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JISハンドブックとは？

JISハンドブックの特長

2020年版7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！

◆手軽にJIS最新版管理を実現◆
・JIS Q 1001：2020、JIS Z 8401：2019を収録・・・10 生コンクリート、11 土木Ⅰ
・JIS K 6250：2019、JIS K 6300-3：2019を収録・・・28-1 ゴム・エラストマーⅠ
・JIS Z 2329：2019、JIS Z 3063：2019を収録・・・43 非破壊検査
・JIS B 9705-1：2019、JIS B 9705-2：2019を収録・・・72 機械安全

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116ものJISを収録（英訳ハンドブックを除く2020年7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
客様におススメです。

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。

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。
※発行予定日は4月末時点です。編集作業の都合により、若干の変更が生じる恐れがございます。



2020年7月15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2020年版7月発行の各ハンドブックの収録規格数・収録内容は、2020年4月現在の予定です。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（2019年発刊、2018年発刊）の収録規格（目次）はJSA Webdesk（https://webdesk.jsa.or.jp/）にてご確認いただけます。

4-1 ねじⅠ［用語・表し方・製図／他］

収録規格数：87
目次項目：用語・表し方・製図、基本、ねじ用限界ゲージ、ね
じ部品共通規格〔寸法／表面処理／機械的性質／試験・検査〕

定価10,100円（税抜）

4-2 ねじⅡ［一般用ねじ部品／他］

収録規格数：92
目次項目：一般用のねじ部品〔小ねじ／止めネジ／タッピンね
じ／木ねじ／ボルト／ナット／座金／ピン／リベット〕、特殊
用のねじ部品（ねじ関連部品を含む）〔建築用／管フランジ用
／トルクツール〕

定価9,800円（税抜）

28-1 ゴム・エラストマーⅠ［ポリマー・配合剤の試験方法］

収録規格数：118
目次項目：用語・略語、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〕、ポリマー・配合剤の試験方
法〔化学試験〕、ポリマー・配合剤の試験方法〔物理試験〕

定価11,900円（税抜）

28-2 ゴム・エラストマーⅡ［製品及び製品の試験方法］

収録規格数：149
目次項目：製品及び製品の試験方法〔タイヤ／ベルト・プーリ〕、
製品及び製品の試験方法〔ホース〕、製品及び製品の試験方法〔引
布／軟質発泡材料〕、製品及び製品の試験方法〔防振ゴム／免
震ゴム／電線／オイルシール・パッキン／医療・日用品〕、製
品及び製品の試験方法〔はきもの〕

定価12,100円（税抜）

25 石油

収録規格数：133
目次項目：製品認証、製品規格、試験方法、試験器

定価19,600円（税抜）

31 繊維

収録規格数：145
目次項目：用語、表示・記号、試験方法〔染色堅ろう度試験／
繊維混用率試験〕、試験方法〔特性試験〕、衣料のサイズ、衣料
品・その他

定価19,800円（税抜）

42 熱処理

収録規格数：133
目次項目：用語・記号、加工方法、試験・測定方法、試験機・
測定器、加工材料〔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〕

定価18,400円（税抜）

10 生コンクリート

収録規格数：134
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・器具、試験方法〔材料／フレッシュ
コンクリート／硬化コンクリート〕、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12,600円（税抜）

11 土木Ⅰ［コンクリート製品・土木資材］

収録規格数：186
目次項目：基本、製品認証、コンクリート製品、土木資材〔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〕、その他

定価17,300円（税抜）

12 土木Ⅱ［土質試験・地盤調査・土工機械］

収録規格数：173
目次項目：土質試験・地盤調査、土工機械〔一般・特性・要素
／ブルドーザ・積込機械・運搬機械／掘削機械／クレーン／基
礎工事用機械／トンネル工事用機械・せん孔機械／コンクリー
ト施工機械・機具／道路工事機械など（路盤・舗装・締固め機
械）／その他施工機械・機具〕

定価25,100円（税抜）

21 電子Ⅰ［試験］

収録規格数：113
目次項目：環境試験、環境条件、耐火性試験、静電気試験

定価13,100円（税抜）

22-1 電子Ⅱ-1［オプトエレクトロニクス］

収録規格数：167
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

定価15,500円（税抜）

22-2 電子Ⅱ-2［オプトエレクトロニクス］

収録規格数：99
目次項目：光増幅器、光ファイバ、光ファイバ通信サブシステ
ム、光測定器、レーザ安全

定価14,100円（税抜）

23-1 電子Ⅲ-1［部品］

収録規格数：109
目次項目：基本、コンデンサ、抵抗器、変成器・インダクタ

定価15,200円（税抜）

23-2 電子Ⅲ-2［部品］

収録規格数：156
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13,400円（税抜）

5 工具

収録規格数：276
目次項目：切削工具〔用語／工具材料／バイト／ドリル／フラ
イス／リーマ／歯切工具／ブローチ／ねじ加工工具（転造ダイ
スを含む）／刃先交換工具／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／その他〕、保持具等〔ジグ／シャンク及
びアーバ／チャック等〕

定価17,400円（税抜）



43 非破壊検査

収録規格数：103
目次項目：用語・記号、資格・認証・適合性評価、放射線透過
試験、超音波探傷試験、浸透探傷試験、磁気探傷試験、渦電流
探傷試験、漏れ試験、外観試験・目視観察、共通

定価14,600円（税抜）

59 製図

収録規格数：117
目次項目：製図〔基本／部門別／特定製図／部分の形状／記号・
表示〕、寸法，公差，許容値及びその表し方〔寸法／製品の幾
何特性仕様／表面性状〕、その他

定価16,300円（税抜）

48-1 試薬Ⅰ［K 8001～ K 8549］

収録規格数：191
目 次 項 目：K 8001 ～ K 8099、K 8101 ～ K 8197、 
K 8201 ～ K 8295、K 8304 ～ K 8397、K 8400 ～ 
K 8498、K 8500～ K 8549

定価19,100円（税抜）

48-2 試薬Ⅱ［K 8550～ K 9906］

収録規格数：231
目 次 項 目：K 8550 ～ K 8598、K 8603 ～ K 8699、 
K 8701 ～ K 8799、K 8800 ～ K 8899、K 8900 ～ 
K 8997、K 9000～ K 9906

定価16,000円（税抜）

57 品質管理

収録規格数：63
目次項目：用語・記号、通則、マネジメントシステム、抜取検
査、管理図、統計的方法、品質工学、その他

定価15,400円（税抜）

58-1 ISO 9000

収録規格数：25
目次項目：用語、要求事項、パフォーマンス改善、監査、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、適合性評価、

定価13,400円（税抜）

58-2 環境マネジメント

収録規格数：32
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、エネルギー、適合性評価

定価14,500円（税抜）

英訳JISハンドブック

英訳  鉄鋼Ⅰ（Ferrous Materials & MetallurgyⅠ）

収録規格数：150
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

定価35,300円（税抜）

英訳  鉄鋼Ⅱ（Ferrous Materials & MetallurgyⅡ）

収録規格数：191
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〕、
鋼管〔熱伝達用／構造用／特殊用途鋼管・合金管〕、線材・線
材二次製品、鋳鍛造品〔鍛鋼品／鋳鋼品／鋳鉄品〕

定価35,400円（税抜）

70 電磁両立性（EMC）

収録規格数：33
目次項目：基本、限度値、試験・測定技術、個別機器の要求事
項・試験方法、人体ばく露

定価15,200円（税抜）

72 機械安全

収録規格数：33
目次項目：基本、共通、電気装置

定価12,800円（税抜）

63 包装

収録規格数：137
目次項目：用語、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・貨物〕、その他

定価13,000円（税抜）

英訳  ねじ（Fasteners & Screw Threads）

収録規格数：138
目次項目：用語・表し方・製図、基本、部品、一般部品〔小ね
じ／止めねじ／タッピンねじ／木ねじ／ボルト／ナット／座金〕

定価30,800円（税抜）

58-3 適合性評価

収録規格数：25
目次項目：用語・一般、認定、認証、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

定価15,800円（税抜）

60 図記号

収録規格数：61
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・案内用図記号〕、機器・装
置用図記号〔土木機械／一般機械／自動車／医療機器／貨物〕、
ダイヤグラム用図記号、安全・案内用図記号

定価12,400円（税抜）

68 金型

収録規格数：70
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〕

定価13,100円（税抜）

英訳  配管（Piping）

収録規格数：116
目次項目：基本、シール、管、管継手、管フランジ、バルブ

定価40,100円（税抜）

英訳  金属表面処理（Metal Surface Treatment）

収録規格数：70
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

定価32,600円（税抜）



◇ 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。 2020.4   HB 7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

※7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。）

2020年版 JISハンドブック ご予約・注文書
2020年版　7月発行分

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
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
31 繊維 318807 ¥19,800
42 熱処理 318808 ¥18,400
43 非破壊検査 318809 ¥14,600
48-1 試薬Ⅰ［K8001～ K8549］ 318810 ¥19,100

書　　　　名 商品コード 定価（税抜） 数量

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
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 313734 ¥32,600

2020年版　1月発行分
書　　　　名 商品コード 定価（税抜） 数量

JIS総目録 318759 ¥6,500
1 鉄鋼Ⅰ［用語/他］ 318760 ¥15,300
2 鉄鋼Ⅱ［棒・形・板・帯/鋼管/線・二次製品］ 318761 ¥13,800
3 非鉄 318762 ¥14,200
6-1 配管Ⅰ［基本］ 318763 ¥13,800
6-2 配管Ⅱ［製品］ 318764 ¥17,000
7 機械要素（ねじを除く） 318765 ¥17,300
8-1 建築Ⅰ-1［材料・設備］ 318766 ¥13,700
8-2 建築Ⅰ-2［材料・設備］ 318767 ¥13,700
9 建築Ⅱ［試験］ 318768 ¥18,400
17 圧力容器・ボイラ［用語/構造/附属品・部品・その他］ 318769 ¥17,800
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
19 電気設備Ⅰ［一般/電線・ケーブル/電線管・ダクト・附属品］ 318772 ¥18,500
20-1 電気設備Ⅱ［電気機械器具/低圧遮断器・配線器具］ 318773 ¥15,600
20-2 電気設備Ⅲ［照明・関連器具］ 318774 ¥18,000
26 プラスチックⅠ［試験］ 318775 ¥18,900

書　　　　名 商品コード 定価（税抜） 数量

27 プラスチックⅡ［材料］ 318776 ¥13,500
29 接着 318777 ¥13,200
30 塗料 318778 ¥15,300
32 紙・パルプ 318779 ¥12,800
40-1 溶接Ⅰ［基本］ 318780 ¥15,600
40-2 溶接Ⅱ［製品］ 318781 ¥12,500
41 金属表面処理 318782 ¥13,300
46 機械計測 318783 ¥12,500
47 電気計測 318784 ¥16,700
49 化学分析 318785 ¥17,400
52-1 環境測定Ⅰ-1［大気］ 318786 ¥17,200
52-2 環境測定Ⅰ-2［騒音・振動］ 318787 ¥13,400
53 環境測定Ⅱ［水質］ 318788 ¥15,800
55 国際標準化 318789 ¥19,000
56 標準化 318790 ¥15,100
65 情報記録媒体 318791 ¥21,000
66-1 ソフトウェア 318792 ¥19,300

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


