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最新情報をご案内中！
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学術認証フェデレーションと連携

文化としての住まいを考える建築専門誌

No.2020-317

今後も各月の発刊に
あわせて随時追加配信予定。
ぜひ継続でのご注文を
おすすめします!

住宅にかかわる専門家向けに深く掘り下げた特集で最新の住宅をビジュアルに紹介します。
デザインに加えて、素材や技術に関する情報も豊富に掲載し、平面図や断面図といった基本図面からディテールまで、
設計者・施工者の実務に直接役立つ詳細なデータを盛り込んでいます。また、住宅をとりまく社会状況を踏まえ、地
域・風土に根差して優れた仕事をしている各地の設計者・施工者を積極的に取り上げます。（隔月刊）

64冊揃価格 （2007年4月号～2020年12月号）
同時1アクセス（本体）

同時3アクセス（本体）

¥211,220

¥422,400

各号価格
号
第484号
第483号
第482号
第481号
第480号
第479号
第478号
第477号
第476号
第475号
第474号
第473号
第472号
第471号
第470号
第469号
第468号
第467号
第466号
第465号
第464号
第463号
第462号
第461号
第460号
第459号
第458号
第457号
第456号
第455号
第454号
第453号

書名
みどりへのまなざし／創造する緑 （2020年12月号）
住まいのディテール （2020年10月号）
コンクリートの未来 （2020年8月号）
田中敏溥の仕事 コミュニティを育む家づくり （2020年6月号）
骨格とディティール （2020年4月号）
屋根再考 （2020年2月号）
住まい塾の家に住まう （2019年12月号）
集まって住む緑の風景をつくる （2019年10月号）
住まいを繕う （2019年8月号）
住宅を知覚する （2019年6月号）
柿沼守利の足音 （2019年4月号）
土佐派の家 （2019年2月号）
地域に根差す建築家 （2018年12月号）
構法に再注目 （2018年10月号）
復興と向き合う東北と板倉 （2018年8月号）
建築と出来事 （2018年6月号）
挑みつづける伝統 （2018年4月号）
安息の居場所を刻む ―益子義弘の仕事―（2018年2月号）
改修のいま （2017年12月号）
佇まいとプロポーション （2017年10月号）
住まいのなかのロマンチック （2017年8月号）
岡山古民家再生工房の30年 （2017年6月号）
かめ設計室の仕事 ―生命の樹をはぐくむ空間―（2017年4月号）
過去と未来を結ぶ知恵と技 （2017年2月号）
混構造の技術と表現 （2016年12月号）
前田圭介のディテール （2016年10月号）
アンドウ・アトリエの仕事 （2016年8月号）
現代の居職空間 （2016年6月号）
虚実皮膜の向こうへ ―続・柱と建築 : 柱の「開かれ」を求めて―（2016年4月号）

時を内包する住まい （2016年2月号）
現代に甦る民家の美 ―神家昭雄建築研究室の仕事―（2015年12月号）

設計施行の知覚 （2015年10月号）

● 表示価格は税抜きです。

商品コード
1032472535
1032267585
1031840203
1031657139
1031480101
1031337357
1031117031
1030823124
1030588934
1030366033
1029766361
1029348530
1028657331
1028240042
1027853207
1027404818
1027134213
1027134212
1025799607
1025355837
1025056266
1025056265
1025056264
1025056263
1025056262
1025056261
1025144995
1025180146
1025180145
1025180144
1025180143
1018713748

号
第452号
第451号
第450号
第449号
第448号
第447号
第446号
第445号
第444号
第443号
第442号
第441号
第440号
第439号
第438号
第437号
第436号
第435号
第434号
第433号
第432号
第431号
第430号
第429号
第428号
第427号
第426号
第425号
第424号
第423号
第422号
第384号

同時1アクセス（本体）： ¥3,300
同時3アクセス（本体）： ¥6,600

書名
風土とともに ―宮古島・伊志嶺敏子―（2015年8月号）
民家の魅力 ―大角雄三の仕事3題―（2015年6月号）
天野太郎の建築 ―あるべきようは―（2015年4月号）
プランを解き放つ木の架構 ―竹原義二/無有建築工房―（2015年2月号）

不易流行の匠たち （2014年12月号）
柱と建築 （2014年10月号）
住宅医の仕事 （2014年8月号）
コンクリートに住まう術（すべ） （2014年6月号）
風景をつくる家 （2014年4月号）
「手嶋保」饒舌な光と静謐と （2014年2月号）
住まい塾 ―設計・施工・建主三位一体でつくり続けた30年―（2013年12月号）

木造の蘇生力 （2013年10月号）
熟成する集合住宅 ―集住の本質を問う―（2013年8月号）
杉坂建築事務所の60年 （2013年6月号）
奥村昭雄を分解する （2013年4月号）
竹原義二場を解く （2013年2月号）
平屋を楽しむ （2012年12月号）
改修という選択 （2012年10月号）
三澤康彦＋三澤文子木造住宅の立脚点 （2012年8月号）
家を身に纏う ―七つの小住宅―（2012年6月号）
台所の原風景 （2012年4月号）
数寄屋の道程 ―自在に自然を取り入れる―（2012年2月号）
木造住宅の「意匠・性能・技法」 （2011年12月号）
日常の空間と光 ―八島正年＋八島夕子―（2011年10月号）
田中文男の建築学 （2011年8月号）
独創する木造 （2011年6月号）
生きつづけている場所で （2011年4月号）
中村好文くらしのうつわ （2011年2月号）
高橋修一住まい塾豊かな空間に暮らす （2010年12月号）
すわ製作所背景のある建築 （2010年10月号）
永田昌民営みの輪郭 （2010年8月号）
永田昌民のデザイン思想 ―手法の中核に庭がある―（2007年4月号）

商品コード
1018713747
1018713746
1018713745
1018713744
1018713743
1020178342
1020178341
1016496438
1016496436
1016496435
1016496434
1016496433
1016496432
1016496431
1016496430
1016496429
1016496428
1016496427
1016496426
1016496425
1016496424
1016496423
1016496422
1016496421
1016496420
1016496419
1016496418
1016496417
1016496416
1016496415
1016496414
1016496437
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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

継続注文
承り中!
今後、各季の発刊に合わせて
追加配信されます!

庭園を愛好する人たち、造園に携わる
すべての人たちに贈る、日本で唯一の庭園雑誌。

全国各地を丁寧に取材し、地域固有の自然・風土・文化に根差し
て作られた庭、代表的な作庭家の技や人物そのものと主要作品、
伝統を現代に生かす試み、自然の造形や現代アートとのコラボ
レーション、大型イベントやプロジェクトなど、様々な視点から多様
性を引き出す庭など、住宅庭園から茶庭、坪庭、そして公園まで、
あらゆる庭を紹介します。写真はすべて庭園専門のカメラマンに
よる撮影で、美しい空間をリアルに再現します。（季刊）

52冊揃価格 （第189号～第241号）
同時1アクセス（本体）

同時3アクセス（本体）

¥171,930

¥343,750
同時1アクセス（本体）： ¥3,300

各号価格

同時3アクセス（本体）： ¥6,600

第225号 特大号のみ
号
第241号
第240号
第239号
第238号
第237号
第236号
第235号
第234号
第233号
第232号
第231号
第229号
第228号
第227号
第226号
第225号
第224号
第223号
第222号
第221号
第220号
第219号
第218号
第217号
第216号
第215号

書名
造園空間に求められるものとは 高齢者福祉と庭
歴史を繋ぐ・物語を紡ぐ ホテル・旅館の庭
造園×建築 理想の住まいづくり
はぐくみの庭 遊ぶ、学ぶ、育む園庭
庭園と住まいが調和する邸宅の庭
景色を味わう店の庭
暮らしを彩る住宅の庭
寺院の庭 ―時代を映す空間―
リノベーションで蘇る宿の庭
無作為の作為 ―経年変化を愉しむ庭―
現代的自然観の中の普遍性
庭はくらし
土中環境を考える ―住まいの庭 : 8 cases―
オブジェのある庭 ―造園と造形―
みんなの庭 vol.2 ―育む、働く、癒す―
庭の未来へ ―創刊40周年記念・特大号―
新しい風景の創出 ―ホテル・旅館―
住宅の庭 ―水の景のある住まい―
寺院の庭 ―新たな集いの場―
店舗の庭 ―心地良さとにぎわいを生む―
彩りと躍動 ―花の庭水の庭―
現場力は創造力 ―庭師が取り組む街づくり―
庭から住まいへの提案 ―住まいの庭―
日常を豊かに彩る暮らしの場 ―愉しむ庭 : 露地・小庭―
集う、働く、学ぶ場 ―みんなの庭 : 庭の意味と価値―
庭づくりのプレゼンテーション ―仕事を魅力的に伝える技―

発行年
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014

商品コード
1032472536
1032023777
1031629225
1031629224
1031031521
1030626281
1030189294
1029489922
1028560727
1027945672
1027945671
1027769132
1027769131
1027446857
1027446856
1027405112
1027378878
1027378877
1027378876
1027378875
1018713752
1018713751
1018713750
1018713749
1020178343
1016496466

号
第214号
第213号
第212号
第211号
第210号
第209号
第208号
第207号
第206号
第205号
第204号
第203号
第202号
第201号
第200号
第199号
第198号
第197号
第196号
第195号
第194号
第193号
第192号
第191号
第190号
第189号

Home Garden & EXTERIO
家と庭が一体となった心地よい住まいと快適な暮らしに
向けて、 庭から考えたライフスタイルデザインを提案して
いる「Home Garden & EXTERIOR」

各号価格

同時1アクセス（本体）： ¥1,650
同時3アクセス（本体）： ¥3,300

同時1アクセス（本体）： ¥3,630 同時3アクセス（本体）： ¥7,150

書名
寛ぎの庭 ―眺めを楽しむ : ホテル、店舗―
庭/家 ―ともに取り組む理想の住まい―
石のチカラ
商空間の庭
都市の中の山居
京都に残る 一如不二の庭
風の彩 土の声
枯淡とモダン
阿波国分寺庭園
四明荘の世界
森蘊の世界
頼久寺庭園
三溪園の庭
老欅荘の庭
臥龍山荘の庭
足立美術館の庭 写真
小島佐一の世界
田中泰阿弥の世界（下）
田中泰阿弥の世界（中）
田中泰阿弥の世界（上）
小川治兵衛の世界（下）
小川治兵衛の世界 (中)
小川治兵衛の世界 (上)
重森三玲の世界
四君子苑の庭（下）／河西力 人間の可能性
四君子苑の庭／大北望の直感と客観

発行年
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009

商品コード
1016496465
1016496464
1016496463
1016496462
1016496461
1016496460
1016496459
1016496458
1016496457
1016496456
1016496455
1016496454
1016496453
1016496452
1016496451
1016496450
1016496449
1016496448
1016496447
1016496446
1016496445
1016496444
1016496443
1016496442
1016496441
1016496440

ホームガーデン&エクステリア 庭臨時増刊
書名

発行年

商品コード

庭の佇まいと居心地 ―フロントガーデン&アウトドア・リビング―（Vol.4 8月臨時増刊）

2018

1030747779

ガーデンリノベーション ―庭のある新しい暮らしを始める―（Vol.3 8月臨時増刊）

2016

1030747778

庭はいつでも特別な場所 ―緑や自然の恵みを得る―（Vol.2 8月臨時増刊）

2015

1030747777

オーストラリアの庭と住まい （Vol.1 8月臨時増刊）

2014

1030747776

● 表示価格は税抜きです。
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「本質的な心地よさを追い求める」
そんな設計の原点を大切にしているプロにCONFORT［コンフォルト]は支持され
ています。CONFORT［コンフォルト］とは、スペイン語で「心地よい」という意味で
す。光や空気、空間のボリューム、動線や音、まわりの環境との関係、床・壁・天
井や家具、それぞれのデザインや素材の質感。それらがどうあれば、そこに身を
おく人が心地よく感じるか、インテリアの視点から、ひとつひとつを掘り下げます。
そして、事象の背景や物語をていねいに伝えることで、日本のインテリアの世界
を、本質的な意味で豊かにしていきたいと思います。（隔月刊）

今後も各月の発刊に
あわせて随時追加配信予定。
ぜひ継続でのご注文を
おすすめします!

10冊揃価格 （2019年2月号～2020年10月号）
同時1アクセス（本体）

同時3アクセス（本体）

¥27,500

¥55,000

各号価格
号

No.175
No.174
No.173
No.172
No.171
No.170
No.169
No.168
No.167
No.166

同時1アクセス（本体）： ¥2,750
書名

2020年10月号 : 素材に帰ろう
2020年6月号 : オフィスデザインが働き方を変える
2020年4月号 : くつろぎと再生のホテル
2020年2月号 : 茶室という空間に学ぶ
2019年12月号 : インテリアには木を使いたい
2019年10月号 : 古い建物を活かす術
2019年8月号 : 目の留まる壁
2019年6月号 : 石と金属
2019年4月号 : 特別な体験のためのホテル
2019年2月号 : 和やかな普請

● 表示価格は税抜きです。

同時3アクセス（本体）： ¥5,500
商品コード

1032351119
1032023776
1031576921
1031576920
1031576919
1031576918
1031576917
1031576916
1031576915
1031576914
2020年11月
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「新・建築設計資料」 創刊!
『建築設計資料』全110巻シリーズ完結から10年ぶりとなる新シリーズとして、
現行法に即した貴重な一冊が刊行されました！
本書は、現行法に即した新しい時代の建築を担う設計者の新たなバイブルとして大変、貴重な1冊です。
地域らしさを発揮した設計プログラム・多機能エリアの設計手法の明記はもちろん、その土地ならではの
美しい風景と共に各地域の多彩な事例を紹介しています。

地域交流・市民交流施設 （[新]建築設計資料 1）
2019年発行
同時1アクセス（本体）

¥5,500

同時3アクセス（本体）

¥11,000

冊子版ISBN

9784863586550

商品コード

1031576912

市町村主導の「公民館」が、営利目的の事業や、営利事業を援助することができ
ない一方、「地域・交流センター」等は、公民館と同等の機能をもちながらも、営利
目的での利用や、企業や特定非営利活動法人による利活用を解禁させることも可
能で、官民連携による施設の運営など幅広い活動展開が可能となっている。これ
まで公民館が担ってきた生涯学習事業を充実させながら、新たな地域交流を生み
出す拠点として、その役割が期待されている。地域らしさを発揮した設計プログラ
ムや、多機能エリアの設計手法など、各地域の多彩な事例を紹介する。

建 築 設 計 資 料 全110巻

も好評配信中！

全110冊セット特価
同時1アクセス（本体）

同時3アクセス（本体）

商品コード

¥968,000

¥1,452,000

1013100596

各巻価格

同時1アクセス（本体）： ¥9,460

同時3アクセス（本体）： ¥14,190

※2008年までに刊行されていた物は2019年に復刊した物となります。詳細はお問合せください。

土中環境 ―忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技―
著編者名
同時1アクセス（本体）
冊子版ISBN

高田 宏臣
¥3,300
9784863587007

発行年
同時3アクセス（本体）
商品コード

2020
¥6,600
1031875427

庭師（造園家）の職域には、土中の環境を整える作業が含まれている。そこでは地中を通る水の動き「通気浸透水脈」や海
中の「湧水」など、水が重要な役割を果たしている。古来より存在する土木技術はいかにして環境を守ってきたのか、そして
その技術は現代を生きる我々にどのように生かされていくべきなのか、造園を生業とする著者が鋭く説く。

● 表示価格は税抜きです。

2020年11月
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
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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