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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/IEC 2382-36:2019
Information technology -- Vocabulary -- Part 36:
Learning, education and training

情報技術－用語集－第36部：学習，教育及び訓
練

20190607 4,924円 (本体4,560円）

ISO 12620:2019
Management of terminology resources -- Data
category specifications

用語集リソースの管理－データカテゴリの指定 20190520 11,404円 (本体10,560円）

ISO 14880-1:2019
Optics and photonics -- Microlens arrays -- Part
1: Vocabulary

光学及びフォトニクス－マイクロレンズアレイ－第1
部：用語

20190607 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/TS 19091:2019
Intelligent transport systems -- Cooperative ITS
-- Using V2I and I2V communications for
applications related to signalized intersections

高度道路交通システム－－協調ITS－信号交差
点に関連するアプリケーションのためのV21及び
12通信の使用

20190531 25,660円 (本体23,760円）

ISO/IEC TS 24751-
4:2019

Information technology for learning, education and
training -- AccessForAll framework for
individualized accessibility -- Part 4: Registry
server API

学習，教育及び訓練のための情報技術－個別化
アクセス性のためのAccessForAllフレームワーク
－第4部：APIレジストリサーバ

20190605 11,404円 (本体10,560円）

ISO 37159:2019
Smart community infrastructures -- Smart
transportation for rapid transit in and between
large city zones and their surrounding areas

スマートコミュニティのインフラストラクチャ－大都
市内及び大都市間並びにその周辺地域における
高速交通のためのスマート輸送

20190520 7,516円 (本体6,960円）

ISO/TR 44000:2019
Principles for successful collaborative business
relationship management

協力的なビジネス関係マネジメントの成功のため
の原則

20190520 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/TS 20660:2019
Nanotechnologies -- Antibacterial silver
nanoparticles -- Specification of characteristics
and measurement methods

ナノテクノロジ－抗菌銀ナノ粒子－特性の仕様及
び測定方法

20190603 11,404円 (本体10,560円）

ISO/TR 22019:2019
Nanotechnologies -- Considerations for
performing toxicokinetic studies with
nanomaterials

ナノテクノロジ－ナノ材料によるトキシコキネティク
ス試験の実施のための考察

20190522 23,068円 (本体21,360円）

ISO/TS 23016-1:2019

Fine bubble technology -- Agricultural
applications -- Part 1: Test method for evaluating
the growth promotion of hydroponically grown
lettuce

ファインバブル技術－農業分野－第1部：水栽培レ
タスの成長促進を評価する試験方法

20190520 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 4049:2019 Dentistry -- Polymer-based restorative materials 歯科－ポリマーを主体とする復元材 20190523 17,884円 (本体16,560円）

定価（本体価格）

　　　　　　　　　---　2019-06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）

定価（本体価格）

11 医療技術

03 社会学．サービス．経営組織及び管理．行政．運輸

01 総論．用語．標準化．ドキュメンテーション

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 13926-3:2019
Pen systems -- Part 3: Seals for pen-injectors
for medical use

ペン装置－第3部：医用ペン注射器のシール 20190527 7,516円 (本体6,960円）

ISO 14243-5:2019
Implants for surgery -- Wear of total knee
prostheses -- Part 5: Durability performance of
the patellofemoral joint

・外科用インプラント－全人工膝関節の摩耗－第5
部：膝蓋大腿関節の耐久性能

20190523 11,404円 (本体10,560円）

ISO 16202-1:2019
Dentistry -- Nomenclature of oral anomalies --
Part 1: Code for the representation of oral
anomalies

歯科－口腔異常の用語体系－第1部：口腔異常
の表現のためのコード

20190528 4,924円 (本体4,560円）

ISO 16202-2:2019
Dentistry -- Nomenclature of oral anomalies --
Part 2: Developmental anomalies of teeth

歯科－口腔異常の用語体系－第2部：歯の発生
異常

20190528 4,924円 (本体4,560円）

ISO 20776-1:2019

Susceptibility testing of infectious agents and
evaluation of performance of antimicrobial
susceptibility test devices -- Part 1: Broth
micro-dilution reference method for testing the in
vitro activity of antimicrobial agents against
rapidly growing aerobic bacteria involved in
infectious diseases

病原菌の感受性試験及び抗菌感受性試験装置の
性能の評価－第1部：感染病に関わる急速に成長
する好気性細菌に対する抗菌剤のインビトロ活動
を試験するための微量液体希釈参照方法

20190605 15,292円 (本体14,160円）

ISO 20916:2019
In vitro diagnostic medical devices -- Clinical
performance studies using specimens from human
subjects -- Good study practice

体外診断用医薬品・医療機器－被験者からの検
査サンプルを使用する臨床パフォーマンス試験

20190604 23,068円 (本体21,360円）

ISO 21291:2019
Traditional Chinese medicine --Therapeutic
fumigation devices

伝統中国医学－治療用燻蒸装置 20190527 7,516円 (本体6,960円）

ISO 27020:2019
Dentistry -- Brackets and tubes for use in
orthodontics

歯科－歯列矯正に使用するブラケット及びチュー
ブ

20190607 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 834-13:2019

Fire-resistance tests -- Elements of building
construction -- Part 13: Requirements for the
testing and assessment of applied fire protection
to steel beams with web openings

耐火試験－建築構造部材－第13部：ウェブ開口を
もつ鉄骨梁に施した防火の試験及び評価のため
の要求事項

20190521 17,884円 (本体16,560円）

ISO 834-14:2019

Fire-resistance tests -- Elements of building
construction -- Part 14: Requirements for the
testing and assessment of applied fire protection
to solid steel bar

耐火試験－建築構造部材－第14部：中空でない
棒鋼に施した防火の試験及び評価のための要求
事項

20190521 15,292円 (本体14,160円）

ISO 6182-8:2019
Fire protection -- Automatic sprinkler systems --
Part 8: Requirements and test methods for pre-
action dry alarm valves

防火－自動スプリンクラシステム－第8部：事前動
作式ドライ警報弁の要求事項及び試験方法

20190529 15,292円 (本体14,160円）

ISO 6182-11:2019
Fire protection -- Automatic sprinkler systems --
Part 11: Requirements and test methods for pipe
hangers

防火－自動スプリンクラシステム－第11部：パイプ
ハンガの要求事項及び試験方法

20190529 11,404円 (本体10,560円）

ISO 14644-16:2019
Cleanrooms and associated controlled
environments -- Part 16: Energy efficiency in
cleanrooms and separative devices

クリーンルーム及び関連制御環境－第16部：ク
リーンルーム及び分離装置のエネルギー効率

20190524 20,476円 (本体18,960円）

ISO 15176:2019
Guidance on characterization of excavated soil
and other materials intended for re-use

再利用のための掘削土及び他の土質材料の評価 20190603 23,068円 (本体21,360円）

ISO 16000-39:2019

Indoor air -- Part 39: Determination of amines --
Analysis of amines by (ultra-) high-performance
liquid chromatography coupled to high resolution
or tandem mass spectrometry

室内空気－第39部：アミンの定量－高分解能又は
タンデム質量分析と連動した(超)高速液体クロマト
グラフィによるアミンの分析

20190531 7,516円 (本体6,960円）

ISO/TR 17252:2019
Fire tests -- Applicability of reaction to fire tests
to fire modelling and fire safety engineering

・火災試験－火災反応試験の火災モデル及び火
災安全工学への適用性

20190523 17,884円 (本体16,560円）

ISO 19085-7:2019
Woodworking machines -- Safety -- Part 7:
Surface planing, thickness planing, combined
surface/thickness planing machines

木工機械－安全性－第7部：表面平削り，厚さ平
削り，複合表面/厚さ平削り機

20190604 20,476円 (本体18,960円）

定価（本体価格）

13 環境．健康予防．安全

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 20042:2019
Measurement of radioactivity -- Gamma-ray
emitting radionuclides -- Generic test method
using gamma-ray spectrometry

放射線計測－ガンマ線を放出する放射性核種－
ガンマ線スペクトロメトリを使用する一般試験方法

20190604 20,476円 (本体18,960円）

ISO 20607:2019
Safety of machinery -- Instruction handbook --
General drafting principles

機械類の安全性－取扱説明書－起草のための一
般原則

20190606 15,292円 (本体14,160円）

ISO 20785-4:2019
Dosimetry for exposures to cosmic radiation in
civilian aircraft -- Part 4: Validation of codes

民間航空機における宇宙線暴露の線量測定－第
4部：コードの妥当性確認

20190520 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21479:2019
Soil quality -- Determination of the effects of
pollutants on soil flora -- Leaf fatty acid
composition of plants used to assess soil quality

地盤環境－汚染物質の土壌フロラへの影響の測
定－地盤環境の評価に使用する植物の葉の脂肪
酸組成

20190605 15,292円 (本体14,160円）

ISO 21939-1:2019

A method to calculate and express energy
consumption of industrial wastewater treatment
for the purpose of water reuse -- Part 1:
Biological processes

水の再利用を目的とした産業廃水処理のエネル
ギー消費を計算及び表現するための方法－第1
部：生物学的プロセス

20190524 7,516円 (本体6,960円）

ISO 22065:2019
Workplace air -- Gases and vapours --
Requirements for evaluation of measuring
procedures using pumped samplers

作業環境大気－気体及び蒸気－吸引形試料採取
器を用いる測定手順の評価のための要求事項

20190531 20,476円 (本体18,960円）

ISO 22519:2019
Purified water and water for injection
pretreatment and production systems

注入下処理及び製造システムのための精製水及
び水

20190529 17,884円 (本体16,560円）

ISO 25065:2019

Systems and software engineering -- Software
product Quality Requirements and Evaluation
(SQuaRE) -- Common Industry Format (CIF) for
Usability: User requirements specification

システム及びソフトウェア工学－ソフトウェア製品
品質要求事項及び評価(SQuaRE)－ユーザビリ
ティのための共通工業フォーマット(CIF)：ユーザ要
求事項仕様

20190529 15,292円 (本体14,160円）

ISO 28927-8:2009/Amd
2:2019

Oscillating knives (vibrating screen removal tools) 修正票2－振動ナイフ(振動スクリーンの除去工具) 20190521 2,073円 (本体1,920円）

ISO 37159:2019
Smart community infrastructures -- Smart
transportation for rapid transit in and between
large city zones and their surrounding areas

スマートコミュニティのインフラストラクチャ－大都
市内及び大都市間並びにその周辺地域における
高速交通のためのスマート輸送

20190520 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/CIE 11664-1:2019
Colorimetry -- Part 1: CIE standard colorimetric
observers

測色－第1部：CIE標準比色分析観察者 20190612 17,884円 (本体16,560円）

ISO/CIE 11664-3:2019 Colorimetry -- Part 3: CIE tristimulus values 測色－第3部：CIE三刺激値 20190612 7,516円 (本体6,960円）

ISO/CIE 17166:2019
Erythema reference action spectrum and
standard erythema dose

紅はん基準作用スペクトル及び標準紅はん線量 20190521 4,924円 (本体4,560円）

ISO 21131:2019
Ships and marine technology -- Marine cranes --
Noise limits and measuring method

船舶及び海洋技術－海上クレーン－騒音限度値
及び測定方法

20190612 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 7053:2019
Fasteners -- Hexagon washer head tapping
screws

締結用部品－つば付き六角タッピンねじ 20190606 4,924円 (本体4,560円）

ISO 15480:2019
Fasteners -- Hexagon washer head drilling
screws with tapping screw thread

締結用部品－タッピンねじ山付六角ワッシャヘッド
せん孔ねじ

20190606 4,924円 (本体4,560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。



ISO 2019-6 新刊情報
(4/10 page)

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 10462:2013/Amd
1:2019

ISO 10462:2013/Amd 1:2019 ISO 10462:2013/修正票1:2019 20190604 2,073円 (本体1,920円）

ISO/TR 11364:2019

Gas cylinders -- Compilation of national and
international valve stem/gas cylinder neck
threads and their identification and marking
system

高圧ガス容器－国別及び国際バルブステム/高圧
ガス容器の首ねじ並びにその識別と表示方式の
体系

20190528 17,884円 (本体16,560円）

ISO 14245:2019
Gas cylinders -- Specifications and testing of
LPG cylinder valves -- Self-closing

高圧ガス容器－LPGシリンダバルブの使用及び試
験－自閉式

20190603 15,292円 (本体14,160円）

ISO 14456:2015/Amd
1:2019

ISO 14456:2015/Amd 1:2019 ISO 14456:2015/修正票1:2019 20190613 2,073円 (本体1,920円）

ISO 15995:2019
Gas cylinders -- Specifications and testing of
LPG cylinder valves -- Manually operated

高圧ガス容器－LPGシリンダバルブの使用及び試
験－手動開放式

20190603 15,292円 (本体14,160円）

ISO/TS 17519:2019
Gas cylinders -- Refillable permanently mounted
composite tubes for transportation

高圧ガス容器－輸送用の恒久的に取り付けられ
た詰め替え可能なチューブ

20190607 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 6779:2019
Test conditions for vertical internal type
broaching machines -- Testing of accuracy

立形内面ブローチ盤の試験条件－精密試験 20190523 15,292円 (本体14,160円）

ISO 10303-235:2019

Industrial automation systems and integration --
Product data representation and exchange --
Part 235: Application protocol: Engineering
properties and materials information

産業オートメーションシステム及びその統合－製
品データの表現及び交換－第235部：アプリケー
ションプロトコル：工学的特性及び材料情報

20190527 25,660円 (本体23,760円）

ISO 11124-5:2019

Preparation of steel substrates before application
of paints and related products -- Specifications
for metallic blast-cleaning abrasives -- Part 5:
Cut steel wire

塗料及び関連製品を塗装する前の鋼被塗物の調
整－金属性ブラストクリーニング研削材の規格－
第5部：カットスチールワイヤ

20190529 7,516円 (本体6,960円）

ISO 15620:2019 Welding -- Friction welding of metallic materials 溶接－金属材料の摩擦圧接 20190522 20,476円 (本体18,960円）

ISO/TR 16161:2019
Automation systems and integration -- Use case
of capability profiles for cooperation between
manufacturing software units

オートメーションシステム及びその統合－製造ソフ
トウェアユニット間の協調のための機能プロファイ
ル のユースケース

20190527 23,068円 (本体21,360円）

ISO/TS 18101-1:2019
Automation systems and integration -- Oil and
gas interoperability -- Part 1: Overview and
fundamental principles

オートメーションシステム及びその統合－オイル及
びガスの相互運用性－第1部：概要及び基本原理

20190604 15,292円 (本体14,160円）

ISO 28927-8:2009/Amd
2:2019

Oscillating knives (vibrating screen removal tools) 修正票2－振動ナイフ(振動スクリーンの除去工具) 20190521 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 22975-5:2019
Solar energy -- Collector components and
materials -- Part 5: Insulation material durability
and performance

太陽エネルギー－光捕集器の構成部品及び材料
－第5部：断熱材料の耐久性及び性能

20190520 20,476円 (本体18,960円）

定価（本体価格）

25 生産工学

定価（本体価格）

27 エネルギー及び熱伝達工学

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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規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 14880-1:2019
Optics and photonics -- Microlens arrays -- Part
1: Vocabulary

光学及びフォトニクス－マイクロレンズアレイ－第1
部：用語

20190607 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/IEC 2382-36:2019
Information technology -- Vocabulary -- Part 36:
Learning, education and training

情報技術－用語集－第36部：学習，教育及び訓
練

20190607 4,924円 (本体4,560円）

ISO/IEC 9798-2:2019
IT Security techniques -- Entity authentication -
- Part 2: Mechanisms using authenticated
encryption

ITセキュリティ技術－実体認証－第2部：認証済み
暗号化を使用する機構

20190603 11,404円 (本体10,560円）

ISO/IEC
10646:2017/Amd
2:2019

Nandinagari, Georgian extension, and other
characters

修正票2－ナンディナーガリー，グルジア拡張及び
その他も文字

20190614 25,660円 (本体23,760円）

ISO 12620:2019
Management of terminology resources -- Data
category specifications

用語集リソースの管理－データカテゴリの指定 20190520 11,404円 (本体10,560円）

ISO 13606-1:2019
Health informatics -- Electronic health record
communication -- Part 1: Reference model

保健医療情報－電子保健記録通信－第1部：基
準モデル

20190607 23,068円 (本体21,360円）

ISO 13606-2:2019
Health informatics -- Electronic health record
communication -- Part 2: Archetype interchange
specification

保健医療情報－電子保健記録通信－第2部：原
型互換仕様

20190607 23,068円 (本体21,360円）

ISO 13606-3:2019
Health informatics --  Electronic health record
communication -- Part 3: Reference archetypes
and term lists

保健医療情報－電子保健記録通信－第3部：参
照原型及び用語リスト

20190607 25,660円 (本体23,760円）

ISO 13606-4:2019
Health informatics -- Electronic health record
communication -- Part 4: Security

保健医療情報－電子保健記録通信－第4部：セ
キュリティ

20190607 15,292円 (本体14,160円）

ISO 13606-5:2019
Health informatics -- Electronic health record
communication -- Part 5: Interface specification

保健医療情報－電子保健記録通信－第5部：イン
タフェース仕様

20190607 7,516円 (本体6,960円）

ISO/IEC 13818-1:2019
Information technology -- Generic coding of
moving pictures and associated audio information
-- Part 1: Systems

・情報技術－動画信号及び付随する音響信号の
はん用符号化－第1部：システム

20190527 25,660円 (本体23,760円）

ISO 15511:2019
Information and documentation -- International
standard identifier for libraries and related
organizations (ISIL)

情報及びドキュメンテーション－図書館及び関連
組織のための国際標準識別子(ISIL)

20190604 7,516円 (本体6,960円）

ISO/IEC 18040:2019

Information technology -- Computer graphics,
image processing and environmental data
representation -- Live actor and entity
representation in mixed and augmented reality
(MAR)

情報技術－コンピュータグラフィック，画像処理及
び環境データ表現－複合及び拡張現実における
ライブアクタ及びエンティティ表現

20190529 20,476円 (本体18,960円）

ISO/TS 19091:2019
Intelligent transport systems -- Cooperative ITS
-- Using V2I and I2V communications for
applications related to signalized intersections

高度道路交通システム－－協調ITS－信号交差
点に関連するアプリケーションのためのV21及び
12通信の使用

20190531 25,660円 (本体23,760円）

ISO 19150-4:2019
Geographic information -- Ontology -- Part 4:
Service ontology

地理情報－オントロジ－第4部：サービスオントロ
ジ

20190522 23,068円 (本体21,360円）

ISO/IEC 19823-
21:2019

Information technology -- Conformance test
methods for security service crypto suites --
Part 21: Crypto suite SIMON

情報技術－セキュリティサービス暗号スイートの
適合性試験方法－第21部：暗号スイートSIMON

20190521 15,292円 (本体14,160円）

35 情報技術．事務機械

31 エレクトロニクス

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 19823-
22:2019

Information technology -- Conformance test
methods for security service crypto suites --
Part 22: Crypto suite SPECK

情報技術－セキュリティサービス暗号スイートの
適合性試験方法－第22部：暗号スイートSPECK

20190521 15,292円 (本体14,160円）

ISO/IEC 21228:2019

Information technology -- Telecommunications
and information exchange between systems --
Coexistence mechanism for broadband powerline
communication technologies

情報技術－システム間の通信及び情報交換－ブ
ロードバンド電力線通信技術のための共存機構

20190524 4,924円 (本体4,560円）

ISO/IEC TS 24751-
4:2019

Information technology for learning, education and
training -- AccessForAll framework for
individualized accessibility -- Part 4: Registry
server API

学習，教育及び訓練のための情報技術－個別化
アクセス性のためのAccessForAllフレームワーク
－第4部：APIレジストリサーバ

20190605 11,404円 (本体10,560円）

ISO/IEC 24760-1:2019
IT Security and Privacy -- A framework for
identity management -- Part 1: Terminology and
concepts

ITセキュリティ及びプライバシー－アイデンティティ
マネジメントの枠組み－第1部：用語及び概念

20190529 15,292円 (本体14,160円）

ISO 25065:2019

Systems and software engineering -- Software
product Quality Requirements and Evaluation
(SQuaRE) -- Common Industry Format (CIF) for
Usability: User requirements specification

システム及びソフトウェア工学－ソフトウェア製品
品質要求事項及び評価(SQuaRE)－ユーザビリ
ティのための共通工業フォーマット(CIF)：ユーザ要
求事項仕様

20190529 15,292円 (本体14,160円）

ISO/IEC 26560:2019
Software and systems engineering -- Tools and
methods for product line product management

ソフトウェア及びシステム工学－製品ライン製品管
理のためのツール及び方法

20190523 20,476円 (本体18,960円）

ISO/IEC 29109-5:2019

Information technology -- Conformance testing
methodology for biometric data interchange
formats defined in ISO/IEC 19794 -- Part 5: Face
image data

情報技術－ISO/IEC 19794に定義されているバイ
オメトリックデータ交換フォーマットのための適合
性試験の方法論－第5部：顔の画像データ

20190521 15,292円 (本体14,160円）

ISO/IEC 30071-1:2019
Information technology -- Development of user
interface accessibility -- Part 1: Code of practice
for creating accessible ICT products and services

情報技術－ユーザインタフェースアクセシビリティ
の開発－第1部：アクセシブルICT製品及びサービ
スを創出するための実施基準

20190524 20,476円 (本体18,960円）

ISO/IEC 30106-
1:2016/Amd 1:2019

Additional specifications and conformance
statements

修正票1－追加使用及び適合性声明 20190522 2,073円 (本体1,920円）

ISO/IEC 30137-1:2019
Information technology -- Use of biometrics in
video surveillance systems -- Part 1: System
design and specification

情報技術－映像監視システムにおけるバイオメト
リクスの使用－第1部：システム設計及び仕様

20190531 20,476円 (本体18,960円）

ISO/IEC
30190:2016/Amd
1:2019

ISO/IEC 30190:2016/Amd 1:2019 ISO/IEC 30190:2016/修正票1:2019 20190527 2,073円 (本体1,920円）

ISO/IEC
30191:2015/Amd
1:2019

ISO/IEC 30191:2015/Amd 1:2019 ISO/IEC 30191:2015/修正票1:2019 20190527 2,073円 (本体1,920円）

ISO/IEC
30192:2016/Amd
1:2019

ISO/IEC 30192:2016/Amd 1:2019 ISO/IEC 30192:2016/修正票1:2019 20190527 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/TS 13499:2019
Road vehicles -- Multimedia data exchange
format for impact tests

路上走行車－衝撃試験のためのマルチメディア
データ交換フォーマット

20190523 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 11711-1:2019
Ships and marine technology -- Aquatic nuisance
species -- Part 1: Ballast water discharge sample
port

船舶及び海洋技術－有害水生種－第1部：バラス
ト水排水サンプルポート

20190520 7,516円 (本体6,960円）

ISO 19037:2019
Ships and marine technology -- Gate 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仕切り
弁－設計及び試験要求事項

20190607 11,404円 (本体10,560円）

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

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 19897:2019
Ships and marine technology -- Marine
evacuation systems -- Testing under conditions
of icing

船舶及び海洋技術－海上脱出設備－着氷条件下
での試験

20190605 4,924円 (本体4,560円）

ISO 20083-2:2019

Ships and marine technology -- Determination of
the shaft power of ship propulsion systems by
measuring the shaft distorsion -- Part 2: Optical
reflection method

船舶及び海洋技術－シャフトの変形を測定するこ
とによるシャフト推進システムのシャフト力の決定
－第2部：光反射法

20190605 7,516円 (本体6,960円）

ISO 20083-3:2019

Ships and marine technology -- Determination of
the shaft power of ship propulsion systems by
measuring the shaft distorsion -- Part 3: Elastic
vibration method

船舶及び海洋技術－シャフトの変形を測定するこ
とによるシャフト推進システムのシャフト力の決定
－第3部：弾性振動法

20190605 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21125:2019
Ships and marine technology -- Marine cranes --
Manufacturing requirements

船舶及び海洋技術－海洋クレーン－製造要求事
項

20190605 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21131:2019
Ships and marine technology -- Marine cranes --
Noise limits and measuring method

船舶及び海洋技術－海上クレーン－騒音限度値
及び測定方法

20190612 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 14621-1:2019
Space systems -- Electrical, electronic and
electromechanical (EEE) parts -- Part 1: Parts
management

宇宙システム－電気，電子及び電気機械（EEE）
部品－第1部：部品管理

20190528 20,476円 (本体18,960円）

ISO 14621-2:2019
Space systems -- Electrical, electronic and
electromechanical (EEE) parts -- Part 2: Control
programme requirements

宇宙システム－電気，電子及び電気機械（EEE）
部品－第2部：コントロールプログラム要求事項

20190523 7,516円 (本体6,960円）

ISO 20785-4:2019
Dosimetry for exposures to cosmic radiation in
civilian aircraft -- Part 4: Validation of codes

民間航空機における宇宙線暴露の線量測定－第
4部：コードの妥当性確認

20190520 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/TS 3691-8:2019
Industrial trucks -- Safety requirements and
verification -- Part 8: Regional requirements for
countries outside the European Community

産業車両－安全要求事項及び検証－第8部：欧州
共同体外の国に対する地域的要求事項

20190603 7,516円 (本体6,960円）

ISO 4778:2019
Round steel short link chains for lifting purposes -
- Chain slings of welded construction -- Grade 8

吊り上げ用途の丸鋼ショートリンクチェーン－溶接
構造物のチェーンスリング－等級8

20190614 15,292円 (本体14,160円）

ISO 22915-21:2019
Industrial trucks -- Verification of stability --
Part 21: Order-picking trucks with operator
position elevating above 1 200 mm

産業車両－安定性の検証－第21部：オペレータ位
置が1200 mmに上昇するオーダピッキング車両

20190520 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 1419:2019
Rubber- or plastics-coated fabrics --
Accelerated-ageing tests

ゴム又はプラスチック引布－耐促進老化試験 20190523 4,924円 (本体4,560円）

ISO 1833-28:2019
Textiles -- Quantitative chemical analysis --
Part 28: Mixtures of chitosan with certain other
fibres (method using diluted acetic acid)

繊維－定量的化学分析－第28部：キトサンと他の
特定の繊維の混合物(希酢酸を使用する方法)

20190605 4,924円 (本体4,560円）

ISO 11058:2019
Geotextiles and geotextile-related products --
Determination of water permeability
characteristics normal to the plane, without load

ジオテキスタイル及びジオテキスタイル関連製品
－荷重無し面に垂直な透水特性の測定

20190529 11,404円 (本体10,560円）

ISO 18184:2019
Textiles -- Determination of antiviral activity of
textile products

繊維－繊維製品の抗ウイルス活性の求め方 20190605 20,476円 (本体18,960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）

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 21326:2019
Textiles -- Test methods for determining the
efficiency of products against house dust mite

繊維－イエダニに対する製品の効率性を求めるた
めの試験方法

20190614 17,884円 (本体16,560円）

ISO 23910:2019
Leather -- Physical and mechanical tests --
Measurement of stitch tear resistance

レザー－物理及び機械試験－縫い目の引裂き強
さの測定

20190607 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 15886-4:2019
Irrigation equipment -- Irrigation sprinklers --
Part 4: Test methods for durability

灌漑機器－灌漑スプリンクラ－第4部：耐久性の
試験方法

20190607 7,516円 (本体6,960円）

ISO/TS 23016-1:2019

Fine bubble technology -- Agricultural
applications -- Part 1: Test method for evaluating
the growth promotion of hydroponically grown
lettuce

微気泡技術－農業分野－第1部：水栽培レタスの
成長促進を評価する試験方法

20190520 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 9167:2019
Rapeseed and rapeseed meals -- Determination
of glucosinolates content -- Method using high-
performance liquid chromatography

菜種及び菜種粕－グルコシノレートの定量－高速
液体クロマトグラフ法を使用する方法

20190524 17,884円 (本体16,560円）

ISO 17678:2019
Milk and milk products -- Determination of milk
fat purity by gas chromatographic analysis of
triglycerides

牛乳及び乳製品－トリグリセリドのガスクロマトグ
ラフィ分析による乳脂肪純度の定量

20190528 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 11952:2019

Surface chemical analysis -- Scanning-probe
microscopy -- Determination of geometric
quantities using SPM: Calibration of measuring
systems

表面化学分析－走査型プローブ顕微鏡法－SPM
を使用する幾何学量の定量：測定システムの校正

20190521 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 10752:2019 Coal sizing equipment -- Performance evaluation 石炭分粒機器－性能評価 20190612 20,476円 (本体18,960円）

ISO 10753:2019
Coal preparation plant -- Assessment of the
liability to breakdown in water of materials
associated with coal seams

選炭工場－石炭関連材料の水中での易分解性の
評価

20190607 11,404円 (本体10,560円）

ISO 11724:2019
Solid mineral fuels -- Determination of total
fluorine in coal, coke and fly ash

固形鉱物燃料－石炭，コークス及びフライアッシュ
中の総フッ素の定量

20190604 7,516円 (本体6,960円）

ISO 19434:2017/Amd
1:2019

ISO 19434:2017/Amd 1:2019 ISO 19434:2017/修正票1:2019 20190521 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 6521-1:2019

Lubricants, industrial oils and related products
(Class L) -- Family D (compressors) -- Part 1:
Specifications of categories DAA and DAB
(lubricants for reciprocating and drip feed rotary
air compressors)

潤滑剤，工業油及び関連製品(クラスL)－ファミリD
(コンプレッサ)－第1部：カテゴリDAA及びDAB(往
復動及び滴下潤滑ロータリエアコンプレッサ用の
潤滑剤)の仕様

20190527 4,924円 (本体4,560円）

ISO 10418:2019
Petroleum and natural gas industries -- Offshore
production installations -- Process safety
systems

石油及び天然ガス工業－海洋生産プラットフォー
ム－プロセス安全システム

20190520 11,404円 (本体10,560円）

67 食品技術

定価（本体価格）

定価（本体価格）

71 化学技術

定価（本体価格）

65 農業

定価（本体価格）

75 石油及び関連技術

73 鉱採及び鉱物

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 18101-1:2019
Automation systems and integration -- Oil and
gas interoperability -- Part 1: Overview and
fundamental principles

オートメーションシステム及びその統合－オイル及
びガスの相互運用性－第1部：概要及び基本原理

20190604 15,292円 (本体14,160円）

ISO 19900:2019
Petroleum and natural gas industries -- General
requirements for offshore structures

石油及び天然ガス工業－海洋構造物の一般要求
事項

20190614 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 5000:2019
Steel sheet, aluminium-silicon alloy-coated by the
continuous hot-dip process, of commercial and
drawing qualities

連続溶融プロセスによるアルミニウム-シリコン
めっき商用及び延伸品質の鋼板

20190521 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 19085-7:2019
Woodworking machines -- Safety -- Part 7:
Surface planing, thickness planing, combined
surface/thickness planing machines

木工機械－安全性－第7部：表面平削り，厚さ平
削り，複合表面/厚さ平削り機

20190604 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 2951:2019
Rubber, vulcanized rubber -- Determination of
insulation resistance

加硫ゴム－絶縁抵抗の求め方 20190603 7,516円 (本体6,960円）

ISO 4574:2019
Plastics -- PVC resins for general use --
Determination of hot plasticizer absorption

プラスチック－汎用PVC樹脂－高温可塑剤吸収率
の測定

20190521 7,516円 (本体6,960円）

ISO 6721-11:2019
Plastics -- Determination of dynamic mechanical
properties -- Part 11: Glass transition
temperature

プラスチック－動的機械特性の測定方法－第11
部：ガラス転移温度

20190529 11,404円 (本体10,560円）

ISO 10499-1:2019
Industrial tyres and rims -- Rubber solid tyres
(metric series) for pneumatic tyre rims -- Part 1:
Designation, dimensions and marking

工業用タイヤ及びリム－タイヤリム用ゴムソリッド
タイヤ(メートル系)－第1部：呼称，寸法及びマーキ
ング

20190529 4,924円 (本体4,560円）

ISO 11003-2:2019
Adhesives -- Determination of shear behaviour of
structural adhesives -- Part 2: Tensile test
method using thick adherends

接着剤－構造用接着剤のせん断特性の測定－第
2部：肉厚被着材の引張試験方法

20190527 11,404円 (本体10,560円）

ISO 11343:2019

Adhesives -- Determination of dynamic
resistance to cleavage of high-strength adhesive
bonds under impact wedge conditions -- Wedge
impact method

研磨剤－高強度接着接合の衝撃くさび条件下に
おける動的割裂抵抗性試験方法－くさび衝撃法

20190607 7,516円 (本体6,960円）

ISO 13468-1:2019
Plastics -- Determination of the total luminous
transmittance of transparent materials -- Part 1:
Single-beam instrument

プラスチック－透明材料の全視感透過率の求め
方－第1部：単光束方式計器

20190605 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21475:2019
Plastics -- Methods of exposure to determine the
wavelength dependent degradation using
spectrally dispersed radiation

プラスチック－スペクトル的分散放熱を用いる波
長依存劣化を求めるための曝露法

20190523 11,404円 (本体10,560円）

ISO 21760-1:2019
Adhesives for organic electronic devices --
Determination of water vapour transmission rate
-- Part 1: Adhesive film preparation methods

有機エレクトロニックデバイス用接着剤－水蒸気
透過速度の測定－第1部：接着フィルムの調製法

20190522 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21760-2:2019
Adhesives for organic electronic devices --
Determination of water vapour transmission rate
-- Part 2: Edge seal methods

有機エレクトロニックデバイス用接着剤－水蒸気
透過速度の測定－第2部：エッジシール法

20190522 4,924円 (本体4,560円）

83 ゴム及びプラスチック工業

77 金属工学

定価（本体価格）

定価（本体価格）

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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規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 12625-11:2019
Tissue paper and tissue products -- Part 11:
Determination of wet ball burst strength

ティッシュペーパー及びティッシュ製品－第11部：
湿球破裂強度の求め方

20190528 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 1518-1:2019
Paints and varnishes -- Determination of scratch
resistance -- Part 1: Constant-loading method

塗料及びワニス－引っかき抵抗性の求め方－第1
部：定負荷法

20190604 7,516円 (本体6,960円）

ISO 1518-2:2019
Paints and varnishes -- Determination of scratch
resistance -- Part 2: Variable-loading method

塗料及びワニス－引っかき抵抗の測定－第2部：
変動負荷法

20190603 7,516円 (本体6,960円）

ISO 9514:2019

Paints and varnishes -- Determination of the pot
life of multicomponent coating systems --
Preparation and conditioning of samples and
guidelines for testing

・塗料及びワニス－多成分塗装系のポットライフの
測定－試料の調製と貯減状態及び試験の指針

20190529 4,924円 (本体4,560円）

ISO 22516:2019
Paints and varnishes -- Practical determination
of non-volatile and volatile matter content during
application

塗料及びワニス－塗布時の非揮発性及び揮発性
物質の実質的測定

20190607 7,516円 (本体6,960円）

ISO 23321:2019
Solvents for paints and varnishes --
Demineralized water for industrial applications --
Specification and test methods

塗料及びワニス用溶剤－工業用脱塩水－仕様及
び試験方法

20190605 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 13746:2019
Textile floor coverings -- Guidelines for
installation and use on stairs

繊維製床敷物－階段への設置及び使用の指針 20190607 7,516円 (本体6,960円）

ISO 22041:2019
Refrigerated storage cabinets and counters for
professional use -- Performance and energy
consumption

業務用冷凍保存キャビネット及びカウンター－性
能及びエネルギー消費

20190524 17,884円 (本体16,560円）

87 塗料及び色材工業

定価（本体価格）

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

85 紙・パルプ工業

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。


