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No.2019-350 

著編者 熊崎 高道 
書名 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 

アパレル素材とファッションデザイン 2006 9784881241684 ¥6,285 ¥9,428 1018853648 

図解はじめてのお店づくり ―ファッションビジネスの実践!― 2006 9784502384509 ¥4,840 ¥7,260 1018853647 

パソコンで活用するファッションデザイン画 2005 9784885081903 ¥6,160 ¥9,240 1018853645 

図解立体裁断と平面パターン 2004 9784885081842 ¥4,180 ¥6,270 1018853643 

図解基礎から学ぶソーイング 2003 9784885081798 ¥4,180 ¥6,270 1018853644 

IT時代のショップ開業学 ―ファッション店の開業から運営まで― 2002 9784885081767 ¥3,740 ¥5,610 1018853652 

アパレルソーイング用語集 2002 9784885081781 ¥4,180 ¥6,270 1018853642 

ファッション業界のためのパソコン読本 改訂版（読本シリーズ 18） 1999 9784898140123 ¥3,300 ¥4,950 1018853655 

デジタルドローイング  
―アパレルデザイン画の描き方と画像処理―（クラフト&アートワークシリーズ 12） 

1999 9784898140383 ¥3,960 ¥5,940 1018853653 

ファッションビジネスに役立つパソコン活用法 ―デザインから管理表まで― 1999 9784795233478 ¥3,143 ¥4,715 1018853651 

企画力倍増パソコン活用術 ―ファッションビジネスにすぐに生かせる― 1999 9784881240502 ¥3,520 ¥5,280 1018853649 

ファッション業界のためのパソコン読本  
―デザインやショップ経営に役立てる―（読本シリーズ 6） 

1998 9784073907749 ¥3,300 ¥4,950 1018853654 

店舗経営と販売技術  
―ビギナーが成功するためのファッションリテールマニュアル― 

1998 9784881240342 ¥5,236 ¥7,854 1018853650 

アルリオーネ 
 服飾・デザインの専門書を電子書籍で好評配信中！  

ファッションカラー& 
アパレルファッションデザイン画 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784991018701  

発行年 2018 商品コード 1028601961 

ファッションカラー&アパレルファッションデザイン画は、ファッションカラーの基本をイラストレーで描き、アパレルファッションデザイ
ン画は、熊崎高道が独自の手法で手で描き、パソコンでアパレルファッションデザイン画を修正、カラー付けなどをして完成させた
他に例を見ない貴重な本です。熊崎高道は、杉野学園ドレスメーカー学院デザインアート科卒業、大学を卒業後、4年間ドレメで学
んだ後、ハナエ・モリのプレタ部門でチーフデザイナー、その他、アパレルでデザイナー兼MDを経験、ニューヨーク州立ファッショ
ン工科大学に留学、アパレル会社と直営店を経営、元杉野服飾大学学長補佐・主任教授、 NYの大手企業のファッションアドバイ
ザー、文化学園大学主催：ファッションビジネス学会：IT時代のファッションビジネス研究会：代表責任者。 

著編者 熊崎 高道 

服飾がわかる事典  
―これだけは知っておきたい : 素材デザイン縫製― 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784534043733  

発行年 2008 商品コード 1018853646 

服飾・ソーイングの基礎知識を、素材、デザイン、縫製という、実際の工程に沿って解説。服飾を理解する上で知っ
ておかなければならない知識と、実践的なテクニックが身につく書。 

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85-1　N&Fビル4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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