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収録内容を更新！
最新JISに対応！

〈ご予約特典〉〈ご予約特典〉〈ご予約特典〉

〈NEWNEW〉〈NEW〉

2011年1月21日発行分は、
鉄鋼蠢、圧力容器・ボイラ、
ISO 9000ほか、全37冊です。

1月末日までのご予約・ご注文は送料無料！ 

蘆原則として、2010年11月までに官報公示された規格の動きを反映して収録
蘆9「建築蠡」には、省エネ対策として普及が加速している「無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材」の新規制定規格を収録。
蘆17「圧力容器・ボイラ」には、待望の「圧力容器の構造―一般事項」の改正規格を更新収録
蘆「組織の持続的成功のための運営管理―品質マネジメントアプローチ」の改正規格、「品質マネジメント―顧客満足―
組織における行動規範のための指針」などの新規制定規格を58-1「ISO 9000」に収録
蘆注目の「温室効果ガス―第1部：組織における温室効果ガスの排出量及び吸収量の定量化及び報告のための仕様並びに
手引」新規制定規格を58-2「環境マネジメント」に収録。
蘆話題を集めているリスクマネジメントの重要規格「リスクマネジメント―原則及び指針」の新規制定規格を58-4「リスク
マネジメント」に収録。

ニーズの高い規格
を中心に収録！

発刊のご案内

※2011年1月発行JISハンドブックのうち一部につきまして、諸事情により2011年1月発行より遅れる可能性がございます。

20112011年版年版 1月発行分月発行分2011年版 1月発行分

手軽に手軽にJISJIS最新版管理を実現する最新版管理を実現する
分野別・産業別の工業技術の原典！分野別・産業別の工業技術の原典！
手軽にJIS最新版管理を実現する
分野別・産業別の工業技術の原典！
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2011年版1月発行のハンドブック
＊本パンフレットにてご案内している2011年版の各ハンドブックの収録規格数・収録内容は、2010年10月末現在の予定です。編集の都合により、変更される場合がございますのでご了承願います。

＊JISハンドブックでは、一部規格内容を抜粋・要約して掲載しているもの、原案の段階で収録しているものがあります。また、JISハンドブックでは、原則として解説は省略されています。

JIS総目録

目録の使い方、JIS情報の入手方法、A～Zの19部門別JIS
及びTR（標準情報）一覧（総目録）。対応国際規格、廃止・切
り替え情報表示。便利な規格タイトル等からの、五十音順索
引。ISO/IEC-JIS対応表、JIS原案作成団体・機関一覧。巻
末に英訳JISハンドブック収録一覧を掲載。

定価5,985円（本体5,700円）

JIS YEARBOOK

英語版JIS総目録。書誌情報も掲載され国際技術交換に役立
つ。対応ISO/IEC規格を明示。英語のキーワードで検索可。
ISO/IEC-JISの対応表を制定収録。

定価7,455円（本体7,100円）

膀 鉄鋼蠢［用語/他］

収録規格数：202
目次項目：用語、資材及び認証、金属材料の試験、鉄鋼材料の
試験、原材料、機械構造用炭素鋼・合金鋼、特殊用途鋼、クラ
ッド鋼、鋳鍛造品、電気用材料
収録内容：鋼材の製品分析方法及びその許容変動値（G
0321）、建築用鋼板及び平鋼の超音波探傷試験による等級分
類及び判定基準（G 0901）などの改正を更新。金属材料の穴
広げ試験方法（Z 2256）などの新規制定を追加。

定価9,135円（本体8,700円）

膂 鉄鋼蠡［棒・形・板・帯/他］
定価8,610円（本体8,200円）

収録規格数：168
目次項目：棒鋼・形鋼・鋼板・鋼帯（構造用/一般加工用/圧力容
器用/厚さ方向特性/寸法・質量・許容差/土木・建築用/鉄道
用）、鋼管（配管用鋼管/熱伝達用鋼管/構造用鋼管/特殊用途鋼
管及び合金管）、線材・線材二次製品
収録内容：鉄筋コンクリート用棒鋼（G 3112）、中・常温圧力容
器用炭素鋼鋼板（G 3118）、みがき特殊帯鋼（G 3311）、溶融
55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯（G 3321）
などの改正を更新。

膠 非　鉄
定価8,820円（本体8,400円）

収録規格数：154
目次項目：金属材料の試験、非鉄金属材料の試験・検査、原材料、
伸銅品、アルミニウム及びアルミニウム合金の展伸材、マグネシ
ウム合金の展伸材、鉛及び鉛合金の展伸材、ニッケル及びニッケ
ル合金の展伸材、チタン及びチタン合金の展伸材、その他の展
伸材、粉末や金、鋳物
収録内容：鋳物用アルミニウム合金地金（H 2211）、などの改
正を更新。金属材料の穴広げ試験方法（Z 2256）などの新規
制定を追加。

膣-１ 配管蠢［基本］

収録規格数：90
目次項目：基本、ねじ、ボルト・ナット、バルブ、管フランジ、シー
ル、試験、その他
収録内容：六角袋ナット（B 1183）、家庭用浄水器試験方法（S
3201）、溶接記号（Z 3021）などの改正を更新。

定価8,505円（本体8,100円）

膣-２ 配管蠡［製品］

収録規格数：137
目次項目：管、管継手、管フランジ、バルブ
収録内容：青銅弁（B 2011）、水配管用亜鉛めっき鋼管（G
3442）などの改正を更新。水用電動弁―第1部：一般産業用
ボール弁（B 8474-1）の新規制定を追加。

定価10,605円（本体10,100円）

腟 機械要素

収録規格数：172
目次項目：基本、ねじ・ボルト・ナット・座金・ピン、軸関係、転がり
軸受、滑り軸受、歯車・チェーン・ベルト、ばね、シール
収録内容：機械製図（B 0001）、かさ歯車の精度（B 1704）、
止め輪（B 2804）などの改正を更新。転がり軸受―熱定格回
転速度―計算方法（B 1550）などの新規制定を追加。

定価10,920円（本体10,400円）

膓 建築蠢［材料・設備］

収録規格数：208
目次項目：骨材・混和材料、コンクリート・セメント、コンクリート製
品・タイル・れんが、ガラス、鋼材、ボード・下地材、屋根材料・床材
料、エクステリア材・インテリア材、左官材料・塗装材、ルーフィン
グ材、シーリング材・接着剤・目地材、接合材・金物、断熱材・吸音
材料、建具、設備、施行
収録内容：建築用コンクリートブロック（A 5406）、一般構造用
圧延鋼材（G 3101）、型板ガラス（R 3203）などの改正を更
新。無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材（A 5558）の新規制
定を追加。

定価11,130円（本体10,600円）

膩 建築蠡［試験］

収録規格数：187
目次項目：設計・計画・一般、試験・測定
収録内容：共鳴振動によるコンクリートの動弾性係数,動せん断
弾性係数及び動ポアソン比試験方法（A 1127）、高分子系張
り床材試験方法（A 1454）、などの改正を更新。コンクリート
の圧縮クリープ試験方法（A1157）、木材・プラスチック再生複
合材の耐久性試験方法（A1456）の新規制定を追加。

定価10,395円（本体9,900円）

膺 圧力容器・ボイラ［用語/構造/付属品・部品・その他］

収録規格数：52
目次項目：用語, 構造, 附属品・部品・その他
収録内容：蒸気用及びガス用ばね安全弁（B 8210）、圧力容
器の構造―一般事項（B 8265）などの改正を更新。

定価12,390円（本体11,800円）

臍 電気設備蠢［一般/電線/他］

収録規格数：179
目次項目：一般、電線・ケーブル、電線管・ダクト・附属品
収録内容：定格電圧450／750V以下のゴム絶縁ケーブル
―第1部：通則（C 3663-1）、低圧電気設備―第1部：基本的
原則,一般特性の評価及び用語の定義（C 60364-1）、ポリエ
チレン被覆鋼管（G 3469）などの改正を更新。

定価11,655円（本体11,100円）

臑-１電気設備蠡［電気機械器具/他］

収録規格数：55
目次項目：電気機械器具、低圧遮断器・配線器具
収録内容：家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセン
ト―第1部：一般要求事項（C 8282-1）などの改正を更新。高
圧及び特別高圧進相コンデンサ並びに附属機器―第1部：コン
デンサ（C 4902-1）ほかの新規制定を追加。

定価9,240円（本体8,800円）

臑-２電気設備蠱［照明及び関連器具］

収録規格数：102
目次項目：照明及び関連器具（一般/口金・受金及びソケット/電
球・ランプ/安定器/照明器具/関連器具）
収録内容：照明器具―第1部：安全性要求事項通則（C 8105-
1）、蛍光灯ソケット及びスタータソケット（C 8324）などの改
正を更新。一般照明用LEDモジュール―性能要求事項（C
8155）ほかの新規制定を追加。

定価10,395円（本体9,900円）
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臠 プラスチック蠢［試験］

収録規格数：275
目次項目：用語・記号・略語・データ表示、状態調節・標準雰囲
気・試験片、機械的性質、燃焼性質、熱的性質、物理的・化学的
性質、電気的性質、暴露試験、フィルム・シート、繊維強化プラス
チック、発泡プラスチック、熱可塑性プラスチック、生分解性プラ
スチック、熱硬化性プラスチック
収録内容：※「管・継手」の項は削除しました。
プラスチック―高温空気炉を用いる着火温度の求め方（K
7193）などの改正を更新。固体電気絶縁材料―絶縁破壊の
強さの試験方法―第1部：商用周波数交流電圧印加による試験
（C 2110-1）ほかの新規制定を追加。

定価11,550円（本体11,000円）

臧 プラスチック蠡［材料］

収録規格数：112
目次項目：熱可塑性プラスチック、熱硬化性プラスチック、フィル
ム・シート・レザー・テープ、板・棒、フォーム、環境
収録内容：※「管・継手・棒類」・「日用品・その他」の項は削除しました。
プラスチック―ポリアミド（PA）成形用及び押出用材料―第2
部：試験片の作製方法及び特性の求め方（K 6920-2）などの
改正を更新。廃プラスチック―全臭素分析試験方法（K 7392）
の新規制定を追加。

定価8,190円（本体7,800円）

臻 接　着

収録規格数：111
目次項目：用語、共通、試験・測定（接着剤/建築/粘着テープ/プ
ラスチック/樹脂/ゴム/塗料/その他試験/製品）、接着剤、シー
シーリング材、粘着テープ
収録内容：※「主要被着材」の項は削除しました。
建築用シーリング材の試験方法（A 1439）、建築用シーリング
材（A5758）などの改正を更新。接着剤―接着接合部を試験す
るための標準老化条件選定指針（K6877）の新規制定を追加。

定価8,505円（本体8,100円）

臾 塗　料

収録規格数：146
目次項目：用語・試験、製品規格、その他（塗料・塗膜/一般）
収録内容：※「製品認証」の項は削除しました。
ジンクリッチプライマー（K 5552）、鉛酸カルシウムさび止めペ
イント（K 5629）、合成樹脂エマルション模様塗料（K 5668）
などの追補を収録。

定価9,660円（本体9,200円）

舂 紙・パルプ

収録規格数：110
目次項目：一般・共通、試験、紙・板紙、段ボール・箱、袋、紙加工品
収録内容：紙及び板紙―ロットの水分試験方法―乾燥器による
方法（P 8127）、原稿用紙（S 5508）などの改正を更新。紙及
び板紙―平滑度試験方法―王研法（P8155）の新規制定を追加。

定価7,455円（本体7,100円）

舫-１ 溶　接蠢［基本］

収録規格数：126
目次項目：用語・記号、施行・管理、試験・検査（破壊試験/非破壊試
験/ろう・はんだ試験/化学分析）、技術検定・認証、安全・衛生・環境
収録内容：環境試験方法―電気・電子―第2-20部：試験―試験
T―端子部品のはんだ付け性及びはんだ耐熱性試験方法（C
60068-2-20）、鋼材の製品分析方法及びその許容変動値（G
0321）などの改正を更新。溶接ヒュームのデータシート（Z
3940）の新規制定を追加。

定価9,030円（本体8,600円）

舫-２ 溶　接蠡［製品］

収録規格数：110
目次項目：材料（溶接棒・溶加棒・ワイヤ・フラックス/ろう・はん
だ/ガス）、溶接機、ガス溶断、安全用品
収録内容：※「母材」の項は削除しました。
モリブデン鋼及びクロムモリブデン鋼用被覆アーク溶接棒（Z
3223）、サブマージアーク溶接によるステンレス鋼溶着金属の
品質区分及び試験方法（Z 3324）などの改正を更新。アーク
溶接装置－第5部：ワイヤ送給装置（C 9300-5）の新規制定を
追加。

定価7,770円（本体7,400円）

舸 金属表面処理

収録規格数：74
目次項目：電気めっき、化学めっき、真空めっき、溶射、溶融めっ
き、陽極酸化皮膜、鋼材の素地調整
収録内容：※「製品認証」・「共通」・「その他（その他の表面処理、
自動車、航空宇宙、研磨）」の項は削除しました。
肉盛溶射（鋼）（H 8302）、アルミニウム及びアルミニウム合
金の陽極酸化塗装複合皮膜（H 8602）などの改正を更新。
遮熱コーティングの熱伝導率測定方法（H 8453）の新規制定
を追加。

定価8,190円（本体7,800円）

艝 機械計測

収録規格数：88
目次項目：ゲージ, 長さ, 角度, 面・形状, 基本（幾何特性）, 関連
収録内容：製品の幾何特性仕様（GPS）―プリズムの角度及び
こう配の基準値（B 0615）、すきまゲージ（B 7524）などの規
格を収録。

定価7,350円（本体7,000円）

艚 電気計測

収録規格数：81
目次項目：基本（用語・図記号/通則・一般）、試験・測定、電気
計器（電気指示計器/電力量計）、電気測定器、工業計器
収録内容：※「風力発電」・「公害計測器」の項は削除しました。
計測・制御及び試験室使用の電気装置―電磁両立性（EMC）
要求（C 1806-1）の改正規格を更新。

定価10,185円（本体9,700円）

艤 化学分析

収録規格数：95
目次項目：用語、標準物質、通則、水、試験・測定、データの取扱い
収録内容：※「器具・用具」の項は削除しました。
ラマン分光分析通則（K 0137）、表面化学分析―オージェ電
子分光法―装置性能を示す主要な項目の記載方法（K 0161）、
マイクロビーム分析―電子プローブマイクロ分析―波長分散X
線分光法による点分析における定性分析のための指針（K
0190）ほかの新規制定を追加。

定価10,395円（本体9,900円）

艪-１ 環境測定蠢-１［大気］

収録規格数：94
目次項目：用語、通則、標準物質、サンプリング、大気（試験　排
ガス/燃料/ばいじん,その他/自動計測器/自動車）
収録内容：光散乱式気中粒子計数器―校正方法及び検証方法
（B 9921）、排ガス中の塩素分析方法（K 0106）などの改正
を更新。

定価10,185円（本体9,700円）
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芬 情報基本

収録規格数：53
目次項目：用語、符号、データコード
収録内容：※「情報検索」の項は削除しました。
市区町村コード（X 0402）の改正規格を更新。

定価12,600円（本体12,000円）

苡 情報記録媒体

収録規格数：53
目次項目：用語、識別カード・ICカード、プリペイドカード、事務
機器
収録内容：※「用語」の項を新設しました。「記録媒体」の項を「識
別カード・ICカード」・「プリペイドカード」に分割しました。「入出
力仕様」の項を「事務機器」に変更しました。
識別カードの試験方法―第1部：一般的特性（X 6305-1）、IC
カード実装仕様―第1部：外部端子付きICカード（X 6319-1）
などの改正を更新。

定価11,130円（本体10,600円）

苣-１ ソフトウェア

収録規格数：32
目次項目：ソフトウェア工学（基本/製品の品質・評価/リスク抑
制・測定）
収録内容：※「ソフトウェア製品の品質」・「ソフトウェア製品の評
価」の項を「製品の品質・評価」に統合しました。
ソフトウェア測定―機能規模測定―第1部：概念の定義（X
0135-1）の改正を更新。ソフトウェア資産管理―第1部：プロ
セス（X 0164-1）などの新規制定を追加。

定価10,185円（本体9,700円）

苣-２ マルチメディア

収録規格数：30
目次項目：ウェブサービス、文書交換、画像圧縮
収録内容：※「ウェブサービス」の項を新設しました。「マルチメデ
ィア」の項を「画像圧縮」に変更しました。「ファイル仕様」の項は
削除しました。
拡張可能なスタイルシート言語（XSL）1.1（X 4179）、Webサ
ービス相互運用性―WS－I ベーシックプロファイル1.1（X
7361）ほかの新規制定を追加。

定価12,600円（本体12,000円）

苟 情報セキュリティ・電子商取引・ネットワーク

収録規格数：48
目次項目：情報セキュリティ、LAN・データ通信、バーコード・
RFID、電子商取引
収録内容：※「マネジメントシステム」の項は、「情報セキュリティ」
に変更し、「バーコード」の項は、「バーコード・RFID」に変更しま
した。「ネットワーク」の項は削除しました。
拡張可能な事業報告言語（XBRL）2.1（X 7206）の改正を更
新。バーコードシンボル体系仕様―PDF417（X 0508）、物
品管理用RFID―第1部：参照アーキテクチャ及びパラメタの定
義（X 6351-1）などの新規制定を追加。

定価12,390円（本体11,800円）

苒 金　型

収録規格数：66
目次項目：金型（プレス用/モールド用）、関連（プラスチック/プレ
ス）、製図、寸法・形状（加工/粗さ）、材料・その他（鉄鋼材/熱処
理/非鉄金属材）
収録内容：※「ダイカスト」の項は削除しました。
一般構造用圧延鋼材（G 3101）、銅及び銅合金の棒（H
3250）などの改正を更新。

定価7,980円（本体7,600円）

艾-４ リスクマネジメント

収録規格数：21
目次項目：用語・指針、機械安全、医療機器、情報セキュリティ、
個人情報保護、顧客満足
収録内容：※「プロジェクトマネジメント」・「QMS」・「EMS」の項
は削除しました。
リスクマネジメント―原則及び指針（Q 31000）、品質マネジ
メント―顧客満足―組織における行動規範のための指針（Q
10001）などの新規制定を追加。

定価8,505円（本体8,100円）

艾-１ ISO 9000

収録規格数：23
目次項目：用語、要求事項、パフォーマンス改善、監査の指針、
プロジェクトマネジメント、顧客満足、コンサルタント、セクター
別の適用（一般/医療/自動車/航空宇宙）、適合性評価（認定/マ
ネジメントシステム認証/自己適合宣言）
収録内容：※「環境マネジメントシステム」・「情報技術サービス
マネジメント」・「製品認証」・「要員認証」・「適合マーク」の項は
削除しました。
組織の持続的成功のための運営管理―品質マネジメントアプ
ローチ（Q 9004）の改正を更新。品質マネジメント―顧客満
足―組織における行動規範のための指針（Q 10001）などの
新規制定を追加。

定価8,505円（本体8,100円）

艫 環境測定蠡［水質］

収録規格数：62
目次項目：用語、通則、サンプリング、水質（標準物質/試験/
自動計測器）
収録内容：ラマン分光分析通則（K 0137）の新規制定を追加。
工場排水試験方法（K 0102）の追補を収録。

定価9,345円（本体8,900円）

艪-２ 環境測定蠢-２［騒音・振動］

収録規格数：36
目次項目：用語、騒音・振動（計器・測定/個別測定）
収録内容：※「水質汚濁防止装置」の項は削除しました。
土工機械―音響パワーレベルの決定―動的試験条件（A
8317-1）、土工機械―運転員位置における放射音圧レベルの
決定―動的試験条件（A 8317-2）の改正を更新。

定価8,505円（本体8,100円）

収録規格数：21
目次項目：用語、原則・仕様、監査、環境アセスメント、環境ラ
ベル及び宣言、環境パフォーマンス評価、ライフサイクルアセ
スメント、温室効果ガス、環境側面、環境適合設計、環境コミュ
ニケーション、適合性評価
収録内容：※「温室効果ガス」の項を新設しました。
「品質マネジメントシステム」・「情報技術サービスマネジメン
ト」・「製品認証」・「要員認証」・「適合マーク」の項は削除しま
した。
環境マネジメント―ライフサイクルアセスメント―原則及び
枠組み（Q 14040）の改正を更新。温室効果ガス―第1部：
組織における温室効果ガスの排出量及び吸収量の定量化及び
報告のための仕様並びに手引（Q 14064-1）などの新規制
定を追加。

定価8,505円（本体8,100円）
艾-２ 環境マネジメント
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膕-２ ねじ蠡［一般用・特殊用ねじ部品/他］

収録規格数：93
目次項目：一般用のねじ部品（小ねじ・止めねじ・タッピンねじ/木ねじ/
ボルト/ナット/座金/ピン類/リベット）、特殊用のねじ部品（ねじ関連部
品を含む）（建築用/管フランジ/自動車・自転車/トルクツール/その他）

定価6,405円（本体6,100円）

膤 工　具
定価10,710円（本体10,200円）

収録規格数：243
目次項目：切削工具（用語/バイト/ドリル/フライス/リーマ/歯切工具/
ねじ加工工具（転造ダイスを含む）/超硬工具/ダイヤモンド・CBN工
具/ハクソー/機械刃物/木工用のこ/やすり）、研削工具（一般/研削と
いし/研磨布紙）、作業工具（スパナ及びレンチ/ペンチ等/ねじ回し/
万力/手持動力工具/その他）、保持具等（ジグ/シャンク及びアーバ/
チャック等）、製品認証、関連規格

膰 生コンクリート

収録規格数：120
目次項目：レディーミクストコンクリート、基本、材料、再生骨材コンク
リート、設備、試験方法、工程管理用試験方法、品質管理、製品認証、
マネジメントシステム

定価7,455円（本体7,100円）

膵 土木蠢［コンクリート製品］

収録規格数：159
目次項目：基本、製品認証・マネジメント、コンクリート製品、コンクリ
ートの材料（セメント/骨材/混和材/混和剤/鋼材/その他）、生コンク
リート、製造設備・器具、試験方法（コンクリート/骨材/セメント/工程
管理）、品質管理、その他

定価10,710円（本体10,200円）

膾 土木蠡［土木資材/建設用機械・用具］

収録規格数：207
目次項目：基本、土木資材（コンクリートを除く）（鋼材/その他の部材）、
試験方法（土質試験・地盤調査/防腐木材〈処理法を含む〉）、土木・建
設用機械・用具（機械・用具/仕様・性能試験方法）

定価12,810円（本体12,200円）

膸 工作機械

収録規格数：118
目次項目：基本（用語/記号/一般/数値制御/主軸端）、試験・検査（通
則/精度検査）、構成部品及び周辺機器（一般/取付具/アーバ等/テー
ブル・割出し台/センタ）、切削油・潤滑油及び加工基準（切削油・潤滑
油/加工基準）、その他関連規格

定価12,810円（本体12,200円）

膽 産業オートメーションシステム［通信・ソフトウェア環境/STEP/ロボット/その他］

収録規格数：71
目次項目：共通用語、通信・ソフトウェア環境、STEP、パーツライブラ
リ、プログラマブルコントローラ、ロボット（ロボット用語/産業用ロボ
ット/電子部品実装ロボット）

定価11,550円（本体11,000円）

臀 油圧・空気圧

収録規格数：181
目次項目：基礎、油圧、空気圧、油圧・空気圧、ホース・継手類、パッキ
ン・シール類、製品認証、関連規格

定価10,185円（本体9,700円）

臂 ポンプ

収録規格数：77
目次項目：ポンプ（用語/試験方法/製品規格/技術仕様）、送風機・圧
縮機（用語/試験方法/製品規格）、真空機器（用語/試験方法）、その他

定価10,185円（本体9,700円）

臉-１ 自動車蠢［基本/試験・検査・測定方法/二輪自動車］

収録規格数：154
目次項目：基本（用語・記号/一般）、試験・検査・測定方法（全般/エ
ンジン/部品・装置）、ITS

定価9,660円（本体9,200円）

臉-２ 自動車蠡［エンジン/シャシ・車体/電気自動車］

収録規格数：188
目次項目：エンジン、シャシ・車体（動力伝達・操向・懸架装置/ブレー
キ/タイヤ・車輪/車体・内装部品/連結装置）、電気系統（一般/照明関
係/その他）、共通部品（機械要素/附属品）、材料・燃料・油脂・尿素関
連・排気用測定器、電気自動車

定価10,710円（本体10,200円）

臙 電子蠢［試験］

収録規格数：114
目次項目：環境試験、環境条件の分類、耐火性試験、静電気試験

定価8,610円（本体8,200円）

臘-１電子蠡-１［オプトエレクトロニクス］

収録規格数：165
目次項目：光受動部品及び光コネクタ試験方法、光受動部品、光コ
ネクタ、光能動部品、光複合部品、光増幅器、光ファイバ、光測定器

定価10,710円（本体10,200円）

臘-２電子蠡-２［オプトエレクトロニクス］

収録規格数：85
目次項目：光ディスク、レーザ安全、太陽電池

定価9,135円（本体8,700円）

臈-１電子蠱-1［部品］

収録規格数：104
目次項目：基本、コンデンサ、抵抗器、変成器・インダクタ

定価9,660円（本体9,200円）

臈-２電子蠱-２［部品］

収録規格数：108
目次項目：接続部品、プリント配線板、実装技術、水晶振動子、半導体

定価8,610円（本体8,200円）

臚 光学機器

収録規格数：134
目次項目：用語関係、双眼鏡・望遠鏡、顕微鏡、眼鏡（フレーム/レンズ）、
カメラ、映画機械、医用光学機器、測定器、測量機、光・色、その他

定価9,870円（本体9,400円）

臟 石　油

収録規格数：140
目次項目：製品認証、製品規格、試験方法、試験器、関連規格

定価12,285円（本体11,700円）

臺-１ゴム蠢［ポリマー・配合剤の試験方法］

収録規格数：102
目次項目：用語、ポリマー・配合剤の試験方法（ポリマー/カーボン
ブラック/配合剤/化学試験/物理試験/その他）

定価7,455円（本体7,100円）

臺-２ゴム蠡［製品及び製品の試験方法］

収録規格数：181
目次項目：製品及び製品の試験方法（タイヤ関係/ベルト・プー
リ/ホース/引布/軟質発泡材料/防振ゴム/電線/オイルシール・パ
ッキン/医療・日用品/はきもの/その他）

定価7,455円（本体7,100円）

膕-１ ねじ蠢［製図/基本/部品共通/他］

収録規格数：93
目次項目：ねじの用語・表し方・製図、ねじ基本、ねじ用限界ゲージ、
ねじ部品共通規格

定価6,405円（本体6,100円）

舁 繊　維

収録規格数：168
目次項目：基本・用語、表示・記号、試験（染色堅ろう度試験方法/繊
維混用率試験方法/特性試験方法）、サイズ、衣料品等、縫糸・その
他（縫糸/副資材/ミシン/その他）

定価12,810円（本体12,200円）

舅 ガラス

収録規格数：94
目次項目：試験・分析方法、板ガラス、ガラス製品、ガラス繊維、電
気・光学ガラス、製品認証、その他

定価8,085円（本体7,700円）

與 耐火物

収録規格数：97
目次項目：用語、製品認証、耐火物の物理試験方法、耐火物の化学
分析方法、耐火れんが、耐火モルタル、キャスタブル・プラスチック
耐火物、耐火断熱れんが、耐火物用アルミナセメント等、その他の
耐火物、窯炉関係、耐火物原料関係、その他

定価8,085円（本体7,700円）
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艘 クリーンルーム

収録規格数：89
目次項目：基本、用語、試験・分析・測定方法、関連装置・器具・その他

定価8,610円（本体8,200円）

艟 試　薬

収録規格数：452
目次項目：化学一般、試薬一般、生化学試薬、高純度試薬、関連規格

定価13,965円（本体13,300円）

艢 金属分析蠢［鉄鋼］

収録規格数：132
目次項目：通則、分析方法（鉄及び鋼/フェロアロイ/鉄鉱石/マ
ンガン鉱石/クロム鉱石/ほたる石）

定価11,235円（本体10,700円）

艨 金属分析蠡［非鉄］
定価10,185円（本体9,700円）

収録規格数：188
目次項目：通則、分析方法（地金関係/銅及び銅合金/ニッケル及びニ
ッケル合金/マグネシウム合金/アルミニウム及びアルミニウム合金/
チタン及びチタン合金/ジルコニウム及びジルコニウム合金/タンタル
/その他/鉱石）

舮 リサイクル

収録規格数：94
目次項目：リサイクル製品、リサイクル可能な素材を使用した製品、リ
サイクルのための表示・分類、リサイクルにかかわる試験方法、適正
処理にかかわる試験方法、その他・資源環境全般

定価7,560円（本体7,200円）

艱 国際標準化［ISO/IEC標準専門家必携］

目次項目：国際規格作成関連資料（国際規格作成手順/政策関係/動
向関係）、国際機関連資料、その他関係資料編

定価10,710円（本体10,200円）

艷 標準化
定価9,135円（本体8,700円）

収録規格数：40
目次項目：用語、基本（共通/単位/製図/測定・試験・分析/色彩）、コ
ード・記号

艸 品質管理

収録規格数：58
目次項目：用語・記号、通則、管理システム、検査、管理図、統計的方
法、品質工学、製品認証、その他

定価9,135円（本体8,700円）

艾-３適合性評価

収録規格数：33
目次項目：用語・一般、認定、認証（マネジメントシステム/製品/要員）、
試験所及び校正機関、検査機関、試験所間比較による技能試験、自
己適合宣言、適合マーク、JISマーク認証、品質・環境マネジメントシ
ステム、情報技術サービスマネジメント、標準物質

定価8,295円（本体7,900円）

芍 製　図

収録規格数：167
目次項目：製図（基本/CAD/部門別/特定製図/記号・表示）、寸法・
公差・許容差及びその表し方（寸法/製品の幾何特性仕様/表面性
状）、細部形状（軸・軸受/丸み及び面取り/キー・その他/ねじ/歯車/
配管）、その他

定価10,710円（本体10,200円）

芒 図記号
定価8,715円（本体8,300円）

収録規格数：84
目次項目：通則（コミュニケーション支援/製品技術文書用図記号/
機器・装置用図記号/安全及び案内用図記号）、製図用図記号、機
器・装置用図記号、ダイヤグラム用図記号、安全及び案内用図記号/
その他の図記号

芫 色　彩
定価8,085円（本体7,700円）

収録規格数：114
目次項目：用語、表示方法、測定方法、光源、安全色、変退色試験方
法、工業製品の色、関連規格

芟 物　流
定価8,610円（本体8,200円）

収録規格数：155
目次項目：用語、製品認証、物流一般、荷役運搬機械・器具（産業車
両/小型運搬車/クレーン/チェーンブロック・ホイスト・スリング/コ
ンベヤ/パレット/その他）、輸送（トラック/コンテナ）、包装、情報、
保管設備・その他

艙 計測標準
定価8,085円（本体7,700円）

収録規格数：75
目次項目：定義・使い方・認証、標準物質、標準片・基準片・試験機、
テストパターン・標板、等級分類、器具、関連規格

舊 セラミックス

収録規格数：262
目次項目：一般・共通、試験・分析方法、機械（工具/輸送機/その他）、
電気・電子・光学（絶縁材料・部品/磁性材料・部品/コンデンサ・抵抗器
/その他）、化学及び化学工業（化学工業/理化学器具）、医療、その他

定価12,810円（本体12,200円）

舍 安全［基本］

収録規格数：39
目次項目：用語、安全側面、消費者関連、設計・表示、安全色彩・標
識、リスクマネジメント・苦情処理、安全データシート

定価8,085円（本体7,700円）

舐-１安全［一般］

収録規格数：80
目次項目：交通安全、機械安全、建設安全、土工機械安全、運搬安全、
食品機械安全

定価8,610円（本体8,200円）

舐-２労働安全・衛生

収録規格数：99
目次項目：用語、労働環境の整備、個人用保護具及び救急用具、爆
発・火災防止、安全色彩・標識

定価9,135円（本体8,700円）

舐-３人間工学

収録規格数：43
目次項目：基本、用語・原則、コントロールセンター、VDT、操作、そ
の他関連規格

定価8,085円（本体7,700円）

舖 高齢者・障害者等［アクセシブルデザイン］

収録規格数：85
目次項目：高齢者・障害者配慮設計指針、用語、義足、義手、装具、感
覚障害機器、排泄関連用具、ベッド、車いす及びつえ、移動機器、浴槽
関連用具、リスクマネジメント、その他

定価8,610円（本体8,200円）

舩 放射線（能）

収録規格数：146
目次項目：用具・記号、基本、機器・装置、放射線透過試験方法、写真
材料及びその他。

定価15,015円（本体14,300円）

舳 熱処理

収録規格数：136
目次項目：用語・記号、加工方法、試験・測定方法、試験・測定器、加
工材料（機械構造用炭素鋼・合金鋼/ステンレス鋼・耐熱鋼/工具鋼/
ばね鋼/軸受鋼/鍛鋼品/鋳鋼品/鋳鉄品/伸銅品・アルミニウム・アル
ミニウム合金）、加工用資材、関連規格

定価12,285円（本体11,700円）

艀 非破壊検査

収録規格数：90
目次項目：共通、資格・認証・適合性評価、放射線透過試験、超音波
探傷試験、磁気探傷試験、浸透探傷試験、過電流探傷試験、漏れ試
験、その他

定価9,135円（本体8,700円）
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英訳JISハンドブック芻 包　装
定価7,455円（本体7,100円）

収録規格数：130
目次項目：用語、製品認証、包装一般、材料・容器（木材/加工紙/段
ボール・板紙/紙袋/プラスチック/金属/緩衝材料/結束・封かん材
料/防せい材料/その他）、包装仕様、試験方法（材料・容器/包装及
び貨物）、その他

苴 鉄　道
定価11,235円（本体10,700円）

収録規格数：156
目次項目：線路一般、電車線路、鉄道用地上設備、信号・保安機器、
鉄道車両一般、関連規格

苳 電磁両立性（EMC）

収録規格数：22
目次項目：基本一般、限度値、試験及び測定技術

定価8,085円（本体7,700円）

苺 電気安全

収録規格数：15
目次項目：一般、安全通則、ケーブル、電気機械器具、配線器具、電気
応用機械器具

定価8,085円（本体7,700円）

莓 機械安全

収録規格数：37
目次項目：基本（基本的な安全の概念及び原則）、機械系の共通要素
（安全距離及び安全構成要素など水平的側面）、電気安全装置、その
他関連規格

定価8,085円（本体7,700円）

范-１医療機器蠢［用語・記号/医用電気機器/他］

収録規格数：62
目次項目：用語・記号・一般、評価方法、医用電気機器、医療診断装
置、マネジメント（品質マネジメントシステム、リスクマネジメント）

定価7,455円（本体7,100円）

范-２ 医療機器蠡［医療器具・材料/試験方法］

収録規格数：111
目次項目：医療器具・材料（チューブ・カテーテル及び関連機器／人
工心肺及び人工腎臓関連/ライン及び関連機器/インプラント関
係）、滅菌方法、試験方法

定価9,135円（本体8,700円）

范-３医療機器蠱［機器・装置・システム/光学機器/他］

収録規格数：58
目次項目：機器・装置・システム、光学機器、家庭用機器

定価8,085円（本体7,700円）

范-４ 医療機器蠶［歯科材料・歯科器具・歯科器械/他］

収録規格数：116
目次項目：安全性評価、歯科材料、歯科器具、歯科器械、試験方法

定価8,610円（本体8,200円）

苻 シックハウス

収録規格数：92
目次項目：測定方法（室内空気、建築材料）、個別建材製品、断熱材、
建築用仕上塗材、接着剤、塗料、塗料成分試験方法、その他の関連
規格

定価8,925円（本体8,500円）

苹 省・新エネルギー

収録規格数：113
目次項目：用語規格、太陽光発電、太陽電池、アモルファス太陽電池、
多接合太陽電池、太陽熱利用、風力発電システム、廃棄物固形化燃
料、廃熱利用システム、燃料電池、水素、省エネルギー

定価9,135円（本体8,700円）

英訳 鉄鋼蠢（Ferrous Materials & Metallurgy蠢2010）

収録規格数：187
目次項目：用語、資格及び認証、金属材料共通試験方法、鉄鋼材料検
査通則及び試験方法、原材料、機械構造用炭素鋼・合金鋼、特殊用途
鋼（ステンレス鋼・耐熱鋼・超合金/工具鋼・中空鋼/ばね鋼/快削鋼/
軸受鋼）、クラッド鋼、鋳鍛造品（鍛鋼品/鋳鋼品/鋳鉄品）、電気用材料
参考資料：鉄鋼関係JIS一覧

定価30,030円（本体28,600円）

英訳 鉄鋼蠡（Ferrous Materials & Metallurgy蠡2010）

定価30,030円（本体28,600円）
収録規格数：164
目次項目：棒鋼・形鋼・鋼板・鋼帯（構造用/一般加工用/圧力容器用
/厚さ方向特性/寸法・質量・許容差/土木・建築用/鉄道用）、鋼管
（配管用鋼管/熱伝達用鋼管/構造用鋼管/特殊用途鋼管及び合金
管）、線材・線材二次製品
参考資料：鉄鋼関係JIS一覧

英訳 非　鉄（Non-Ferrous Metals & Metallurgy 2010）

定価26,775円（本体25,500円）
収録規格数：153
目次項目：金属材料共通試験方法、非鉄金属材料の試験・検査、原
材料、伸銅品、アルミニウム及びアルミニウム合金の展伸材、マグ
ネシウム合金の展伸材、鉛及び鉛合金の展伸材、チタン及びチタン
合金の展伸材、その他の展伸材、粉末や金、鋳物、その他
参考資料：機能性材料のJIS一覧

英訳 ねじ（Fasteners & Screw Threads 2010）

収録規格数：181
目次項目：ねじの用語・表し方・製図、ねじ基本、ねじ用限界ゲージ、
ねじ部品共通規格、一般用のねじ部品（小ねじ・止めねじ・タッピン
ねじ/木ねじ/ボルト/ナット/座金/ピン類/リベット）、特殊用のねじ
部品－ねじ関連部品を含む（建築用/自動車・自転車/トルクツール）
参考資料：ねじ関連JIS一覧/ねじ関連ISO規格一覧

定価26,775円（本体25,500円）

英訳 配管（Piping 2010）

収録規格数：115
目次項目：基本、シール、管、管継手、管フランジ、バルブ
参考資料：配管関連JIS一覧

定価34,230円（本体32,600円）

英訳 機械要素（Machine Elements 2010）

収録規格数：159
目次項目：基本（製図/記号/寸法公差/部分の形状/その他）、ねじ・
ピン関係（一般/ねじ基本/小ねじ類/ボルト類・ナット類/座金/ピ
ン・止め輪関係）、軸関係（軸の直径と高さ/軸端/スプライン・キー
及びセレーション/軸継手/ボールねじ類）、転がり軸受（用語/基本/
軸受）、滑り軸受、歯車・チェーン・ベルト関係（歯車/ローラチェー
ンとスプロケット/ベルト車とベルト）、ばね、シール類
参考資料：機械要素関連JIS一覧

定価35,385円（本体33,700円）

英訳 熱処理（Heat Treatment 2010）

収録規格数：127
目次項目：用語・記号、加工方法、試験・測定方法、試験・測定器、加
工材料（機械構造用炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼・耐熱鋼、工具鋼、
ばね鋼、軸受鋼、鍛鋼品、鋳鋼品、鋳鉄品、伸銅品・アルミニウム・
アルミニウム合金）、加工用資材
参考資料：熱処理関連JIS一覧

定価32,550円（本体31,000円）

2009年版英訳JISハンドブック
英訳 金属表面処理（Metal Surface Treatment 2009）

収録規格数：120
目次項目：製品認証、共通、電気めっき、化学めっき、真空めっき、
溶射、溶融めっき、陽極酸化皮膜、その他（その他の表面処理/自動
車）、研磨、鋼材の素地調整

定価25,725円（本体24,500円）



※本種類のJISハンドブックは諸事情により2011年1月発行より遅れる可能性がございます。

ご予約・注文書 ※関係各部署にご回覧ください2011年版
（A）最新版のご注文：2011年1月発行分（37冊）

317861
317862
317863
317864
317865
317869
317870
317871
317872
317873
317881
317884
317885
317886
317894
317895
317898
317899
317901

5,985
7,455
9,135
8,610
8,820
8,505

10,605
10,920
11,130
10,395
12,390
11,655
9,240

10,395
11,550
8,190
8,505
9,660
7,455

数　量

膀

膂

膠

膣

膣

腟

膓

膩

膺

臍

臑

臑

臠

臧

臻

臾

舂

書　　　　名 商品コード 定価（税込）

鉄　鋼　蠢［用　語 /他］
鉄　鋼　蠡［棒・形・板・帯 /他］
非　　鉄
-１配　管　蠢［基　本］
-２ 配　管　蠡［製　品］
機　械　要　素
建　築　蠢［材　料・設　備］
建　築　蠡［試　験］
圧力容器・ボイラ［用語/構造/付属品・部品・その他］
電　気　設　備　蠢［一般/電線/他］
-１電　気　設　備　蠡［電気機械器具/他］
-２電　気　設　備　蠱［照明及び関連器具］
プ　ラ　ス　チ　ッ　ク　蠢［試　験］
プ　ラ　ス　チ　ッ　ク　蠡［材　料］
接　　着
塗　　料
紙・パ　ル　プ

J I S 総　目　録
J I S Y E A R B O O K

合 計

（B）既刊（2010年版）をご注文の際は下欄にご記入下さい。

317911
317912
317913
317918
317919
317921
317924
317925
317926
317931
317932
317934
317940
317941
317942
317943
317944
317945

9,030
7,770
8,190
7,350

10,185
10,395
10,185
8,505
9,345
8,505
8,505
8,505

12,600
11,130
10,185
12,600
12,390
7,980

数　量
舫

舫

舸

艝

艚

艤

艪

艪

艫

艾

艾

艾

芬

苡

苣

苣

苟

苒

書　　　　名 商品コード 定価（税込）
-１ 溶　接　蠢［基　本］
-２ 溶　接　蠡［製　品］
金　属　表　面　処　理
機　械　計　測
電　気　計　測
化　学　分　析
-１環　境　測　定　蠢-１［大　気］
-２環　境　測　定　蠢-２［騒音・振動］
環　境　測　定　蠡［水　質］
-１ I S O 9 0 0 0
-２環　境　マ　ネ　ジ　メ　ン　ト
-４リ　ス　ク　マ　ネ　ジ　メ　ン　ト
情　報　基　本
情　報　記　録　媒　体
-１ソ　フ　ト　ウ　ェ　ア
-２ マ　ル　チ　メ　デ　ィ　ア
情報セキュリティ・電子商取引・ネットワーク
金　　型

※

※

317771
317772
317773
317779
317780
317781
317782
317783
317784
317785
317787
317788
317792
317793
317794
317795
317796
317797
317798
317801
317802
317805
317807
317808
317809
317810
317811
317812
317813
317814
317815
317819
317820
317821
317822
317825

6,405
6,405

10,710
7,455

10,710
12,810
12,810
11,550
10,185
10,185
9,660

10,710
8,610

10,710
9,135
9,660
8,610
9,870

12,285
7,455
7,455

12,810
8,085
8,085

12,810
8,085
8,610
9,135
8,085
8,610

15,015
12,285
9,135
8,085
8,610

13,965

数　量
膕

膕

膤

膰

膵

膾

膸

膽

臀

臂

臉

臉

臙

臘

臘

臈

臈

臚

臟

臺

臺

舁

舅

與

舊

舍

舐

舐

舐

舖

舩

舳

艀

艙

艘

艟

書　　　　名 商品コード 定価（税込）
-１ ねじ蠢［用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通］
-２ ねじ蠡［一般用ねじ部品/特殊用ねじ部品］
工　　具
生　コ　ン　ク　リ　ー　ト
土　木　蠢［コンクリート製品］
土　木　蠡［土木資材/建設用機械,用具］
工　作　機　械
産業オートメーションシステム［通信・ソフトウェア環境/STEP/ロボット/その他］
油　圧・空　気　圧
ポ　ン　プ
-１ 自動車蠢［基本/試験・検査・測定方法/二輪自動車］
-２ 自動車蠡［エンジン/シャシ・車体/電気自動車］
電　子　蠢［試　験］
-１電子蠡-１［オプトエレクトロニクス］
-２電子蠡-２［オプトエレクトロニクス］
-１電子蠱-１［部　品］
-２電子蠱-２［部　品］
光　学　機　器
石　　油
-１ゴ　ム　蠢［ポリマー・配合剤の試験方法］
-２ゴ　ム　蠡［製品及び製品の試験方法］
繊　　維
ガ　ラ　ス
耐　火　物
セ　ラ　ミ　ッ　ク　ス
安　　全［基　本］
-１安　　全［一　般］
-２ 労　働　安　全・衛　生
-３人　間　工　学
高齢者・障害者等［アクセシブルデザイン］
放　射　線（能）
熱　処　理
非　破　壊　検　査
計　測　標　準
ク　リ　ー　ン　ル　ー　ム
試　　薬

317827
317828
317832
317833
317834
317835
317838
317840
317841
317842
317843
317844
317851
317852
317853
317854

317855

317856

317857

317858

317859
317860

11,235
10,185
7,560

10,710
9,135
9,135
8,295

10,710
8,715
8,085
8,610
7,455

11,235
8,085
8,085
8,085

7,455

9,135

8,085

8,610

8,925
9,135

数　量
艢

艨

舮

艱

艷

艸

艾

芍

芒

芫

芟

芻

苴

苳

苺

莓

范

范

范

范

苻

苹

書　　　　名 商品コード 定価（税込）
金　属　分　析　蠢［鉄　鋼］
金　属　分　析　蠡［非　鉄］
リ　サ　イ　ク　ル
国際標準化［ISO/IEC標準専門家必携］
標　準　化
品　質　管　理
-３適　合　性　評　価
製　　図
図　記　号
色　　彩
物　　流
包　　装
鉄　　道
電　磁　両　立　性［EMC］
電　気　安　全
機　械　安　全
-１医　療　機　器　蠢
［用語・記号/評価方法/医用電気機器/医療診断装置/マネジメント］
-２ 医　療　機　器　蠡
［医療器具・材料/滅菌方法/試験方法］
-３医　療　機　器　蠱
［機器・装置・システム/光学機器/家庭用機器］
-４医　療　機　器　蠶
［安全性評価/歯科材料/歯科器具/歯科器械/試験方法］
シ　ッ　ク　ハ　ウ　ス
省・新　エ　ネ　ル　ギ　ー

合 計

313660
313661
313662
313663
313664
313665
313666

30,030
30,030
26,775
26,775
34,230
35,385
32,550

鉄　鋼　蠢
鉄　鋼　蠡
非　　鉄
ね　　じ
配　　管
機　械　要　素
熱　処　理

英訳
英訳
英訳
英訳
英訳
英訳
英訳

●最新版（A）を、2011年1月末日までにご予約・ご注文いただいた場合は、送料を無料とさせてい
ただきます。

●最新版（A）と併せて既刊ハンドブック（B）を、2011年1月末日までにご予約・ご注文いただい
た場合は、一括送付・分納にかかわらず送料を無料とさせていただきます。

※下記の場合は、送料を1申込書あたり一律400円（税込）申し受けます。
…既刊ハンドブック（B）のみのご注文／2011年2月1日以降のご注文

送
料
に
つ
い
て

商品の送付方法
※1月発行分のご注文、最新版と既刊本のご注文の場合は、送付方法をご選択下さい。
（ご指定のない場合は分納となります。）

1. 一括送付　　　　2. 分納

※ハンドブックの発送は2011年1月下旬の予定です。ご予約先着順に順次発送させていただきますので予めご了承下さい。
※ご購入いただきました規格・書籍等の返品・交換は乱丁、落丁がある場合又は当協会の手違いによる場合を除き、行えませんのでご注意下さい。また、ご記載いただいた個人情報に基づき、当協会からセミナー･書籍の各種
案内を送付させていただく場合があります。
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【社　名
フリガナ

】

【部署名】

【氏　名】

【TEL】

【FAX】

【住　所】（〒　　　　　　）

■申込先■お届け先 年　　　 月　　　 日

定価（単位：円）

定価（単位：円）

xdoduser
テキストボックス
日本アルミニウム協会

xdoduser
テキストボックス
Fax 03 - 3538 - 0233

xdoduser
テキストボックス
電話 03 - 3538 - 0221




