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＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

Rで学ぶ統計データ分析

CT super basic

CT入門書の決定版！

医学・医療／
医学・薬学
8月発行
配本パターン 医2
ISBN 978-4-274-21780-7

編著者　市川勝弘（いちかわ かつひろ）

　本書のコンセプトは、「初歩的知識から CT を確実に理解する」です。
　入門者や学生など初心者は、何がわからないか、または、実は初心者でなくてもわかっていない基礎は何かを洗い出し
て、丁寧に解説しています。編者によってオーサライズされた信頼性が担保されている書籍です。

【具体的な購買者】 CT 初心者
 診療放射線技師養成校の大学・短大・専門学校生など

【本書と同じ棚に】 標準　X 線 CT 画像計測
 放射線技術学シリーズ CT 撮影技術学（改訂 2 版）
 CT 画像解剖・3DCT 画像解析ハンドブック（以上、オーム社）

マーケティング分野での統計学の活用法を探る！

理学／
数学
8月発行
配本パターン 理工5
ISBN 978-4-274-21781-4

著者　本橋永至（もとはし えいじ）

　本書は、統計学の初学者が統計学の理論と統計手法の基礎を習得し、マーケティングの分野で統計学をどのように活
用できるかを理解することにあります。主な特徴は、①マーケティングと統計学の関係を整理し、マーケティング特有の離
散変数を扱う一般化線形モデルと多項選択モデルを紹介する、②3 つのマーケティングの仮想データを随所に用いる、③
プログラミングの未経験者であるという想定で、R の使い方をインストール手順から丁寧に解説し、かつ、R の乱数を用い
たシミュレーションを積極的に示す、④数学の前提知識は高校の基礎レベルとする、などです。

【具体的な購買者】 統計学を学ぶ文系の学生
 統計分析に R を使いたい人

【本書と同じ棚に】 経営のための直感的統計学（日経 BP 社）
 R によるデータサイエンス ─データ解析の基礎から最新手法まで（森北出版）
 はじめての R：ごく初歩の操作から統計解析の導入まで（北大路書房）

A4変判・180頁
本体 3,600円+税

A5判・272頁
本体 2,600円+税

発電用　水力・火力・風力設備の
技術基準とその解釈

発電用 水力・火力・風力設備の技術基準を一冊に収録！

電気／
電気一般
発売中
　
ISBN 978-4-88948-292-8

編著者　一般社団法人　日本電気協会
発行所　日本電気協会　発売元　オーム社

　電気事業法に基づく技術基準として定められている「発電用水力設備・発電用火力設備・発電用風力設備に関する
技術基準を定める省令」及びそれらの解釈を併録しております。
　本書では、省令と告示及び解釈を対応させた編集としております。
　省令条文に対応する「告示」や「解釈」の条文を当該省令条文の下に示すことにより、省令が求めている技術的要件を
満たすべき技術的内容を確認することができます。

【具体的な購買者】 電力会社・電気工事会社・電気関係業務従事者・電気関係学生
【本書と同じ棚に】 JEAC8001-2011 内線規程
 JEAC8011-2014 高圧受電設備規程
 平成 27 年版　電気設備の技術基準とその解釈（以上、日本電気協会）

電気回路独解テキスト
─直流から交流へ─

独りで解けるようになる　電気回路の独解テキスト！！

電気／
理論・回路
8月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21786-9

著者　神野健哉（じんの けんや）、平栗健史（ひらぐり けんじ）、野秀明（よしの ひであき）

　本書は、どのように電気回路の勉強を進めればよいかがわからない学生を主たる対象に、豊富に例題をちりばめてまと
めた教科書です。
　ところどころに配された例題を独りで解けるように、ていねいな解説を行っています。本書を読み進めながら、例題を
解いていけば、電気回路の力が身につくようになっています。章末の練習問題は 100 点満点に配点されており、また詳し
い解説もつけているので、実力のチェックもできるようになっています。

【具体的な購買者】 電気・電子・情報系の大学学部 1、2 年生、高専生
 回路の計算はできるが理論について理解が浅い学生

【本書と同じ棚に】 基本からわかる　電気回路講義ノート（オーム社）
 図解でわかるはじめての電気回路（技術評論社）
 電気回路教室（森北出版）

A5判・224頁
本体 2,600円+税

A5判・358頁
本体 2,200円+税

熱設計と数値シミュレーション

電気・電子機器の設計・技術者必見の書！

電気／
理論・回路
8月発行
配本パターン 理工5
ISBN 978-4-274-21731-9

著者　国峯尚樹（くにみね なおき）、中村　篤（なかむら あつし）

　本書は熱設計に関与している技術者を対象に、熱設計の考え方の基礎と応用（実践）を解説します。特に熱設計を行う
上で必要な熱計算・熱解析についてその原理から応用までを詳説します。シミュレーションにあたっては Excel やフリー
ソフトを使って解説します。

【具体的な購買者】 電気・電子機器の設計・技術者
 電気電子系の学部・学生

【本書と同じ棚に】 エレクトロニクスのための熱設計完全入門（日刊工業新聞社）
 図解入門 よくわかる電子機器の熱設計─初心者のための熱設計の基本と仕組み（秀和システム）
 トラブルをさけるための電子機器の熱対策設計　第 2 版（日刊工業新聞社）

A5判・256頁
本体 2,700円+税

基礎からくわしいパワーエレクトロニクス回路
（改訂2版）

豊富な図からパワエレ回路の動作を徹底解説！

電気／
パワーエレクトロニクス
8月発行
配本パターン 理工6
ISBN 978-4-274-50581-2 著者　島村　茂（しまむら しげる）

　近年における半導体素子の技術進歩により、パワーエレクトロニクスを使った電力変換装置は、電気機器運転の高度
制御化、高効率化、高調波電流抑制などを目的として広範囲の電気機器に適用され、今やパワーエレクトロニクス無くし
て電気機器の運転は有り得ません。本書では、パワエレ回路の動作を素子のオンオフとその時々の回路上の電圧・電流
を図で示して解説しているため、入門者でも理解しやすい内容です。本書の改訂 2 版では、旧版から新たに「極性反転チ
ョッパ回路」や「FD 付き RL 直列単相半波整流回路」の項目を追加するとともに、回路動作や計算方法などの説明を補
足して全体的な内容の補強を図っています。

【具体的な購買者】 パワエレ回路の動作を基礎から学びたい人
 電気設備の現場実務や設計に携わる技術者

【本書と同じ棚に】 基本からわかる パワーエレクトロニクス講義ノート
 パワーエレクトロニクス入門（改訂 5 版）
 基本を学ぶ パワーエレクトロニクス（以上、オーム社）

B5判・216頁
本体 2,800円+税
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Rで学ぶ統計データ分析

CT super basic

CT入門書の決定版！

医学・医療／
医学・薬学
8月発行
配本パターン 医2
ISBN 978-4-274-21780-7

編著者　市川勝弘（いちかわ かつひろ）

　本書のコンセプトは、「初歩的知識から CT を確実に理解する」です。
　入門者や学生など初心者は、何がわからないか、または、実は初心者でなくてもわかっていない基礎は何かを洗い出し
て、丁寧に解説しています。編者によってオーサライズされた信頼性が担保されている書籍です。

【具体的な購買者】 CT 初心者
 診療放射線技師養成校の大学・短大・専門学校生など

【本書と同じ棚に】 標準　X 線 CT 画像計測
 放射線技術学シリーズ CT 撮影技術学（改訂 2 版）
 CT 画像解剖・3DCT 画像解析ハンドブック（以上、オーム社）

マーケティング分野での統計学の活用法を探る！

理学／
数学
8月発行
配本パターン 理工5
ISBN 978-4-274-21781-4

著者　本橋永至（もとはし えいじ）

　本書は、統計学の初学者が統計学の理論と統計手法の基礎を習得し、マーケティングの分野で統計学をどのように活
用できるかを理解することにあります。主な特徴は、①マーケティングと統計学の関係を整理し、マーケティング特有の離
散変数を扱う一般化線形モデルと多項選択モデルを紹介する、②3 つのマーケティングの仮想データを随所に用いる、③
プログラミングの未経験者であるという想定で、R の使い方をインストール手順から丁寧に解説し、かつ、R の乱数を用い
たシミュレーションを積極的に示す、④数学の前提知識は高校の基礎レベルとする、などです。

【具体的な購買者】 統計学を学ぶ文系の学生
 統計分析に R を使いたい人

【本書と同じ棚に】 経営のための直感的統計学（日経 BP 社）
 R によるデータサイエンス ─データ解析の基礎から最新手法まで（森北出版）
 はじめての R：ごく初歩の操作から統計解析の導入まで（北大路書房）

A4変判・180頁
本体 3,600円+税

A5判・272頁
本体 2,600円+税

発電用　水力・火力・風力設備の
技術基準とその解釈

発電用 水力・火力・風力設備の技術基準を一冊に収録！

電気／
電気一般
発売中
　
ISBN 978-4-88948-292-8

編著者　一般社団法人　日本電気協会
発行所　日本電気協会　発売元　オーム社

　電気事業法に基づく技術基準として定められている「発電用水力設備・発電用火力設備・発電用風力設備に関する
技術基準を定める省令」及びそれらの解釈を併録しております。
　本書では、省令と告示及び解釈を対応させた編集としております。
　省令条文に対応する「告示」や「解釈」の条文を当該省令条文の下に示すことにより、省令が求めている技術的要件を
満たすべき技術的内容を確認することができます。

【具体的な購買者】 電力会社・電気工事会社・電気関係業務従事者・電気関係学生
【本書と同じ棚に】 JEAC8001-2011 内線規程
 JEAC8011-2014 高圧受電設備規程
 平成 27 年版　電気設備の技術基準とその解釈（以上、日本電気協会）

電気回路独解テキスト
─直流から交流へ─

独りで解けるようになる　電気回路の独解テキスト！！

電気／
理論・回路
8月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21786-9

著者　神野健哉（じんの けんや）、平栗健史（ひらぐり けんじ）、野秀明（よしの ひであき）

　本書は、どのように電気回路の勉強を進めればよいかがわからない学生を主たる対象に、豊富に例題をちりばめてまと
めた教科書です。
　ところどころに配された例題を独りで解けるように、ていねいな解説を行っています。本書を読み進めながら、例題を
解いていけば、電気回路の力が身につくようになっています。章末の練習問題は 100 点満点に配点されており、また詳し
い解説もつけているので、実力のチェックもできるようになっています。

【具体的な購買者】 電気・電子・情報系の大学学部 1、2 年生、高専生
 回路の計算はできるが理論について理解が浅い学生

【本書と同じ棚に】 基本からわかる　電気回路講義ノート（オーム社）
 図解でわかるはじめての電気回路（技術評論社）
 電気回路教室（森北出版）

A5判・224頁
本体 2,600円+税

A5判・358頁
本体 2,200円+税

熱設計と数値シミュレーション

電気・電子機器の設計・技術者必見の書！

電気／
理論・回路
8月発行
配本パターン 理工5
ISBN 978-4-274-21731-9

著者　国峯尚樹（くにみね なおき）、中村　篤（なかむら あつし）

　本書は熱設計に関与している技術者を対象に、熱設計の考え方の基礎と応用（実践）を解説します。特に熱設計を行う
上で必要な熱計算・熱解析についてその原理から応用までを詳説します。シミュレーションにあたっては Excel やフリー
ソフトを使って解説します。

【具体的な購買者】 電気・電子機器の設計・技術者
 電気電子系の学部・学生

【本書と同じ棚に】 エレクトロニクスのための熱設計完全入門（日刊工業新聞社）
 図解入門 よくわかる電子機器の熱設計─初心者のための熱設計の基本と仕組み（秀和システム）
 トラブルをさけるための電子機器の熱対策設計　第 2 版（日刊工業新聞社）

A5判・256頁
本体 2,700円+税

基礎からくわしいパワーエレクトロニクス回路
（改訂2版）

豊富な図からパワエレ回路の動作を徹底解説！

電気／
パワーエレクトロニクス
8月発行
配本パターン 理工6
ISBN 978-4-274-50581-2 著者　島村　茂（しまむら しげる）

　近年における半導体素子の技術進歩により、パワーエレクトロニクスを使った電力変換装置は、電気機器運転の高度
制御化、高効率化、高調波電流抑制などを目的として広範囲の電気機器に適用され、今やパワーエレクトロニクス無くし
て電気機器の運転は有り得ません。本書では、パワエレ回路の動作を素子のオンオフとその時々の回路上の電圧・電流
を図で示して解説しているため、入門者でも理解しやすい内容です。本書の改訂 2 版では、旧版から新たに「極性反転チ
ョッパ回路」や「FD 付き RL 直列単相半波整流回路」の項目を追加するとともに、回路動作や計算方法などの説明を補
足して全体的な内容の補強を図っています。

【具体的な購買者】 パワエレ回路の動作を基礎から学びたい人
 電気設備の現場実務や設計に携わる技術者

【本書と同じ棚に】 基本からわかる パワーエレクトロニクス講義ノート
 パワーエレクトロニクス入門（改訂 5 版）
 基本を学ぶ パワーエレクトロニクス（以上、オーム社）

B5判・216頁
本体 2,800円+税
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100万人の給排水

超ロングセラー『100万人の空気調和』（シリーズ累計10万部）の「給排水」編がリニューアル！

建築／
建築設備
8月発行
配本パターン 理工5
ISBN 978-4-274-21785-2

編著者　小川正晃（おがわ まさみつ）
イラスト　瀬谷昌男（せや まさお）

　設備の二大分野の一つである「給排水」について、初めて設備を学ぶ人に向けて書かれた入門書です。
　給排水はなかなかイメージでとらえにくいために難しいと感じている人も多く見受けられますが、本書では、豊富なイラ
ストと身近な事例から徹底的にわかりやすく解説し、「読み物」感覚で、だれでも楽しく学べるように工夫しています。
※本書は 2005 年発行の『100 万人の給排水衛生設備』に加筆・修正を加え、書名を変えて発行するものです。

【具体的な購買者】 給排水衛生設備について基礎から学びたい人
 新人・若手設備技術者

【本書と同じ棚に】 100 万人の空気調和
 続・100 万人の空気調和
 給排水衛生設備　計画設計の実務の知識（改訂 3 版）（以上、オーム社）

ゲームサウンド制作ガイド
─インタラクティブな音楽のための作曲技法─

カリスマ作曲家によるゲーム音楽作曲ガイド！

プログラミング・開発／
ゲーム開発
8月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-729-4

著者　Winifred Phillips（うぃにふれっど ふぃりっぷす）
監訳者　竹内雅樹（たけうち まさき）
訳者　宮崎　空（みやざき くう）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　ゲームを構成する要素の中でも「音」は非常に重要な要素の 1 つです。ゲーム音楽は、プレイヤーをゲーム世界に引き込
み、プレイヤーにゲームプレイのテンポやインタラクティブ性を与える複雑な楽曲になっています。ゲーム音楽を作曲するた
めには、音楽学校では教えてくれないさまざまな技術をマスターしなければなりません。本書は数多くの人気ゲームを手
掛けたカリスマ作曲家による実践的なガイドブックです。ゲーム音楽を作曲するうえで、プロにとって必須の専門スキルや
ゲームにおける音楽の役割と効用を明らかにし、作曲家としてゲーム業界とどのように向き合うかまでを包括的に解説します。

【具体的な購買者】 サウンドデザイナー、サウンドクリエイター、ゲームデザイナー、プランナー、ディレクター、プロデューサー、
 マーケティング担当、その他の現場スタッフ（プログラマー、デザイナー、アーティストなど）

【本書と同じ棚に】 おもしろいゲームシナリオの作り方／「レベルアップ」のゲームデザイン／「おもしろい」のゲームデザイン
 （以上、オライリー・ジャパン）

B5判・248頁
本体 3,200円+税

ロボット・メカトロニクス教科書

メカトロニクス概論（改訂2版）

メカトロニクスを概観できる定番教科書。充実の改訂2版！

機械／
メカトロニクス・ロボット
8月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21784-5 編著者　古田勝久 ( ふるた かつひさ )

　ロボット・メカトロニクス関連学科を対象とした教科書シリーズの第 1 巻として発行し、好評を博した教科書の改訂 2 版。
　初版発行から 8 年が経過し、この間ロボット・メカトロニクス分野の技術進展には著しいものがあります。これらを新
しい記述に改めつつ、内容の見直しも図ることで、より時代に即した教科書となるようまとめました。新 11 章として

「UML とシステム開発」を取り上げ、より充実した内容となっています。
　メカトロニクスに必要な要素技術、設計に関する基礎知識、メカトロニクスの応用事例などを図や写真を多用して解説
しています。各章冒頭には「学習のポイント」、章末には「理解度チェック」「演習問題」を設け、読者が理解度を確認しなが
ら読み進められる構成にしています。

【具体的な購買者】 ロボット・メカトロニクス関連学科に所属する大学 1、2、3 年生
【本書と同じ棚に】 ロボット・メカトロニクス教科書シリーズ
 図解ロボット技術入門シリーズ
 絵ときでわかる　ロボット工学（第 2 版）（以上、オーム社）

A5判・248頁
本体 2,500円+税

鉄道の「鉄」学
─車両と軌道を支える金属材料のお話─

金属材料の知識なくして鉄道技術を語れない！！

産業／
交通・通信
8月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21763-0

編者　松山晋作（まつやま しんさく）

　本書は、鉄道に関わる材料のうち、鉄道車両および軌道を構成している要素技術としてもっとも重要な金属材料につ
いて、それぞれの機器・部材・構造物ごとに、開発の歴史と技術変遷、特徴を解説します。
　さまざまな試行錯誤の中で培われた鉄道材料工学のノウハウは、戦前・戦後と受け継がれて現在に至っていますが、
それらの情報は色あせることはなく、鉄道に携わるエンジニアの基礎知識として、また、鉄道ファンのテクニカルな話題の
拠り所となる情報として有用です。

【具体的な購買者】 鉄道材料に関わる専門技術者
 車両構造に関心のある鉄道実車および模型ファン

【本書と同じ棚に】 国鉄鋼製客車Ⅰ（キャンブックス）
 鉄道メカニズム探求（キャンブックス）（以上、JTB パブリッシング）
 金属材料の最前線（ブルーバックス）（講談社）

A5判・328頁
本体 3,700円+税

A5判・304頁
本体 3,000円+税

Think Stats
第2版─プログラマのための統計入門─

Pythonコードを使って解説する統計入門書、待望の改訂版！

プログラミング・開発／
その他
8月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-735-5 著者　Allen B. Downey（あれん びー だうにー）

訳者　黒川利明（くろかわ としあき）、黒川　洋（くろかわ ひろし）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　「プログラミングのスキルを統計の理解に役立てよう」というコンセプトのもと、数学的な観点から語られることが多い
統計について、計算処理の観点から説明し、実際に Python のコードを示し、実データを分析しながら統計の基礎を解説
したものとして人気を博した第 1 版を全面的にアップデート。新しいツールやライブラリを使った統計手法を示すほか、回
帰、時系列分析、生存分析について新たな章を追加しました。Pythonで書かれたサンプルコードを使って実際に手を動か
しながら統計が学べる、プログラマのための統計入門の決定版。

【具体的な購買者】 プログラマ、学生、統計を使う人すべて
【本書と同じ棚に】 Think Bayes
 Head First Statistics
 統計クイックリファレンス 第 2 版（以上、オライリー・ジャパン）

A5判・264頁
本体 2,400円+税

初めてのSpark

Apache Sparkの総合解説書！

データベース構築／
その他
8月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-734-8

著者　Holden Karau（ほーるでん からう）、Andy Konwinski（あんでぃ こんうぃんすき）、
　　　Patrick Wendell（ぱとりっく うぇんでる）、Matei Zaharia（まてい ざはりあ）
訳者　Sky 株式会社　玉川竜司（たまがわ りゅうじ）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　本書は Spark を初めて使う人から、クラスタ上で本格的な利用をする人までを一通り対象とした総合書籍であり、ビッ
グデータや機械学習に携わる開発者に広くアピールします。

【具体的な購買者】 データエンジニア
 データサイエンティスト

【本書と同じ棚に】 データサイエンティスト養成読本（技術評論社）
 Hadoop 第 3 版（オライリー・ジャパン）
 ビジネス活用事例で学ぶ データサイエンス入門（SB クリエイティブ ）

B5変判・320頁
本体 2,800円+税
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100万人の給排水

超ロングセラー『100万人の空気調和』（シリーズ累計10万部）の「給排水」編がリニューアル！

建築／
建築設備
8月発行
配本パターン 理工5
ISBN 978-4-274-21785-2

編著者　小川正晃（おがわ まさみつ）
イラスト　瀬谷昌男（せや まさお）

　設備の二大分野の一つである「給排水」について、初めて設備を学ぶ人に向けて書かれた入門書です。
　給排水はなかなかイメージでとらえにくいために難しいと感じている人も多く見受けられますが、本書では、豊富なイラ
ストと身近な事例から徹底的にわかりやすく解説し、「読み物」感覚で、だれでも楽しく学べるように工夫しています。
※本書は 2005 年発行の『100 万人の給排水衛生設備』に加筆・修正を加え、書名を変えて発行するものです。

【具体的な購買者】 給排水衛生設備について基礎から学びたい人
 新人・若手設備技術者

【本書と同じ棚に】 100 万人の空気調和
 続・100 万人の空気調和
 給排水衛生設備　計画設計の実務の知識（改訂 3 版）（以上、オーム社）

ゲームサウンド制作ガイド
─インタラクティブな音楽のための作曲技法─

カリスマ作曲家によるゲーム音楽作曲ガイド！

プログラミング・開発／
ゲーム開発
8月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-729-4

著者　Winifred Phillips（うぃにふれっど ふぃりっぷす）
監訳者　竹内雅樹（たけうち まさき）
訳者　宮崎　空（みやざき くう）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　ゲームを構成する要素の中でも「音」は非常に重要な要素の 1 つです。ゲーム音楽は、プレイヤーをゲーム世界に引き込
み、プレイヤーにゲームプレイのテンポやインタラクティブ性を与える複雑な楽曲になっています。ゲーム音楽を作曲するた
めには、音楽学校では教えてくれないさまざまな技術をマスターしなければなりません。本書は数多くの人気ゲームを手
掛けたカリスマ作曲家による実践的なガイドブックです。ゲーム音楽を作曲するうえで、プロにとって必須の専門スキルや
ゲームにおける音楽の役割と効用を明らかにし、作曲家としてゲーム業界とどのように向き合うかまでを包括的に解説します。

【具体的な購買者】 サウンドデザイナー、サウンドクリエイター、ゲームデザイナー、プランナー、ディレクター、プロデューサー、
 マーケティング担当、その他の現場スタッフ（プログラマー、デザイナー、アーティストなど）

【本書と同じ棚に】 おもしろいゲームシナリオの作り方／「レベルアップ」のゲームデザイン／「おもしろい」のゲームデザイン
 （以上、オライリー・ジャパン）

B5判・248頁
本体 3,200円+税

ロボット・メカトロニクス教科書

メカトロニクス概論（改訂2版）

メカトロニクスを概観できる定番教科書。充実の改訂2版！

機械／
メカトロニクス・ロボット
8月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21784-5 編著者　古田勝久 ( ふるた かつひさ )

　ロボット・メカトロニクス関連学科を対象とした教科書シリーズの第 1 巻として発行し、好評を博した教科書の改訂 2 版。
　初版発行から 8 年が経過し、この間ロボット・メカトロニクス分野の技術進展には著しいものがあります。これらを新
しい記述に改めつつ、内容の見直しも図ることで、より時代に即した教科書となるようまとめました。新 11 章として

「UML とシステム開発」を取り上げ、より充実した内容となっています。
　メカトロニクスに必要な要素技術、設計に関する基礎知識、メカトロニクスの応用事例などを図や写真を多用して解説
しています。各章冒頭には「学習のポイント」、章末には「理解度チェック」「演習問題」を設け、読者が理解度を確認しなが
ら読み進められる構成にしています。

【具体的な購買者】 ロボット・メカトロニクス関連学科に所属する大学 1、2、3 年生
【本書と同じ棚に】 ロボット・メカトロニクス教科書シリーズ
 図解ロボット技術入門シリーズ
 絵ときでわかる　ロボット工学（第 2 版）（以上、オーム社）

A5判・248頁
本体 2,500円+税

鉄道の「鉄」学
─車両と軌道を支える金属材料のお話─

金属材料の知識なくして鉄道技術を語れない！！

産業／
交通・通信
8月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21763-0

編者　松山晋作（まつやま しんさく）

　本書は、鉄道に関わる材料のうち、鉄道車両および軌道を構成している要素技術としてもっとも重要な金属材料につ
いて、それぞれの機器・部材・構造物ごとに、開発の歴史と技術変遷、特徴を解説します。
　さまざまな試行錯誤の中で培われた鉄道材料工学のノウハウは、戦前・戦後と受け継がれて現在に至っていますが、
それらの情報は色あせることはなく、鉄道に携わるエンジニアの基礎知識として、また、鉄道ファンのテクニカルな話題の
拠り所となる情報として有用です。

【具体的な購買者】 鉄道材料に関わる専門技術者
 車両構造に関心のある鉄道実車および模型ファン

【本書と同じ棚に】 国鉄鋼製客車Ⅰ（キャンブックス）
 鉄道メカニズム探求（キャンブックス）（以上、JTB パブリッシング）
 金属材料の最前線（ブルーバックス）（講談社）

A5判・328頁
本体 3,700円+税

A5判・304頁
本体 3,000円+税

Think Stats
第2版─プログラマのための統計入門─

Pythonコードを使って解説する統計入門書、待望の改訂版！

プログラミング・開発／
その他
8月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-735-5 著者　Allen B. Downey（あれん びー だうにー）

訳者　黒川利明（くろかわ としあき）、黒川　洋（くろかわ ひろし）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　「プログラミングのスキルを統計の理解に役立てよう」というコンセプトのもと、数学的な観点から語られることが多い
統計について、計算処理の観点から説明し、実際に Python のコードを示し、実データを分析しながら統計の基礎を解説
したものとして人気を博した第 1 版を全面的にアップデート。新しいツールやライブラリを使った統計手法を示すほか、回
帰、時系列分析、生存分析について新たな章を追加しました。Pythonで書かれたサンプルコードを使って実際に手を動か
しながら統計が学べる、プログラマのための統計入門の決定版。

【具体的な購買者】 プログラマ、学生、統計を使う人すべて
【本書と同じ棚に】 Think Bayes
 Head First Statistics
 統計クイックリファレンス 第 2 版（以上、オライリー・ジャパン）

A5判・264頁
本体 2,400円+税

初めてのSpark

Apache Sparkの総合解説書！

データベース構築／
その他
8月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-734-8

著者　Holden Karau（ほーるでん からう）、Andy Konwinski（あんでぃ こんうぃんすき）、
　　　Patrick Wendell（ぱとりっく うぇんでる）、Matei Zaharia（まてい ざはりあ）
訳者　Sky 株式会社　玉川竜司（たまがわ りゅうじ）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　本書は Spark を初めて使う人から、クラスタ上で本格的な利用をする人までを一通り対象とした総合書籍であり、ビッ
グデータや機械学習に携わる開発者に広くアピールします。

【具体的な購買者】 データエンジニア
 データサイエンティスト

【本書と同じ棚に】 データサイエンティスト養成読本（技術評論社）
 Hadoop 第 3 版（オライリー・ジャパン）
 ビジネス活用事例で学ぶ データサイエンス入門（SB クリエイティブ ）

B5変判・320頁
本体 2,800円+税
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※上記書目は7月号でご案内しておりますが、発行が8月になったため、改めて掲載させて頂いたものです。

大学土木　道路工学
（改訂3版）

基本が確実に学べる　道路工学のスタンダード！！

土木／
道路・交通工学
8月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21787-6

編者　稲垣竜興（いながき たつおき）
著者　中村俊行（なかむら としゆき）、稲垣竜興（いながき たつおき）、小梁川　雅（こやながわ まさし）

　教科書として好評を博してきました『大学土木　道路工学』の 12 年ぶりの改訂版。
　現在のカリキュラムに沿った形で刷新するとともに、最新の道路法等に関係する事項について全面的に見直しました。
さらに、近年特に問題となっている電柱の無柱化や道路の補修・改修、都市における集中豪雨と排水施設など、動向・
技術についても加筆・修正を加え、「新たなスタンダード」と呼ぶべき教科書としてパワーアップしました。

【具体的な購買者】 土木技術を学ぶ大学生、高専生など
【本書と同じ棚に】 大学土木 水環境工学（改訂 3 版）
 絵とき　鉄筋コンクリートの設計（改訂 3 版）
 ゼロから学ぶ土木の基本 土木構造物の設計（以上、オーム社）

2015年下期試験対応
第二種電気工事士テキスト

筆記と技能、第二種電気工事士の試験対策は本書一冊でOK！

電気／
資格試験
8月発行
配本パターン LB3
ISBN 978-4-274-50580-5

編者　オーム社

　本書は、第二種電気工事士試験の筆記・技能試験対策を1 冊にまとめて収録しています。
　筆記試験対策では、内容を 27 項目に分類し、見開きで、要点と問題・ポイント解説を収録しています。また、問題は、
項目ごとの問題と平成 27 年度 ( 上期 ) の最新過去問題を収録しており、講習・セミナー用のテキストとして、また問題
集としても使用できます。
　技能試験対策では、単線図の読み取り方、被覆の剥き方など基本作業の解説に始まり、完成施工写真、平成 27 年度

（当年度）の技能試験候補問題の模擬問題を収録しています。
　筆記試験対策から技能試験合格までに必要な対策が揃った 1 冊です。

【具体的な購買者】 第二種電気工事士試験の受験者、講義者
【本書と同じ棚に】 2015 年版第二種電気工事士筆記試験標準解答集
 2015 年版第二種電気工事士技能試験公表問題の合格解答（以上、オーム社）

ミヤケン先生の合格講義
2級造園施工管理試験

出題傾向を徹底分析　解く力と記述力がアップできる！！

土木／
資格試験
8月発行
配本パターン LB3
ISBN 978-4-274-21782-1 著者　宮入賢一郎（みやいり けんいちろう）

　2 級造園施工管理技術検定試験の受験書。近年の試験問題を徹底的に分析し、最近の出題傾向に沿った内容構成と
なっています。
　各節冒頭の「こんな問題が出題されます！」で出題傾向を示し、「関連知識を学ぼう！」「重要ポイント講義」などで出題
内容をわかりやすく解説しています。さらに、受験者の多くが苦手とする「経験記述の問題」に関しては、まずどのような
ことに注意して記述すればよいかのポイントをわかりやすく解説しています。2 学期の「実地試験集中ゼミ」では、記述例
文を15 文例を掲載し、専門記述の書き方の解説や補足演習問題も記載しています。
　問題を解く力だけでなく、記述力もアップできる一冊です。

【具体的な購買者】 2 級造園施工管理技術検定試験の受験者
【本書と同じ棚に】 例題で学ぶ！！ 2 級造園施工管理技士（国家･資格シリーズ 254）
 よくわかる！2 級造園施工管理技士試験（国家･資格シリーズ 80）
 2 級造園施工管理技士  実地試験対策（国家･資格シリーズ 256）（以上、弘文社）

完全マスター

高圧ガス製造保安責任者  乙種機械

過去の出題傾向を徹底分析　本書一冊で合格レベルに到達できる！！

機械／
資格試験
8月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21783-8

著者　辻森　淳（つじもり あつし）

　本書は、高圧ガス製造保安責任者（乙種機械）試験の合格を目指す受験者のために、最新の出題傾向の分析から重要
テーマを厳選し、テーマごとに重要項目の解説＋問題演習のスタイルにより、効率よく学習できるようまとめた受験対策
書です。
　問題にはわかりやすい解説と解答とともに、関連する法令や他章とのリンク付けを施して、合格のために必要な知識
を吸収しやすいよう、わかりやすくまとめています。また、4 編には「模擬試験」を掲載し、実戦的に演習できる内容構成
です。さらに、5 編には「重要な法規」を掲載しました。これは、試験のなかでウェイトの高い法規について、出題される箇
所を厳選して掲載するもので、法規対応における効率的な学習を可能にします！

【具体的な購買者】 高圧ガス製造保安責任者（乙種機械）の受験者
【本書と同じ棚に】 高圧ガス製造保安責任者　丙種化学（特別）　徹底研究（オーム社）

A5判・336頁
本体 2,600円+税

先端  有機半導体デバイス
─基礎からデバイス物性まで─

有機光エレクトロニクスの研究開発者必携の書！

電子／
材料・部品・デバイス
8月発行
配本パターン 理工2
ISBN 978-4-274-21778-4

絵とき  構造力学

絵ときシリーズに「構造力学」が登場！

土木／
土木工学一般
8月発行
配本パターン 理工6
ISBN 978-4-274-21779-1

監修者　粟津清蔵（あわづ せいぞう）
著者　石川　敦（いしかわ あつし）

　「構造力学」の一般的な基礎知識から説き起こし、はりの計算、部材断面の性質、さらに、柱やトラスから、たわみと不
静定ばりまで、構造力学全般にわたって基礎的理解が得られるようにまとめたもので、各章末にはまとめ問題を設けてい
ます。
※本書は『絵とき　応用力学（改訂 2 版）』をベースに加筆・修正を行い、現在のカリキュラムに沿う形で書名を変更し発
行するものです。

【具体的な購買者】 工業高校生から大学生まで土木を学ぶ学生の方
 建設系の初級技術者として現場実務に携わる方
 建設系各種資格取得を目指す受験者

【本書と同じ棚に】 絵とき測量（改訂 3 版）
 絵とき土質力学（改訂 3 版）
 絵とき水理学（改訂 3 版）（以上、オーム社）

A5判・216頁
本体 2,500円+税

編者　日本学術振興会情報科学用有機材料第 142 委員会 C 部会

　有機半導体デバイスは、省電力、小形・軽量化が図れることから、近年、ディスプレイ、太陽電池など多くの分野へと応
用が拡がると見込まれています。
　本書は有機 EL 素子、有機半導体レーザー、有機トランジスタ、有機太陽電池などのデバイスについて、しくみ、データ、
製作プロセスなどを最新の知見をもとに幅広くまとめています。

【具体的な購買者】 有機デバイスの研究開発に関わる研究者・技術者・学生
【本書と同じ棚に】 有機半導体デバイス ̶基礎から最先端材料・デバイスまで̶
 有機 EL ディスプレイ
 柔構造有機エレクトロニクス（以上、オーム社）

A5判・516頁
本体 8,500円+税

A5判・320頁
本体 2,700円+税

B5判・242頁
本体 1,400円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

A5判・248頁
本体 2,800円+税
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＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

※上記書目は7月号でご案内しておりますが、発行が8月になったため、改めて掲載させて頂いたものです。

大学土木　道路工学
（改訂3版）

基本が確実に学べる　道路工学のスタンダード！！

土木／
道路・交通工学
8月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21787-6

編者　稲垣竜興（いながき たつおき）
著者　中村俊行（なかむら としゆき）、稲垣竜興（いながき たつおき）、小梁川　雅（こやながわ まさし）

　教科書として好評を博してきました『大学土木　道路工学』の 12 年ぶりの改訂版。
　現在のカリキュラムに沿った形で刷新するとともに、最新の道路法等に関係する事項について全面的に見直しました。
さらに、近年特に問題となっている電柱の無柱化や道路の補修・改修、都市における集中豪雨と排水施設など、動向・
技術についても加筆・修正を加え、「新たなスタンダード」と呼ぶべき教科書としてパワーアップしました。

【具体的な購買者】 土木技術を学ぶ大学生、高専生など
【本書と同じ棚に】 大学土木 水環境工学（改訂 3 版）
 絵とき　鉄筋コンクリートの設計（改訂 3 版）
 ゼロから学ぶ土木の基本 土木構造物の設計（以上、オーム社）

2015年下期試験対応
第二種電気工事士テキスト

筆記と技能、第二種電気工事士の試験対策は本書一冊でOK！

電気／
資格試験
8月発行
配本パターン LB3
ISBN 978-4-274-50580-5

編者　オーム社

　本書は、第二種電気工事士試験の筆記・技能試験対策を1 冊にまとめて収録しています。
　筆記試験対策では、内容を 27 項目に分類し、見開きで、要点と問題・ポイント解説を収録しています。また、問題は、
項目ごとの問題と平成 27 年度 ( 上期 ) の最新過去問題を収録しており、講習・セミナー用のテキストとして、また問題
集としても使用できます。
　技能試験対策では、単線図の読み取り方、被覆の剥き方など基本作業の解説に始まり、完成施工写真、平成 27 年度

（当年度）の技能試験候補問題の模擬問題を収録しています。
　筆記試験対策から技能試験合格までに必要な対策が揃った 1 冊です。

【具体的な購買者】 第二種電気工事士試験の受験者、講義者
【本書と同じ棚に】 2015 年版第二種電気工事士筆記試験標準解答集
 2015 年版第二種電気工事士技能試験公表問題の合格解答（以上、オーム社）

ミヤケン先生の合格講義
2級造園施工管理試験

出題傾向を徹底分析　解く力と記述力がアップできる！！

土木／
資格試験
8月発行
配本パターン LB3
ISBN 978-4-274-21782-1 著者　宮入賢一郎（みやいり けんいちろう）

　2 級造園施工管理技術検定試験の受験書。近年の試験問題を徹底的に分析し、最近の出題傾向に沿った内容構成と
なっています。
　各節冒頭の「こんな問題が出題されます！」で出題傾向を示し、「関連知識を学ぼう！」「重要ポイント講義」などで出題
内容をわかりやすく解説しています。さらに、受験者の多くが苦手とする「経験記述の問題」に関しては、まずどのような
ことに注意して記述すればよいかのポイントをわかりやすく解説しています。2 学期の「実地試験集中ゼミ」では、記述例
文を15 文例を掲載し、専門記述の書き方の解説や補足演習問題も記載しています。
　問題を解く力だけでなく、記述力もアップできる一冊です。

【具体的な購買者】 2 級造園施工管理技術検定試験の受験者
【本書と同じ棚に】 例題で学ぶ！！ 2 級造園施工管理技士（国家･資格シリーズ 254）
 よくわかる！2 級造園施工管理技士試験（国家･資格シリーズ 80）
 2 級造園施工管理技士  実地試験対策（国家･資格シリーズ 256）（以上、弘文社）

完全マスター

高圧ガス製造保安責任者  乙種機械

過去の出題傾向を徹底分析　本書一冊で合格レベルに到達できる！！

機械／
資格試験
8月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21783-8

著者　辻森　淳（つじもり あつし）

　本書は、高圧ガス製造保安責任者（乙種機械）試験の合格を目指す受験者のために、最新の出題傾向の分析から重要
テーマを厳選し、テーマごとに重要項目の解説＋問題演習のスタイルにより、効率よく学習できるようまとめた受験対策
書です。
　問題にはわかりやすい解説と解答とともに、関連する法令や他章とのリンク付けを施して、合格のために必要な知識
を吸収しやすいよう、わかりやすくまとめています。また、4 編には「模擬試験」を掲載し、実戦的に演習できる内容構成
です。さらに、5 編には「重要な法規」を掲載しました。これは、試験のなかでウェイトの高い法規について、出題される箇
所を厳選して掲載するもので、法規対応における効率的な学習を可能にします！

【具体的な購買者】 高圧ガス製造保安責任者（乙種機械）の受験者
【本書と同じ棚に】 高圧ガス製造保安責任者　丙種化学（特別）　徹底研究（オーム社）

A5判・336頁
本体 2,600円+税

先端  有機半導体デバイス
─基礎からデバイス物性まで─

有機光エレクトロニクスの研究開発者必携の書！

電子／
材料・部品・デバイス
8月発行
配本パターン 理工2
ISBN 978-4-274-21778-4

絵とき  構造力学

絵ときシリーズに「構造力学」が登場！

土木／
土木工学一般
8月発行
配本パターン 理工6
ISBN 978-4-274-21779-1

監修者　粟津清蔵（あわづ せいぞう）
著者　石川　敦（いしかわ あつし）

　「構造力学」の一般的な基礎知識から説き起こし、はりの計算、部材断面の性質、さらに、柱やトラスから、たわみと不
静定ばりまで、構造力学全般にわたって基礎的理解が得られるようにまとめたもので、各章末にはまとめ問題を設けてい
ます。
※本書は『絵とき　応用力学（改訂 2 版）』をベースに加筆・修正を行い、現在のカリキュラムに沿う形で書名を変更し発
行するものです。

【具体的な購買者】 工業高校生から大学生まで土木を学ぶ学生の方
 建設系の初級技術者として現場実務に携わる方
 建設系各種資格取得を目指す受験者

【本書と同じ棚に】 絵とき測量（改訂 3 版）
 絵とき土質力学（改訂 3 版）
 絵とき水理学（改訂 3 版）（以上、オーム社）

A5判・216頁
本体 2,500円+税

編者　日本学術振興会情報科学用有機材料第 142 委員会 C 部会

　有機半導体デバイスは、省電力、小形・軽量化が図れることから、近年、ディスプレイ、太陽電池など多くの分野へと応
用が拡がると見込まれています。
　本書は有機 EL 素子、有機半導体レーザー、有機トランジスタ、有機太陽電池などのデバイスについて、しくみ、データ、
製作プロセスなどを最新の知見をもとに幅広くまとめています。

【具体的な購買者】 有機デバイスの研究開発に関わる研究者・技術者・学生
【本書と同じ棚に】 有機半導体デバイス ̶基礎から最先端材料・デバイスまで̶
 有機 EL ディスプレイ
 柔構造有機エレクトロニクス（以上、オーム社）

A5判・516頁
本体 8,500円+税

A5判・320頁
本体 2,700円+税

B5判・242頁
本体 1,400円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

A5判・248頁
本体 2,800円+税
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50講で集中マスター！

インテリアコーディネーター1次＆2次試験
受験テキスト

試験必出のおさえておきたい知識をコンパクトに50項目に集約！

建築／
資格試験
8月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21777-7

MR認定試験対策  要点整理
─医薬品情報と医薬概論─

1テーマごとのわかりやすい図と丁寧な解説で効率よく学習！

医学・医療／
資格試験
8月発行
配本パターン 医2
ISBN 978-4-274-21773-9

著者　下川　徹（しもかわ とおる）

　本書は、製薬会社の MR（医薬品メーカの医薬情報担当者）として入社された方の認定試験対策書です。1 テーマごと
のわかりやすい図と丁寧な解説で、効率よく理解できるようになっています。また、ポイント集や予想問題から傾向と対
策がひと目でわかるようになっていますので、試験の直前対策にも役立ちます。

【具体的な購買者】 MR として入社した社会人
 MR 転職希望者

【本書と同じ棚に】 MR 認定試験徹底研究Ⅰ　医薬品情報 2015 年版
 MR 認定試験徹底研究Ⅲ　医薬概論 2015 年版（以上、エルゼビア･ジャパン）

MR認定試験対策  要点整理
─疾病と治療（基礎・臨床）─

1テーマごとのわかりやすい図と丁寧な解説で効率よく学習！

医学・医療／
資格試験
8月発行
配本パターン 医2
ISBN 978-4-274-21774-6

著者　下川　徹（しもかわ とおる）

　本書は、製薬会社の MR（医薬品メーカーの医薬情報担当者）として入社された方の認定試験対策書です。1 テーマご
とのわかりやすい図と丁寧な解説で、効率よく理解できるようになっています。また、ポイント集や予想問題から傾向と
対策がひと目でわかるようになっていますので、試験の直前対策にも役立ちます。

【具体的な購買者】 MR として入社した社会人
 MR 転職希望者

【本書と同じ棚に】 MR 認定試験徹底研究Ⅱ　疾病と治療  基礎 2015 年版
 MR 認定試験徹底研究Ⅱ　疾病と治療  臨床 2015 年版（以上、エルゼビア･ジャパン）

A5判・350頁
本体 3,700円+税

A5判・450頁
本体 3,900円+税

著者　森谷延周（もりや のぶちか）、飯嶋房樹（いいじま ふさき）

　2013 年 11 月に改訂発行された「インテリアコーディネーターハンドブック統合版（上）（下）」の内容、また、新試験制度
に対応した受験書です。
　本書では、ハンドブックの重要事項を整理し、絶対におさえておきたいポイントを講義形式の 50 講にわかりやすくまと
めることで、膨大な試験範囲のなかでの特に覚えるべき箇所だけに絞り込んだ内容構成となっています。
　学習時間をなかなかまとまって取ることができない多忙な読者・受験者へ、より短時間で効率的に学習することので
きる受験テキストです。

【具体的な購買者】 インテリアコーディネーター試験の受験者
【本書と同じ棚に】 インテリアコーディネーター1 次試験合格教本 第 9 版 上巻
 インテリアコーディネーター1 次試験 過去問題徹底研究 2015 上巻（以上、ハウジングエージェンシー）
 ラクラク突破のインテリアコーディネーター合格テキスト（エクスナレッジ）

B5判・224頁
本体 2,900円+税



03-3233-3440※上記書目は7月号でご案内しておりますが、発行が8月になったため、改めて掲載させて頂いたものです。

50講で集中マスター！

インテリアコーディネーター1次＆2次試験
受験テキスト

試験必出のおさえておきたい知識をコンパクトに50項目に集約！

建築／
資格試験
8月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21777-7

MR認定試験対策  要点整理
─医薬品情報と医薬概論─

1テーマごとのわかりやすい図と丁寧な解説で効率よく学習！

医学・医療／
資格試験
8月発行
配本パターン 医2
ISBN 978-4-274-21773-9

著者　下川　徹（しもかわ とおる）

　本書は、製薬会社の MR（医薬品メーカの医薬情報担当者）として入社された方の認定試験対策書です。1 テーマごと
のわかりやすい図と丁寧な解説で、効率よく理解できるようになっています。また、ポイント集や予想問題から傾向と対
策がひと目でわかるようになっていますので、試験の直前対策にも役立ちます。

【具体的な購買者】 MR として入社した社会人
 MR 転職希望者

【本書と同じ棚に】 MR 認定試験徹底研究Ⅰ　医薬品情報 2015 年版
 MR 認定試験徹底研究Ⅲ　医薬概論 2015 年版（以上、エルゼビア･ジャパン）

MR認定試験対策  要点整理
─疾病と治療（基礎・臨床）─

1テーマごとのわかりやすい図と丁寧な解説で効率よく学習！

医学・医療／
資格試験
8月発行
配本パターン 医2
ISBN 978-4-274-21774-6

著者　下川　徹（しもかわ とおる）

　本書は、製薬会社の MR（医薬品メーカーの医薬情報担当者）として入社された方の認定試験対策書です。1 テーマご
とのわかりやすい図と丁寧な解説で、効率よく理解できるようになっています。また、ポイント集や予想問題から傾向と
対策がひと目でわかるようになっていますので、試験の直前対策にも役立ちます。

【具体的な購買者】 MR として入社した社会人
 MR 転職希望者

【本書と同じ棚に】 MR 認定試験徹底研究Ⅱ　疾病と治療  基礎 2015 年版
 MR 認定試験徹底研究Ⅱ　疾病と治療  臨床 2015 年版（以上、エルゼビア･ジャパン）

A5判・350頁
本体 3,700円+税

A5判・450頁
本体 3,900円+税

著者　森谷延周（もりや のぶちか）、飯嶋房樹（いいじま ふさき）

　2013 年 11 月に改訂発行された「インテリアコーディネーターハンドブック統合版（上）（下）」の内容、また、新試験制度
に対応した受験書です。
　本書では、ハンドブックの重要事項を整理し、絶対におさえておきたいポイントを講義形式の 50 講にわかりやすくまと
めることで、膨大な試験範囲のなかでの特に覚えるべき箇所だけに絞り込んだ内容構成となっています。
　学習時間をなかなかまとまって取ることができない多忙な読者・受験者へ、より短時間で効率的に学習することので
きる受験テキストです。

【具体的な購買者】 インテリアコーディネーター試験の受験者
【本書と同じ棚に】 インテリアコーディネーター1 次試験合格教本 第 9 版 上巻
 インテリアコーディネーター1 次試験 過去問題徹底研究 2015 上巻（以上、ハウジングエージェンシー）
 ラクラク突破のインテリアコーディネーター合格テキスト（エクスナレッジ）

B5判・224頁
本体 2,900円+税




