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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 Guide 59:2019
ISO and IEC recommended practices for
standardization by national bodies

ISO及びIEC推奨の国家機関による標準化のため
の実施

20190819 11,404円 (本体10,560円）

ISO/IEC Guide 63:2019
Guide to the development and inclusion of
aspects of safety in International Standards for
medical devices

医用機器の国際規格への安全面の開発及び取込
みのためのガイド

20190812 15,292円 (本体14,160円）

ISO 3252:2019 Powder metallurgy -- Vocabulary 粉末冶金－用語 20190731 4,924円 (本体4,560円）

ISO 5323:2019 Wood flooring and parquet -- Vocabulary 木製床材及び寄木－用語 20190722 4,924円 (本体4,560円）

ISO 7010:2019
Graphical symbols -- Safety colours and safety
signs -- Registered safety signs

図記号－安全色及び安全標識－登録安全標識 20190730 25,660円 (本体23,760円）

ISO 8384:2019
Ships and marine technology -- Dredgers --
Vocabulary

船舶及び海洋技術－しゅんせつ船－用語集 20190816 4,924円 (本体4,560円）

ISO 12718:2019
Non-destructive testing -- Eddy current testing -
- Vocabulary

非破壊試験－渦流探傷試験－用語 20190723 4,924円 (本体4,560円）

ISO 15115:2019 Leather -- Vocabulary レザー―用語 20190729 4,924円 (本体4,560円）

ISO 19223:2019
Lung ventilators and related equipment --
Vocabulary and semantics

肺換気装置及び関連機器－用語及び語義 20190724 4,924円 (本体4,560円）

ISO 21110:2019
Information and documentation -- Emergency
preparedness and response

情報と文書化－緊急事態の準備と対応 20190729 23,068円 (本体21,360円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO/TS 17033:2019
Ethical claims and supporting information --
Principles and requirements

倫理的主張と支援情報－原則及び要求事項 20190820 11,404円 (本体10,560円）

ISO 17515-3:2019
Intelligent transport systems -- Evolved-
universal terrestrial radio access network -- Part
3: LTE-V2X

高度道路交通システム－進化型ユニバーサル地
上無線アクセスネットワーク(E-UTRAN)－第3部：
LTE-V2X

20190805 17,884円 (本体16,560円）

ISO/IEC 20000-2:2019
Information technology -- Service management -
- Part 2: Guidance on the application of service
management systems

情報技術－サービスマネジメント－第2部：サービ
スマネジメントシステムの適用の手引

20190819 23,068円 (本体21,360円）

ISO/IEC 20000-3:2019
Information technology -- Service management -
- Part 3: Guidance on scope definition and
applicability of ISO/IEC 20000-1

情報技術－サービスマネジメント－第3部：
ISO/IEC 20000-1の適用範囲定義及び適用性の
手引

20190819 17,884円 (本体16,560円）

　　　　　　　　　---　2019-08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）

01 総論．用語．標準化．ドキュメンテーション

03 社会学．サービス．経営組織及び管理．行政．運輸

定価（本体価格）

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 21177:2019

Intelligent transport systems -- ITS station
security services for secure session
establishment and authentication between trusted
devices

高度道路交通システム－信頼できるデバイス間の
安全なセッション確立及び認証のためのITSス
テーションセキュリティサービス

20190807 25,660円 (本体23,760円）

ISO 21219-2:2019

Intelligent transport systems -- Traffic and travel
information (TTI) via transport protocol experts
group, generation 2 (TPEG2) -- Part 2: UML
modelling rules (TPEG2-UMR)

高度道路交通システム－輸送プロトコルエキス
パートグループ，世代2 (TPEG2)を介した交通及び
旅行者情報－第2部：UMLモデリング規則
(TPEG2-UMR)

20190724 20,476円 (本体18,960円）

ISO 21219-3:2019

Intelligent transport systems -- Traffic and travel
information (TTI) via transport protocol experts
group, generation 2 (TPEG2) -- Part 3: UML to
binary conversion rules (TPEG2-UBCR)

高度道路交通システム－輸送プロトコルエキス
パートグループ，世代2 (TPEG2)を介した交通及び
旅行者情報－第3部：UMLからバイナリへの変換
規則(TPEG2-UBCR)

20190724 15,292円 (本体14,160円）

ISO 21219-4:2019

Intelligent transport systems -- Traffic and travel
information (TTI) via transport protocol experts
group, generation 2 (TPEG2) -- Part 4: UML to
XML conversion rules

高度道路交通システム－輸送プロトコルエキス
パートグループ，世代2 (TPEG2)を介した交通及び
旅行者情報－第4部：UMLからXMLへの変換規則
のUML

20190724 20,476円 (本体18,960円）

ISO 21219-5:2019

Intelligent transport systems -- Traffic and travel
information (TTI) via transport protocol experts
group, generation 2 (TPEG2) -- Part 5: Service
framework (TPEG2-SFW)

高度道路交通システム－輸送プロトコルエキス
パートグループ，世代2 (TPEG2)を介した交通及び
旅行者情報－第5部：サービスの枠組み(TPEG2-
SFW)

20190724 20,476円 (本体18,960円）

ISO 21219-6:2019

Intelligent transport systems -- Traffic and travel
information(TTI) via transport protocol experts
group, generation 2 (TPEG2) -- Part 6: Message
management container (TPEG2-MMC)

高度道路交通システム－輸送プロトコルエキス
パートグループ，世代2 (TPEG2)を介した交通及び
旅行者情報－第6部：メッセージマネジメントコンテ
ナ(TPEG2-MMC)

20190724 15,292円 (本体14,160円）

ISO 21219-18:2019

Intelligent transport systems -- Traffic and travel
information (TTI) via transport protocol experts
group, generation 2 (TPEG2) -- Part 18: Traffic
flow and prediction application (TPEG2-TFP)

高度道路交通システム－輸送プロトコルエキス
パートグループ，世代2 (TPEG2)を介した交通及び
旅行者情報－第18部：交通流量及び予測アプリ
ケーション(TPEG2-TFP)

20190724 23,068円 (本体21,360円）

ISO 21416:2019
Recreational diving services -- Requirements and
guidance on environmentally sustainable practices
in recreational diving

レクリエーションダイビングサービス－レクリエー
ションダイビングにおける環境的に持続可能な実
践に関する要求事項及び手引

20190805 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21417:2019
Recreational diving services -- Requirements for
training on environmental awareness for
recreational divers

レクリエーションダイビングサービス-レクリエー
ションダイバーの環境意識に関するトレーニング
の要件

20190802 7,516円 (本体6,960円）

ISO 22514-5:2019

Statistical methods in process management --
Capability and performance -- Part 5: Process
capability estimates and performance for
attributive characteristics

プロセスマネジメントにおける統計的手法－能力
及び性能－第5部: 属性特性のプロセス能力の推
定とパフォーマンス

20190809 7,516円 (本体6,960円）

ISO 37158:2019
Smart community infrastructures -- Smart
transportation using battery-powered buses for
passenger services

スマート・コミュニティ・インフラストラクチャー―乗
客サービスのために電池式バスを使用したスマー
ト輸送

20190802 7,516円 (本体6,960円）

ISO 46001:2019
Water efficiency management systems --
Requirements with guidance for use

水効率マネジメントシステム―使用ガイダンス付き
の要求事項

20190729 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 15216-2:2019

Microbiology of the food chain -- Horizontal
method for determination of hepatitis A virus and
norovirus using real-time RT-PCR -- Part 2:
Method for detection

フードチェーンの微生物学－リアルタイムRT-PCR
による食品中のA型肝炎ウィルス及びノロウィルス
の同定のための水平法－第2部：検出の方法

20190723 20,476円 (本体18,960円）

ISO 17410:2019
Microbiology of the food chain -- Horizontal
method for the enumeration of psychrotrophic
microorganisms

フードチェーンの微生物学－低温菌の計数のため
の水平方法

20190725 7,516円 (本体6,960円）

ISO 20395:2019
Biotechnology -- Requirements for evaluating the
performance of quantification methods for nucleic
acid target sequences -- qPCR and dPCR

バイオテクノロジ－核酸標的配列の定量法を評価
するための要求事項－qPCR及びdPCR

20190808 20,476円 (本体18,960円）

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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規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO/IEC Guide 63:2019
Guide to the development and inclusion of
aspects of safety in International Standards for
medical devices

医用機器の国際規格への安全面の開発及び取込
みのためのガイド

20190812 15,292円 (本体14,160円）

ISO 3630-1:2019
Dentistry -- Endodontic instruments -- Part 1:
General requirements

歯科－歯内器具－第1部：一般要求事項 20190823 15,292円 (本体14,160円）

ISO 5356-2:2012/Amd
1:2019

ISO 5356-2:2012/Amd 1:2019 ISO 5356-2:2012/修正票1:2019 20190729 2,073円 (本体1,920円）

ISO 8600-3:2019

Endoscopes -- Medical endoscopes and
endotherapy devices -- Part 3: Determination of
field of view and direction of view of endoscopes
with optics

内視鏡－医用内視鏡及び附属品－第3部：光学系
を有する内視鏡の視野角及び視線方向の測定

20190729 7,516円 (本体6,960円）

ISO 19223:2019
Lung ventilators and related equipment --
Vocabulary and semantics

肺換気装置及び関連機器－用語及び語義 20190724 4,924円 (本体4,560円）

ISO 20069:2019
Guidance for assessment and evaluation of
changes to drug delivery systems

薬物配送システムの変更の評価及び評価のため
の手引

20190805 20,476円 (本体18,960円）

ISO 20896-1:2019
Dentistry -- Digital impression devices -- Part 1:
Methods for assessing accuracy

歯科－デジタル印象装置－第1部：精度を評価す
る方法

20190813 11,404円 (本体10,560円）

ISO/TS 20914:2019
Medical laboratories -- Practical guidance for the
estimation of measurement uncertainty

医療ラボラトリ―測定不確かさの推定のための実
践の手引

20190729 23,068円 (本体21,360円）

ISO 22622:2019

Implants for surgery -- Wear of total ankle-joint
prostheses -- Loading and displacement
parameters for wear-testing machines with load
or displacement control and corresponding
environmental conditions for test

外科用インプラント－全足首人工関節の摩耗－荷
重又は変位制御を備えた摩耗試験機の荷重及び
変位パラメータ並びに試験のための対応環境条
件

20190726 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 5660-1:2015/Amd
1:2019

ISO 5660-1:2015/Amd 1:2019 ISO 5660-1:2015/修正票1:2019 20190806 2,073円 (本体1,920円）

ISO 5815-1:2019

Water quality -- Determination of biochemical
oxygen demand after n days (BODn) -- Part 1:
Dilution and seeding method with allylthiourea
addition

水質－n日後の生物化学的酸素要求量(BODn)の
測定－第1部：アリルチオ尿素添加を伴う希釈及
びシード添加法

20190723 15,292円 (本体14,160円）

ISO 8178-9:2019

Reciprocating internal combustion engines --
Exhaust emission measurement -- Part 9: Test
cycles and test procedures for measurement of
exhaust gas smoke emissions from compression
ignition engines using an opacimeter

往復動内燃機関－排気排出物測定－第9部：不
透明度計 を使用する圧縮点火エンジンからの排
気ガススモーク排出物の測定に関する試験サイク
ル及び試験手順

20190722 23,068円 (本体21,360円）

ISO 13617:2019
Ships and marine technology -- Shipboard
incinerators -- Requirements

船舶及び海洋技術－船舶用焼却装置－要求事項 20190809 15,292円 (本体14,160円）

ISO 16000-40:2019
Indoor air -- Part 40: Indoor air quality
management system

室内空気－第40部：室内空気の品質マネジメント
システム

20190723 15,292円 (本体14,160円）

ISO 16505:2019
Road vehicles -- Ergonomic and performance
aspects of Camera Monitor Systems --
Requirements and test procedures

自動車－カメラ・モニター・システムの人間工学的
及び性能的側面－要件及びテスト手順

20190730 25,660円 (本体23,760円）

ISO 16900-1:2019
Respiratory protective devices -- Methods of
test and test equipment -- Part 1: Determination
of inward leakage

呼吸用保護具－試験方法及び試験機器－第1部：
全漏れ率の求め方

20190812 20,476円 (本体18,960円）

定価（本体価格）

13 環境．健康予防．安全

定価（本体価格）

11 医療技術

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 17723-1:2019

PPE ensembles for firefighters undertaking
hazardous materials response activities -- Part 1:
Gas-tight, vapour-protective ensembles for
emergency response teams ("type 1")

危険物対応活動を行う消防士向けの防災協議会
－第1部：緊急事態対応チームのための気密防湿
協議会（タイプ1）

20190820 17,884円 (本体16,560円）

ISO 21253-1:2019

Water quality -- Multi-compound class methods -
- Part 1: Criteria for the identification of target
compounds by gas and liquid chromatography and
mass spectrometry

水質－マルチクラスメソッド－第1部：ガス及び液
体クロマトグラフ質量分析計を用いた対象化合物
の定量方法に関するガイダンス

20190813 15,292円 (本体14,160円）

ISO 21253-2:2019

Water quality -- Multi-compound class methods -
- Part 2: Criteria for the quantitative
determination of organic substances using a
multi-compound class analytical method

水質－マルチクラスメソッド－第2部：多種の有機
化合物の分析方法の評価に関するガイダンス

20190813 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21416:2019
Recreational diving services -- Requirements and
guidance on environmentally sustainable practices
in recreational diving

レクリエーションダイビングサービス－レクリエー
ションダイビングにおける環境的に持続可能な実
践に関する要求事項及び手引

20190805 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21417:2019
Recreational diving services -- Requirements for
training on environmental awareness for
recreational divers

レクリエーションダイビングサービス-レクリエー
ションダイバーの環境意識に関するトレーニング
の要件

20190802 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21877:2019
Stationary source emissions-- Determination of
the mass concentration of ammonia -- Manual
method

固定発生源排出－アンモニアの質量濃度の求め
方－手動法

20190823 20,476円 (本体18,960円）

ISO/TS 22939:2019
Soil quality -- Measurement of enzyme activity
patterns in soil samples using fluorogenic
substrates in micro-well plates

地盤環境－蛍光原基質を用いるマイクロウェルプ
レートでの土壌サンプル内の酵素活性パターンの
測定

20190808 11,404円 (本体10,560円）

ISO 23611-3:2019
Soil quality -- Sampling of soil invertebrates --
Part 3: Sampling and extraction of enchytraeids

地盤環境－土壌無脊椎動物のサンプリング－第3
部：エンキトライドのサンプリング及び抽出

20190820 11,404円 (本体10,560円）

ISO 37158:2019
Smart community infrastructures -- Smart
transportation using battery-powered buses for
passenger services

スマート・コミュニティ・インフラストラクチャー―乗
客サービスのために電池式バスを使用したスマー
ト輸送

20190802 7,516円 (本体6,960円）

ISO 46001:2019
Water efficiency management systems --
Requirements with guidance for use

水効率マネジメントシステム―使用ガイダンス付き
の要求事項

20190729 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 13385-1:2019

Geometrical product specifications (GPS) --
Dimensional measuring equipment -- Part 1:
Design and metrological characteristics of
callipers

製品の幾何特性仕様(GPS)－寸法測定機器－第
1部：キャリパーの設計及び度量衡特性

20190821 11,404円 (本体10,560円）

ISO 17089-1:2019
Measurement of fluid flow in closed conduits --
Ultrasonic meters for gas -- Part 1: Meters for
custody transfer and allocation measurement

暗きょにおける流水量の測定－ガスの超音波計
量器－第1部：取引用計量器及び位置測定

20190823 25,660円 (本体23,760円）

ISO 17208-2:2019

Underwater acoustics -- Quantities and
procedures for description and measurement of
underwater sound from ships -- Part 2:
Determination of source levels from deep water
measurements

水中音響－船舶からの水中音響を説明及び測定
するための量及び手順－第2部：深海測定からの
音源レベルの求め方

20190725 11,404円 (本体10,560円）

ISO/ASTM 51276:2019
Practice for use of a polymethylmethacrylate
dosimetry system

ポリメチルメタクリレート（PMMA）線量計測システ
ムの使用法

20190814 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 12718:2019
Non-destructive testing -- Eddy current testing -
- Vocabulary

非破壊試験－渦流探傷試験－用語 20190723 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）

19 試験

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 3269:2019 Fasteners -- Acceptance inspection 締結用部品－受入検査 20190725 7,516円 (本体6,960円）

ISO 13939:2019
Foil bearings -- Performance testing of foil
journal bearings -- Testing of static load
capacity, friction coefficient and lifetime

フォイル軸受－フォイルジャーナル軸受の性能試
験－耐静荷重，摩擦係数及び耐用年限の試験

20190725 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 4399:2019
Fluid power systems and components --
Connectors and associated components --
Nominal pressures

流体動力装置及びコンポーネント－コネクタ及び
関連コンポーネント－呼び圧力

20190722 4,924円 (本体4,560円）

ISO 4427-1:2019
Plastics piping systems for water supply and for
drainage and sewerage under pressure --
Polyethylene (PE) -- Part 1: General

加圧式給水並びに排水及び下水のためのプラス
チック配管システム－ポリエチレン(PE)－第1部：
一般

20190806 11,404円 (本体10,560円）

ISO 4427-2:2019
Plastics piping systems for water supply, and for
drainage and sewerage under pressure --
Polyethylene (PE) -- Part 2: Pipes

加圧式給水並びに排水及び下水のためのプラス
チック配管システム－ポリエチレン(PE)－第2部：
管

20190806 15,292円 (本体14,160円）

ISO 4427-3:2019
Plastics piping systems for water supply, and for
drainage and sewerage under pressure --
Polyethylene (PE) -- Part 3: Fittings

加圧式給水並びに排水及び下水のためのプラス
チック配管システム－ポリエチレン(PE)－第3部：
管継手

20190806 17,884円 (本体16,560円）

ISO 4427-5:2019

Plastics piping systems for water supply, and for
drainage and sewerage under pressure --
Polyethylene (PE) -- Part 5: Fitness for purpose
of the system

加圧式給水並びに排水及び下水のためのプラス
チック配管システム－ポリエチレン(PE)－第5部：
システムの目的適合性

20190806 7,516円 (本体6,960円）

ISO 5209:2019 General purpose industrial valves -- Marking 工業用汎用バルブ－マーク 20190805 4,924円 (本体4,560円）

ISO 5783:2019
Hydraulic fluid power -- Code for identification of
valve mounting surfaces and cartridge valve
cavities

油圧動力－バルブ取付面及びカートリッジ形弁
キャビティの識別コード

20190730 4,924円 (本体4,560円）

ISO 8483:2019
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes and fittings -- Test methods to prove the
design of bolted flange joints

ガラス強化熱硬化性プラスチック(GRP)管及び管
継手－ボルトフランジ継手の設計検証のための試
験方法

20190802 11,404円 (本体10,560円）

ISO 8533:2019
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes and fittings -- Test methods to prove the
design of cemented or wrapped joints

ガラス強化熱硬化性プラスチック(GRP)管及び管
継手－接着又は重ね継手の設計検証のための試
験方法

20190802 11,404円 (本体10,560円）

ISO 9809-1:2019

Gas cylinders -- Design, construction and testing
of refillable seamless steel gas cylinders and
tubes -- Part 1: Quenched and tempered steel
cylinders and tubes with tensile strength less
than 1 100 MPa

高圧ガス容器－再充填式継目無鋼高圧ガス容器
及びチューブの設計，建造及び試験－第1部：引
張強さが1100 Mpa未満の焼入れ及び焼戻し鋼高
圧容器

20190822 23,068円 (本体21,360円）

ISO 9809-2:2019

Gas cylinders -- Design, construction and testing
of refillable seamless steel gas cylinders and
tubes -- Part 2: Quenched and tempered steel
cylinders and tubes with tensile strength greater
than or equal to 1 100 MPa

高圧ガス容器－再充填式継目無鋼高圧ガス容器
及びチューブの設計，建造及び試験－第2部：引
張強さが1100 Mpa以上の焼入れ及び焼戻し鋼高
圧容器

20190822 23,068円 (本体21,360円）

ISO 9809-3:2019

Gas cylinders -- Design, construction and testing
of refillable seamless steel gas cylinders and
tubes -- Part 3: Normalized steel cylinders and
tubes

高圧ガス容器－再充填式継目無鋼高圧ガス容器
及びチューブの設計，建造及び試験－第3部：焼
ならし鋼高圧容器及びチューブ

20190822 23,068円 (本体21,360円）

ISO/TR 10946:2019
Hydraulic fluid power -- Gas-loaded
accumulators with separator -- Selection of
preferred hydraulic ports

油圧動力－セパレータを持つ気体式アキュムレー
タ－優先油圧ポートの選択

20190807 7,516円 (本体6,960円）

21 一般的に利用される機械的システム及びその構成要素

定価（本体価格）

23 一般的に利用される流体システム及びその構成要素

定価（本体価格）

JSA Japanese Standards Association
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ISO 21018-4:2019
Hydraulic fluid power -- Monitoring the level of
particulate contamination in the fluid -- Part 4:
Use of the light extinction technique

油圧動力－流体の粒子状汚染レベルの監視－第
4部：減光技法の使用

20190816 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 3821:2019
Gas welding equipment -- Rubber hoses for
welding, cutting and allied processes

ガス溶接装置－溶接・切断及び関連作業用ゴム
ホース

20190729 11,404円 (本体10,560円）

ISO 14955-4:2019

Machine tools -- Environmental evaluation of
machine tools -- Part 4: Principles for measuring
metal-forming machine tools and laser processing
machine tools with respect to energy efficiency

工作機械－工作機械の環境評価－第4部：金属
成形工作機械及びレーザ加工工作機械のエネル
ギー効率に関する測定の原理

20190726 25,660円 (本体23,760円）

ISO 15609-1:2019
Specification and qualification of welding
procedures for metallic materials -- Welding
procedure specification -- Part 1: Arc welding

金属材料の溶接施工要領及びその承認－溶接施
工要領書－第1部：アーク溶接

20190816 7,516円 (本体6,960円）

ISO 15609-2:2019
Specification and qualification of welding
procedures for metallic materials -- Welding
procedure specification -- Part 2: Gas welding

金属材料の溶接施工要領及びその承認－溶接施
工要領書－第2部：ガス溶接

20190816 4,924円 (本体4,560円）

ISO 18592:2019
Resistance welding -- Destructive testing of
welds -- Method for the fatigue testing of multi-
spot-welded specimens

抵抗溶接－溶接部の破壊試験－マルチスポット
溶接試験片の疲労試験方法

20190725 17,884円 (本体16,560円）

ISO 28763:2019
Vitreous and porcelain enamels -- Regenerative,
enamelled and packed panels for air-gas and
gas-gas heat exchangers -- Specifications

ほうろう－空気・ガス及びガス・ガス熱交換用の再
生，エナメル及び充てんパネル－仕様

20190731 7,516円 (本体6,960円）

ISO/ASTM 52902:2019
Additive manufacturing -- Test artifacts --
Geometric capability assessment of additive
manufacturing systems

アディティブマニュファクチャリング―テスト成果物
－アディティブマニュファクチャリングシステムの幾
何学的能力評価

20190731 20,476円 (本体18,960円）

ISO/ASTM 52904:2019

Additive manufacturing -- Process
characteristics and performance -- Practice for
metal powder bed fusion process to meet critical
applications

アディティブマニュファクチャリング―プロセスの特
性と性能―重要な用途を満たすための金属粉末
床溶融プロセスの実践

20190731 7,516円 (本体6,960円）

ISO/ASTM 52911-
1:2019

Additive manufacturing -- Design -- Part 1:
Laser-based powder bed fusion of metals

アディティブマニュファクチャリング―デザイン―第
1部: 金属のレーザーベースの粉末床融合

20190731 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 8178-9:2019

Reciprocating internal combustion engines --
Exhaust emission measurement -- Part 9: Test
cycles and test procedures for measurement of
exhaust gas smoke emissions from compression
ignition engines using an opacimeter

往復動内燃機関－排気排出物測定－第9部：不
透明度計 を使用する圧縮点火エンジンからの排
気ガススモーク排出物の測定に関する試験サイク
ル及び試験手順

20190722 23,068円 (本体21,360円）

ISO 21391:2019
Nuclear criticality safety -- Geometrical
dimensions for subcriticality control -- Equipment
and layout

臨界安全－未臨界管理の幾何学的寸法－装置と
レイアウト

20190812 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/IEC 7816-8:2019
Identification cards -- Integrated circuit cards --
Part 8: Commands and mechanisms for security
operations

識別カード－ICカード－第8部：セキュリティ業務の
ためのコマンド及びメカニズム

20190816 17,884円 (本体16,560円）

ISO/IEC/IEEE 8802-
1CM:2019

Telecommunications and information exchange
between information technology systems --
Requirements for local and metropolitan area
networks -- Part 1CM: Time-sensitive networking
for fronthaul

情報技術システム間の電気通信及び情報交換－
ローカルエリアネットワーク及びメトロポリタンエリ
アネットワークの特定要求事項－第1CM部：フロン
トホール向けの時間依存ネットワーク

20190731 20,476円 (本体18,960円）

25 生産工学

35 情報技術．事務機械

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）

定価（本体価格）

JSA Japanese Standards Association
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ISO/IEC 9075-
2:2016/Cor 1:2019

ISO/IEC 9075-2:2016/Cor 1:2019 ISO/IEC 9075-2:2016/正誤票:2019 20190813

ISO/IEC 9075-
4:2016/Cor 1:2019

ISO/IEC 9075-4:2016/Cor 1:2019 ISO/IEC 9075-4:2016/正誤票1:2019 20190813

ISO/IEC 9075-
9:2016/Cor 1:2019

ISO/IEC 9075-9:2016/Cor 1:2019 ISO/IEC 9075-9:2016/正誤票1:2019 20190813

ISO/IEC 9075-
11:2016/Cor 1:2019

ISO/IEC 9075-11:2016/Cor 1:2019 ISO/IEC 9075-11:2016/正誤票1:2019 20190813

ISO/IEC 9075-
13:2016/Cor 1:2019

ISO/IEC 9075-13:2016/Cor 1:2019 ISO/IEC 9075-13:2016/正誤票1:2019 20190813

ISO/IEC 9075-
14:2016/Cor 1:2019

ISO/IEC 9075-14:2016/Cor 1:2019 ISO/IEC 9075-14:2016/正誤票1:2019 20190813

ISO/TS 11633-1:2019

Health informatics -- Information security
management for remote maintenance of medical
devices and medical information systems -- Part
1: Requirements and risk analysis

保健医療情報－医療機器及び医療情報システム
の遠隔メンテナンスのための情報セキュリティマネ
ジメント－第1部：要求事項及びリスク解析

20190814 11,404円 (本体10,560円）

ISO/IEC/IEEE
15289:2019

Systems and software engineering -- Content of
life-cycle information items (documentation)

システム及びソフトウェア工学－ライフサイクル情
報品目(文書)の内容

20190723 23,068円 (本体21,360円）

ISO/IEC 15961-2:2019

Information technology -- Data protocol for radio
frequency identification (RFID) for item
management -- Part 2: Registration of RFID data
constructs

情報技術－アイテムマネジメントのための無線周
波数識別(RFID)のデータプロトコル－第2部：RFID
データ構造の登録

20190808 7,516円 (本体6,960円）

ISO 17515-3:2019
Intelligent transport systems -- Evolved-
universal terrestrial radio access network -- Part
3: LTE-V2X

高度道路交通システム－進化型ユニバーサル地
上無線アクセスネットワーク(E-UTRAN)－第3部：
LTE-V2X

20190805 17,884円 (本体16,560円）

ISO 19444-1:2019
Document management -- XML Forms Data
Format -- Part 1: Use of ISO 32000-2 (XFDF 3.0)

文書管理－XML形式データフォーマット－第1部：
ISO 32000-2 (XFDF 3.0)の使用

20190809 25,660円 (本体23,760円）

ISO/IEC 19566-5:2019
Information technologies -- JPEG systems --
Part 5: JPEG universal metadata box format
(JUMBF)

情報技術－JPEGシステム－第5部：JPEGユニ
バーサルメタデータボックスフォーマット(JUMDF)

20190726 11,404円 (本体10,560円）

ISO/IEC 19566-6:2019
Information technologies -- JPEG systems --
Part 6: JPEG 360

情報技術－JPEGシステム－第6部：JPEG 360 20190726 15,292円 (本体14,160円）

ISO/IEC TR 19583-
1:2019

Information technology -- Concepts and usage of
metadata -- Part 1: Metadata concepts

情報技術－メタデータの概念及び利用－第1部：メ
タデータ概念

20190726 7,516円 (本体6,960円）

ISO/IEC 20000-2:2019
Information technology -- Service management -
- Part 2: Guidance on the application of service
management systems

情報技術－サービスマネジメント－第2部：サービ
スマネジメントシステムの適用の手引

20190819 23,068円 (本体21,360円）

ISO/IEC 20000-3:2019
Information technology -- Service management -
- Part 3: Guidance on scope definition and
applicability of ISO/IEC 20000-1

情報技術－サービスマネジメント－第3部：
ISO/IEC 20000-1の適用範囲定義及び適用性の
手引

20190819 17,884円 (本体16,560円）

ISO 20909:2019 Radio frequency identification (RFID) tyre tags 無線周波識別 (RFID)タイヤタグ 20190806 7,516円 (本体6,960円）

ISO 20910:2019
Coding for radio frequency identification (RFID)
tyre tags

無線周波識別 (RFID)タイヤタグの符号化 20190806 7,516円 (本体6,960円）

ISO/IEC 21000-
22:2019

Information technology -- Multimedia framework
(MPEG-21) -- Part 22: User Description

情報技術－マルチメディアフレームワーク(MPEG-
21)－第22部：ユーザ記述

20190813 25,660円 (本体23,760円）

ISO/TS 21177:2019

Intelligent transport systems -- ITS station
security services for secure session
establishment and authentication between trusted
devices

高度道路交通システム－信頼できるデバイス間の
安全なセッション確立及び認証のためのITSス
テーションセキュリティサービス

20190807 25,660円 (本体23,760円）

-

-

-

-

-

-
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ISO 21219-2:2019

Intelligent transport systems -- Traffic and travel
information (TTI) via transport protocol experts
group, generation 2 (TPEG2) -- Part 2: UML
modelling rules (TPEG2-UMR)

高度道路交通システム－輸送プロトコルエキス
パートグループ，世代2 (TPEG2)を介した交通及び
旅行者情報－第2部：UMLモデリング規則
(TPEG2-UMR)

20190724 20,476円 (本体18,960円）

ISO 21219-3:2019

Intelligent transport systems -- Traffic and travel
information (TTI) via transport protocol experts
group, generation 2 (TPEG2) -- Part 3: UML to
binary conversion rules (TPEG2-UBCR)

高度道路交通システム－輸送プロトコルエキス
パートグループ，世代2 (TPEG2)を介した交通及び
旅行者情報－第3部：UMLからバイナリへの変換
規則(TPEG2-UBCR)

20190724 15,292円 (本体14,160円）

ISO 21219-4:2019

Intelligent transport systems -- Traffic and travel
information (TTI) via transport protocol experts
group, generation 2 (TPEG2) -- Part 4: UML to
XML conversion rules

高度道路交通システム－輸送プロトコルエキス
パートグループ，世代2 (TPEG2)を介した交通及び
旅行者情報－第4部：UMLからXMLへの変換規則
のUML

20190724 20,476円 (本体18,960円）

ISO 21219-5:2019

Intelligent transport systems -- Traffic and travel
information (TTI) via transport protocol experts
group, generation 2 (TPEG2) -- Part 5: Service
framework (TPEG2-SFW)

高度道路交通システム－輸送プロトコルエキス
パートグループ，世代2 (TPEG2)を介した交通及び
旅行者情報－第5部：サービスの枠組み(TPEG2-
SFW)

20190724 20,476円 (本体18,960円）

ISO 21219-6:2019

Intelligent transport systems -- Traffic and travel
information(TTI) via transport protocol experts
group, generation 2 (TPEG2) -- Part 6: Message
management container (TPEG2-MMC)

高度道路交通システム－輸送プロトコルエキス
パートグループ，世代2 (TPEG2)を介した交通及び
旅行者情報－第6部：メッセージマネジメントコンテ
ナ(TPEG2-MMC)

20190724 15,292円 (本体14,160円）

ISO 21219-18:2019

Intelligent transport systems -- Traffic and travel
information (TTI) via transport protocol experts
group, generation 2 (TPEG2) -- Part 18: Traffic
flow and prediction application (TPEG2-TFP)

高度道路交通システム－輸送プロトコルエキス
パートグループ，世代2 (TPEG2)を介した交通及び
旅行者情報－第18部：交通流量及び予測アプリ
ケーション(TPEG2-TFP)

20190724 23,068円 (本体21,360円）

ISO/IEC/IEEE
21839:2019

Systems and software engineering -- System of
systems (SoS) considerations in life cycle stages
of a system

システム及びソフトウェア工学－システムのライフ
サイクル段階におけるシステムオブシステムズ
(SoS)考察

20190723 17,884円 (本体16,560円）

ISO/IEC/IEEE
21841:2019

Systems and software engineering -- Taxonomy
of systems of systems

システム及びソフトウェア工学－システムオブシス
テムズの分類法

20190723 7,516円 (本体6,960円）

ISO 22550:2019
Document management -- AFP interchange for
PDF

文書マネジメント -PDF のAFP 交換 20190731 17,884円 (本体16,560円）

ISO/IEC 23001-
13:2019

Information technology -- MPEG systems
technologies -- Part 13: Media orchestration

情報技術－MPEGシステム技術－第13部：メディ
アオーケストレーション

20190725 23,068円 (本体21,360円）

ISO/IEC 23005-3:2019
Information technology -- Media context and
control -- Part 3: Sensory information

情報技術－メディアコンテキスト及びコントロール
－第3部：知覚情報

20190807 25,660円 (本体23,760円）

ISO/IEC 23009-1:2019
Information technology -- Dynamic adaptive
streaming over HTTP (DASH) -- Part 1: Media
presentation description and segment formats

情報技術－HTTPの動的対応ストリーム(DASH)－
第1部：メディアプレゼンテーション記述及びセグメ
ントフォーマット

20190813 25,660円 (本体23,760円）

ISO/IEC 23091-2:2019
Information technology -- Coding-independent
code points -- Part 2: Video

情報テクノロジー―コードに依存しない規範ポイン
ト―第2部: ビデオ

20190802 15,292円 (本体14,160円）

ISO/IEC TR 23091-
4:2019

Information technology -- Coding-independent
code points -- Part 4: Usage of video signal type
code points

情報技術－コーディング非依存コードポイント－第
4部：ビデオ信号型コードポイントの利用

20190805 11,404円 (本体10,560円）

ISO/IEC 23092-1:2019
Information technology -- Genomic information
representation -- Part 1: Transport and storage
of genomic information

情報技術－ゲノム情報の表現－第1部：ゲノム情
報の輸送及び保管

20190726 23,068円 (本体21,360円）

ISO/IEC 24770-5:2019

Information technology --Real-time locating
system (RTLS) device performance test methods
-- Part 5: Test methods for chirp spread
spectrum (CSS) air interface

情報技術－リアルタイム位置情報システム(RTLS)
装置の性能試験方法－第5部：チャープ拡散スペ
クトラム（CSS）エアインターフェイスの試験方法

20190806 7,516円 (本体6,960円）

ISO 25119-2:2019
Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Safety-related parts of control
systems -- Part 2: Concept phase

農林業用トラクタ及び機械－制御システムの安全
性関連部門－第2部：構想段階

20190813 20,476円 (本体18,960円）

ISO/IEC 27102:2019
Information security management -- Guidelines
for cyber-insurance

情報セキュリティマネジメント－サイバー保険のガ
イドライン

20190813 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。



ISO 2019-8 新刊情報
(9/15 page)

ISO/IEC 27701:2019
Security techniques -- Extension to ISO/IEC
27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information
management -- Requirements and guidelines

セキュリティ技術―プライバシー情報マネジメント
のためのISO / IEC 27001およびISO / IEC 27002
への拡張―要求事項とガイドライン

20190805 23,068円 (本体21,360円）

ISO/IEC TR
29106:2007/Amd
2:2019

ISO/IEC TR 29106:2007/Amd 2:2019 ISO/IEC TR 29106:2007/修正票2:2019 20190814 2,073円 (本体1,920円）

ISO/IEC TR
33015:2019

Information technology -- Process assessment -
- Guidance for process risk determination

情報技術－プロセス評価－プロセスのリスク決定
のための手引

20190822 17,884円 (本体16,560円）

ISO/IEC/IEEE
42020:2019

Software, systems and enterprise -- Architecture
processes

ソフトウェア，システム及び企業－アーキテクチャ
プロセス

20190723 25,660円 (本体23,760円）

ISO/IEC/IEEE
42030:2019

Software, systems and enterprise -- Architecture
evaluation framework

ソフトウェア，システム及び企業－アーキテクチャ
評価の枠組み

20190724 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 4241:2019
Cinematography -- Projection film leader (time-
based), trailer and cue marks -- Specifications

映画－映写フィルムリーダ(時間ベース)，トレーラ
及びキューマーク －仕様

20190723 7,516円 (本体6,960円）

ISO/TR 14999-2:2019

Optics and photonics -- Interferometric
measurement of optical elements and optical
systems -- Part 2: Measurement and evaluation
techniques

光学及びフォトニクス－光学要素及び光学システ
ムの干渉分光測定－第2部：測定及び評価技法

20190722 23,068円 (本体21,360円）

ISO 20954-1:2019
Digital cameras -- Measurement method for
image stabilization performance -- Part 1: Optical
systems

デジタルカメラ－画像安定性能の測定方法－第1
部：光学システム

20190724 20,476円 (本体18,960円）

ISO/TS 21139-1:2019
Permanence and durability of commercial prints -
- Part 1: Definition of use profiles and guiding
principles for specifications

商業印刷物の永続性及び耐久性－第1部：仕様の
使用プロファイルと指針の定義

20190809 23,068円 (本体21,360円）

ISO 22550:2019
Document management -- AFP interchange for
PDF

文書マネジメント -PDF のAFP 交換 20190731 17,884円 (本体16,560円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 8437-1:2019
Snow throwers -- Safety requirements and test
procedures -- Part 1: Terminology and common
tests

除雪機－安全性要求事項及び試験手順－第1部:
用語と一般的な試験

20190730 11,404円 (本体10,560円）

ISO 8437-2:2019
Snow throwers -- Safety requirements and test
procedures -- Part 2: Pedestrian-controlled snow
throwers

除雪機－安全性要求事項及び試験手順－第2部:
歩行者制御除雪機

20190730 11,404円 (本体10,560円）

ISO 8437-3:2019
Snow throwers -- Safety requirements and test
procedures -- Part 3: Ride-on snow throwers

除雪機－安全性要求事項及び試験手順－第3部:
乗り込み雪除雪機

20190730 15,292円 (本体14,160円）

ISO 8437-4:2019
Snow throwers -- Safety requirements and test
procedures -- Part 4: Additional national and
regional requirements

除雪機－安全性要求事項及び試験手順 -第4部:
追加の国と地域の要求事項

20190730 11,404円 (本体10,560円）

ISO 16505:2019
Road vehicles -- Ergonomic and performance
aspects of Camera Monitor Systems --
Requirements and test procedures

自動車－カメラ・モニター・システムの人間工学的
及び性能的側面－要件及びテスト手順

20190730 25,660円 (本体23,760円）

ISO 19072-1:2019
Road vehicles -- Connection interface for
pyrotechnic devices, two-way and three-way
connections -- Part 1: Pocket interface definition

路上走行車－点火装置の接続インタフェース，2
方及び3方接続－第1部：ポケットインタフェース定
義

20190729 7,516円 (本体6,960円）

37 映像技術

定価（本体価格）

43 自動車工学

定価（本体価格）

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



ISO 2019-8 新刊情報
(10/15 page)

ISO 19072-4:2019

Road vehicles -- Connection interface for
pyrotechnic devices, two-way and three-way
connections -- Part 4: Pyrotechnic device and
harness connector assembly - type 2

路上走行車－点火装置の接続インタフェース，2
方及び3方接続－第4部：点火装置及びハーネス
コネクタアセンブリ－タイプ2

20190809 7,516円 (本体6,960円）

ISO 19380:2019
Heavy commercial vehicles and buses -- Centre
of gravity measurements -- Axle lift, tilt-table
and stable pendulum test methods

大型商用車両及びバス－重心測定－車軸昇降,
チルトテーブル及び安定した振り子の試験方式

20190814 17,884円 (本体16,560円）

ISO 22565:2019
Road vehicles -- Durability test method of starter
relay for stop and start system

路上走行車－ストップスタートシステム用スタータ
リレーの耐久性試験方法

20190819 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 6218:2019

Inland navigation vessels -- Manually- and
power-operated coupling devices for rope
connections of pushing units and coupled vessels
-- Safety requirements and main dimensions

内陸航行用船舶－手動操作及び動力操作する
プッシュユニットのロープ接続及び連結船舶用カッ
プリング装置－安全要求事項及び主要寸法

20190807 11,404円 (本体10,560円）

ISO 8384:2019
Ships and marine technology -- Dredgers --
Vocabulary

船舶及び海洋技術－しゅんせつ船－用語集 20190816 4,924円 (本体4,560円）

ISO 13617:2019
Ships and marine technology -- Shipboard
incinerators -- Requirements

船舶及び海洋技術－船舶用焼却装置－要求事項 20190809 15,292円 (本体14,160円）

ISO 19898:2019
Ships and marine technology -- Life-saving
appliances and arrangements -- Means of
recovery of persons

船舶及び海洋技術－救命器具及び配置－人の回
復手段

20190807 11,404円 (本体10,560円）

ISO 20233-2:2019
Ships and marine technology -- Model test
method for propeller cavitation noise evaluation in
ship design -- Part 2: Noise source localization

船舶及び海洋技術－船舶の設計におけるプロペ
ラキャビテーション騒音評価のためのモデル試験
方法－第2部：騒音源定位

20190807 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21173:2019
Submersibles -- Hydrostatic pressure test --
Pressure hull and buoyancy materials

潜水艇－静水圧テスト－圧力船体と浮力材 20190809 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21792:2019
Ships and marine technology -- Navigation and
ship operations -- Guidelines for onboard
telephone equipment

船舶及び海洋技術－航行及び船舶運航－車載電
話機器のガイドライン

20190807 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 17757:2019
Earth-moving machinery and mining --
Autonomous and semi-autonomous machine
system safety

土工機械及び採鉱－自律機械及び半自律機械シ
ステムの安全性

20190730 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 13437:2019
Geosynthetics -- Installing and retrieving samples
in the field for durability assessment

ジオシンセティック－耐久性評価のための現場に
おけるサンプルの据付及び回収

20190725 7,516円 (本体6,960円）

ISO 15115:2019 Leather -- Vocabulary レザー―用語 20190729 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 2965:2019

Materials used as cigarette papers, filter plug
wrap and filter joining paper, including materials
having a discrete or oriented permeable zone and
materials with bands of differing permeability --
Determination of air permeability

離散又は単方向通気部を持つ材料を含む，シガ
レット巻紙，フィルタプラグ巻紙，フィルタ結合紙等
の材料品及び異なる通気度のベンドをもつ材料－
通気度の測定方法

20190730 17,884円 (本体16,560円）

定価（本体価格）

59 繊維及び皮革技術

53 荷役設備

定価（本体価格）

65 農業

定価（本体価格）

47 造船及び海洋構造物

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 5718:2013/Amd
1:2019

ISO 5718:2013/Amd 1:2019 ISO 5718:2013/修正票1:2019 20190821 2,073円 (本体1,920円）

ISO 8454:2007/Amd
2:2019

ISO 8454:2007/Amd 2:2019 ISO 8454:2007/修正票2:2019 20190730 2,073円 (本体1,920円）

ISO 20193:2019
Tobacco and tobacco products -- Determination
of the width of the strands of cut tobacco

タバコ及びタバコ製品－刻みタバコのストランド幅
の測定

20190731 7,516円 (本体6,960円）

ISO 20714:2019

E-liquid -- Determination of nicotine, propylene
glycol and glycerol in liquids used in electronic
nicotine delivery devices -- Gas chromatographic
method

イーリキッド－電子ニコチン送達装置に使用され
る液体中のニコチン、プロピレングリコール及びグ
リセロールの測定－ガスクロマトグラフィー法

20190805 7,516円 (本体6,960円）

ISO 20779:2018/Amd
1:2019

ISO 20779:2018/Amd 1:2019 ISO 20779:2018/修正票1:2019 20190814 2,073円 (本体1,920円）

ISO 25119-2:2019
Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Safety-related parts of control
systems -- Part 2: Concept phase

農林業用トラクタ及び機械－制御システムの安全
性関連部門－第2部：構想段階

20190813 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 17059:2019
Oilseeds -- Extraction of oil and preparation of
methyl esters of triglyceride fatty acids for
analysis by gas chromatography (rapid method)

脂肪種子－ガスクロマトグラフィによる分析のため
の油脂の抽出及びトリグリセライド脂肪酸のメチル
エステルの調製(急速法)

20190723 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 10143:2019

Carbonaceous materials for the production of
aluminium -- Calcined coke for electrodes --
Determination of the electrical resistivity of
granules

アルミニウムの生産に使用する炭質－電極用か
焼コークス－か粒の体積抵抗率の測定

20190726 4,924円 (本体4,560円）

ISO 10810:2019
Surface chemical analysis -- X-ray photoelectron
spectroscopy -- Guidelines for analysis

表面化学分析－X線光電子分光法－分析の指針 20190822 17,884円 (本体16,560円）

ISO 19229:2019
Gas analysis -- Purity analysis and the treatment
of purity data

ガス分析－純度分析及び純度デ－タの処理 20190722 11,404円 (本体10,560円）

ISO 21264:2019
Surface active agents -- Detergents --
Determination of alkylphenol ethoxylates

界面活性剤－洗剤－アルキフェノールエトキシ
レートの定量

20190724 7,516円 (本体6,960円）

ISO 23028:2019
Aluminium oxide primarily used for the production
of aluminium --  Preparation and  storage of test
samples

主にアルミニウムの生産に使用される酸化アルミ
ニウム－試験サンプルの作製及び保管

20190723 7,516円 (本体6,960円）

ISO/TS 25138:2019
Surface chemical analysis -- Analysis of metal
oxide films by glow-discharge optical-emission
spectrometry

表面化学分析－グロー放電発光分光分析による
酸化金属被膜の分析

20190806 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 3085:2019
Iron ores -- Experimental methods for checking
the precision of sampling, sample preparation and
measurement

鉄鉱石－サンプリング，サンプル作成及び計測の
の精度を検査するための実験方法

20190805 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

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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規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO 10426-3:2019
Petroleum and natural gas industries -- Cements
and materials for well cementing -- Part 3:
Testing of deepwater well cement formulations

石油及び天然ガス工業－杭井のセメンチング用セ
メント及び材料－第3部：深海杭井セメント調製の
試験

20190814 4,924円 (本体4,560円）

ISO 19903:2019
Petroleum and natural gas industries -- Concrete
offshore structures

石油及び天然ガス工業－コンクリート海洋構造物 20190814 25,660円 (本体23,760円）

ISO 20074:2019
Petroleum and natural gas industry -- Pipeline
transportation systems -- Geological hazard risk
management for onshore pipeline

石油・天然ガス産業-パイプライン輸送システム -
陸上パイプラインの地質ハザードリスク管理

20190730 23,068円 (本体21,360円）

ISO 20846:2019
Petroleum products -- Determination of sulfur
content of automotive fuels -- Ultraviolet
fluorescence method

石油製品－自動車燃料の硫黄分の測定－紫外
線蛍光法

20190808 11,404円 (本体10,560円）

ISO 20884:2019
Petroleum products -- Determination of sulfur
content of automotive fuels -- Wavelength-
dispersive X-ray fluorescence spectrometry

石油製品－自動車燃料の硫黄分の測定－波長
分散エックス線蛍光分光分析

20190809 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21493:2019
Petroleum products -- Determination of turbidity
point and aniline point equivalent

石油製品－濁り点及びアニリン点当量 20190724 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 185:2019 Grey cast irons -- Classification ねずみ鋳鉄－分類 20190729 15,292円 (本体14,160円）

ISO 3252:2019 Powder metallurgy -- Vocabulary 粉末冶金－用語 20190731 4,924円 (本体4,560円）

ISO 4960:2019
Steel strip, cold-reduced with a mass fraction of
carbon over 0,25 %

炭素の質量含有率が0.25%超の冷間還元炭素鋼
鈑

20190723 11,404円 (本体10,560円）

ISO 6306:2019
Chemical analysis of steel -- Order of listing
elements in steel standards

鋼の化学分析－鋼規格における元素リストの順
序

20190725 4,924円 (本体4,560円）

ISO 6930:2019
High yield strength steel plates and wide flats for
cold forming -- Delivery conditions

冷間成形用の高耐力鋼板及び広幅平鋼－熱機械
圧延鋼の受渡条件

20190722 11,404円 (本体10,560円）

ISO 20064:2019
Metallic materials -- Steel -- Method of test for
the determination of brittle crack arrest
toughness, Kca

金属材料－鋼－塑性亀裂アレスト靭性を求めるた
めの試験方法，Kca

20190722 20,476円 (本体18,960円）

ISO 20260:2019
Magnesium and magnesium alloys --
Determination of mercury

マグネシウム及びマグネシウム合金－水銀の定
量

20190725 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21053:2019
Life cycle analysis and recycling of ductile iron
pipes for water applications

水散布用のダクタイル鉄管のライフサイクル分析
及びリサイクル

20190723 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 5323:2019 Wood flooring and parquet -- Vocabulary 木製床材及び寄木－用語 20190722 4,924円 (本体4,560円）

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）

75 石油及び関連技術

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 20504:2019

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced
technical ceramics) -- Mechanical properties of
ceramic composites at room temperature --
Determination of compressive properties

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)－室温でのセラミック複合材料の機械
的特性-圧縮特性の求め方

20190731 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 527-1:2019
Plastics -- Determination of tensile properties --
Part 1: General principles

プラスチック－引張特性の試験方法－第1部：通
則

20190726 15,292円 (本体14,160円）

ISO 1656:2019
Rubber, raw natural, and rubber latex, natural --
Determination of nitrogen content

天然ゴム，天然ゴムラテックス－窒素分の求め方 20190730 15,292円 (本体14,160円）

ISO 2285:2019

Rubber, vulcanized or thermoplastic --
Determination of tension set under constant
elongation, and of tension set, elongation and
creep under constant tensile load

加硫ゴム又は熱可塑性ゴム－定伸びにおける引
張ひずみ及び定引張荷重のもとでの伸びとクリー
プの求め方

20190724 11,404円 (本体10,560円）

ISO 3384-1:2019
Rubber, vulcanized or thermoplastic --
Determination of stress relaxation in compression
-- Part 1: Testing at constant temperature

加硫ゴム又は熱可塑性ゴム－圧縮応力緩和の求
め方－第1部：定温度における試験

20190814 11,404円 (本体10,560円）

ISO 3384-2:2019
Rubber, vulcanized or thermoplastic --
Determination of stress relaxation in compression
-- Part 2: Testing with temperature cycling

加硫ゴム又は熱可塑性ゴム－圧縮応力緩和の求
め方－第2部：温度サイクル試験

20190812 11,404円 (本体10,560円）

ISO 3821:2019
Gas welding equipment -- Rubber hoses for
welding, cutting and allied processes

ガス溶接装置－溶接・切断及び関連作業用ゴム
ホース

20190729 11,404円 (本体10,560円）

ISO 4251-1:2019

Code designated diagonal tyres (ply rating marked
series) for agricultural tractors, trailers and
machines -- Part 1: Tyre designation and
dimensions, and approved rim contours

農業用トラクタ及びトレーラー及び機械のコード指
定斜めタイヤ(プライレーティング表示シリーズ)－
第1部：タイヤの表示法及び寸法並びに承認済リ
ムの輪郭

20190731 15,292円 (本体14,160円）

ISO 4251-2:2019
Code designated diagonal tyres (ply rating marked
series) for agricultural tractors, trailers and
machines -- Part 2: Tyre load ratings

農業用トラクタ及びトレーラー及び機械のコード指
定斜めタイヤ(プライレーティング表示シリーズ)－
第2部：タイヤの定格荷重

20190731 15,292円 (本体14,160円）

ISO 5893:2019
Rubber and plastics test equipment -- Tensile,
flexural and compression types (constant rate of
traverse) -- Specification

ゴム及びプラスチック試験装置－引張，屈曲及び
圧縮型(定率作用)－仕様

20190725 4,924円 (本体4,560円）

ISO 6915:2019
Flexible cellular polymeric materials --
Polyurethane foam for laminate use --
Specification

軟質気泡性ポリマー材－積層用ポリウレタン
フォームの規格

20190823 7,516円 (本体6,960円）

ISO 8013:2019
Rubber, vulcanized -- Determination of creep in
compression or shear

加硫ゴム－せん断又は圧縮によるクリープ測定方
法

20190725 15,292円 (本体14,160円）

ISO 10406-3:2019
Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of
concrete -- Test methods -- Part 3: CFRP strips

繊維強化ポリマー(FRP)によるコンクリートの補強
－試験方法－第3部：CFRPストリップ

20190725 7,516円 (本体6,960円）

ISO 18807:2019 Tyres and rims for logging and forestry service 伐採及び林業サービスのためのタイヤ及びリム 20190802 15,292円 (本体14,160円）

ISO 20163:2019
Vulcanized rubber -- Determination of free sulfur
by gas chromatography (GC) and high
performance liquid chromatography (HPLC)

加硫ゴム－ガスクロマトグラフィ(GC)及び高速液
体クリマトグラフィ(HPLC)による遊離硫黄の定量

20190724 11,404円 (本体10,560円）

ISO 20909:2019 Radio frequency identification (RFID) tyre tags 無線周波識別 (RFID)タイヤタグ 20190806 7,516円 (本体6,960円）

83 ゴム及びプラスチック工業

81 ガラス及びセラミック工業

定価（本体価格）

定価（本体価格）

JSA Japanese Standards Association
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ISO 20910:2019
Coding for radio frequency identification (RFID)
tyre tags

無線周波識別 (RFID)タイヤタグの符号化 20190806 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21194:2019
Elastic adhesives -- Testing of adhesively bonded
joints -- Bead peel test

弾性接着剤－接着接合部の試験－ビーズ剥離テ
スト

20190806 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21914:2019
Test methods for fibre-reinforced cementitious
composites -- Bending moment -- Curvature
curve by four-point bending test

繊維強化セメント系複合材料の試験方法－曲げ
モーメント－4点曲げ試験による曲率曲線

20190723 7,516円 (本体6,960円）

ISO 22633:2019

Adhesives -- Test methods for adhesives for
floor coverings and wall coverings --
Determination of the dimensional changes of a
linoleum floor covering in contact with an
adhesive

接着剤－床仕上げ材及び壁紙用接着剤の試験方
法－接着剤との接触によるリノリウム床仕上げ材
の寸法変化の測定

20190725 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 12830:2019

Paper, board, pulps and cellulose nanomaterials -
- Determination of acid-soluble magnesium,
calcium, manganese, iron, copper, sodium and
potassium

紙，板紙，パルプ及びセルロースナノ材料－溶性
マグネシウム，カルシウム，マンガン，鉄，銅，ナト
リウム及びカリウムの定量

20190723 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 787-13:2019
General methods of test for pigments and
extenders -- Part 13: Determination of water-
soluble sulphates, chlorides and nitrates

顔料及び体質顔料の一般試験方法－第13部：水
溶性硫酸塩，塩化物及び硝酸塩の定量

20190729 4,924円 (本体4,560円）

ISO 787-15:2019
General methods of test for pigments and
extenders -- Part 15: Comparison of resistance
to light of coloured pigments of similar types

顔料及び体質顔料の一般試験方法－第15部：類
似の着色顔料の光に対する抵抗性の比較

20190730 7,516円 (本体6,960円）

ISO 2808:2019
Paints and varnishes -- Determination of film
thickness

塗料及びワニス－膜厚の測定 20190726 20,476円 (本体18,960円）

ISO 3233-2:2019

Paints and varnishes -- Determination of the
percentage volume of non-volatile matter -- Part
2: Method using the determination of non-
volatile-matter content in accordance with ISO
3251 and determination of dry film density on
coated test panels by the Archimedes' principle

塗料及びワニス－不揮発分容積％の測定－第2
部：ISO 3251による不揮発分含有量の測定及び
不揮発分の測定及びアルキメデスの原理による
被膜試験パネルでの乾燥塗膜密度の測定を使用
する方法

20190805 7,516円 (本体6,960円）

ISO 17872:2019
Paints and varnishes -- Guidelines for the
introduction of scribe marks through coatings on
metallic panels for corrosion testing

塗料及びワニス－腐食試験のための金属パネル
の被膜を通したけがきマークの導入の指針

20190809 15,292円 (本体14,160円）

ISO/TR 21555:2019
Paints and varnishes - Overview of test methods
on hardness and wear resistance of coatings

塗料及びワニス－塗料の硬さと耐摩耗性に関す
る試験方法の概要

20190814 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 4427-1:2019
Plastics piping systems for water supply and for
drainage and sewerage under pressure --
Polyethylene (PE) -- Part 1: General

加圧式給水並びに排水及び下水のためのプラス
チック配管システム－ポリエチレン(PE)－第1部：
一般

20190806 11,404円 (本体10,560円）

ISO 4427-2:2019
Plastics piping systems for water supply, and for
drainage and sewerage under pressure --
Polyethylene (PE) -- Part 2: Pipes

加圧式給水並びに排水及び下水のためのプラス
チック配管システム－ポリエチレン(PE)－第2部：
管

20190806 15,292円 (本体14,160円）

ISO 4427-3:2019
Plastics piping systems for water supply, and for
drainage and sewerage under pressure --
Polyethylene (PE) -- Part 3: Fittings

加圧式給水並びに排水及び下水のためのプラス
チック配管システム－ポリエチレン(PE)－第3部：
管継手

20190806 17,884円 (本体16,560円）

定価（本体価格）

定価（本体価格）

定価（本体価格）

91 建設材料及び建築物

85 紙・パルプ工業

87 塗料及び色材工業

JSA Japanese Standards Association
＊ 本表記載の規格のご購入につきましては、JSA Webdesk （https://webdesk.jsa.or.jp/ )をご利用下さい。
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ISO 4427-5:2019

Plastics piping systems for water supply, and for
drainage and sewerage under pressure --
Polyethylene (PE) -- Part 5: Fitness for purpose
of the system

加圧式給水並びに排水及び下水のためのプラス
チック配管システム－ポリエチレン(PE)－第5部：
システムの目的適合性

20190806 7,516円 (本体6,960円）

ISO 10406-3:2019
Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of
concrete -- Test methods -- Part 3: CFRP strips

繊維強化ポリマー(FRP)によるコンクリートの補強
－試験方法－第3部：CFRPストリップ

20190725 7,516円 (本体6,960円）

ISO 10426-3:2019
Petroleum and natural gas industries -- Cements
and materials for well cementing -- Part 3:
Testing of deepwater well cement formulations

石油及び天然ガス工業－杭井のセメンチング用セ
メント及び材料－第3部：深海杭井セメント調製の
試験

20190814 4,924円 (本体4,560円）

ISO 18566-6:2019

Building environment design -- Design, test
methods and control of hydronic radiant heating
and cooling panel systems -- Part 6: Input
parameters for the energy calculation

建築環境設計－温水放射暖房及び冷却パネルシ
ステムの設計、試験方法及び制御－第6部：エネ
ルギー計算の入力パラメーター

20190822 4,924円 (本体4,560円）

ISO 19454:2019
Building environment design -- Indoor
environment -- Daylight opening design for
sustainability principles in visual environment

建築環境設計－室内環境－視覚環境における持
続可能性の原則のためのデーライトオープニング
デザイン

20190821 15,292円 (本体14,160円）

ISO 21053:2019
Life cycle analysis and recycling of ductile iron
pipes for water applications

水散布用のダクタイル鉄管のライフサイクル分析
及びリサイクル

20190723 11,404円 (本体10,560円）

ISO 21914:2019
Test methods for fibre-reinforced cementitious
composites -- Bending moment -- Curvature
curve by four-point bending test

繊維強化セメント系複合材料の試験方法－曲げ
モーメント－4点曲げ試験による曲率曲線

20190723 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 4427-1:2019
Plastics piping systems for water supply and for
drainage and sewerage under pressure --
Polyethylene (PE) -- Part 1: General

加圧式給水並びに排水及び下水のためのプラス
チック配管システム－ポリエチレン(PE)－第1部：
一般

20190806 11,404円 (本体10,560円）

ISO 4427-2:2019
Plastics piping systems for water supply, and for
drainage and sewerage under pressure --
Polyethylene (PE) -- Part 2: Pipes

加圧式給水並びに排水及び下水のためのプラス
チック配管システム－ポリエチレン(PE)－第2部：
管

20190806 15,292円 (本体14,160円）

ISO 4427-3:2019
Plastics piping systems for water supply, and for
drainage and sewerage under pressure --
Polyethylene (PE) -- Part 3: Fittings

加圧式給水並びに排水及び下水のためのプラス
チック配管システム－ポリエチレン(PE)－第3部：
管継手

20190806 17,884円 (本体16,560円）

ISO 4427-5:2019

Plastics piping systems for water supply, and for
drainage and sewerage under pressure --
Polyethylene (PE) -- Part 5: Fitness for purpose
of the system

加圧式給水並びに排水及び下水のためのプラス
チック配管システム－ポリエチレン(PE)－第5部：
システムの目的適合性

20190806 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 6005:2019
Alpine skis -- Ski binding screws -- Test
methods

スキー板－スキーのビンディングねじ－試験方法 20190812 7,516円 (本体6,960円）

ISO 21110:2019
Information and documentation -- Emergency
preparedness and response

情報と文書化－緊急事態の準備と対応 20190729 23,068円 (本体21,360円）

ISO 24334:2019
Laminate floor coverings -- Determination of
locking strength for mechanically assembled
panels

積層床仕上げ材－機械的に組み立てられたパネ
ルの締付け強さの求め方

20190729 7,516円 (本体6,960円）

93 土木工学

定価（本体価格）

97 家庭用及び商業用装置．娯楽．スポーツ

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。


