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JIS その他の分野

--- 2019-04 追録情報 ---

日本規格協会グループ

制定・改正
規格番号

文書標題

文書標題(英文)

出版
年月日

定価（本体価格）

状態

旧規格番号

JIS G 3558:2019

ねじり角鉄線

Twisted low carbon square steel
wires

H31.4.22

1,620円 (本体1,500円)

出版＿
制定

JIS G 3559:2019

ねじり角鉄線を用いた溶接金網

Welded wiremesh using twisted low
carbon square steel wires

H31.4.22

1,944円 (本体1,800円)

出版＿
制定

JIS S 2093:2019

家庭用ガス燃焼機器の試験方法

Test methods of gas burning
appliances for domestic use

H31.4.22

4,320円 (本体4,000円)

出版＿
JIS S 2093:2010
改正

JIS S 2103:2019

家庭用ガス調理機器

Gas cooking appliances for
domestic use

H31.4.22

4,860円 (本体4,500円)

出版＿
JIS S 2103:2015
改正

JIS S 2109:2019

家庭用ガス温水機器

Gas burning water heaters for
domestic use

H31.4.22

4,860円 (本体4,500円)

JIS S
出版＿ 2109:2010R;JIS S
改正 2109:2010R/AME
NDMENT 1:2011

JIS S 2112:2019

家庭用ガス温水熱源機

Gas hydronic heating appliances for
H31.4.22
domestic use

4,536円 (本体4,200円)

出版＿
JIS S 2112:2011
改正

JIS S 2113:2019

業務用ガスこんろ

Commercial gascookers

H31.4.22

3,564円 (本体3,300円)

出版＿
制定

JIS S 2120:2019

ガス栓

Gas valves

H31.4.22

4,536円 (本体4,200円)

出版＿
JIS S 2120:2014
改正

JIS S 2122:2019

家庭用ガス暖房機器

Gas burning space heaters for
domestic use

H31.4.22

4,320円 (本体4,000円)

出版＿
JIS S 2122:2010
改正

JIS S 2130:2019

家庭用ガス衣類乾燥機

Gas burning clothes dryers for
domestic use

H31.4.22

3,240円 (本体3,000円)

出版＿
JIS S 2130:2010
改正

JIS T 60601-268:2019

医用電気機器―第２－６８部：電子
加速装置，軽イオンビーム治療装
置及び放射性核種治療装置と組み
合わせるＸ線に基づく画像誘導放
射線治療装置の基礎安全及び基本
性能に関する個別要求事項

Medical electrical equipment -Part 2-68: Particular requirements
for the basic safety and essential
performance of X-ray-based
image-guided radiotherapy
equipment for use with electron
accelerators, light ion beam therapy
equipment and radionuclide beam

H31.4.1

4,104円 (本体3,800円)

出版＿
制定

JIS T 625631:2019

医用電気機器―医用画像表示シス
テム―第１部：評価方法

Medical electrical equipment -Medical image display systems -Part 1: Evaluation methods

H31.4.1

4,104円 (本体3,800円)

出版＿
改正

JIS T 625631:2013

文書標題(英文)

出版
年月日

定価（本体価格）

状態

旧規格番号

文書標題(英文)

出版
年月日

定価（本体価格）

状態

移行先

公表
規格番号

文書標題
今回公表されたＴＲ、ＴＳは
ありません。

廃止
規格番号

文書標題

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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JIS L 0221:1994

ジオシンセティック用語

JSA Japanese Standards Association

Glossary of terms used in
geosynthetic industry

H6.9.30

1,296円 (本体1,200円)

官報公
示によ JIS A 0208:2019
り廃止

＊ 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

