20190416

7,516円 (本体6,960円）

ISO 4386-2:2019

Plain bearings -- Metallic multilayer plain bearings
-- Part 2: Destructive testing of bond for bearing
metal layer thicknesses greater than or equal to 2
mm

滑り軸受－金属製多層滑り軸受－第2部：厚さ
2mm以上の軸受金属層の接合部の破壊試験

20190416

7,516円 (本体6,960円）

ISO 7146-1:2019

Plain bearings -- Appearance and
characterization of damage to metallic
hydrodynamic bearings -- Part 1: General

滑り軸受－金属製滑り軸受への損傷の外観及び
特性－第1部：一般

20190516

23,068円 (本体21,360円）

ISO 7146-2:2019

Plain bearings -- Appearance and
characterization of damage to metallic
hydrodynamic bearings -- Part 2: Cavitation
erosion and its countermeasures

滑り軸受－金属製滑り軸受への損傷の外観及び
特性－第2部：キャビテイション浸食及びその対策

20190516

11,404円 (本体10,560円）

ISO 12129-2:2019

Plain bearings -- Tolerances -- Part 2:
Tolerances on form and position and surface
roughness for shafts and thrust collars

滑り軸受－公差－第2部：形状及び位置の公差及
び軸及びスラストカラーの表面粗さ

20190424

4,924円 (本体4,560円）

ISO 21342:2019

Synchronous belt drives -- Automotive belts and
pulleys

同期ベルト駆動－自動車ベルト及びプーリ

20190430

15,292円 (本体14,160円）

制定
年月日

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
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 6149-1:2019

Connections for hydraulic fluid power and general
use -- Ports and stud ends with ISO 261 metric
threads and O-ring sealing -- Part 1: Ports with
truncated housing for O-ring seal

流体動力用及び汎用連結－ISO 261メートルねじ
及びOリングシーリングによるポート及びスタッドエ
20190416
ンド－第1部：簡略ハウジングにOリングシールを
持つポート

ISO 16358-1:2013/Amd
1:2019

ISO 16358-1:2013/Amd 1:2019

ISO 16358-1:2013/修正票1:2019

20190425

15,292円 (本体14,160円）

ISO/TS 21003-7:2019

Multilayer piping systems for hot and cold water
installations inside buildings -- Part 7: Guidance
for the assessment of conformity

建物内部の温水及び冷水設備のための多段配管
20190425
システム－第7部：適合性評価の手引

17,884円 (本体16,560円）

ISO 21013-4:2012/Amd
1:2019

ISO 21013-4:2012/Amd 1:2019

ISO 21013-4:2012/修正票1:2019

20190506

2,073円 (本体1,920円）

ISO 21029-1:2018/Amd
1:2019

ISO 21029-1:2018/Amd 1:2019

ISO 21029-1:2018/修正票1:2019

20190516

2,073円 (本体1,920円）

制定
年月日

定価（本体価格）

4,924円 (本体4,560円）

25 生産工学
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 5171:2019

Gas welding equipment -- Pressure gauges used
in welding, cutting and allied processes

ガス溶接装置－溶接・切断及び関連作業用の圧
力計

20190502

11,404円 (本体10,560円）

ISO/TR 12998:2019

Mechanical joining -- Guidelines for fatigue
testing of joints

機械継手－継手の疲労試験の指針

20190426

20,476円 (本体18,960円）

ISO/TS 13399313:2019

Cutting tool data representation and exchange -Part 313: Creation and exchange of 3D models -Burrs

切削工具データの表示及び交換－第313部：3Dモ
デルの製作及び交換－切削器具

20190423

17,884円 (本体16,560円）

ISO 13942:2019

Bonded abrasive products -- Limit deviations and
run-out tolerances

接着研磨製品－限界偏差及び振れ公差

20190517

17,884円 (本体16,560円）

ISO 16300-2:2019

Automation systems and integration -Interoperability of capability units for
manufacturing application solutions -- Part 2:
Capability templates and software unit
cataloguing

オートメーションシステム及びその統合－製造アプ
リケーションソリューションに対する機能ユニットの
20190416
相互運用性－第2部：機能テンプレート及びソフト
ウェアユニット目録作成

11,404円 (本体10,560円）

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 20140-3:2019

Automation systems and integration -- Evaluating
energy efficiency and other factors of
manufacturing systems that influence the
environment -- Part 3: Environmental
performance evaluation data aggregation process

オートメーションシステム及びその統合－環境に
影響を及ぼす製造システムのエネルギー効率及
びその他の要因の評価－第3部：環境パフォーマ
ンス評価データ集約プロセス

20190502

7,516円 (本体6,960円）

制定
年月日

定価（本体価格）

35 情報技術．事務機械
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 13120:2019

Health informatics -- Syntax to represent the
content of healthcare classification systems -Classification Markup Language (ClaML)

保健医療情報－ヘルスケア分類システムの内容
表示のためのシンタックス－分類マークアップ言
語(ClaML)

20190426

23,068円 (本体21,360円）

ISO/IEC 144964:2004/Amd 46:2019

Conformance testing for internet video coding

修正票46－インターネットビデオコーディングの適
合試験

20190417

2,073円 (本体1,920円）

ISO/IEC 144965:2001/Amd 41:2019

Reference software for internet video coding

修正票41－インターネットビデオコーディングの参
照ソフトウェア

20190417

2,073円 (本体1,920円）

ISO/IEC 14543-512:2019

Information technology -- Home electronic
systems (HES) architecture -- Part 5-12:
Intelligent grouping and resource sharing for HES
Class 2 and Class 3 -- Remote access test and
verification

情報技術－家庭用電子装置(HES)アーキテクチャ
－第5-12部：HESクラス2及びクラス3のための情
20190417
報設備及び資源共有協同サービス標準－リモート
アクセス試験及び検証

15,292円 (本体14,160円）

ISO/IEC 15693-2:2019

Cards and security devices for personal
identification -- Contactless vicinity objects -Part 2: Air interface and initialization

個人識別のためのカード及びセキュリティデバイ
ス－外部端子なしビシニティカード－第2部：エアイ 20190423
ンタフェース及び初期設定

15,292円 (本体14,160円）

ISO/IEC 15693-3:2019

Cards and security devices for personal
identification -- Contactless vicinity objects -Part 3: Anticollision and transmission protocol

個人識別のためのカード及びセキュリティデバイ
ス－外部端子なしビシニティカード－第3部：衝突
防止及び伝送プロトコル

20190423

23,068円 (本体21,360円）

ISO 16684-1:2019

Graphic technology -- Extensible metadata
platform (XMP) -- Part 1: Data model,
serialization and core properties

グラフィック技術－拡張可能メタデータプラット
フォーム(XMP)－第1部：データモデル，シリアライ
ゼーション及びコア特性

20190426

20,476円 (本体18,960円）

ISO/IEC 18033-6:2019

IT Security techniques -- Encryption algorithms - Part 6: Homomorphic encryption

情報技術－セキュリティ技術－暗号化アルゴリズ
ム－第6部：準同型暗号

20190502

11,404円 (本体10,560円）

ISO/IEC TR 190758:2019

Information technology database languages -SQL technical reports -- Part 8: Multidimensional arrays (SQL/MDA)

情報技術データベース言語－SQL技術報告書－
第8部：多次元アレイ(SQL/MDA)

20190507

23,068円 (本体21,360円）

ISO/IEC 19515:2019

Information technology -- Object Management
Group Automated Function Points (AFP), 1.0

情報技術－オブジェクト管理グループ自動ファンク
20190506
ションポイント(AFP)，1.0

17,884円 (本体16,560円）

ISO 20900:2019

Intelligent transport systems -- Partially
automated parking systems (PAPS) -Performance requirements and test procedures

高度道路交通システム－部分的に自動化された
駐車システム(PAPS)－性能要求事項及び試験手
順

20190513

15,292円 (本体14,160円）

ISO/IEC 21122-1:2019

Information technology -- JPEG XS low-latency
lightweight image coding system -- Part 1: Core
coding system

情報技術－JPEG XS低遅延軽負荷画像符号化シ
20190502
ステム－第1部：コア符号化システム

23,068円 (本体21,360円）

ISO/TR 22085-1:2019

Intelligent transport systems (ITS) -- Nomadic
device service platform for micro-mobility -- Part
1: General information and use case definitions

高度道路交通システム(ITS)－マイクロモビリティ
のためのノーマディックデバイスサービスプラット
ホーム－第1部：一般情報及びユースケース定義

20190516

11,404円 (本体10,560円）

ISO/TS 22287:2019

Health informatics -- Workforce roles and
capabilities for terminology and terminology
services in healthcare (term workforce)

保健医療情報－ヘルスケア分野における専門用
語及び専門用語サービスのための要員の役割及
び能力

20190515

17,884円 (本体16,560円）

ISO/IEC 23005-6:2019

Information technology -- Media context and
control -- Part 6: Common types and tools

情報技術－メディアコンテキスト及びコントロール
－第6部：共通タイプ及びツール

20190417

25,660円 (本体23,760円）

ISO/IEC 23681:2019

Information technology -- Self-contained
Information Retention Format (SIRF) Specification

情報技術－自己完結型情報保持フォーマット
(SIRF)仕様

20190513

20,476円 (本体18,960円）

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 26552:2019

Software and systems engineering -- Tools and
methods for product line architecture design

ソフトウェア及びシステム工学－製品ラインアーキ
テクチャ設計のためのツール及び方法

20190516

23,068円 (本体21,360円）

ISO 26683-3:2019

Intelligent transport systems -- Freight land
conveyance content identification and
communication -- Part 3: Monitoring cargo
condition information during transport

高度道路交通システム－陸上貨物輸送内容物識
別及び通信－第3部：輸送中の貨物状態情報の監 20190510
視

17,884円 (本体16,560円）

ISO/IEC 30113-5:2019

Information technology -- User interface -Gesture-based interfaces across devices and
methods -- Part 5: Gesture Interface Markup
Language (GIML)

情報技術－ユーザインタフェース－装置及び方法
間の身振りインタフェース－第5部：身振りインタ
フェースマークアップ言語

20190509

11,404円 (本体10,560円）

制定
年月日

定価（本体価格）

20190502

4,924円 (本体4,560円）

39 精密機械．宝石類
規格番号

ISO 9202:2019

原文標題

邦訳標題（参考訳）

Jewellery and precious metals -- Fineness of
precious metal alloys

ジュエリー－貴金属合金の純度

43 自動車工学
原文標題

邦訳標題（参考訳）

制定
年月日

定価（本体価格）

ISO 6469-1:2019

Electrically propelled road vehicles -- Safety
specifications -- Part 1: Rechargeable energy
storage system (RESS)

電気自動車－安全仕様－第1部：充電式電力蓄
積装置(RESS)

20190416

15,292円 (本体14,160円）

ISO 7975:2019

Passenger cars -- Braking in a turn -- Open-loop
test method

乗用車－方向転換時の制動－オープンループ試
験方法

20190416

15,292円 (本体14,160円）

ISO 11992-1:2019

Road vehicles -- Interchange of digital
information on electrical connections between
towing and towed vehicles -- Part 1: Physical and
data-link layers

路上走行車－けん引及び被けん引車両間の電気
的接続におけるデジタル情報の交換－第1部：物
理層及びデータリンク

20190502

15,292円 (本体14,160円）

ISO 20078-3:2019

Road vehicles -- Extended vehicle (ExVe) web
services -- Part 3: Security

路上走行車－拡張車両(ExVe)ウェブサービス－
第3部：セキュリティ

20190430

11,404円 (本体10,560円）

ISO/TR 20078-4:2019

Road vehicles -- Extended vehicle (ExVe) web
services -- Part 4: Control

路上走行車－拡張車両(ExVe)ウェブサービス－
第4部：コントロール

20190424

11,404円 (本体10,560円）

ISO 20574:2019

Road vehicles -- Durability test method for
starter motor for stop and start system

路上走行車－停止及び発車システムのための始
動モータの耐久性試験方法

20190424

15,292円 (本体14,160円）

ISO 20766-6:2019

Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG)
fuel systems components -- Part 6: Pressure
relief valves (PRV)

路上走行車－液化石油ガス(LPG)燃料システムコ
ンポーネント－第6部：圧力逃し弁

20190513

4,924円 (本体4,560円）

ISO 20766-9:2019

Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG)
fuel systems components -- Part 9: Pressure
relieve device (PRD)

路上走行車－液化石油ガス(LPG)燃料システムコ
ンポーネント－第9部：圧力軽減装置

20190429

7,516円 (本体6,960円）

制定
年月日

定価（本体価格）

規格番号

47 造船及び海洋構造物
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 12215-5:2019

Small craft -- Hull construction and scantlings -Part 5: Design pressures for monohulls, design
stresses, scantlings determination

小型船舶－船体構造及び材料寸法－第5部：単胴
20190513
形の設計圧力，設計応力，材料寸法の決定

25,660円 (本体23,760円）

ISO 20602:2019

Ships and marine technology -- Check valves for
use in low temperature applications -- Design and
testing requirements

船舶及び海洋技術－低温用途で使用するための
逆止弁－設計及び試験要求事項

11,404円 (本体10,560円）

ISO 21132:2019

Ships and marine technology -- Marine cranes -Operation and maintenance requirements

船舶及び海洋技術－マリーンクレーン－運転及び
20190502
保守の要求事項

JSA Japanese Standards Association

20190507

4,924円 (本体4,560円）

＊ 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 21711:2019

Marine structures -- Mobile offshore units -Chain wheels

海洋構造物－移動式海洋ユニット－チェーンホ
イール

20190424

7,516円 (本体6,960円）

原文標題

邦訳標題（参考訳）

制定
年月日

定価（本体価格）

宇宙システム－確率的リスクアセスメント(PRA)

20190429

15,292円 (本体14,160円）

邦訳標題（参考訳）

制定
年月日

定価（本体価格）

20190416

7,516円 (本体6,960円）

制定
年月日

定価（本体価格）

20190502

15,292円 (本体14,160円）

制定
年月日

定価（本体価格）

49 航空宇宙工学
規格番号

ISO 11231:2019

Space systems -- Probabilistic risk assessment
(PRA)

53 荷役設備
規格番号

原文標題

ISO 20474-15:2019

Earth-moving machinery -- Safety -- Part 15:
Requirements for compact tool carriers

土工機械－安全性－第15部：コンパクト工具運搬
器の要求事項

55 包装及び物流
規格番号

ISO 1496-3:2019

原文標題

邦訳標題（参考訳）

Series 1 freight containers -- Specification and
testing -- Part 3: Tank containers for liquids,
gases and pressurized dry bulk

シリーズ1貨物コンテナ－仕様及び試験－第3部：
液体，ガス及び加圧ドライバルク用タンクコンテナ

59 繊維及び皮革技術
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 1833-16:2019

Textiles -- Quantitative chemical analysis -Part 16: Mixtures of polypropylene fibres with
certain other fibres (method using xylene)

繊維－定量的化学分析-第16部：ポリプロピレンと
その他一部の繊維の混合物(キシレンを使用する
方法)

20190426

4,924円 (本体4,560円）

ISO 20942:2019

Leather -- Full chrome upper leather -Specification and test methods

レザー－フルクローム甲革－仕様及び試験方法

20190509

7,516円 (本体6,960円）

ISO 22517:2019

Leather -- Chemical tests -- Determination of
pesticide residues content

レザー－化学試験－農薬残留量の求め方

20190509

11,404円 (本体10,560円）

制定
年月日

定価（本体価格）

65 農業
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 22486:2019

Water pipe tobacco smoking machine -Definitions and standard conditions

水パイプタバコ喫煙機－定義及び標準条件

20190515

7,516円 (本体6,960円）

ISO/TS 22487:2019

Water pipe tobacco -- Determination of total
collected matter and nicotine using a water pipe
tobacco smoking machine

水パイプタバコ－水パイプタバコ喫煙機を使用す
る全採取物及びニコチンの定量

20190515

7,516円 (本体6,960円）

ISO/TS 22491:2019

Water pipe tobacco -- Determination of carbon
monoxide in the vapour phase of water pipe
tobacco smoke -- NDIR method

水パイプタバコ－水パイプタバコ喫煙機を使用す
る全採取物及びニコチンの定量

20190515

7,516円 (本体6,960円）

ISO/TS 22492:2019

Water pipe tobacco products -- Determination of
carbon monoxide emission of glowing water pipe
charcoal -- NDIR method

火のついた水パイプ炭の一酸化炭素放出の測定

20190515

7,516円 (本体6,960円）

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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67 食品技術
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

制定
年月日

定価（本体価格）

ISO 20813:2019

Molecular biomarker analysis -- Methods of
analysis for the detection and identification of
animal species in foods and food products
(nucleic acid-based methods) -- General
requirements and definitions

分子バイオマーカー解析－食物及び食品生産物
中の動物種の検出及び同定のための解析方法
(核酸塩基法)－一般要求事項及び定義

20190509

17,884円 (本体16,560円）

ISO 34101-2:2019

Sustainable and traceable cocoa -- Part 2:
Requirements for performance (related to
economic, social and environmental aspects)

持続可能性及びトレーサビリティのあるカカオ－第
2部：(経済，社会及び環境側面に関連する)パ
20190506
フォーマンスの要求事項

15,292円 (本体14,160円）

ISO 34101-3:2019

Sustainable and traceable cocoa -- Part 3:
Requirements for traceability

持続可能性及びトレーサビリティのあるカカオ－第
20190506
3部：トレーザビリティの要求事項

15,292円 (本体14,160円）

71 化学技術
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

制定
年月日

定価（本体価格）

ISO 3140:2019

Essential oil of sweet orange expressed [Citrus
sinensis (L.)]

圧搾スイートオレンジ油(Citrus sinensis (L)の
Osbeck)精油

20190510

7,516円 (本体6,960円）

ISO 22415:2019

Surface chemical analysis -- Secondary ion mass
spectrometry -- Method for determining yield
volume in argon cluster sputter depth profiling of
organic materials

表面化学分析－二次イオン質量分析法－有機物
質のアルゴンクラスタスパッタによるデプスプロ
ファイリングにおける収率量を求める方法

20190510

17,884円 (本体16,560円）

ISO/TR 22582:2019

Cosmetics -- Methods of extract evaporation and
calculation of organic indexes -- Supplemental
information to use with ISO 16128-2

化粧品－抽出物蒸発の方法及び有機指数の計算
20190513
－ISO 16128-2と使用するための補足情報

4,924円 (本体4,560円）

73 鉱採及び鉱物
規格番号

ISO 4701:2019

原文標題

邦訳標題（参考訳）

Iron ores and direct reduced iron -Determination of size distribution by sieving

鉄鉱石及び直接還元鉄－ふるい分けによる粒度
分布の測定

制定
年月日

定価（本体価格）

20190416

20,476円 (本体18,960円）

制定
年月日

定価（本体価格）

75 石油及び関連技術
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 3015:2019

Petroleum and related products from natural or
synthetic sources -- Determination of cloud point

石油並びに天然及び人工資源からの関連製品－
曇り点の測定

20190425

7,516円 (本体6,960円）

ISO 3016:2019

Petroleum and related products from natural or
synthetic sources -- Determination of pour point

石油並びに天然及び人工資源からの関連製品－
流動点の測定

20190425

7,516円 (本体6,960円）

ISO 19345-1:2019

Petroleum and natural gas industry -- Pipeline
transportation systems -- Pipeline integrity
management specification -- Part 1: Full-life
cycle integrity management for onshore pipeline

石油及び天然ガス工業－パイプライン輸送システ
ム－パイプラインの完全性管理の仕様－第1部：
陸上パイプラインの全ライフサイクル完全性管理

20190510

25,660円 (本体23,760円）

ISO 19345-2:2019

Petroleum and natural gas industry -- Pipeline
transportation systems -- Pipeline integrity
management specification -- Part 2: Full-life
cycle integrity management for offshore pipeline

石油及び天然ガス工業－パイプライン輸送システ
ム－パイプラインの完全性管理の仕様－第2部：
海底パイプラインの全ライフサイクル完全性管理

20190516

25,660円 (本体23,760円）

ISO 19904-1:2019

Petroleum and natural gas industries -- Floating
offshore structures -- Part 1: Ship-shaped, semisubmersible, spar and shallow-draught cylindrical
structures

石油及び天然ガス工業－沖合海上構造物－第1
部：船形，半潜水形，円材及び浅絞り円筒構造物

20190510

25,660円 (本体23,760円）

ISO 22995:2019

Petroleum products -- Determination of cloud
point -- Automated step-wise cooling method

石油製品－曇り点の測定－自動段階冷却法

20190425

4,924円 (本体4,560円）

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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77 金属工学
原文標題

邦訳標題（参考訳）

制定
年月日

定価（本体価格）

ISO 945-4:2019

Microstructure of cast irons -- Part 4: Test
method for evaluating nodularity in spheroidal
graphite cast irons

鋳鉄の微構造－第4部：球状黒鉛鋳鉄の小結節
形成を評価するための試験方法

20190503

17,884円 (本体16,560円）

ISO 3116:2019

Magnesium and magnesium alloys -- Wrought
magnesium and magnesium alloys

マグネシウム及びマグネシウム合金－展伸用マ
グネシウム及びメグネシウム合金

20190509

17,884円 (本体16,560円）

ISO 22479:2019

Corrosion of metals and alloys -- Sulfur dioxide
test in a humid atmosphere (fixed gas method)

金属及び合金の腐食－湿潤雰囲気における二酸
化硫黄試験(固定ガス法)

20190514

11,404円 (本体10,560円）

制定
年月日

定価（本体価格）

規格番号

83 ゴム及びプラスチック工業
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 305:2019

Plastics -- Determination of thermal stability of
poly(vinyl chloride), related chlorine-containing
homopolymers and copolymers and their
compounds -- Discoloration method

プラスチック－ポリ塩化ビニール，関連する塩素含
有ホモポリマー，コポリマー及びその合成物の熱 20190515
安定性の測定－変色法

ISO 307:2019

Plastics -- Polyamides -- Determination of
viscosity number

プラスチック－ポリアミド－粘度数の測定

20190426

17,884円 (本体16,560円）

ISO 1110:2019

Plastics -- Polyamides -- Accelerated
conditioning of test specimens

プラスチック－ポリアミド－試験片の加速調整

20190516

4,924円 (本体4,560円）

ISO 3251:2019

Paints, varnishes and plastics -- Determination of
non-volatile-matter content

塗料，ワニス及びプラスチック－揮発分含有量の
測定

20190514

7,516円 (本体6,960円）

ISO 6721-1:2019

Plastics -- Determination of dynamic mechanical
properties -- Part 1: General principles

プラスチック－動的機械特性の測定方法－第1
部：通則

20190429

15,292円 (本体14,160円）

ISO 6721-2:2019

Plastics -- Determination of dynamic mechanical
properties -- Part 2: Torsion-pendulum method

プラスチック－動的機械特性の測定方法－第2
部：ねじり振り子法

20190429

11,404円 (本体10,560円）

ISO 6721-4:2019

Plastics -- Determination of dynamic mechanical
properties -- Part 4: Tensile vibration -- Nonresonance method

プラスチック－動的機械特性の測定方法－第4
部：引張振動－非共振法

20190502

7,516円 (本体6,960円）

ISO 6721-5:2019

Plastics -- Determination of dynamic mechanical
properties -- Part 5: Flexural vibration -- Nonresonance method

プラスチック－動的機械特性の測定方法－第5
部：曲げ振動－非共鳴法

20190417

7,516円 (本体6,960円）

ISO 6721-6:2019

Plastics -- Determination of dynamic mechanical
properties -- Part 6: Shear vibration -- Nonresonance method

プラスチック－動的機械特性の測定方法－第6
部：せん断振動－非共鳴法

20190417

7,516円 (本体6,960円）

ISO 6721-7:2019

Plastics -- Determination of dynamic mechanical
properties -- Part 7: Torsional vibration -- Nonresonance method

プラスチック－動的機械特性の測定方法－第7
部：ねじり振動－非共鳴法

20190416

7,516円 (本体6,960円）

ISO 11003-1:2019

Adhesives -- Determination of shear behaviour of
structural adhesives -- Part 1: Torsion test
method using butt-bonded hollow cylinders

接着剤－構造用接着剤のせん断特性の測定－第
1部：突合せ接合中空シリンダを使用する試験方
20190426
法

7,516円 (本体6,960円）

ISO 13975:2019

Plastics -- Determination of the ultimate
anaerobic biodegradation of plastic materials in
controlled slurry digestion systems -- Method by
measurement of biogas production

プラスチック－制御された汚泥浄化システムおけ
るプラスチック材料の最終的嫌気性生物分解の求 20190416
め方－生物ガス生成の測定による方法

11,404円 (本体10,560円）

ISO 15509:2019

Adhesives -- Determination of the bond strength
of engineering-plastic joints

接着剤－エンジニアリングプラスチック継手の接
着強さの測定

JSA Japanese Standards Association

20190502

4,924円 (本体4,560円）

7,516円 (本体6,960円）

＊ 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 15512:2019

Plastics -- Determination of water content

プラスチック－水分含有率の求め方

20190430

17,884円 (本体16,560円）

ISO 16014-1:2019

Plastics -- Determination of average molecular
weight and molecular weight distribution of
polymers using size-exclusion chromatography -Part 1: General principles

プラスチック－サイズ除外クロマトグラフィーを用
いた重合体の平均分子質量及び分子質量分布の 20190515
測定－第1部：一般原則

11,404円 (本体10,560円）

ISO 16014-2:2019

Plastics -- Determination of average molecular
weight and molecular weight distribution of
polymers using size-exclusion chromatography -Part 2: Universal calibration method

プラスチック－サイズ除外クロマトグラフィーを用
いた重合体の平均分子質量及び分子質量分布の 20190515
測定－第2部：汎用校正法

7,516円 (本体6,960円）

ISO 16014-3:2019

Plastics -- Determination of average molecular
weight and molecular weight distribution of
polymers using size-exclusion chromatography -Part 3: Low-temperature method

プラスチック－サイズ除外クロマトグラフィーを用
いた重合体の平均分子質量及び分子質量分布の 20190515
測定－第3部：低温法

11,404円 (本体10,560円）

ISO 16014-4:2019

Plastics -- Determination of average molecular
weight and molecular weight distribution of
polymers using size-exclusion chromatography -Part 4: High-temperature method

プラスチック－サイズ除外クロマトグラフィーを用
いた重合体の平均分子質量及び分子質量分布の 20190515
測定－第4部：高温法

11,404円 (本体10,560円）

ISO 16014-5:2019

Plastics -- Determination of average molecular
weight and molecular weight distribution of
polymers using size-exclusion chromatography -Part 5: Light-scattering method

プラスチック－サイズ除外クロマトグラフィーを用
いた重合体の平均分子質量及び分子質量分布の 20190515
測定－第5部：光散乱法

15,292円 (本体14,160円）

ISO 17556:2019

Plastics -- Determination of the ultimate aerobic
biodegradability of plastic materials in soil by
measuring the oxygen demand in a respirometer
or the amount of carbon dioxide evolved

プラスチック－呼吸計内の酸素消費量及び発生
二酸化炭素量の計測によるプラスチック材料の土
壌内の究極的好気性生分解度の測定

20190430

15,292円 (本体14,160円）

ISO 21302-1:2019

Plastics -- Polybutene-1 (PB-1) moulding and
extrusion materials -- Part 1: Designation system
and basis for specifications

プラスチック－ポリブテン-1 (PB-1)成形及び押出
材料－第1部：表示法及び仕様の基礎

20190507

7,516円 (本体6,960円）

ISO 21302-2:2019

Plastics -- Polybutene-1 (PB-1) moulding and
extrusion materials -- Part 2: Preparation of test
specimens and determination of properties

プラスチック－ポリブテン-1 (PB-1)成形及び押出
材料－第2部：試験片の作製及び特性の求め方

20190507

7,516円 (本体6,960円）

ISO 21702:2019

Measurement of antiviral activity on plastics and
other non-porous surfaces

プラスチック及びその他の無孔表面上の抗ウイル
ス活性の測定

20190507

15,292円 (本体14,160円）

ISO 21746:2019

Composites and metal assemblies -- Galvanic
corrosion tests of carbon fibre reinforced plastics
(CFRPs) related bonded or fastened structures in
artificial atmospheres -- Salt spray tests

複合材料及び金属アセンブリ－人工的環境にお
ける炭素繊維強化プラスチック(CFRP)関連の接着 20190426
又は固定構造物の電解腐食試験

15,292円 (本体14,160円）

85 紙・パルプ工業
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

制定
年月日

定価（本体価格）

ISO 5628:2019

Paper and board -- Determination of bending
stiffness -- General principles for two-point,
three-point and four-point methods

紙及び板紙－曲げこわさ試験方法－2点法，3点
法及び4点法の一般原理

20190514

7,516円 (本体6,960円）

ISO 5647:2019

Paper and board -- Determination of titanium
dioxide content

紙及び板紙－二酸化チタン含有量試験方法

20190509

4,924円 (本体4,560円）

制定
年月日

定価（本体価格）

87 塗料及び色材工業
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 787-28:2019

General methods of tests for pigments and
extenders -- Part 28: Determination of total
content of polychlorinated biphenyls (PCB) by
dissolution, cleanup and GC-MS

顔料及び体質顔料の一般試験方法－第28部：溶
解，除去及びGC-MSによるポリ塩化ビフェニルの
全容量の測定

20190510

15,292円 (本体14,160円）

ISO 6504-1:2019

Paints and varnishes -- Determination of hiding
power -- Part 1: Kubelka-Munk method for white
and light-coloured paints

・塗料及びワニス－隠ぺい力の測定－第1部：白
及び淡彩色塗料のためのクベルカ・ムンク法

20190510

20,476円 (本体18,960円）

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 22970:2019

Paints and varnishes -- Test method for
evaluation of adhesion of elastic adhesives on
coatings by peel test, peel strength test and
tensile lap-shear strength test with additional
stress by condensation test or cataplasm storage

塗料及びワニス－剥離試験，剥離強度試験及び
凝縮試験又はカタプラズマ貯蔵による追加応力を
伴う引張重ね剪断強度試験によるコーティング上
の弾性接着剤の接着評価のための試験方法

20190429

15,292円 (本体14,160円）

制定
年月日

定価（本体価格）

91 建設材料及び建築物
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 21873-2:2019

Building construction machinery and equipment - Mobile crushers -- Part 2: Safety requirements
and verification

建設機械及び装置－移動式砕石機－第2部：安全
20190507
要求事項及び検証

20,476円 (本体18,960円）

ISO 21931-2:2019

Sustainability in buildings and civil engineering
works -- Framework for methods of assessment
of the environmental, social and economic
performance of construction works as a basis for
sustainability assessment -- Part 2: Civil
engineering works

建築工事及び土木工事における持続可能性－持
続可能性評価の基礎としての環境，社会及び経
済パフォーマンスの評価方法の枠組み－第2部：
土木工事

20190509

15,292円 (本体14,160円）

邦訳標題（参考訳）

制定
年月日

定価（本体価格）

97 家庭用及び商業用装置．娯楽．スポーツ
規格番号

原文標題

ISO 5355:2019

Alpine ski-boots -- Requirements and test
methods

スキー用ブーツ－安全要求事項及び試験方法

20190425

17,884円 (本体16,560円）

ISO 8124-10:2019

Safety of toys -- Part 10: Experimental sets for
chemistry and related activities

玩具の安全性－第10部：化学的性質及び関連活
動に関する実験セット

20190503

15,292円 (本体14,160円）

ISO 8124-11:2019

Safety of toys -- Part 11: Chemical toys (sets)
other than experimental sets

玩具の安全性－第11部：実験セット以外の化学玩
具(セット)

20190503

23,068円 (本体21,360円）

ISO 9523:2019

Touring ski-boots for adults -- Interface with
touring ski-bindings -- Requirements and test
methods

大人用ツーリングスキー靴－ツーリングスキー締
め具との取合い－要求事項及び試験方法

20190429

15,292円 (本体14,160円）

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。

