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学芸出版社

学芸出版社の本 好評配信中！
図説やさしい構造力学
改訂版
著編者名

図説やさしい建築設備

浅野 清昭

著編者名

伏見 建

発行年

2017

発行年

2017

同時1アクセス(本体)

¥8,910

同時1アクセス(本体)

¥9,240

同時3アクセス(本体)

¥13,365

同時3アクセス(本体)

¥13,860

冊子版ISBN

9784761526559

冊子版ISBN

9784761526658

商品コード

1027355118

商品コード

1027355117

数学や物理が苦手だけど、初めて、あるいはもう一度、構造力学を勉
強しなければならない！そんな人に向けた好評の入門教科書、待望
の改訂版。すべてを手描きのイラストで図解し、丁寧な解説を心がけ、
〈手順〉どおりにやれば誰でも解けるように構成。2色刷でさらに見やす
く、二級建築士試験に対応した練習問題も増補した。

書名

著編者

建築設備は表面に現れないことが多いのでイメージしづらく関心を持
ちにくい。本書では一目でわかるように設備のしくみを図解し現場写真
を多数掲載。項目ごとの簡潔な解説により初学者でもわかりやすい構
成となっている。また実務でも使える簡単な計算問題や設備図面、建
築士等の試験対策問題も掲載。設備の入門書として最適。

発行年

冊子版ISBN

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

商品コード

地域づくりのプラットフォーム
―つながりをつくり、創発をうむ仕組みづくり―

飯盛 義徳

2015

9784761525903

¥6,600

¥9,900

1018918072

なぜドイツではエネルギーシフトが進むのか

田口 理穂

2015

9784761526030

¥6,600

¥9,900

1018918071

図解これだけでわかる建築基準法

小嶋 和平

2015

9784761525897

¥9,240

¥13,860

1018918070

実践する自転車まちづくり ―役立つ具体策―

古倉 宗治

2014

9784761532123

¥10,560

¥15,840

1018918076

高さ制限とまちづくり

大澤 昭彦

2014

9784761532109

¥12,210

¥18,315

1018918075

文化政策の展開
―アーツ・マネジメントと創造都市―

野田 邦弘

2014

9784761525705

¥7,920

¥11,880

1018918073

図説建築構造力学

浅野 清昭

2014

9784761525798

¥9,240

¥13,860

1018918069

建築環境工学 （図とキーワードで学ぶ）

飯野 秋成

2013

9784761525521

¥9,240

¥13,860

1020894583

実証・仮設住宅 ―東日本大震災の現場から―

大水 敏弘

2013

9784761525569

¥8,250

¥12,375

1015127024

藻谷浩介さん、経済成長がなければ僕たちは幸せに
藻谷 浩介
なれないのでしょうか?

2012

9784761513092

¥4,620

¥6,930

1015127025

マイファーム荒地からの挑戦
―農と人をつなぐビジネスで社会を変える―

西辻 一真

2012

9784761513061

¥5,280

¥7,920

1015127022

「東日本大震災・原発事故」復興まちづくりに向けて

学芸出版社
編集部

2011

9784761512897

¥5,940

¥8,910

1015127023

建築設備 （図とキーワードで学ぶ）

飯野 秋成

2010

9784761524982

¥9,240

¥13,860

1020894582

銀座を歩く ―江戸とモダンの歴史体験―

岡本 哲志

2009

9784761512538

¥5,940

¥8,910

1022205499

日本建築 新訂

渋谷 五郎

2009

9784761540883

¥22,440

¥33,660

1015127021

英国の持続可能な地域づくり
―パートナーシップとローカリゼーション―

中島 恵理

2005

9784761523664

¥7,920

¥11,880

1022205500

まちづくりデザインゲーム

佐藤 滋

2005

9784761531270

¥9,900

¥14,850

1018918074

● 表示価格は税抜きです。

2018年11月

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

■営業部 http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

【首都圏】

〒105-0022 東京都港区海岸1-9-18 国際浜松町ビル

TEL: 03-6367-6080 FAX: 03-6367-6185

神奈川静岡営業部

〒244-0805 横浜市戸塚区川上町87-4 東戸塚N&Fビル1 2階

TEL: 045-827-2571 FAX: 045-827-2579

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

TEL: 029-851-6000 FAX: 029-851-4310

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5 新立川ビル5階

TEL: 042-512-8511 FAX: 042-512-9630

札幌営業部

〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60

TEL: 011-884-8222 FAX: 011-884-8250

仙台営業部

〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階

TEL: 022-222-1133 FAX: 022-265-7516

盛岡営業所

〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14 JT本町ビル2階

TEL: 019-654-1051 FAX: 019-654-1359

【関東甲信越】

【北海道・東北】

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15 JPR名古屋伏見ビル5階

TEL: 052-209-2602 FAX: 052-209-2614

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3 コンフィデンス金沢5階

TEL: 076-231-3155 FAX: 076-231-3299

大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

TEL: 06-6251-2622 FAX: 06-6251-2588

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10 大日本印刷（株）京都工場内

TEL: 075-863-5321 FAX: 075-863-5352

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36 岩屋ビル

TEL: 078-389-5311 FAX: 078-389-5312

岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50

TEL: 086-231-2262 FAX: 086-231-4370

松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10 FURUMOTOビル1階

TEL: 089-941-5279 FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23 住生平和大通り第2ビル6階

TEL: 082-247-2252 FAX: 082-247-1576

福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

TEL: 092-561-1831 FAX: 092-561-1854

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

TEL: 095-843-0355 FAX: 095-843-0333

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23 桜ビル辛島町3F

TEL: 096-312-0533 FAX: 096-241-8801

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7 不動産会館ビル6階

TEL: 098-861-4837 FAX: 098-863-0090

【関西】
久太郎町恒和ビル4階

【中四国】

【九州】

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。
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