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ISO規格

--- 2019-07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）

7,516円 (本体6,960円）

ISO 3529-1:2019

Vacuum technology -- Vocabulary -- Part 1:
General terms

真空技術－用語－第1部：一般用語

20190716

ISO 7000:2019

Graphical symbols for use on equipment -Registered symbols

装置に用いる図記号－登録済み記号

データベースでのご提供と
20190712 なりますので、ご利用につい
てはお問い合わせください。

ISO 10795:2019

Space systems -- Programme management and
quality -- Vocabulary

宇宙システム－プログラムマネジメント及び品質
－用語

20190712

20,476円 (本体18,960円）

ISO 24613-1:2019

Language resource management -- Lexical
markup framework (LMF) -- Part 1: Core model

言語リソースマネジメント－語彙構成の枠組み
(LMF)－第1部：コアモデル

20190620

11,404円 (本体10,560円）

ISO 24622-2:2019

Language resource management -- Component
metadata infrasctructure (CMDI) -- Part 2:
Component metadata specification language

言語リソースマネジメント－コンポーネントメタデー
タインフラストラクチャ(CMDI)－第2部：コンポーネ
ントメタデータ仕様言語

20190712

17,884円 (本体16,560円）

制定
年月日

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
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 17573-1:2019

Electronic fee collection -- System architecture
for vehicle-related tolling -- Part 1: Reference
model

自動料金収受システム－車両関連料金収受のシ
ステムアーキテクチャ－第1部：規範モデル

20190718

20,476円 (本体18,960円）

ISO/IEC TR 200007:2019

Information technology -- Service management - Part 7: Guidance on the integration and
correlation of ISO/IEC 20000-1:2018 to ISO
9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013

情報技術－サービスマネジメント－第7部：
ISO/IEC 20000-1:2018のISO 9001:2015及び
ISO/IEC 27001:2013への統合及び相互関係の手
引

20190716

23,068円 (本体21,360円）

ISO 56002:2019

Innovation management -- Innovation
management system -- Guidance

イノベーションマネジメント - イノベーションマネジ
メントシステム - 手引

20190715

15,292円 (本体14,160円）

制定
年月日

定価（本体価格）

07 数学．自然科学
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO/TS 19807-1:2019

Nanotechnologies -- Magnetic nanomaterials -Part 1: Specification of characteristics and
measurements for magnetic nanosuspensions

ナノテクノロジ－磁気ナノ材料－第1部：磁気ナノ
懸濁物の特性仕様及び測定

20190620

11,404円 (本体10,560円）

ISO 23016-2:2019

Fine bubble technology -- Agricultural
applications -- Part 2: Test method for evaluating
the promotion of the germination of barley seeds

ファインバブル技術－農業分野－第2部：オオムギ
20190716
種子の発芽促進を評価する試験方法

11,404円 (本体10,560円）

11 医療技術
原文標題

邦訳標題（参考訳）

制定
年月日

定価（本体価格）

Implants for surgery -- Minimum data sets for
surgical implants

外科用インプラント－外科用インプラント用最小
データ集合

20190625

4,924円 (本体4,560円）

規格番号

ISO 16054:2019

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 19351:2019

Fallopian rings -- Requirements and test methods

卵管リング－要求事項及び試験方法

20190712

17,884円 (本体16,560円）

ISO 20342-1:2019

Assistive products for tissue integrity when lying
down -- Part 1: General requirements

横になったときの組織の完全性のための補助製
品－第1部：一般要求事項

20190621

20,476円 (本体18,960円）

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

邦訳標題（参考訳）

ISO 834-2:2019

Fire-resistance tests -- Elements of building
construction -- Part 2: Requirements and
recommendations for measuring furnace exposure
on test samples

耐火試験－建築構造部材－第2部：耐火試験炉に
よる試験体加熱の測定に関する要求事項及び推 20190620
奨事項

11,404円 (本体10,560円）

ISO 7203-1:2019

Fire extinguishing media -- Foam concentrates -Part 1: Specification for low-expansion foam
concentrates for top application to waterimmiscible liquids

消火剤－フォーム原液－第1部：水非混和液に上
から適用する低膨張フォーム原液の仕様

20190701

20,476円 (本体18,960円）

ISO 7203-2:2019

Fire extinguishing media -- Foam concentrates -Part 2: Specification for medium- and highexpansion foam concentrates for top application
to water-immiscible liquids

消火剤－フォーム原液－第2部：水非混和液に上
から適用する中高膨張フォーム原液の仕様

20190701

20,476円 (本体18,960円）

ISO 7203-3:2019

Fire extinguishing media -- Foam concentrates -Part 3: Specification for low-expansion foam
concentrates for top application to watermiscible liquids

消火剤－フォーム原液－第3部：水混和液に上か
ら適用する低膨張フォーム原液の仕様

20190701

20,476円 (本体18,960円）

ISO 9241-210:2019

Ergonomics of human-system interaction -- Part
210: Human-centred design for interactive
systems

人間工学－人とシステムとのインタラクション－第
210部：対話型システムの人間中心設計

20190704

17,884円 (本体16,560円）

ISO 10551:2019

Ergonomics of the physical environment -Subjective judgement scales for assessing
physical environments

物理的環境の人間工学－物理的環境の評価のた
20190701
めの主観尺度

17,884円 (本体16,560円）

ISO 11907-1:2019

Plastics -- Smoke generation -- Determination of
the corrosivity of fire effluents -- Part 1: General
concepts and applicability

プラスチック－発煙－燃焼放出物の腐食性の測
定方法－第1部：一般概念及び適用性

20190712

4,924円 (本体4,560円）

ISO 14090:2019

Adaptation to climate change -- Principles,
requirements and guidelines

気候変動への適応－原則，要求事項及び指針

20190624

17,884円 (本体16,560円）

ISO 14520-5:2019

Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical
properties and system design -- Part 5: FK-5-112 extinguishant

気体消火システム－物理特性及びシステム設計
－第5部：FK-5-1-12消火系

20190701

7,516円 (本体6,960円）

ISO 14520-8:2019

Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical
properties and system design -- Part 8: HFC 125
extinguishant

気体消火システム－物理特性及びシステム設計
－第8部：HFC 125消火系

20190702

7,516円 (本体6,960円）

ISO 14520-9:2019

Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical
properties and system design -- Part 9: HFC
227ea extinguishant

気体消火システム－物理特性及びシステム設計
－第9部：HFC 227ea消火系

20190702

7,516円 (本体6,960円）

ISO 14520-10:2019

Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical
properties and system design -- Part 10: HFC 23
extinguishant

気体消火システム－物理特性及びシステム設計
－第10部：HFC 23消火系

20190702

7,516円 (本体6,960円）

ISO 19912:2019

Ships and marine technology -- Servicing of
immersion suits, anti-exposure suits and constant
wear suits

船舶及び海洋技術 - 浸漬スーツ，対曝露スーツ
及び定摩耗スーツの使用

20190712

7,516円 (本体6,960円）

ISO 20468-2:2019

Guidelines for performance evaluation of
treatment technologies for water reuse systems - Part 2: Methodology to evaluate performance of
treatment systems on the basis of greenhouse
gas emissions

水再利用システムのための処理技術の性能評価
の指針－第2部：温室効果ガスの排出に基づく処
理システムの性能を評価する方法

20190711

17,884円 (本体16,560円）

ISO 20951:2019

Soil Quality -- Guidance on methods for
measuring greenhouse gases (CO2, N2O, CH4)
and ammonia (NH3) fluxes between soils and the
atmosphere

地盤環境－地盤と大気間の温室効果ガス(CO2,
N2O, CH4)及びアンモニア(NH3)フラックスの測定
方法の手引

20190617

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 21755-1:2019

Motorcycles -- Measurement method for
evaporative emissions -- Part 1: SHED test
procedure

モータサイクル－蒸発ガスの測定方法－第1部：
SHED試験手順

20190715

15,292円 (本体14,160円）

ISO 26367-1:2019

Guidelines for assessing the adverse
environmental impact of fire effluents -- Part 1:
General

火災生成物が環境に与える負の影響を評価する
ためのガイドライン－第1部：一般事項

20190712

15,292円 (本体14,160円）

ISO 28057:2019

Clinical dosimetry -- Dosimetry with solid
thermoluminescence detectors for photon and
electron radiations in radiotherapy

臨床線量測定－放射線治療における光子及び電
子放射線の固体熱ルミネセンス検出器による線量 20190627
測定法

20,476円 (本体18,960円）

17 度量衡及び測定．物理的現象
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 5130:2019

Acoustics -- Measurements of sound pressure
level emitted by stationary road vehicles

音響－静止した路上走行車から放出される騒音
の測定

20190712

11,404円 (本体10,560円）

ISO 10813-2:2019

Vibration-generating machines -- Guidance for
selection -- Part 2: Equipment for dynamic
structural testing

振動発生機－選択のための手引－第2部：動的構
20190712
造試験用の機器

15,292円 (本体14,160円）

ISO/CIE 11664-4:2019

Colorimetry -- Part 4: CIE 1976 L*a*b* colour
space

測色－第4部：CIE 1976 L*a*b* 色空間

20190619

7,516円 (本体6,960円）

ISO 13325:2019

Tyres -- Coast-by methods for measurement of
tyre-to-road sound emission

タイヤ－タイヤ・路面間の発生音の測定のための
惰力走行法

20190719

7,516円 (本体6,960円）

ISO 20361:2019

Liquid pumps and pumps units -- Noise test code
-- Grades 2 and 3 of accuracy

液体ポンプ及びポンプユニット－騒音試験コード
－等級2及び3の精度

20190719

15,292円 (本体14,160円）

制定
年月日

定価（本体価格）

20190703

15,292円 (本体14,160円）

制定
年月日

定価（本体価格）

19 試験
規格番号

ISO 18747-2:2019

原文標題

邦訳標題（参考訳）

Determination of particle density by
sedimentation methods -- Part 2: Multi-velocity
approach

沈殿法による粒子密度の測定－第2部：マルチベ
ロシティ技法

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 1403:2019

Rubber hoses, textile-reinforced, for generalpurpose water applications -- Specification

繊維補強，一般送水用ゴムホース－規格

20190717

4,924円 (本体4,560円）

ISO 3529-1:2019

Vacuum technology -- Vocabulary -- Part 1:
General terms

真空技術－用語－第1部：一般用語

20190716

7,516円 (本体6,960円）

ISO 4409:2019

Hydraulic fluid power -- Positive-displacement
pumps, motors and integral transmissions -Methods of testing and presenting basic steady
state performance

油圧動力－容積式ポンプ，モータ及び一体形トラ
ンスミッション－基本定常状態性能の試験方法及
び事前設定

20190711

15,292円 (本体14,160円）

ISO 7685:2019

Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes -- Determination of initial ring stiffness

プラスチック配管システム－ガラス強化熱硬化プ
ラスチック(GRP)管－初期リング剛性の求め方

20190711

7,516円 (本体6,960円）

ISO 9624:2019

Thermoplastics piping systems for fluids under
pressure -- Flange adapters and loose backing
flanges -- Mating dimensions

加圧流体用熱可塑性パイプ－フランジアダプタ及
び遊合形補強フランジ－はめあい寸法

20190712

15,292円 (本体14,160円）

ISO 11513:2019

Gas cylinders -- Refillable welded steel cylinders
containing materials for sub-atmospheric gas
packaging (excluding acetylene) -- Design,
construction, testing, use and periodic inspection

高圧ガス容器－(アセチレンを除く)準大気圧ガス
充填用材料を封入する詰め替え式溶接鋼製高圧
容器－設計，製造，試験，使用及び定期検査

20190620

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 16135:2006/Amd
1:2019

ISO 16135:2006/Amd 1:2019

ISO 16135:2006/修正票1:2019

20190704

2,073円 (本体1,920円）

ISO 16136:2006/Amd
1:2019

ISO 16136:2006/Amd 1:2019

ISO 16136:2006/修正票1:2019

20190704

2,073円 (本体1,920円）

ISO 16137:2006/Amd
1:2019

ISO 16137:2006/Amd 1:2019

ISO 16137:2006/修正票1:2019

20190704

2,073円 (本体1,920円）

ISO 16138:2006/Amd
1:2019

ISO 16138:2006/Amd 1:2019

ISO 16138:2006/修正票1:2019

20190704

2,073円 (本体1,920円）

ISO 16139:2006/Amd
1:2019

ISO 16139:2006/Amd 1:2019

ISO 16139:2006/修正票1:2019

20190704

2,073円 (本体1,920円）

ISO 20361:2019

Liquid pumps and pumps units -- Noise test code
-- Grades 2 and 3 of accuracy

液体ポンプ及びポンプユニット－騒音試験コード
－等級2及び3の精度

20190719

15,292円 (本体14,160円）

ISO 20421-1:2019

Cryogenic vessels -- Large transportable
vacuum-insulated vessels -- Part 1: Design,
fabrication, inspection and testing

超低温容器－大型輸送可能真空分離容器－第1
部：設計，製造，検査及び試験

20190619

25,660円 (本体23,760円）

ISO 21787:2006/Amd
1:2019

ISO 21787:2006/Amd 1:2019

ISO 21787:2006/修正票1:2019

20190704

2,073円 (本体1,920円）

制定
年月日

定価（本体価格）

25 生産工学
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 6480:2019

Test conditions for horizontal internal type
broaching machines -- Testing of accuracy

横形内面ブローチ盤の試験条件－精密試験

20190626

11,404円 (本体10,560円）

ISO 6481:2019

Test conditions for vertical surface type
broaching machines -- Testing of accuracy

立形外面ブローチ盤の試験条件－精密試験

20190626

11,404円 (本体10,560円）

ISO 15614-1:2017/Amd
1:2019

ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019

ISO 15614-1:2017/修正票1:2019

20190709

2,073円 (本体1,920円）

ISO/TR 22770:2019

Preparation of steel substrates before application
of paints and related products -- Analytical
colorimetry method to support visual assessment
of surface preparation grades

塗料及び関連製品塗装前の鋼材の素地処理－表
面処理の等級の目視評価を支援するための比色 20190715
分析法

7,516円 (本体6,960円）

27 エネルギー及び熱伝達工学
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 19013-1:2019

Rubber hoses and tubing for fuel circuits for
internal combustion engines -- Specification -Part 1: Diesel fuels

内燃機関の燃料回路用ゴムホース及びチューブ
－仕様－第1部：ディーゼル燃料

20190716

11,404円 (本体10,560円）

ISO 19967-2:2019

Heat pump water heaters -- Testing and rating
for performance -- Part 2: Heat pump water
heaters for space heating

ヒートポンプ給湯器－性能の試験及び格付け－第
20190619
2部：暖房用ヒートポンプ給湯器

15,292円 (本体14,160円）

ISO 23551-8:2016/Amd
1:2019

Overheating safety devices

修正票1－過熱安全装置

20190618

2,073円 (本体1,920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

ISO/IEC 9075-15:2019

原文標題

邦訳標題（参考訳）

Information technology database languages -SQL -- Part 15: Multi-dimensional arrays
(SQL/MDA)

JSA Japanese Standards Association

情報技術－データベース言語－SQL－第15部：多
20190620
次元配列(SQL/MDA)

25,660円 (本体23,760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 9241-210:2019

Ergonomics of human-system interaction -- Part
210: Human-centred design for interactive
systems

人間工学－人とシステムとのインタラクション－第
210部：対話型システムの人間中心設計

20190704

17,884円 (本体16,560円）

ISO 11783-5:2019

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 5: Network management

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5部：ネットワークマネジ
メント

20190624

17,884円 (本体16,560円）

ISO/IEC TR 118019907:2019

Information technology -- Generic cabling
systems for customer premises -- Part 9907:
Title missing

情報技術－加入者宅用の共通配線－第9907部：
タイトル紛失

20190718

11,404円 (本体10,560円）

ISO 12381:2019

Health informatics -- Explicit time-related
expressions for healthcare-specific problems

保健医療情報－医療固有の問題に関する明示的
時間関連の表現

20190719

15,292円 (本体14,160円）

ISO/IEC 144965:2001/Amd 40:2019

Printing material and 3D graphics coding for
browsers reference software

修正票40－ブラウザ参照ソフトウェアのための印
刷物及び3D符号化

20190626

2,073円 (本体1,920円）

ISO/IEC 14543-5101:2019

Information technology -- Home electronic
systems (HES) architecture -- Part 5-101:
Intelligent grouping and resource sharing remote
AV access profile

情報技術－家庭用電子装置(HES)アーキテクチャ
－第5-101部：リモートAVアクセスプロファイル資
源共有協同サービス

20190621

15,292円 (本体14,160円）

ISO/TR 14872:2019

Health informatics -- Identification of medicinal
products -- Core principles for maintenance of
identifiers and terms

保健医療情報－医薬品の識別－識別子および用
語の保守に関するコア原則

20190712

7,516円 (本体6,960円）

ISO/IEC 1593815:2019

Information technology -- Multimedia content
description interface -- Part 15: Compact
descriptors for video analysis

情報技術－マルチメディア内容記述インターフェー
20190715
ス- 第15部：ビデオ分析のためのコンパクト記述子

17,884円 (本体16,560円）

ISO 17573-1:2019

Electronic fee collection -- System architecture
for vehicle-related tolling -- Part 1: Reference
model

自動料金収受システム－車両関連料金収受のシ
ステムアーキテクチャ－第1部：規範モデル

20190718

20,476円 (本体18,960円）

ISO 19162:2019

Geographic information -- Well-known text
representation of coordinate reference systems

地理情報－座標系のWKT表現

20190711

25,660円 (本体23,760円）

ISO/IEC TR 200007:2019

Information technology -- Service management - Part 7: Guidance on the integration and
correlation of ISO/IEC 20000-1:2018 to ISO
9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013

情報技術－サービスマネジメント－第7部：
ISO/IEC 20000-1:2018のISO 9001:2015及び
ISO/IEC 27001:2013への統合及び相互関係の手
引

20190716

23,068円 (本体21,360円）

ISO/IEC 21122-2:2019

Information technology -- JPEG XS low-latency
lightweight image coding system -- Part 2:
Profiles and buffer models

情報技術－JPEG XS低遅延軽負荷画像符号化シ
20190627
ステム－第2部：プロファイル及び緩衝モデル

20,476円 (本体18,960円）

ISO/TS 21564:2019

Health Informatics -- Terminology resource map
quality measures (MapQual)

保健医療情報－専門用語リソースマップの品質尺
20190618
度

15,292円 (本体14,160円）

ISO/TR 21735:2019

Intelligent transport systems -- Framework
architecture for plug and play (PnP) functionality
in vehicles utilizing nomadic devices

高度道路交通システム－ノマディックデバイスを
利用している車両内のプラグアンドプレイ(PnP)機
能のためのフレームワークアーキテクチャ

20190716

7,516円 (本体6,960円）

ISO 21812-1:2019

Graphic technology -- Print product metadata for
PDF files -- Part 1: Architecture and core
requirements for metadata

グラフィック技術－PDFファイルの印刷製品メタ
データ－第1部：アーキテクチャ及びメタデータの
中核要求事項

20190702

17,884円 (本体16,560円）

ISO/TS 22558:2019

Health informatics -- Classification of traditional
Chinese medicine data sets

保健医療情報－伝統中国医学データセットの分類 20190716

11,404円 (本体10,560円）

ISO/IEC 2300021:2019

Information technology -- Multimedia application
format (MPEG-A) -- Part 21: Visual identity
management application format

情報技術－マルチメディアアプリケーションフォー
マット(MPEG-A)－第21部：ビジュアルアイデンティ
ティマネジメントアプリケーションフォーマット

20190703

20,476円 (本体18,960円）

ISO/IEC 2300022:2019

Information technology -- Multimedia application
format (MPEG-A) -- Part 22: Multi-image
application format (MIAF)

情報技術－マルチメディアアプリケーションフォー
マット(MPEG-A)－第22部：マルチイメージアプリ
ケーションフォーマット(MIAF)

20190621

17,884円 (本体16,560円）

ISO/IEC 230083:2019/Amd 1:2019

Audio metadata enhancements

修正票1－オーディオメタデータ強化

20190701

20,476円 (本体18,960円）

JSA Japanese Standards Association
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ISO 24613-1:2019

Language resource management -- Lexical
markup framework (LMF) -- Part 1: Core model

言語リソースマネジメント－語彙構成の枠組み
(LMF)－第1部：コアモデル

20190620

11,404円 (本体10,560円）

ISO/IEC 25020:2019

Systems and software engineering -- Systems
and software Quality Requirements and
Evaluation (SQuaRE) -- Quality measurement
framework

システム及びソフトウェア工学－システム及びソフ
トウェア品質要求事項及び評価(SQuaRE)－品質
マネジメントの枠組み

20190712

17,884円 (本体16,560円）

ISO/IEC 2916719:2019

Information technology -- Automatic
identification and data capture techniques -Part 19: Crypto suite RAMON security services
for air interface communications

情報技術－自動識別及びデータ収集技法－第19
部：無線インタフェース通信のための暗号スイート
RAMONセキュリティサービス

20190626

23,068円 (本体21,360円）

ISO/IEC 29192-7:2019

Information security -- Lightweight cryptography
-- Part 7: Broadcast authentication protocols

情報セキュリティ－軽量暗号－第7部：放送認証プ
20190716
ロトコル

7,516円 (本体6,960円）

ISO/IEC TR
33018:2019

Information technology -- Process assessment - Guidance for assessor competency

情報技術－プロセス評価－評価員の力量の手引

20190711

4,924円 (本体4,560円）

制定
年月日

定価（本体価格）

20190619

20,476円 (本体18,960円）

37 映像技術
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 15781:2019

Photography -- Digital still cameras -- Measuring
shooting time lag, shutter release time lag,
shooting rate, and start-up time lag

写真－デジタルスチールカメラ－撮影タイムラグ，
撮影リリースタイムラグ，撮影速度及びスタート
アップタイムの測定

ISO 18949:2019

Imaging materials -- Reflection colour
photographic prints -- Method for testing stability
under low humidity conditions

イメージング材料－反射カラー写真プリント－低湿
20190719
度条件下における安定性の試験方法

ISO/TS 19567-2:2019

Photography -- Digital cameras -- Part 2:
Texture analysis using stochastic pattern

写真－デジタルカメラ－第2部：確率的パターンを
用いるテクスチャ分析

20190716

15,292円 (本体14,160円）

ISO/TS 21139-21:2019

Permanence and durability of commercial prints - Part 21: In-window display -- Light and ozone
stability

商業印刷物の永続性及び耐久性－第21部：ウイ
ンドーディスプレー－光及びオゾン安定度

20190719

11,404円 (本体10,560円）

ISO 21812-1:2019

Graphic technology -- Print product metadata for
PDF files -- Part 1: Architecture and core
requirements for metadata

グラフィック技術－PDFファイルの印刷製品メタ
データ－第1部：アーキテクチャ及びメタデータの
中核要求事項

20190702

17,884円 (本体16,560円）

制定
年月日

定価（本体価格）

7,516円 (本体6,960円）

39 精密機械．宝石類
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 11494:2019

Jewellery and precious metals -- Determination
of platinum in platinum alloys -- ICP-OES
method using an internal standard element

宝石及び貴金属－白金合金内の白金の定量－内
20190710
部標準元素素を使用するICP-OES法

4,924円 (本体4,560円）

ISO 11495:2019

Jewellery and precious metals -- Determination
of palladium in palladium alloys -- ICP-OES
method using an internal standard element

宝石及び貴金属－パラジウム合金内のパラジウ
ムの定量－内部標準要素を用いるICP-OES法

20190705

4,924円 (本体4,560円）

制定
年月日

定価（本体価格）

43 自動車工学
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 5130:2019

Acoustics -- Measurements of sound pressure
level emitted by stationary road vehicles

音響－静止した路上走行車から放出される騒音
の測定

20190712

11,404円 (本体10,560円）

ISO/TR 21735:2019

Intelligent transport systems -- Framework
architecture for plug and play (PnP) functionality
in vehicles utilizing nomadic devices

高度道路交通システム－ノマディックデバイスを
利用している車両内のプラグアンドプレイ(PnP)機
能のためのフレームワークアーキテクチャ

20190716

7,516円 (本体6,960円）

ISO 21755-1:2019

Motorcycles -- Measurement method for
evaporative emissions -- Part 1: SHED test
procedure

モータサイクル－蒸発ガスの測定方法－第1部：
SHED試験手順

20190715

15,292円 (本体14,160円）

JSA Japanese Standards Association
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ISO 22241-4:2019

Diesel engines -- NOx reduction agent AUS 32 - Part 4: Refilling interface

ディーゼルエンジン－Nox削減物質AUS 32－第4
部：レフィリングインタフェース

20190712

11,404円 (本体10,560円）

ISO 22241-5:2019

Diesel engines -- NOx reduction agent AUS 32 - Part 5: Refilling interface for passenger cars

ディーゼルエンジン－Nox削減物質AUS 32－第5
部：乗用車用レフィリングインタフェース

20190705

11,404円 (本体10,560円）

制定
年月日

定価（本体価格）

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 9089:2019

Marine structures -- Mobile offshore units -Mooring positioning windlasses and winches

海洋構造物－移動式海洋装置－係船，位置調整
揚錨機

20190702

7,516円 (本体6,960円）

ISO 11336-3:2019

Large yachts -- Strength, weathertightness and
watertightness of glazed openings -- Part 3:
Quality assurance, installation and in-service
inspection

大型ヨット－ガラス嵌め開口部の強度，耐候性及
び防水性－第3部：品質保証，設置及び供用期間
中検査

20190619

17,884円 (本体16,560円）

ISO 15738:2019

Ships and marine technology -- Maritime safety - Gas inflation systems for inflatable life-saving
appliances

船舶及び海洋技術 - 海上の安全－膨張式救命
設備のためのガス膨張システム

20190712

11,404円 (本体10,560円）

ISO 21593:2019

Ships and marine technology -- Technical
requirements for dry-disconnect/connect
couplings for bunkering liquefied natural gas

船舶及び海洋技術－液化天然ガスの燃料補給の
ためのドライディスコネクト/コネクトカップリングの
技術的要求事項

20190715

11,404円 (本体10,560円）

ISO 25862:2019

Ships and marine technology -- Marine magnetic
compasses, binnacles and azimuth reading
devices

船舶及び海洋工学－海洋磁気コンパス，ビナクル
及びアジマス読み取り装置

20190712

20,476円 (本体18,960円）

制定
年月日

定価（本体価格）

49 航空宇宙工学
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 10795:2019

Space systems -- Programme management and
quality -- Vocabulary

宇宙システム－プログラムマネジメント及び品質
－用語

20190712

20,476円 (本体18,960円）

ISO 24113:2019

Space systems -- Space debris mitigation
requirements

宇宙システム－宇宙ゴミ削減の要求事項

20190711

11,404円 (本体10,560円）

ISO 26872:2019

Space systems -- Disposal of satellites operating
at geosynchronous altitude

宇宙システム－静止軌道高度で運用された衛星
の廃棄

20190703

20,476円 (本体18,960円）

邦訳標題（参考訳）

制定
年月日

定価（本体価格）

包装－アクセシブルデザイン－取扱い及び操作

20190719

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）

55 包装及び物流
規格番号

ISO 22015:2019

原文標題
Packaging -- Accessible design -- Handling and
manipulation

59 繊維及び皮革技術
規格番号

原文標題

ISO 2307:2019

Fibre ropes -- Determination of certain physical
and mechanical properties

繊維ロープ － 一部の物理特性及び機械特性の
測定

20190719

15,292円 (本体14,160円）

ISO 9554:2019

Fibre ropes -- General specifications

繊維ロープ－一般仕様

20190717

20,476円 (本体18,960円）

ISO 18218-2:2019

Leather -- Determination of ethoxylated
alkylphenols -- Part 2: Indirect method

レザー－エトキシ化アルキルフェノール－第2部：
間接法

20190618

11,404円 (本体10,560円）

JSA Japanese Standards Association
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61 被服工業
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 9407:2019

Footwear sizing -- Mondopoint system of sizing
and marking

はきものの寸法決定－寸法決定及びマーク表示
に関するモンドポイントシステム

20190703

4,924円 (本体4,560円）

ISO 17700:2019

Footwear -- Test methods for upper components
and insocks -- Colour fastness to rubbing and
bleeding

はきもの－アッパー構成品及びインソックスの試
験方法－摩擦堅ろう度

20190719

11,404円 (本体10,560円）

制定
年月日

定価（本体価格）

20190619

15,292円 (本体14,160円）

65 農業
規格番号

原文標題

邦訳標題（参考訳）

ISO 9512:2019

Cigarettes -- Determination of ventilation -Definitions and measurement principles

シガレット - ベンチレーションの測定 - 定義及び
測定原理

ISO 10362-1:2019

Cigarettes -- Determination of water in total
particulate matter from the mainstream smoke -Part 1: Gas-chromatographic method

シガレット－主流煙からの総粒状物質中の水分の
20190719
定量－第1部：ガスクロマトグラフ法

ISO 11783-5:2019

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 5: Network management

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5部：ネットワークマネジ
メント

20190624

17,884円 (本体16,560円）

ISO 23016-2:2019

Fine bubble technology -- Agricultural
applications -- Part 2: Test method for evaluating
the promotion of the germination of barley seeds

ファインバブル技術－農業分野－第2部：オオムギ
20190716
種子の発芽促進を評価する試験方法

11,404円 (本体10,560円）

7,516円 (本体6,960円）

71 化学技術
規格番号

ISO 21087:2019

原文標題

邦訳標題（参考訳）

Gas analysis -- Analytical methods for hydrogen
fuel -- Proton exchange membrane (PEM) fuel
cell applications for road vehicles

制定
年月日

ガス分析－液体水素燃料の分析手法－自動車用
20190626
プロトン交換膜(PEM)燃料電池

定価（本体価格）

11,404円 (本体10,560円）

73 鉱採及び鉱物
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 8858-1:2019

Hard coal -- Froth flotation testing -- Part 1:
Laboratory procedure

ハードコール－フロス浮選試験－第1部：試験室
手順

20190624

11,404円 (本体10,560円）

ISO 10086-1:2019

Coal -- Methods for evaluating flocculants for
use in coal preparation -- Part 1: Basic
parameters

石炭－選炭に使用する凝集剤の評価方法－第1
部：基本パラメータ

20190624

7,516円 (本体6,960円）

ISO 19976-1:2019

Copper, lead and zinc sulfide concentrates -Determination of cadmium -- Part 1: Flame
atomic absorption spectrometric method

銅，鉛及び硫化亜鉛濃縮物－カドミウムの定量－
第1部：フレーム原子吸光分析法

20190719

11,404円 (本体10,560円）

ISO 19976-2:2019

Copper, lead and zinc sulfide concentrates -Determination of cadmium -- Part 2: Acid
digestion and inductively coupled plasma atomic
emission spectrometric method

銅，鉛及び硫化亜鉛濃縮物－カドミウムの定量－
第2部：酸分解及び誘導結合プラズマ原子発光分
析法

20190719

7,516円 (本体6,960円）

邦訳標題（参考訳）

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

ISO 925:2019

Solid mineral fuels -- Determination of carbonate
carbon content -- Gravimetric method

固形鉱物燃料－炭酸塩炭素成分の定量方法－
重量法

20190716

7,516円 (本体6,960円）

ISO 3924:2019

Petroleum products -- Determination of boiling
range distribution -- Gas chromatography method

石油製品－沸騰範囲分布の求め方－ガスクロマ
トグラフィ法

20190719

20,476円 (本体18,960円）

JSA Japanese Standards Association
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ISO 13679:2019

Petroleum and natural gas industries -Procedures for testing casing and tubing
connections

石油及び天然ガス工業－ケーシング及びチュービ
20190711
ング連結試験手順

ISO 19901-9:2019

Petroleum and natural gas industries -- Specific
requirements for offshore structures -- Part 9:
Structural integrity management

石油及び天然ガス工業－海洋構造物に関する特
定要求事項－第9部：構造強度管理

20190719

25,660円 (本体23,760円）

ISO 19906:2019

Petroleum and natural gas industries -- Arctic
offshore structures

石油及び天然ガス工業－北極海オフショア構造物 20190712

25,660円 (本体23,760円）

4,924円 (本体4,560円）

77 金属工学
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 945-1:2019

Microstructure of cast irons -- Part 1: Graphite
classification by visual analysis

鋳鉄の微構造－第1部：目視分析による黒鉛の分
類

20190624

17,884円 (本体16,560円）

ISO 10049:2019

Aluminium alloy castings -- Visual method for
assessing porosity

アルミ合金鋳物－多孔率の目視評価の方法

20190619

4,924円 (本体4,560円）

制定
年月日

定価（本体価格）

79 木材工業
規格番号

ISO 2386:2019

原文標題

邦訳標題（参考訳）

Packed cork -- Virgin cork, raw reproduction
cork, burnt cork, boiled reproduction cork and raw
cork waste -- Determination of moisture content

圧搾コルク－未処理コルク，再生生コルク，焼成コ
ルク，煮沸再生コルク及び生コルク廃棄物－含水 20190717
量測定

4,924円 (本体4,560円）

81 ガラス及びセラミック工業
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 21859:2019

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced
technical ceramics) -- Test method for plasma
resistance of ceramic components in
semiconductor manufacturing equipment

ファインセラミックス(先進セラミックス，先進技術セ
ラミックス)－半導体製造機器のセラミック部材の
プラズマ抵抗の試験方法

20190618

4,924円 (本体4,560円）

ISO 27447:2019

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced
technical ceramics) -- Test method for
antibacterial activity of semiconducting
photocatalytic materials

ファインセラミックス(先進セラミックス，先進技術セ
ラミックス)－半導体光触媒材料の抗菌性の試験
方法

20190717

15,292円 (本体14,160円）

制定
年月日

定価（本体価格）

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 813:2019

Rubber, vulcanized or thermoplastic -Determination of adhesion to a rigid substrate -90 degree peel method

加硫ゴム，熱可塑性ゴム－接着の求め方－90度
曲げ法

20190717

7,516円 (本体6,960円）

ISO 4577:2019

Plastics -- Polypropylene and propylenecopolymers -- Determination of thermal oxidative
stability in air -- Oven method

プラスチック－ポリプロピレン及びプロピレンのコ
ポリマー－空気中における酸化熱安定性の測定
－オーブン法

20190717

7,516円 (本体6,960円）

ISO 9113:2019

Plastics -- Polypropylene (PP) and propylenecopolymer thermoplastics -- Determination of
isotactic index

プラスチック－ポリプロピレン(PP)及びプロピレンコ
ポリマー熱可塑性プラスチック－イソタクチック指
20190624
数の測定

4,924円 (本体4,560円）

ISO 11833-1:2019

Plastics -- Unplasticized poly(vinyl chloride)
sheets -- Part 1: Types, dimensions and
characteristics for sheets of thickness not less
than 1 mm

プラスチック－非可塑性ポリ塩化ビニルシート－
第1部：1 mm以上の厚さのシートのタイプ，寸法及
び特性

20190712

11,404円 (本体10,560円）

ISO 11907-1:2019

Plastics -- Smoke generation -- Determination of
the corrosivity of fire effluents -- Part 1: General
concepts and applicability

プラスチック－発煙－燃焼放出物の腐食性の測
定方法－第1部：一般概念及び適用性

20190712

4,924円 (本体4,560円）

ISO 11963:2019

Plastics -- Polycarbonate sheets -- Types,
dimensions and characteristics

プラスチック －ポリカーボネートシート －タイプ，
寸法及び特性

20190717

7,516円 (本体6,960円）

JSA Japanese Standards Association
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ISO 13325:2019

Tyres -- Coast-by methods for measurement of
tyre-to-road sound emission

タイヤ－タイヤ・路面間の発生音の測定のための
惰力走行法

20190719

7,516円 (本体6,960円）

ISO 14309:2019

Rubber, vulcanized or thermoplastic -Determination of volume and/or surface
resistivity

加硫ゴム又は熱可塑性ゴム－体積及び/又は表
面抵抗力の求め方

20190703

11,404円 (本体10,560円）

ISO 19013-1:2019

Rubber hoses and tubing for fuel circuits for
internal combustion engines -- Specification -Part 1: Diesel fuels

内燃機関の燃料回路用ゴムホース及びチューブ
－仕様－第1部：ディーゼル燃料

20190716

11,404円 (本体10,560円）

ISO 20144:2019

Fibre-reinforced plastic composites -- Standard
qualification plan (SQP) for composite materials,
including reduced qualification plan (RQP) and
extended qualification plan (EQP) schemes

繊維強化プラスチック複合材料－簡易認定計画
(RQP)及び外部認定計画(EQP)スキームを含む複
合材料の標準認定計画(SQP)

20190712

17,884円 (本体16,560円）

ISO 21970-1:2019

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

プラスチック－ポリケトン(PK)成形及び押出材料－
20190717
第1部：名称指定システム及び仕様の基礎

7,516円 (本体6,960円）

ISO 21970-2:2019

Plastics -- Polyketone (PK) moulding and
extrusion materials -- Part 2: Preparation of test
specimens and determination of properties

プラスチック－ポリケトン(PK)成形及び押出材料－
20190717
第2部：試験片の作成及び特質の求め方

7,516円 (本体6,960円）

ISO 22631:2019

Adhesives -- Test methods for adhesives for
floor and wall coverings -- Peel test

接着剤－床仕上げ材及び壁紙用接着剤の試験方
20190702
法－剥離試験

7,516円 (本体6,960円）

ISO 22632:2019

Adhesives -- Test methods for adhesives for
floor and wall coverings -- Shear test

接着剤－床仕上げ材及び壁紙用接着剤の試験方
20190702
法－せん断試験

7,516円 (本体6,960円）

ISO 22635:2019

Adhesives -- Test methods for adhesives for
plastic or rubber floor coverings or wall coverings
-- Determination of dimensional changes after
accelerated ageing

接着剤－床仕上げ材及び壁紙用接着剤の試験方
20190702
法－促進老化後の寸法変化の求め方

7,516円 (本体6,960円）

ISO 22637:2019

Adhesives -- Test of adhesive for floor covering
-- Determination of the electrical resistance of
adhesive films and composites

接着剤－床仕上げ材及び壁紙用接着剤の試験方
法－接着フィルム及び合成物の電気抵抗の求め 20190702
方

4,924円 (本体4,560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 1762:2019

Paper, board, pulps and cellulose nanomaterials - Determination of residue (ash content) on
ignition at 525 °C

紙，板紙，パルプ及びセルロースナノ材料－灼熱
温度525℃における残渣(灰分)の試験方法

20190717

7,516円 (本体6,960円）

ISO 2144:2019

Paper, board, pulps and cellulose nanomaterials - Determination of residue (ash content) on
ignition at 900 °C

紙，板紙，パルプ及びセルロースナノ材料－灼熱
温度900℃における残渣(灰分)の試験方法

20190627

7,516円 (本体6,960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 2431:2019

Paints and varnishes -- Determination of flow
time by use of flow cups

塗料及びワニス－粘度(フローカップ法)

20190617

11,404円 (本体10,560円）

ISO 22518:2019

Paints and varnishes -- Determination of
solvents in water-thinnable coating materials -Gas-chromatographic method

塗料及びワニス－水性被膜材料内の溶剤の定量
－ガスクロマトグラフィ法

20190712

7,516円 (本体6,960円）

ISO 22557:2019

Paints and varnishes -- Scratch test using a
spring-loaded pen

塗料及びワニス－ばね加重ペンを用いる引っかき
20190716
試験

11,404円 (本体10,560円）

ISO 22969:2019

Paints and varnishes -- Determination of solar
reflectance

塗料及びワニス－日射反射率の求め方

11,404円 (本体10,560円）

JSA Japanese Standards Association
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ISO 23496:2019

Determination of pH value -- Reference buffer
solutions for the calibration of pH measuring
equipment

pH値の測定－pH測定機器の校正のための基準
緩衝溶液

20190712

11,404円 (本体10,560円）

ISO 23497:2019

Determination of pH value -- Technical buffer
solutions for the calibration of technical
measuring installations

pH値の測定－技術測定設備の校正のための技
術緩衝溶液

20190712

7,516円 (本体6,960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 15714:2019

Method of evaluating the UV dose to airborne
microorganisms transiting in-duct ultraviolet
germicidal irradiation devices

ダクト内紫外線殺菌照射装置に移行する浮遊微
生物の紫外線線量の評価方法

20190712

11,404円 (本体10,560円）

ISO 16535:2019

Thermal insulating products for building
applications -- Determination of long-term water
absorption by immersion

建築用途の断熱製品－浸せきによる長期吸水率
の求め方

20190621

7,516円 (本体6,960円）

ISO 16536:2019

Thermal insulating products for building
applications -- Determination of long-term water
absorption by diffusion

建築用途の断熱製品－拡散による長期吸水率の
求め方

20190701

4,924円 (本体4,560円）

ISO/TR 19623:2019

Timber structures -- Glued laminated timber -Assignment of glued laminated timber
characteristic values from laminate properties

木材構造物－集成木材－積層特質からの集成木
材特性値の割り当て

20190619

17,884円 (本体16,560円）

ISO 29767:2019

Thermal insulating products for building
applications -- Determination of short-term
water absorption by partial immersion

建築用途の断熱製品－部分浸没による短期吸水
の求め方

20190627

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。

