
学芸出版社営業部からのお知らせ

株式会社　学芸出版社
〒 600-8216
京都市下京区木津屋橋通西洞院東入
℡075-343-0811　FAX075-343-0810

・7月の建築書月刊売上ベスト 10
・おすすめの良好書
・フェアのご案内

新刊・良好書情報をまとめた「学芸出版社通信」です。
こちらをご覧いただくと学芸出版社の販売情報が分かります！
新刊発注や既刊書のご展開にお役立てください。

建築書ご担当者様へ

・これから出る新刊



今後は不要 今後はメール配信に（　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

冊

一級建築士合格戦略　製図試験のウラ指導　２０２２年版

冊ISBN 978-4-7615-0347-5 gcode 6559 本体 3600円

978-4-7615-2816-4 gcode 2305 本体 3000円ISBN

日本建築史講義

開放系の建築環境デザイン

冊ISBN 978-4-7615-3280-2 gcode 2328 本体 3200円

地域新電力　脱炭素で稼ぐまちをつくる方法

冊ISBN 978-4-7615-2820-1 gcode 5638 本体 2200円

商店街さんぽ　ビンテージなまち並み５０

冊ISBN 978-4-7615-2813-3 gcode 5627 本体 2200円

カフェの空間学　世界のデザイン手法

冊ISBN 978-4-7615-3250-5 gcode 2297 本体 3000円

まちづくりの統計学

冊ISBN 978-4-7615-2806-5 gcode 5619 本体 2500円

二級建築士　はじめの一歩

冊ISBN 978-4-7615-2637-5 gcode 6090 本体 2200円

コミュニティシップ

冊ISBN 978-4-7615-2815-7 gcode 5637 本体 2600円

二級建築士設計製図試験　最端エスキース・コード

冊ISBN 978-4-7615-3204-8 gcode 6081 本体 3200円
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学芸出版社 営業部
（Tel：075-343-0811）

Fax：075-343-0810

貴店印

ご担当者（ ）様

学芸出版社
建築・まちづくり書
売上ベスト10

POS成績ベスト10の

書籍です。

店頭在庫のご確認を

お願いします！

2022年7月



一級建築士 製図対策 ３選
今年の一級建築士製図試験の課題が発表され、製図
対策本が一番動く時期となりました。学芸出版社の
一級製図対策おススメ３点の在庫をご確認ください！

合格者の図面の検証でわかった
実践的な製図試験対策を徹底解説 !

ストーリー形式で基本がよくわかる！
マンガで読む、エンタメ受験参考書。

合格エッセンスをまとめたエスキース指南書！



学芸出版社 注文日 月 日

半井　真明　著

B5変判・184頁・本体3500円＋税

貴店印

学芸出版社 注文日 月 日

リノベーションまちづくり・エリアマネジメント・SDGs

梯　輝元　著

46判・208ページ・本体2200円＋税

貴店印

今後は不要 今後はメール配信に（　　　　　　　　                      ＠　　　　　　　　　　　　　　　                     ）

著　者

様
体裁等

ＩＳＢＮ 978-4-7615-3281-9 ＧＣＯＤＥ 1084

ご発注者
冊

5635

体裁等

ＩＳＢＮ様 ＧＣＯＤＥ978-4-7615-2819-5

ご発注者
冊

営業部からのお知らせ
（学芸通信）

理工／都市・まちづくり

返条付

著　者

返条付

まちの課題・資源を可視化する　QGIS活用ガイドブック

滅びない商店街のつくりかた

FAX 075-343-0810 TEL 075-343-0811 学芸出版社

『まちの課題・資源を可視化する QGIS活用ガイドブック』

『滅びない商店街のつくりかた』

都市・まちづくり棚に訪れる客層に合った
良好書２点です。ご併売をご検討ください！

キーワード：地域開発・街並み・まち歩き

キーワード：リノベーションまちづくり

GISを地域づくりに活用する手法をフリーソフ
ト「QGIS」で徹底解説。基本操作に加え、街
並み3Dモデル作成、まち歩きルートマップ作
成などの実践手順を豊富に紹介！

「リノベーションまちづくりの聖地」として有名
な魚町商店街。大家として再生の中核を担った著
者が、実際に行ってきた持続可能なまちづくりや
滅びない商店街のつくりかたを語る。

都市・まちづくり棚併売分

都市・まちづくり棚併売分



お問い合わせ

(株)学芸出版社 Tel:075-343-0811

FAX:075-343-0810

タイトルパネル： orA4 　　 A3 or その他＿＿

≪FAX番号はお間違いのないよう、いま一度お確かめください≫

展示期間(予定) 貴店番線印

月　　　　日 月　　　　日～

心地よい空間をつくる “グリーン”フェア
みどり（植物）と建築が引き立てあう空間デザインをまとめた
「みどりの空間学　36のデザイン手法」の刊行を記念して、
豊かな庭づくりに役立つ書籍フェアを提案します。
住宅設計者だけでなく、施主の方にもおススメです。
ご検討のほどよろしくお願いいたします。

理工／建築
フェアのご案内

書名冊数 版元ISBN-1 本体判型 3

冊

冊

冊

学芸出版社

学芸出版社

学芸出版社

A5

978-4-76153263-5

978-4-76152494-4

3000978-4-76153284-0みどりの空間学　36のデザイン手法

緑のデザイン　住まいと引き立てあう設計手法

プロが教える住宅の植栽

3200

3200B5

エクスナレッジB5

B5

2300978-4-76781990-7荻野寿也の「美しい住まいの緑」85のレシピ

緑と暮らす。　自然を感じる、心地いい庭のつくり方

緑と住む。―庭・縁側・土間・窓辺から住まいを整える

1600

1800B5

978-4-76782870-1

978-4-76782918-0

商店建築社

2800978-4-76782625-7樹木別に配植プランがわかる 植栽大図鑑 改訂版

GREEN is ―植物と共にある空間デザイン（商店建築増刊号）

GREEN is vol.2 ―自然を感じる空間デザイン （商店建築増刊号）

3056

3056雑誌

4910-04466059-6

4910-04466060-2

商店建築社30564910-04466091-6GREEN is vol.3 ―みどりでつながる空間デザイン（商店建築増刊号）

雑誌

※

各
版
元
様
に
ご
注
文
く
だ
さ
い

「みどりの空間学　36のデザイン手法」刊行記念

B5変

エクスナレッジ

エクスナレッジ

エクスナレッジB5

商店建築社

雑誌

拡　　　　材

ご担当者名

様

主婦の友社1700978-4-07448597-0新版 これからの雑木の庭 A4

ブティック社1500978-4-83477687-4庭木図鑑 新装版 AB変

「みどりの空間学」紙面パネル サイズ：
枚　数：※パネルサイズはA3-A5、B4-5まで対応可能です。

※著者前著　「みどりの建築術」（エイ出版社）　978-4-77795340-0　の在庫をお持ちでしたらあわせてご展開いただけますと幸いです。



　指定配本 学芸出版社 注文日 月 日

　ご発注者 8/26 9/2 9/12

そぞろ 著

A5判・256ページ・本体2800円＋税

貴店印

　ご発注者 佐久間　悠　著

A5判・220ページ・本体2500円＋税

貴店印

今後は不要 今後はメール配信に（　　　　　　　　                      ＠　　　　　　　　　　　　　　　                     ）

返条付 　　学芸出版社新刊 『用途と規模で逆引き！住宅設計のための建築法規』 のおすすめ関連書

著　者

冊

　　　　　　　　様

事例と図でわかる　建物改修・活用のための建築法規

体裁等

ＩＳＢＮ 978-4-7615-2687-0 ＧＣＯＤＥ 2289

9月新刊案内

著　者

体裁等

冊

　　　　　　　　様 ＩＳＢＮ

日　程

用途と規模で逆引き！住宅設計のための建築法規

本出来日 　 取次搬入

ＧＣＯＤＥ

初回委託出荷締切

978-4-7615-2829-4 2331

理工／建築法規

TEL 075-343-0811

事前受注〆切：8月26日

FAX075-343-0810

オーナー、テナント必読のリノベ法規入門！

FAX075-343-0810 学芸出版社

用途と規模で逆引き！
住宅設計のための建築法規
分かりやすいと評判の

ブロガーが丁寧に解説！

そぞろ 著

住宅設計者必携の１冊！

住宅の用途・規模から適用される法

規がすぐ調べられる「逆引き」構成
で、法適合の漏れを防ぐ。法適合の

コツも豊富に紹介。

確認検査機関で、過去に5000件以

上の物件の審査業務などを行ってい

た経験を生かし、ブログやSNSで建

築法規に関する発信を行っている。

2019年6月に立ち上げたブログが建

築関係者の間で好評を博す。

SNSフォロワー
合計３万人越え！



学芸出版社 注文日 月 日

　ご発注者 9/2 9/9 9/20

阿部 勤　著

A4変判・140ページ（カラー40ページ）・4000円

貴店印

今後は不要 今後はメール配信に（　　　　　　　　                      ＠　　　　　　　　　　　　　　　                     ）

指定配本

9月新刊案内

著　者

体裁等

冊

　　　　　　　　様 ＩＳＢＮ

日　程

中心のある家　建築家・阿部勤自邸の５０年

本出来日 　 取次搬入

ＧＣＯＤＥ

初回委託出荷締切

978-4-7615-4098-2 1069

理工／設計（日本建築家）

中心のある家

TEL 075-343-0811FAX 075-343-0810 学芸出版社

建築家・阿部勤自邸の50年

◆拡材ご提供できます！是非ご活用ください！

ポップ パネル
サイズ（ A3 ・ A4 ・ A5 ）
その他（ ）

事前受注〆切：9月2日

阿部勤さん

直筆スケッチ

50年目を迎えた今も、「毎日発見がある」という

〈中心のある家〉

日々繰り返される小さな改良や、庭とまちの関係。

図版・スケッチ（150点）、写真（133点）などで辿る

阿部 勤 著

建築家。1974年に自邸である

「中心のある家」を手掛ける。

日本建築家協会25年賞を6度受賞。

写真：藤塚光政
対談：塚本由晴

メディアの取材100件超！

建築家自邸の金字塔


