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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 80000-2:2019 Quantities and units -- Part 2: Mathematics 量及び単位－第2部：数学 20190826 20,856円 (本体18,960円）

ISO 80000-4:2019 Quantities and units -- Part 4: Mechanics 量及び単位－第4部：メカニクス 20190826 11,616円 (本体10,560円）

ISO 80000-5:2019 Quantities and units -- Part 5: Thermodynamics 量及び単位－第5部：熱力学 20190826 11,616円 (本体10,560円）

ISO 80000-7:2019 Quantities and units -- Part 7: Light and radiation 量及び単位－第7部：光と放射線 20190826 18,216円 (本体16,560円）

ISO 80000-9:2019
Quantities and units -- Part 9: Physical
chemistry and molecular physics

量及び単位－第9部：物理化学及び分子物理学 20190826 11,616円 (本体10,560円）

ISO 80000-10:2019
Quantities and units -- Part 10: Atomic and
nuclear physics

量及び単位－第10部：原子及び核物理学 20190826 20,856円 (本体18,960円）

ISO 80000-12:2019
Quantities and units -- Part 12: Condensed
matter physics

量及び単位－第12部：物性物理学 20190826 11,616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 TS 20748-
4:2019

Information technology for learning, education and
training -- Learning analytics interoperability --
Part 4: Privacy and data protection policies

学習，教育及び訓練のための情報技術－ラーニ
ング・アナリティクス・インターオペラビリティ－第4
部：プライバシー及びデータ保護方針

20190902 15,576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 20391-2:2019
Biotechnology -- Cell counting -- Part 2:
Experimental design and statistical analysis to
quantify counting method performance

バイオテクノロジ－細胞計数－第2部：計数法パ
フォーマンスを定量化するための実験計画と統計
分析

20190828 23,496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 3826-1:2019
Plastics collapsible containers for human blood
and blood components -- Part 1: Conventional
containers

人間の血液及び血液成分用のプラスチック製折り
曲げ可能容器－第1部：従来型容器

20190915 15,576円 (本体14,160円）

ISO 8536-4:2019
Infusion equipment for medical use -- Part 4:
Infusion sets for single use, gravity feed

医用静脈内注入機器－第4部：重力供給方式使い
捨て静脈内注入セット

20190918 11,616円 (本体10,560円）

定価（本体価格）

11 医療技術

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）

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）

　　　　　　　　　---　2019-09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）

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 14117:2019

Active implantable medical devices --
Electromagnetic compatibility -- EMC test
protocols for implantable cardiac pacemakers,
implantable cardioverter defibrillators and cardiac
resynchronization devices

能動埋込み医療機器－電磁両立性－埋込み型
心臓ペースメーカー，埋込み型除細動器及び心臓
再同期装置のEMC試験プロトコル

20190903 26,136円 (本体23,760円）

ISO 14708-2:2019
Implants for surgery -- Active implantable
medical devices -- Part 2: Cardiac pacemakers

外科用インプラント－能動埋込み医療機器－第2
部：心臓ペースメーカ

20190903 23,496円 (本体21,360円）

ISO 14708-6:2019

Implants for surgery -- Active implantable
medical devices -- Part 6: Particular
requirements for active implantable medical
devices intended to treat tachyarrhythmia
(including implantable defibrillators)

外科用インプラント－能動埋込み医療機器－第6
部：頻脈性不整脈の治療用として意図された(埋込
形除細動器を含む)能動埋込み医療機器の特定
要求事項

20190903 23,496円 (本体21,360円）

ISO/TS 17137:2019
Cardiovascular implants and extracorporeal
systems -- Cardiovascular absorbable implants

心臓血管インプラント及び体外装置－心臓血管吸
収式インプラント

20190904 18,216円 (本体16,560円）

ISO/TR 21958:2019
Ophthalmic optics -- Review of the test methods
used to assess scratch and abrasion resistance
of spectacle lenses

眼光学－眼鏡レンズの耐スクラッチ性及び耐摩耗
性評価に使用された試験方法のレビュー

20190918 15,576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 11274:2019
Soil quality -- Determination of the water-
retention characteristic -- Laboratory methods

地盤環境－水分保持特性の測定－室内試験法 20190921 15,576円 (本体14,160円）

ISO 11665-2:2019

Measurement of radioactivity in the environment
-- Air: radon-222 -- Part 2: Integrated
measurement method for determining average
potential alpha energy concentration of its short-
lived decay products

環境中の放射能の測定－空気：ラドン222－第2
部：ラドンの短寿命崩壊生成物の平均ポテンシャ
ルアルファエネルギー濃度を求めるための積分測
定法

20190904 11,616円 (本体10,560円）

ISO 13315-6:2019
Environmental management for concrete and
concrete structures -- Part 6: Use of concrete
structures

コンクリート及びコンクリート構造物のための環境
マネジメント－第6部：コンクリート構造物の使用

20190906 15,576円 (本体14,160円）

ISO 14644-3:2019
Cleanrooms and associated controlled
environments -- Part 3: Test methods

クリーンルーム及び関連制御環境－第3部：試験
方法

20190830 23,496円 (本体21,360円）

ISO 15800:2019
Soil quality -- Characterization of soil with
respect to human exposure

地盤環境－人の暴露に関する土壌の特性付け 20190829 20,856円 (本体18,960円）

ISO 20264:2019

Stationary source emissions -- Determination of
the mass concentration of individual volatile
organic compounds (VOCs) in waste gases from
non-combustion processes

固定発生源排出－非燃焼プロセスからの排ガス
内の個々の揮発性有機化合物（VOC）の質量濃
度の定量

20190903 18,216円 (本体16,560円）

ISO 20338:2019
Oxygen reduction systems for fire prevention --
Design, installation, planning and maintenance

防火用の酸素還元システム－設計, 設置, 計画,
保守

20190902 15,576円 (本体14,160円）

ISO 21268-1:2019

Soil quality -- Leaching procedures for
subsequent chemical and ecotoxicological testing
of soil and soil-like materials -- Part 1: Batch
test using a liquid to solid ratio of 2 l/kg dry
matter

地盤環境－地盤及び地盤物質の事後の化学及び
環境毒物学試験のための浸出手順－第1部：液
体・固体比が2 l/kg乾燥計を用いるバッチ試験

20190904 18,216円 (本体16,560円）

ISO 21268-2:2019

Soil quality -- Leaching procedures for
subsequent chemical and ecotoxicological testing
of soil and soil-like materials -- Part 2: Batch
test using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry
matter

地盤環境－地盤及び地盤物質の事後の化学及び
環境毒物学試験のための浸出手順－第2部：液
体・固体比が10 l/kg乾燥計を用いるバッチ試験

20190904 18,216円 (本体16,560円）

ISO 21268-3:2019

Soil quality -- Leaching procedures for
subsequent chemical and ecotoxicological testing
of soil and soil-like materials -- Part 3: Up-flow
percolation test

地盤環境－地盤及び地盤物質の事後の化学及び
環境毒物学試験のための浸出手順－第3部：逆流
浸出試験

20190904 18,216円 (本体16,560円）

ISO 25177:2019 Soil quality -- Field soil description 地盤環境－現場地盤の種類 20190919 20,856円 (本体18,960円）

13 環境．健康予防．安全

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 11665-2:2019

Measurement of radioactivity in the environment
-- Air: radon-222 -- Part 2: Integrated
measurement method for determining average
potential alpha energy concentration of its short-
lived decay products

環境中の放射能の測定－空気：ラドン222－第2
部：ラドンの短寿命崩壊生成物の平均ポテンシャ
ルアルファエネルギー濃度を求めるための積分測
定法

20190904 11,616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/TS 25107:2019
Non-destructive testing -- NDT training
syllabuses

非破壊試験－NDT教育・訓練細目 20190921 26,136円 (本体23,760円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO/TR 10064-1:2019
Code of inspection practice -- Part 1:
Measurement of cylindrical gear tooth flanks

検査手順コード－第1部：円筒歯車の歯面の測定 20190911 26,136円 (本体23,760円）

ISO 10642:2019
Fasteners -- Hexagon socket countersunk head
screws with reduced loadability

ファスナー－積載性が低下した六角穴皿頭ねじ 20190918 7,656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 3601-1:2012/Amd
1:2019

ISO 3601-1:2012/Amd 1:2019 ISO 3601-1:2012/修正票1:2019 20190902 2,112円 (本体1,920円）

ISO 6358-2:2019

Pneumatic fluid power -- Determination of flow-
rate characteristics of components using
compressible fluids -- Part 2: Alternative test
methods

空気圧流体動力－圧縮性流体を用いる構成部品
の流量特性の測定－第2部：代替試験方法

20190902 20,856円 (本体18,960円）

ISO 10893-3:2011/Amd
1:2019

Change of dimensions of the reference notch 修正票1－基準ノッチの寸法の変更 20190914 2,112円 (本体1,920円）

ISO/TR 22681:2019
Hydraulic fluid power -- Impact and use of ISO
11171:2016 m(b) and m(c) particle size
designations on particle count and filter test data

油圧動力－粒子数及びフィルター試験データで
ISO 11171:2016m（b）及びm（c）粒径記号の影響と
使用

20190906 7,656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 8000-116:2019
Data quality -- Part 116: Master data: Exchange
of quality identifiers: Application of ISO 8000-115
to authoritative legal entity identifiers

データ品質－第115部：マスターデータ：品質識別
子の交換：ISO 8000-115の正式な取引主体識別
子への適用

20190902 5,016円 (本体4,560円）

ISO 9455-3:2019
Soft soldering fluxes -- Test methods -- Part 3:
Determination of acid value, potentiometric and
visual titration methods

はんだ付用フラックス－試験方法－第3部：電位差
滴定及び目視滴定法による酸価の測定

20190918 5,016円 (本体4,560円）

ISO 9455-16:2019
Soft soldering fluxes -- Test methods -- Part 16:
Flux efficacy test, wetting balance method

はんだ付け用フラックス－試験方法－第16部：
ウェッティングバランス法によるフラックスの効力
試験

20190918 15,576円 (本体14,160円）

ISO 20140-1:2019

Automation systems and integration -- Evaluating
energy efficiency and other factors of
manufacturing systems that influence the
environment -- Part 1: Overview and general
principles

オートメーションシステム及びその統合－環境に
影響を及ぼす製造システムのエネルギー効率及
びその他の要因の評価－第1部：概要及び一般原
則

20190903 7,656円 (本体6,960円）

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）

25 生産工学

17 度量衡及び測定．物理的現象

定価（本体価格）

定価（本体価格）

19 試験

定価（本体価格）

21 一般的に利用される機械的システム及びその構成要素

定価（本体価格）

JSA Japanese Standards Association
＊ 本表記載の規格のご購入につきましては、JSA Webdesk （https://webdesk.jsa.or.jp/ )をご利用下さい。
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ISO 21968:2019

Non-magnetic metallic coatings on metallic and
non-metallic basis materials -- Measurement of
coating thickness -- Phase-sensitive eddy-
current method

金属及び非金属母材の非磁性金属被膜－被膜厚
の測定－位相弁別型渦電流式方法

20190919 20,856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 14780:2017/Amd
1:2019

ISO 14780:2017/Amd 1:2019 ISO 14780:2017/修正票1:2019 20190909 2,112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 14117:2019

Active implantable medical devices --
Electromagnetic compatibility -- EMC test
protocols for implantable cardiac pacemakers,
implantable cardioverter defibrillators and cardiac
resynchronization devices

能動埋込み医療機器－電磁両立性－埋込み型
心臓ペースメーカー，埋込み型除細動器及び心臓
再同期装置のEMC試験プロトコル

20190903 26,136円 (本体23,760円）

規格番号 原文標題 邦訳標題（参考訳）
制定

年月日

ISO/IEC 11770-
4:2017/Amd 1:2019

Unbalanced Password-Authenticated Key
Agreement with Identity-Based Cryptosystems
(UPAKA-IBC)

IDベースの暗号化システム（UPAKA-IBC）との不
均衡なパスワード認証済みキー合意

20190906 2,112円 (本体1,920円）

ISO 14533-4:2019

Processes, data elements and documents in
commerce, industry and administration -- Long
term signature profiles -- Part 4: Attributes
pointing to (external) proof of existence objects
used in long term signature formats
(PoEAttributes)

商業，工業及び行政におけるプロセス，データ要
素及び文書－長期署名プロファイル－第4部：長
期署名形式で使用される（外部）存在証明対象を
指す属性（PoEAttributes）

20190827 20,856円 (本体18,960円）

ISO/TR 14823-2:2019
Intelligent transport systems -- Graphic data
dictionary -- Part 2: Examples

高度道路交通システム－グラフィックデータ辞書
－第2部：例

20190903 15,576円 (本体14,160円）

ISO/IEC 15444-
16:2019

Information technology -- JPEG 2000 image
coding system -- Part 16: Encapsulation of JPEG
2000 Images into ISO/IEC 23008-12

情報技術－JPEG 2000画像符号処理システム－
第16部：JPEG 2000画像のISO / IEC 23008-12へ
のカプセル化

20190904 7,656円 (本体6,960円）

ISO/IEC 15909-1:2019
Systems and software engineering -- High-level
Petri nets -- Part 1: Concepts, definitions and
graphical notation

システム及びソフトウェア工学－高レベルペトリ
ネット－第1部：概念，定義及びグラフ式表記

20190827 18,216円 (本体16,560円）

ISO/IEC TR
16351:2019

Information technology -- Systems and software
engineering -- Application management guidance
on the relationship between ISO/IEC 16350:2015
and Application Service Library

情報技術－システム及びソフトウェア工学－
ISO/IEC 16350:2015と適用サービスライブラリの
関係に関する適用マネジメント手引

20190902 7,656円 (本体6,960円）

ISO/IEC TS 20748-
4:2019

Information technology for learning, education and
training -- Learning analytics interoperability --
Part 4: Privacy and data protection policies

学習，教育及び訓練のための情報技術－ラーニ
ング・アナリティクス・インターオペラビリティ－第4
部：プライバシー及びデータ保護方針

20190902 15,576円 (本体14,160円）

ISO/IEC 21122-3:2019
Information technology -- JPEG XS low-latency
lightweight image coding system -- Part 3:
Transport and container formats

情報技術－JPEG XS低遅延軽負荷画像符号化シ
ステム－第3部：輸送及びコンテナ形式

20190828 20,856円 (本体18,960円）

ISO 21745:2019
Electronic record books for ships -- Technical
specifications and operational requirements

船舶用電子記録帳－技術仕様書及び操作要求事
項

20190903 15,576円 (本体14,160円）

ISO/IEC 25030:2019
Systems and software engineering -- Systems
and software quality requirements and evaluation
(SQuaRE) -- Quality requirements framework

システム及びソフトウェア工学－システム及びソフ
トウェア製品品質要求事項及び評価(SQuaRE)－
品質要求事項の枠組

20190828 20,856円 (本体18,960円）

ISO/IEC TR
27550:2019

Information technology -- Security techniques --
Privacy engineering for system life cycle
processes

情報技術－セキュリティ技術－システムライフサイ
クルプロセスのプライバシーエンジニアリング

20190915 23,496円 (本体21,360円）

定価（本体価格）

定価（本体価格）

33 電気通信工学．オーディオ及びビデオ工学

35 情報技術．事務機械

27 エネルギー及び熱伝達工学

定価（本体価格）

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 TR 29110-5-
6-3:2019

Systems and software engineering -- Lifecycle
profiles for Very Small Entities (VSEs) -- Part 5-
6-3: Systems engineering: Management and
engineering guide: Generic profile group:
Intermediate profile

システム及びソフトウェア工学－零細団体(VSE)の
ためのライフサイクルプロファイル－第5-6-3部：シ
ステム工学－マネジメント及びエンジニアリングの
手引：総合プロファイルグループ：中間プロファイ
ル

20190920 26,136円 (本体23,760円）

ISO/IEC 29192-6:2019
Information technology -- Lightweight
cryptography -- Part 6: Message authentication
codes (MACs)

情報技術－軽量暗号－第6部：メッセージ確認コー
ド(MAC)

20190918 15,576円 (本体14,160円）

ISO/IEC 30106-4:2019
Information technology -- Object oriented BioAPI
-- Part 4: C++ implementation

情報技術－オブジェクト指向BioAPI－第4部：C++
実施

20190915 23,496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 14490-9:2019
Optics and photonics -- Test methods for
telescopic systems -- Part 9: Test methods for
field curvature

光学及び光学機器－望遠鏡系の試験方法－第9
部：像面湾曲の試験方法

20190918 5,016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 6626-3:2019
Internal combustion engines -- Piston rings --
Part 3: Coil-spring-loaded oil control rings made
of steel

内燃機関－ピストンリング－第3部：鋼製のコイル
エキスパンダ付きオイルコントロールリング

20190922 15,576円 (本体14,160円）

ISO/TR 14823-2:2019
Intelligent transport systems -- Graphic data
dictionary -- Part 2: Examples

高度道路交通システム－グラフィックデータ辞書
－第2部：例

20190903 15,576円 (本体14,160円）

ISO/TS 19072-5:2019

Road vehicles -- Connection interface for
pyrotechnic devices, two-way and three-way
connections -- Part 5: Pyrotechnic device and
harness connector assembly - type 3 (only two-
way)

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5部：点火装置及びハーネス
コネクタアセンブリ－タイプ3（2方のみ）

20190919 7,656円 (本体6,960円）

ISO 21782-1:2019
Electrically propelled road vehicles -- Test
specification for electric propulsion components -
- Part 1: General test conditions and definitions

電気自動車－電気推進コンポーネントのテスト仕
様-第1部：一般的な試験状態と定義

20190829 11,616円 (本体10,560円）

ISO 21782-2:2019

Electrically propelled road vehicles -- Test
specification for electric propulsion components -
- Part 2: Performance testing of the motor
system

電気自動車－電気推進コンポーネントのテスト仕
様－第2部：モーターシステムの性能テスト

20190829 7,656円 (本体6,960円）

ISO 21782-3:2019

Electrically propelled road vehicles -- Test
specification for electric propulsion components -
- Part 3: Performance testing of the motor and
the inverter

電気自動車－電気推進コンポーネントのテスト仕
様－第3部：モーターとインバーターの性能テスト

20190829 15,576円 (本体14,160円）

ISO 21782-6:2019

Electrically propelled road vehicles -- Test
specification for electric propulsion components -
- Part 6: Operating load testing of motor and
inverter

電気自動車－電気推進コンポーネントのテスト仕
様－第6部：モータ及びインバーターの動作負荷テ
スト

20190829 15,576円 (本体14,160円）

ISO 23274-1:2019
Hybrid-electric road vehicles -- Exhaust
emissions and fuel consumption measurements --
Part 1: Non-externally chargeable vehicles

ハイプリッド電気路上走行車－排気物質及び燃料
消費の測定－第1部：非外部充電式車両

20190829 15,576円 (本体14,160円）

ISO/TR 23791:2019
Road vehicles -- Extended vehicle (ExVe) web
services -- Result of the risk assessment on ISO
20078 series

路上走行車－拡張車両(ExVe)ウェブサービス－
ISO 20078 シリーズのリスクアセスメント結果

20190904 20,856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 21745:2019
Electronic record books for ships -- Technical
specifications and operational requirements

船舶用電子記録帳－技術仕様書及び操作要求事
項

20190903 15,576円 (本体14,160円）

43 自動車工学

定価（本体価格）

47 造船及び海洋構造物

定価（本体価格）

37 映像技術

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 14397-1:2007/Amd
1:2019

ISO 14397-1:2007/Amd 1:2019 ISO 14397-1:2007/修正票:2019 20190827 2,112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 1833-9:2019
Textiles -- Quantitative chemical analysis --
Part 9: Mixtures of acetate with certain other
fibres (method using benzyl alcohol)

繊維－定量的化学分析－第9部：アセテートと特
定の他の繊維の混合物(ベンジルアルコールを使
用する試験)

20190904 5,016円 (本体4,560円）

ISO 1833-14:2019
Textiles -- Quantitative chemical analysis --
Part 14: Mixtures of acetate with certain other
fibres (method using glacial acetic acid)

繊維－定量的化学分析－第14部：アセテートと特
定の他の繊維の混合物(酢酸を使用する方法)

20190904 5,016円 (本体4,560円）

ISO 1833-17:2019

Textiles -- Quantitative chemical analysis --
Part 17: Mixtures of cellulose fibres and certain
fibres with chlorofibres and certain other fibres
(method using concentrated sulfuric acid)

繊維－定量的化学分析－第17部：セルロース繊
維と特定の繊維とクロロファイバー及びその他一
部の繊維の混合物(硫酸を使用する方法)

20190906 5,016円 (本体4,560円）

ISO 3175-5:2019

Textiles -- Professional care, drycleaning and
wetcleaning of fabrics and garments -- Part 5:
Procedure for testing performance when cleaning
and finishing using dibutoxymethane

繊維－織物及び衣服の職業的手入れ，ドライク
リーニング及びウェットクリーニング－第5部：ジブ
トキシメタンを使用した洗浄及び仕上げ時の性能
試験手順

20190904 7,656円 (本体6,960円）

ISO 3175-6:2019

Textiles -- Professional care, drycleaning and
wetcleaning of fabrics and garments -- Part 6:
Procedure for testing performance when cleaning
and finishing using decamethylpentacyclosiloxane

繊維－織物及び衣服の職業的手入れ，ドライク
リーニング及びウェットクリーニング－第6部：デカ
メチルペンタシクロシロキサンを使用した洗浄及び
仕上げ時の性能試験手順

20190904 7,656円 (本体6,960円）

ISO 21701:2019

Textiles --Test method for accelerated
hydrolysis of textile materials and biodegradation
under controlled composting conditions of the
resulting hydrolysate

繊維－得られた加水分解物の制御されたコンポス
ト条件下の繊維材料の加水分解促進及び生分解
の試験方法

20190904 7,656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 4387:2019
Cigarettes -- Determination of total and nicotine-
free dry particulate matter using a routine
analytical smoking machine

シガレット－ルーチン分析用喫煙機を用いた粗
タール及びニコチンと水を含まないタールの測定

20190909 15,576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 6486-1:2019
Ceramic ware, glass ceramic ware and glass
dinnerware in contact with food -- Release of
lead and cadmium -- Part 1: Test method

食物と接触するセラミック，ガラスセラミック及びガ
ラス製食器－鉛及びカドミウムの放出－第1部：試
験方法

20190828 15,576円 (本体14,160円）

ISO 7086-1:2019
Glass hollowware in contact with food -- Release
of lead and cadmium -- Part 1: Test method

食品と接触するガラスホロー食器－鉛及びカドミ
ウムの放出－第1部：試験方法

20190909 15,576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 6145-1:2019
Gas analysis -- Preparation of calibration gas
mixtures using dynamic methods -- Part 1:
General aspects

ガス分析－動的容積法による校正ガス混合物の
調製－第1部：総論

20190902 15,576円 (本体14,160円）

65 農業

定価（本体価格）

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）

定価（本体価格）

71 化学技術

67 食品技術

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 4259-1:2017/Amd
1:2019

ISO 4259-1:2017/Amd 1:2019 ISO 4259-1:2017/修正票1:2019 20190906 2,112円 (本体1,920円）

ISO 4259-2:2017/Amd
1:2019

ISO 4259-2:2017/Amd 1:2019 ISO 4259-2:2017/修正票1:2019 20190902 2,112円 (本体1,920円）

ISO 6246:2017/Amd
1:2019

Purity requirement for n-heptane n-ヘプタンの純度要求事項 20190827 2,112円 (本体1,920円）

ISO 14780:2017/Amd
1:2019

ISO 14780:2017/Amd 1:2019 ISO 14780:2017/修正票1:2019 20190909 2,112円 (本体1,920円）

ISO/PAS 23263:2019

Petroleum products - Fuels (class F) -
Considerations for fuel suppliers and users
regarding marine fuel quality in view of the
implementation of maximum 0,50 % sulfur in 2020

石油製品－燃料（クラスＦ）－2020年に 大0.50％
の硫黄導入を考慮した、船舶燃料の品質に関する
燃料供給者と利用者の考察

20190917 7,656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 4489:2019 Hardmetals -- Sampling and testing 合金－サンプリング法と試験方法 20190917 5,016円 (本体4,560円）

ISO 4884:2019
Hardmetals -- Sampling and testing of powders
using sintered test pieces

合金－焼結試験片を使用した粉末のサンプリング
法と試験方法

20190917 5,016円 (本体4,560円）

ISO 10679:2019 Steels -- Cast tool steels 鋼－鋳造工具鋼 20190904 7,656円 (本体6,960円）

ISO 10893-3:2011/Amd
1:2019

Change of dimensions of the reference notch 修正票1－基準ノッチの寸法の変更 20190914 2,112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 6486-1:2019
Ceramic ware, glass ceramic ware and glass
dinnerware in contact with food -- Release of
lead and cadmium -- Part 1: Test method

食物と接触するセラミック，ガラスセラミック及びガ
ラス製食器－鉛及びカドミウムの放出－第1部：試
験方法

20190828 15,576円 (本体14,160円）

ISO 7086-1:2019
Glass hollowware in contact with food -- Release
of lead and cadmium -- Part 1: Test method

食品と接触するガラスホロー食器－鉛及びカドミ
ウムの放出－第1部：試験方法

20190909 15,576円 (本体14,160円）

ISO 22601:2019

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced
technical ceramics) -- Test method for
determination of phenol oxidative decomposition
performance of semiconducting photocatalytic
materials by quantitative analysis of total organic
carbon (TOC)

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)－全有機炭素(TOC)の定量分析による
半導体光触媒材料のフェノール酸化分解性能の
測定試験方法

20190906 11,616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 3601-1:2012/Amd
1:2019

ISO 3601-1:2012/Amd 1:2019 ISO 3601-1:2012/修正票1:2019 20190902 2,112円 (本体1,920円）

ISO 16010:2019
Elastomeric seals -- Material requirements for
seals used in pipes and fittings carrying gaseous
fuels and hydrocarbon fluids

エラストマーシール－気体燃料及び炭化水素流体
を輸送する管及び管継手に使用するシールの材
料要求事項

20190828 7,656円 (本体6,960円）

75 石油及び関連技術

定価（本体価格）

定価（本体価格）

83 ゴム及びプラスチック工業

77 金属工学

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
＊ 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 22404:2019

Plastics -- Determination of the aerobic
biodegradation of non-floating materials exposed
to marine sediment -- Method by analysis of
evolved carbon dioxide

プラスチック－海洋堆積物に曝露された非浮遊材
料の好気的生分解度の求め方－発生二酸化炭素
の分析による方法

20190906 7,656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 13315-6:2019
Environmental management for concrete and
concrete structures -- Part 6: Use of concrete
structures

コンクリート及びコンクリート構造物のための環境
マネジメント－第6部：コンクリート構造物の使用

20190906 15,576円 (本体14,160円）

ISO 17738-2:2019
Thermal insulation products -- Exterior insulation
and finish systems (EIFS) -- Part 2: Installation

断熱製品－外部断熱及び仕上げシステム (EIFS)
－第2部：設置

20190828 15,576円 (本体14,160円）

ISO 17738-3:2019
Thermal insulation products -- Exterior insulation
and finish systems (EIFS) -- Part 3: Design
requirements

断熱製品－外部断熱及び仕上げシステム (EIFS)
－第3部：デザイン要求事項

20190828 7,656円 (本体6,960円）

ISO 18408:2019
Simplified structural design for reinforced
concrete wall buildings

鉄筋コンクリート壁建築物の簡易構造設計 20190904 23,496円 (本体21,360円）

ISO 21723:2019
Buildings and civil engineering works -- Modular
coordination -- Module

建築土木工事－モジュール割り－モジュール 20190903 7,656円 (本体6,960円）

ISO 22111:2019
Bases for design of structures -- General
requirements

構造物設計の基礎－一般要求事項 20190906 20,856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 6486-1:2019
Ceramic ware, glass ceramic ware and glass
dinnerware in contact with food -- Release of
lead and cadmium -- Part 1: Test method

食物と接触するセラミック，ガラスセラミック及びガ
ラス製食器－鉛及びカドミウムの放出－第1部：試
験方法

20190828 15,576円 (本体14,160円）

ISO 7086-1:2019
Glass hollowware in contact with food -- Release
of lead and cadmium -- Part 1: Test method

食品と接触するガラスホロー食器－鉛及びカドミ
ウムの放出－第1部：試験方法

20190909 15,576円 (本体14,160円）

91 建設材料及び建築物

97 家庭用及び商業用装置．娯楽．スポーツ

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。


