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JISハンドブックとは？

2021年版1月発行分ご予約受付開始！

JISハンドブック
JISを分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定分野における主要規格を網羅することができる、産
業技術基準の粋を集めたものです！

JISハンドブックの特長

日本規格協会グループ　〒108-0073 東京都港区三田3-13-12 三田MTビル　TEL.03-4231-8553  FAX.03-4231-8667　Email. csd@jsa.or.jp

※各JISハンドブックの収録規格は、前年度版から更新・変更されている場合があります。詳細は後日JSA Webdeskに掲載される予定の目次にてご確認ください。

◆手軽にJIS最新版管理を実現◆
・JIS G 3109：2020、JIS G 3112：2020を収録・・・2 鉄鋼Ⅱ、8-1 建築Ⅰ-1
・JIS A 5005：2020、JIS A 5011-5：2020を収録・・・8-1 建築Ⅰ-1
・JIS B 0271：2018、JIS B 7512：2018を収録・・・46 機械計測
・JIS K 0050：2019、JIS K 0115：2020を収録・・・49 化学分析、52-1 環境測定Ⅰ-1、53 環境測定Ⅱ

1. 個別にJISをご購入いただくより安価！
1冊のハンドブックに平均して109ものJISを収録（目録を除く2021年1月発行分の場合）しており、JISを個別にご購
入いただくよりも大変お手頃な価格になっております。日頃より、多くのJISをお買い求めいただいているお客様におすす
めです。

2. 特定分野のJISの概略をつかめる！
JISを分野別のハンドブック1冊に集約しているので、お手元に置いていただくことでお客様のお使いになる分野に存在す
る主要なJISを把握できます。「どのJISを購入すればよいか分からない」といったお悩みが出た際、特定分野のハンドブッ
クに収録しているJISをご確認いただくことが、お探しのJISを見つける一助になります。

3. 持ち運びが容易なコンパクトサイズ！
通常A4サイズのJISを一回り小さいA5サイズで収録しているため、持ち運びが容易で利用しやすくなっています。様々な
場面でJISを参照される場合にも大変便利です。

4. 便利な英訳版もご用意しています！
一部の分野では、英訳版を発行しており、海外でJISを必要とされるお客様のニーズにもお応えします。

◇ 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、返品・交換は行えませんのでご注意下さい。また、ご記入いただいた個人情報に基づき、日本規格協会グループから各種ご案内を送付させていただく
場合がございます。詳細は個人情報保護方針（https://www.jsa.or.jp/other/privacy/）をご覧ください。 2020.11   HB 1月_団体

送料について

送付手数料は、1申込書あたり一律463円（税抜）申し受けます。

商品の送付方法
1. 一括送付　　　　2. 分納

【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

※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。）

2021年版 JISハンドブック ご予約・注文書

2020年版　継続販売分
書　　　　名 商品コード 定価（税抜） 数量

4-1 ねじⅠ［用語・表し方・製図／基本／限界ゲージ／部品共通］ 318793 ¥10,100
4-2 ねじⅡ［一般用のねじ部品／特殊用のねじ部品］ 318794 ¥9,800
5 工具 318795 ¥17,400
10 生コンクリート 318796 ¥12,600
11 土木Ⅰ［コンクリート製品・土木資材］ 318797 ¥17,300
12 土木Ⅱ［土質試験・地盤調査・土工機械］ 318798 ¥25,100
18-1 自動車Ⅰ［基本／試験・検査・測定方法／二輪自動車］ 318770 ¥14,000
18-2 自動車Ⅱ［エンジン／シャシ・車体／電気自動車］ 318771 ¥17,100
21 電子Ⅰ［試験］ 318799 ¥13,100
22-1 電子Ⅱ-1［オプトエレクトロニクス］ 318800 ¥15,500
22-2 電子Ⅱ-2［オプトエレクトロニクス］ 318801 ¥14,100
23-1 電子Ⅲ-1［部品］ 318802 ¥15,200
23-2 電子Ⅲ-2［部品］ 318803 ¥13,400
25 石油 318804 ¥19,600
28-1 ゴム・エラストマーⅠ［ポリマー・配合剤の試験方法］ 318805 ¥11,900
28-2 ゴム・エラストマーⅡ［製品及び製品の試験方法］ 318806 ¥12,100
30 塗料 318778 ¥15,300
31 繊維 318807 ¥19,800
42 熱処理 318808 ¥18,400
43 非破壊検査 318809 ¥14,600

書　　　　名 商品コード 定価（税抜） 数量

48-1 試薬Ⅰ［K8001～ K8549］ 318810 ¥19,100
48-2 試薬Ⅱ［K8550～ K9906］ 318811 ¥16,000
57 品質管理 318812 ¥15,400
58-1 ISO 9000 318813 ¥13,400
58-2 環境マネジメント 318814 ¥14,500
58-3 適合性評価 318815 ¥15,800
59 製図 318816 ¥16,300
60 図記号 318817 ¥12,400
63 包装 318818 ¥13,000
65 情報記録媒体 318791 ¥21,000
66-1 ソフトウェア 318792 ¥19,300
68 金型 318819 ¥13,100
70 電磁両立性（EMC） 318820 ¥15,200
72 機械安全 318821 ¥12,800

英訳 鉄鋼Ⅰ 313730 ¥35,300
英訳 鉄鋼Ⅱ 313731 ¥35,400
英訳 ねじ 313732 ¥30,800
英訳 配管 313733 ¥40,100
英訳 金属表面処理処理 313734 ¥32,600

2021年版　1月発行分
書　　　　名 商品コード 定価（税抜） 数量

JIS総目録 318822 ¥6,500
1 鉄鋼Ⅰ［用語／他］ 318823 ¥15,300
2 鉄鋼Ⅱ［棒・形・板・帯／鋼管／線・二次製品］ 318824 ¥13,900
3 非鉄 318825 ¥14,200
6-1 配管Ⅰ［基本］ 318826 ¥13,800
6-2 配管Ⅱ［製品］ 318827 ¥17,000
7 機械要素（ねじを除く） 318828 ¥17,400
8-1 建築Ⅰ-1［材料・設備］ 318829 ¥13,900
8-2 建築Ⅰ-2［材料・設備］ 318830 ¥13,700
9-1 建築Ⅱ-1［試験］ 318831 ¥13,700
9-2 建築Ⅱ-2［試験］ 318832 ¥13,700
17 圧力容器・ボイラ［用語／構造／附属品・部品・その他］ 318833 ¥17,800
19 電気設備Ⅰ［一般／電線・ケーブル／電線管・ダクト・附属品］ 318834 ¥18,700
20-1 電気設備Ⅱ-1［電気機械器具］ 318835 ¥10,200
20-2 電気設備Ⅱ-2［低圧遮断器・配線器具］ 318836 ¥13,200
20-3 電気設備Ⅲ［照明・関連器具］ 318837 ¥18,000

書　　　　名 商品コード 定価（税抜） 数量

26 プラスチックⅠ［試験］ 318838 ¥18,900
27 プラスチックⅡ［材料］ 318839 ¥13,500
29 接着 318840 ¥13,200
32 紙・パルプ 318841 ¥12,800
40-1 溶接Ⅰ［基本］ 318842 ¥15,600
40-2 溶接Ⅱ［製品］ 318843 ¥12,600
41 金属表面処理 318844 ¥13,300
46 機械計測 318845 ¥12,700
47 電気計測 318846 ¥16,700
49 化学分析 318847 ¥17,400
52-1 環境測定Ⅰ-1［大気］ 318848 ¥17,300
52-2 環境測定Ⅰ-2［騒音・振動］ 318849 ¥13,400
53 環境測定Ⅱ［水質］ 318850 ¥15,800
55 国際標準化 318851 ¥19,000
56 標準化 318852 ¥15,400

2019年版　継続販売分
書　　　　名 商品コード 定価（税抜） 数量

13 工作機械 318736 ¥21,000
15 油圧・空気圧 318737 ¥15,200
16 ポンプ 318738 ¥16,200
37-2 労働安全・衛生 318717 ¥14,200
44 計測標準 318745 ¥12,000
50 金属分析Ⅰ 318748 ¥17,100
51 金属分析Ⅱ 318749 ¥16,400
58-4 リスク・セキュリティ・事業継続 318753 ¥12,400
61 色彩 318755 ¥11,900

書　　　　名 商品コード 定価（税抜） 数量

62 物流 318756 ¥14,000
67 情報セキュリティ・LAN・バーコード・RFID 318729 ¥20,100
69 鉄道 318757 ¥19,700
71 電気安全 318758 ¥13,800

英訳 非鉄 313727 ¥25,800
英訳 機械要素（ねじを除く） 313728 ¥34,800
英訳 熱処理 313729 ¥34,500

2018年版　継続販売分
書　　　　名 商品コード 定価（税抜） 数量

35 ファインセラミックス 318644 ¥14,400
38 高齢者・障害者等［アクセシブルデザイン］ 318645 ¥14,300
73-1 医療機器Ⅰ［用語・記号/評価方法/医用電気機器/他］ 318657 ¥11,900
73-2 医療機器Ⅱ［医療器具・材料/滅菌方法/試験方法］ 318658 ¥12,600

書　　　　名 商品コード 定価（税抜） 数量

73-3 医療機器Ⅲ［機器・装置・システム/光学機器/家庭用機器］ 318659 ¥11,300
73-4 医療機器Ⅳ［安全性評価/歯科材料/歯科器具/他］ 318660 ¥13,000
77 医用放射線 318661 ¥17,400



20-2 電気設備Ⅲ［照明・関連器具］

収録規格数：122
目次項目：照明・関連器具〔一般／口金・受金・ソケット／電
球・ランプ・LED／安定器・制御装置／照明器具／関連機器・
部材〕

定価18,000円（税抜）

26 プラスチックⅠ［試験］

収録規格数：299
目次項目：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〔繊維強化プラスチ
ック／ガラス繊維強化プラスチック／炭素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

定価18,900円（税抜）

27 プラスチックⅡ［材料］

収録規格数：131
目次項目：用語・記号・略語・データ表示、熱可塑性プラスチ
ック〔ポリオレフィン系プラスチック／スチレン系プラスチッ
ク／ポリ塩化ビニル系プラスチック／ポリメタクリル酸メチル
系プラスチック／ポリアミド／熱可塑性ポリエステル／ポリカ
ーボネート／ポリオキシメチレン／ふっ素系プラスチック／ポ
リフェニレンエーテル／ポリフェニレンスルフィド／熱可塑性
エラストマー〕、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・構造材、フォーム、環境、その他

定価13,500円（税抜）

29 接着

収録規格数：95
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／ゴム／塗料／その他〕、接着剤、粘着テープ、
その他

定価13,200円（税抜）

40-1 溶接Ⅰ［基本］

収録規格数：137
目次項目：用語・記号、施工・管理、試験・検査〔破壊試験（硬
さ・引張・衝撃・疲れ他）／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

定価15,600円（税抜）

40-2 溶接Ⅱ［製品］

収録規格数：108
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／その他〕、溶接機、ガス溶断、安全用品

定価12,600円（税抜）

41 金属表面処理

収録規格数：81
目次項目：共通、電気めっき、化学めっき、真空めっき、溶射、
遮熱・耐酸化金属コーティング、溶融めっき、陽極酸化皮膜〔ア
ルミニウム／マグネシウム〕、鋼材の素地調整

定価13,300円（税抜）

46 機械計測

収録規格数：106
目次項目：ゲージ、長さ、角度、面・形状、基本（幾何特性）、
関連

定価12,700円（税抜）

47 電気計測

収録規格数：89
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

定価16,700円（税抜）

49 化学分析

収録規格数：113
目次項目：用語、標準物質、通則・分析方法、水、試験・測定
方法、データの取扱い

定価17,400円（税抜）

52-1 環境測定Ⅰ-1［大気］

収録規格数：107
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／濃度計・自動計測器／自動車〕

定価17,300円（税抜）

52-2 環境測定Ⅰ-2［騒音・振動］

収録規格数：38
目次項目：用語、騒音・振動〔計器・測定〕、騒音・振動〔個
別測定〕

定価13,400円（税抜）

53 環境測定Ⅱ［水質］

収録規格数：74
目次項目：用語、通則、サンプリング、水質〔標準物質／試験
／濃度計・自動計測器〕

定価15,800円（税抜）

55 国際標準化

収録規格数：1
目次項目：行動指針、国際規格作成〔ISO/IEC専門業務用指針
（第1部，第2部，補足指針―ISO専用手順・IEC専用手順）　国
際規格作成手順／貿易の技術的障害に関する協定（WTO/
TBT協定）（対訳）　政策関係〈WTO/TBT協定〉／ ISOと
CENの間の技術協力に関する協定（ウィーン協定）　政策関係
〈ウィーン協定及びドレスデン協定〉／ ISO/TMB政策・原則
声明文　政策関係　〈国際市場性〉／国際標準化戦略目標　経
済産業省　動向関係〕、国際標準化機関、その他

定価19,000円（税抜）

32 紙・パルプ

収録規格数：121
目次項目：一般・共通、試験、紙・板紙、段ボール・箱、袋、
紙加工品

定価12,800円（税抜）

56 標準化

収録規格数：29
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

定価15,400円（税抜）

2021年1月29日発行のハンドブック
※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。
※本パンフレットにてご案内している2021年版1月発行の各ハンドブックの収録規格数・収録内容は、2020年11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。
※既刊のハンドブック（2020年発行、2019年発刊、2018年発刊）の収録規格（目次）はJSAWebdesk（https://webdesk.jsa.or.jp/）にてご確認いただけます。

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、TS
（標準仕様書）及びTR（標準報告書）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。

定価6,500円（税抜）

1 鉄鋼Ⅰ［用語／他］

収録規格数：226
目次項目：用語、資格及び認証、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〔ステンレ
ス鋼・耐熱鋼・超合金／工具鋼／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

定価15,300円（税抜）

2 鉄鋼Ⅱ［棒・形・板・帯／他］

収録規格数：204
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／熱伝達用／構造用／特殊用途鋼管・
合金管〕、線材・線材二次製品

定価13,900円（税抜）

3 非鉄

収録規格数：152
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、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

定価14,200円（税抜）

6-1 配管Ⅰ［基本］

収録規格数：96
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

定価13,800円（税抜）

6-2 配管Ⅱ［製品］

収録規格数：147
目次項目：管、管継手、管フランジ、バルブ、ストレーナ

定価17,000円（税抜）

7 機械要素（ねじを除く）

収録規格数：129
目次項目：軸関係〔スプライン・キー及びセレーション／軸継
手／ボールねじ〕、転がり軸受〔基本／軸受〕、滑り軸受、歯車・
チェーン・ベルト〔歯車／ローラチェーン・スプロケット／ベ
ルト車・ベルト〕、ばね、シール

定価17,400円（税抜）

8-1 建築Ⅰ-1［材料・設備］

収録規格数：113
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

定価13,900円（税抜）

8-2 建築Ⅰ-2［材料・設備］

収録規格数：98
目次項目：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、施工〔施工標
準／耐震・免震／仮設〕

定価13,700円（税抜）

9-1 建築Ⅱ-1［試験］

収録規格数：116
目次項目：設計・計画・一般、試験〔コンクリート試験／セメント・
混和剤試験／ガラス試験／金属試験／木材試験／シーリング材
試験／パネル・ボード試験／浴槽試験／建具試験〕

定価13,700円（税抜）

9-2 建築Ⅱ-2［試験］

収録規格数：74
目次項目：試験〔防火・耐火試験／建築材料の基礎物性測定／室
内空気のサンプリング及び分析／遮音・吸音測定／耐候性試験／
省エネルギー／その他〕

定価13,700円（税抜）

19 電気設備Ⅰ［一般／電線・ケーブル／他］

収録規格数：172
目次項目：一般、電線・ケーブル、電線管・ダクト・附属品、
バッテリー

定価18,700円（税抜）

20-1 電気設備Ⅱ-1［電気機械器具／他］

収録規格数：33
目次項目：電気機械器具

定価10,200円（税抜）

20-2 電気設備Ⅱ-2［低圧遮断器・配線器具］

収録規格数：30
目次項目：低圧遮断器・配線器具

定価13,200円（税抜）

17 圧力容器・ボイラ［用語／構造／附属品・部品・その他］

収録規格数：53
目次項目：用語、構造、附属品・部品・その他〔附属品／部品
／その他〕

定価17,800円（税抜）


