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書名 著編者 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 

鋼モルタル板を用いた座屈拘束ブレース 岩田 衛 2018 9784306033849 ¥11,000  ¥33,000  1028167120 

City with a Hidden Past 槇 文彦 2018 9784306046610 ¥5,280  ¥15,840  1028167121 

消えゆくアジアの水上居住文化 畔柳 昭雄 2018 9784306073456 ¥5,500  ¥16,500  1028167124 

地すべり山くずれの実際 ―地形地質から土砂災害まで― 高谷 精二 2017 9784306024892 ¥7,260  ¥21,780  1028167119 

書名 著編者 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 

インテリア・ガール ―今日もいんてりあがぁる― 水上 裕 2017 9784306046467 ¥3,960  ¥11,880  1025246415 

まちづくり教書 佐藤 滋 2017 9784306073333 ¥7,040  ¥21,120  1025246416 

不動産取引と土壌汚染のリスク 木暮 敬二 2017 9784306024885 ¥4,400  ¥13,200  1025246417 

世界の橋並み ―地域景観をつくる橋― 松村 博 2017 9784306024854 ¥6,160  ¥18,480  1025246418 

物語日本の治水史 竹林 征三 2017 9784306094475 ¥5,720  ¥17,160  1025246419 

地域の足を支えるコミュニティーバス・デマンド交通 堀内 重人 2017 9784306073364 ¥5,060  ¥15,180  1025246420 

まちづくり図解 佐藤 滋 2017 9784306073371 ¥5,500  ¥16,500  1025246421 

ARCHICADでつくるBIM施工図入門 鈴木 裕二 2017 9784306033832 ¥8,140  ¥24,420  1025933995 

事例からみた水害リスクの減災力 末次 忠司 2016 9784306094451 ¥3,960  ¥11,880  1025246413 

日本の防災、世界の災害 ―日本の経験と知恵を世界の防災に生かす― 石渡 幹夫 2016 9784306094444 ¥3,960  ¥11,880  1025246414 

建築設計のための構造力学  
―建築構造技術の基礎― 

同時1アクセス（本体） ¥9,240  

同時3アクセス（本体） ¥27,720  

冊子版ISBN 9784306033856  

著編者名 高畠 秀雄 発行年 2018 商品コード 1028167122 

本書は、従来の大学課程での構造力学のみにとどまらず、設計するための構造力学（建築家のための設
計力学）に主眼を置いて纏められている。内容は多岐にわたるが、本書一冊で構造計算法の大要が理解
でき、「理論および計算法・考え方」が構造設計に直結する実戦力となるように、適所に例題を設けて、各
段階での理解が設計にどのように結び付いているかを丁寧に説明している。 

建築を見つめて、都市に見つめ 
られて 

同時1アクセス（本体） ¥6,160  

同時3アクセス（本体） ¥18,480  

冊子版ISBN 9784306046627  

著編者名 石田 潤一郎 発行年 2018 商品コード 1028167123 

「日本のモダン・ムーヴメント―《白い家》が見出されるとき」を含む、近代からモダニズム、同時代まで、建
築から都市、映画までと幅広いテーマからの名文を紡いだ論考集。 
 
主要目次： 第一章 歴史を読み込む  第二章 建築家を語る  第三章 建築から都市へ 
第四章 解釈から構築へ  第五章 建築と空間の息づかい 

好評配信中タイトル 

2018年 新規配信タイトル！ 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


■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

【関東甲信越】

　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

【北海道・東北】

　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

【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

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 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

【中四国】

　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

【九州】

　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

 

◆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。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp
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