
消費税１０％ （2021年4月現在）

定 価 会員特価 定 価
（本体＋税） （本体＋税） （本体＋税）

鉄道線路土木用語辞典（日英）　椎名公一編 3,190 2,640 650 平16.6　      　　 　  改訂 取扱先　札幌事務所

鉄道施設用語辞典（日英独仏語対訳） 3,850 3,300 650 昭58.5.20　　　　　　発行
・TEL 011-743-6131
・FAX 011-398-7234

分岐器類標準設計図集（１）　普通 3,850 3,300 650 昭57　　　　　    　   改訂
資格認定講習会資料
営業線工事保安関係標準仕様書（在） 　   　　 　  （ＪＲ東日本）

550 400 取扱先　東京事務所

分岐器類標準設計図集（2）　特殊 3,520 2,970 650 昭57　　　　　    　   改訂
資格認定講習会資料
営業線工事保安関係標準仕様書（幹） 　   　　 　　 （ＪＲ東日本）

550 400 ・TEL 03-5846-5680

分岐器類標準設計図集（３）　新幹線 3,630 3,300 650 昭60　　　　　　       改訂 列車見張員講習会資料・踏切監視員(ﾛｰﾌﾟ)講習会資料(手引き) 550 400 ・FAX 03-5846-5394

分岐器類標準設計図集（４）　50N側線用 2,200 1,650 650 昭56　　　　　 　      改訂 営業線工事保安関係標準示方書(在来線：施設）　　　（JR東海） 660 180 取扱先　名古屋事務所

分岐器類標準設計図集（５）　60レール用普通 3,520 2,970 650 昭54  　　　　　       改訂 在来線施設・電気関係従事員触車事故防止要領　　　（JR東海） 550 140
・TEL 052-938-3427
・FAX 052-938-3429

分岐器類標準設計図集（６）　60レール用特殊 4,400 3,850 650 昭60　　　　        　 改訂
新幹線工事等保安関係標準示方書
新幹線車両所構内施設・電気関係従事員触車事故防止標準（JR東海）

440 180

分岐器の構造と保守(佐藤泰生編) －増補改訂版－ 4,950 4,070 650 平29.3　　　　　　　 在来線における工事等の打合せ要領(施設)　　　　　　　（JR東海） 660 140

鉄道土木構造物の維持管理 7,700 6,820 650 平10.9.30　　　　　 発行 新幹線施設関係作業保安の手引き　　　　　　　　　　　　（JR東海） 440 180

安全への道しるべ　Ⅲ 1,760 1,540 400 平20. 1.15　　    　 発行 在来線列車見張員・誘導員の手引　　　            　　　　（JR東海） 220 140

解説　鉄道に関する技術基準(土木編)　第三版 4,950 3,850 650 平26.12　　　  発行 新幹線列車見張員・誘導員の手引     　         　　　　  （JR東海） 330 94

写真で見る　線路管理の手引き－検査と対策－ 3,850 2,970 650 平28.3　　　　　　　 発行 取扱先　大阪事務所

東海道新幹線鉄筋コンクリート構造物維持管理標準 3,850 3,300 650 平21. 5.14      　   改訂
・TEL 06-6885-5666
・FAX 06-6885-5667

土木工事標準仕様書 （ＪＲ東日本編）
(2020年7月改正版)

5,280 4,400 650 令和2.7　            改正

軌道工事標準仕様書 （新設・改良線）ＪＲ東日本編
(2018年10月改正版)

3,850 2,750 650 平30.10　            改正

役務関係標準仕様書集　　　　　　    　   　　 　（ＪＲ東日本）　 5,720 5,060 650 平20. 7　         　  改訂 軌道工事標準示方書（在）抜粋　　　　　　　　　　　 　　　　(JR西日本) 550 400

協会誌受験ゼミナール｢鉄道設計技士(鉄道土木)に挑戦｣問題集 1,100 880 400 平25．5　　　　　　  発行 軌道工事標準示方書（幹）抜粋　　　　　　　　　 　　　　　(JR西日本) 440 250

「災害から守る・災害に学ぶ －鉄道土木メンテナンス部門の奮闘－」 2,934 2,409 650 平成18．12　　　　　発行 列車見張員 (在・幹共通) (鉄道一般(在)(幹)含む　　　　 (JR西日本) 330 250

ブルドーザー物語 －鉄道土木・機械化施工の先駆者たち－ 2,304 2,095 650 平成20年3.1　　　　発行 踏切監視員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　(JR西日本) 220 210

記念CD （協会誌創刊以来の保線・土木関係技術論文50年分） 4,400 3,300 650 取扱先　四国事務所

鉄道構造物を支えた技術集団　-国鉄構造物設計事務所の足跡- 2,095 1,885 650 平21.9.30　　　　　　発行
・TEL 087-833-2021
・FAX 087-833-2021

「構造物設計資料」DVD-ROM　（全巻収録、1枚） 8,800 8,380 650 平21.9.30　   

■各地方事務所の取扱については、下記へ直接お申込みください。

　・札幌事務所　　札幌市東区北6条東4-1-4 TEL 011-743-6131　　FAX 011-398-7234

　　　　【郵送のみ】 　・東京事務所　　東京都台東区上野1-1-10 TEL 03-5846-5680　　FAX 03-5846-5394

　　　　　一般社団法人　日本鉄道施設協会 　・名古屋事務所　清須市枇杷島駅前東1-1-1 TEL 052-938-3427　　FAX 052-938-3429

     　　　　 〶１１０－０００５　東京都台東区上野１丁目１番10号　オリックス上野１丁目ビル2階　 　・大阪事務所　　大阪市淀川区西中島5-14-5 TEL 06-6885-5666　　FAX 06-6885-5667

　・四国事務所　　高松市新北町27-10 TEL 087-833-2021 　 FAX 087-833-2021

発 行 ・ 改 訂 年 月 日図 書 名 送 料 発 行 ・ 改 訂 年 月 日 図 書 名

　　　　　　　ＴＥＬ  NTT 　０３－５８４６－５３００　　ＪR　０５４－３４８９　　　ＦＡＸ  NTT 　０３－５８４６－５３９３　　ＪR　０５４－９５６９

出 版 図 書 価 格 一 覧

送 料

営業線近接工事保安関係標準示方書（在）抜粋
（保守工事関係運転取扱準則 ・ 同標準、工務関係触車事故防止準則
（在）、　鉄道一般(在)含む） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (JR西日本)

770 400

営業線近接工事保安関係標準示方書（幹）抜粋
（新幹線保守工事関係運転取扱準則 ・ 同標準、
工務関係触車事故防止準則（幹）、鉄道一般(幹)含む） 　　(JR西日本)

660 400

営業線工事保安関係標準示方書(在)  　　　　 　　　　 （JR四国） 550 300


