
 最新版 2022年1月発行分  予約受付中！

発行元：一般財団法人日本規格協会

JIS総目録（2022年） 1  鉄鋼Ⅰ  ［用語／他］

定価7,480円（税込） 定価17,380円（税込）

2　鉄鋼Ⅱ  ［棒・形・板・帯／鋼管／線・二次製品］ 3　非 鉄

定価15,620円（税込） 定価16,170円（税込）

6-1　配管Ⅰ  ［基本］ 6-2　配管Ⅱ  ［製品］

定価15,510円（税込） 定価19,140円（税込）

7　機械要素（ねじを除く） 8-1　建築Ⅰ-1  ［材料・設備］

定価19,800円（税込） 定価16,060円（税込）

8-2　建築Ⅰ-2  ［材料・設備］

定価15,840円（税込） 定価16,170円（税込）
収録規格数：97
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〕

収録規格数：118
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〕

 JISハンドブック
≫ JISハンドブックのご注文はこちら

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。

収録規格数：225
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

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／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

収録規格数：153
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

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

収録規格数：142
目次項目： 管、管継手、管フランジ、バルブ、ストレーナ

収録規格数：133
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

収録規格数：109
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

9-1  建築Ⅱ-1  ［試験］

特定分野の主要JIS規格を収録したA5サイズの書籍です

https://forms.office.com/r/LM8y80sbmu


定価15,950円（税込） 定価20,020円（税込）

19-1　電気設備Ⅰ-1  ［一般］

定価14,740円（税込）

定価14,410円（税込）

20-2　電気設備Ⅱ-2  ［低圧遮断器・配線器具］

定価12,210円（税込） 定価16,170円（税込）

20-3　電気設備Ⅲ  ［照明・関連器具］ 26　プラスチックⅠ  ［試験］

定価20,790円（税込） 定価21,340円（税込）

27　プラスチックⅡ  ［材料］ 29　接 着

定価15,180円（税込） 定価14,850円（税込）

32　紙・パルプ 40-1　溶接Ⅰ  ［基本］

定価14,520円（税込） 定価17,820円（税込）

収録規格数：114
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〕

収録規格数：301
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

9-2  建築Ⅱ-2  ［試験］ 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：76
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〕

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〕

19-2　電気設備Ⅰ-2 

 ［電線・ケーブル／電線管・ダクト・附属品／バッテリー］

収録規格数：86
目次項目： 一般

収録規格数：107
目次項目： 電線・ケーブル、電線管・ダクト・附属品、バッテリー

20-1　電気設備Ⅱ-1 ［電気機械器具／貯蔵システム］

収録規格数：35
目次項目： 電気機械器具、貯蔵システム

収録規格数：36
目次項目： 低圧遮断器・配線器具

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+A31
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

収録規格数：93
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

収録規格数：126
目次項目： 一般・共通、試験、紙・板紙、段ボール・箱、袋、紙加
工品

収録規格数：142
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



40-2　溶接Ⅱ  ［製品］ 41　金属表面処理

定価14,410円（税込） 定価14,960円（税込）

46　機械計測 47　電気計測

定価14,520円（税込） 定価21,230円（税込）

49　化学分析 52-1　環境測定Ⅰ-1  ［大気］

定価19,800円（税込） 定価19,470円（税込）

52-2　環境測定Ⅰ-2  ［騒音・振動］ 53　環境測定Ⅱ  ［水質］

定価15,400円（税込） 定価18,040円（税込）

55　国際標準化 56　標準化

定価21,450円（税込） 定価17,380円（税込）

英訳 非鉄

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／その他〕、溶接機、ガス溶断、安全用品

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

収録規格数：111
目次項目： ゲージ、長さ、角度、面・形状、基本（幾何特性）、関
連

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

収録規格数：117
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

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〕

収録規格数：39
目次項目：用語、騒音・振動〔計器・測定〕、騒音・振動〔個別測
定〕

収録規格数：75
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〕

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

収録規格数：30
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

 (一財)日本規格協会指定業者

有限会社 規格サービス
TEL. 043（306）7225

FAX. 043（306）7226

info@jiskikaku-s.co.jp

https://jiskikaku-s.co.jp



2022年１月発行分 (32冊)

No. ＪＩＳハンドブック名 本体価格 冊数 No. ＪＩＳハンドブック名 本体価格 冊数

0 JIS総目録 6,800 20- 3 電気設備Ⅲ 〔照明・関連器具〕 18,900

1 鉄鋼Ⅰ　〔用語/他〕 15,800 26 プラスチックⅠ　〔試　験〕 19,400

2 鉄鋼Ⅱ〔棒・形・板・帯/鋼管/線・二次製品〕14,200 27 プラスチックⅡ　〔材　料〕 13,800

3 非  鉄 14,700 29 接　着 13,500

6- 1 配管Ⅰ　〔基本〕 14,100 32 紙・パルプ　　　　　　　　　 13,200

6- 2 配管Ⅱ　〔製品〕 17,400 40- 1 溶接　Ⅰ　〔基　本〕 16,200

7 機械要素（ねじを除く） 18,000 40- 2 溶接　Ⅱ　〔製　品〕 13,100

8- 1 建築Ⅰ-1　〔材料・設備〕 14,600 41 金属表面処理　　　　　　　　　 13,600

8- 2 建築Ⅰ-2　〔材料・設備〕 14,400 46 機械計測 13,200

9- 1 建築Ⅱ-1　〔試験〕 14,700 47 電気計測 19,300

9- 2 建築Ⅱ-2　〔試験〕 14,500 49 化学分析 18,000

17 圧力容器・ボイラ〔用語/構造/附属品・部品・他 18,200 52-1 環境測定Ⅰ-1〔大　気〕 17,700

19- 1 電気設備Ⅰ-1　〔一般〕 13,400 52-2 環境測定Ⅰ-2　〔騒音・振動〕 14,000

19- 2 電気設備Ⅰ-2　〔電線・ケーブル/他〕 13,100 53 環境測定Ⅱ　〔水　質〕 16,400

20- 1 電気設備Ⅱ-1 〔電気機械器具〕 11,100 55 国際標準化 19,500

20- 2 電気設備Ⅱ-2 〔低圧遮断器・配線器具〕 14,700 56 標準化 15,800

※別途送料５００円がかかります 合 計

  info@jiskikaku-s.co.jp

専用フォームからの
見積依頼もできます

 (一財)日本規格協会指定業者

（有)規格サービス
ＴＥＬ：043（306）7225

部課名 氏 名

E-mail（メールにて送受希望の方）

※既刊（2021年版）のご注文も承っております。

受信後、当社から見積書をＦＡＸかメールで返信いたしますので、冊数・合計金額等をご確認下さい。

御注文後のお支払いは商品発送後、銀行振込みとなります。　　　　

電話番号        （        ） （お申込日）    年   月   日

ＦＡＸ番号       （        ）

住 所　　〒(            -                )

社 名 ＦＡＸ：043（306）7226

2021年12月吉日

２０２２年版ＪＩＳハンドブック 【見積依頼書】

　　（有)規格サービス
〒266-0033千葉市緑区おゆみ野南3-17-2-102

    TEL/043-306-7225  FAX/043-306-7226

　　拝啓、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

　　２０２２年版JISハンドブック1月発行分が、例年どおり１月31日に発売されます。

　　昨年同様のサービスのご提供は、発売日までご予約いただいた方に限らせていただいております。

　　ご購入希望がございましたら、下記申込書にご記入のうえ、お早めにＦＡＸかメールにてお知らせ願います。


