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እ㒊㠃ࡍࡿሙᡤ࡛ࡣࢻࣛࣇࢺࡼࡿእ㒊ࡽࡢ✵Ẽࡢὶධࡀ࠶ࡾࠊᙉ㢼ὀពࢆせࡍࠋ
䐠䚷సᴗሙᡤ䜢ศ䛧䛶㝸㞳䛩䜛ሙྜ䚷
ղ సᴗሙᡤࢆศࡋ࡚㝸㞳ࡍࡿሙྜ
Ẽタഛ䜔㈇ᅽ⟶⌮➼䛾ほⅬ䛛䜙䚸㝸㞳సᴗሙᡤ䛿ᑠ䛥䛔᪉䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹 సᴗሙᡤ䛜ᗈ䛔ሙྜ➼䚸
Ẽタഛࡸ㈇ᅽ⟶⌮➼ࡢほⅬࡽࠊ㝸㞳సᴗሙᡤࡣᑠࡉ࠸᪉ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋసᴗሙᡤࡀᗈ࠸ሙྜ
సᴗሙᡤ䜢ศ䛧ᕤ䜢⾜䛖ィ⏬䜢䛩䜛䛣䛸䜒䛒䜛䚹
➼ࠊసᴗሙᡤࢆศࡋᕤࢆ⾜࠺ィ⏬ࢆࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
సᴗሙᡤ䛾ศ䛿䚸సᴗ㠃✚ 䠄䠍༊⏬䛾సᴗ᪥ᩘ䠖సᴗ⤊䛾Ύᤲ䛸㣕ᩓ㜵Ṇฎ⨨䠅䚸㣴⏕㠃✚䚸
సᴗሙᡤࡢศࡣࠊసᴗ㠃✚㸦㸯༊⏬ࡢసᴗ᪥ᩘ㸸సᴗ⤊ࡢΎᤲ㣕ᩓ㜵Ṇฎ⨨㸧ࠊ㣴⏕
❿✰༊⏬䛸䛾ྲྀྜ䛔䚸
௬タ 䠄Ẽ䝹䞊䝖䚸 Ẽཱྀ⨨䠅 ➼䜢⪃៖䛧䛶⾜䛖䚹
㠃✚ࠊ❿✰༊⏬ࡢྲྀྜ࠸ࠊ௬タ㸦Ẽ࣮ࣝࢺࠊẼཱྀ⨨㸧➼ࢆ⪃៖ࡋ࡚⾜࠺ࠋ
䐡䚷㝸㞳సᴗሙᡤෆ䛻Ỉᖹ䚸
❿✰༊⏬䛜Ꮡᅾ䛩䜛ሙྜ
㻞㻟
ճ 㝸㞳సᴗሙᡤෆỈᖹࠊ❿✰༊⏬ࡀᏑᅾࡍࡿሙྜ
㝸㞳సᴗሙᡤෆ䛻❿✰༊⏬ 䠄㻱㼂 䝅䝱䝣䝖䚸 㻼㻿 ➼䠅 䛜Ꮡᅾ䛩䜛ሙྜ䚸 ᥋䛩䜛㒊ศ䛾≧ែ䜔䝗䝷䝣䝖
㝸㞳సᴗሙᡤෆ❿✰༊⏬㸦EV
ࢩࣕࣇࢺࠊPS ➼㸧ࡀᏑᅾࡍࡿሙྜࠊ᥋ࡍࡿ㒊ศࡢ≧ែࡸࢻࣛ
䛾ᙉ䛥䜢☜ㄆ䛧䚸
㛫ษ䜚ቨ䛾㣴⏕䜢ධᛕ䛻ᐇ䛧䚸
✵Ẽ₃䜜➼䛜䛺䛔䛛䝇䝰䞊䜽䝔䝇䝍䞊➼䛷Ẽὶ
䛾☜ㄆ䜢⾜䛖䚹
ࣇࢺࡢᙉࡉࢆ☜ㄆࡋࠊ㛫ษࡾቨࡢ㣴⏕ࢆධᛕᐇࡋࠊ✵Ẽ₃ࢀ➼ࡀ࡞࠸ࢫ࣮ࣔࢡࢸࢫࢱ࣮
᪤Ꮡᘓ⠏≀⏝୰䛾ᨵಟᕤ䛾ሙྜ䛿䚸❿✰༊⏬࿘䜚䛻⦆⾪ᆅᖏ䜢タ䛡䚸䛾Ỉᖹ㒊ศ䛜⤊ᚋ䚸
➼࡛Ẽὶࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ

ᅗ 3.1-6 ቨ㠃ࡢ㝸㞳

❿✰༊⏬࿘䜚䛾䜏ᗘ㣴⏕䜢⾜䛔䚸
Ẽᅇᩘ䜢ቑ䜔䛧䚸 ▷㛫䛷ฎ⌮䜢⾜䛖䚹
᪤Ꮡᘓ⠏≀⏝୰ࡢᨵಟᕤࡢሙྜࡣࠊ❿✰༊⏬࿘ࡾ⦆⾪ᆅᖏࢆタࡅࠊࡢỈᖹ㒊ศࡀ⤊

ᚋࠊ❿✰༊⏬࿘ࡾࡢࡳᗘ㣴⏕ࢆ⾜࠸ࠊẼᅇᩘࢆቑࡸࡋࠊ▷㛫࡛ฎ⌮ࢆ⾜࠺ࠋ

㻠㻥

情報事業部
Publication and Seminar Department
〒101-8986
東京都千代田区神田錦町一丁目 9 番地 東京天理ビル
TEL：03-5283-0478 FAX：03-5281-2828

全国の官報販売所及び
書店でお求めください。
日本建築センターでも販売。

https://www.bcj.or.jp

■書籍購入申込書
FAX ： ０３－５２８１－２８２８

日本建築センター（BCJ)／情報事業部行き

日本建築センターの 情報交流会 正会員(E会員) 様は、書籍代金の割引 や 送料のサービス を受けられます。
※ 情報交流会について知りたい方は https://www.bcj.or.jp/c17_exchange/index.html まで。
または、Google、Yahoo などで

「BCJ情報交流会」を

検索
平成

※価格は全て税込です。

書籍１

定価

既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理
技術指針・同解説2018
(一財)日本建築センター

発行

交流会
正会員

冊

年

月

日

¥7,150
（割引）

¥6,430

978-4-88910-173-7

ISBN

定価
書籍２

交流会
正会員

冊
発行

（割引）

ISBN

お支払
方法

ヤマト運輸の代金引換でお届けいたします。書籍代金＋送料 を現金でお支払い下さい。

送料
／
代引き
手数料

【送料】 送料は配送地域と重量に伴って変わります。事前に確認なさりたいお客様は、
お手数ですが 下記の 「問合せ先」 まで。
【代引き手数料】 当財団が負担いたします。

情報交流会正会員番号を必ずご記入下さい。記入無き場

交流会の 合は正会員割引サービスを受けられません。
割引
「 E 」から始まる番号の会員様が「正会員」です。
ｻｰﾋﾞｽ

正会員
番号

Ｅ

－

会員番号の確認は下記の「問合せ先」まで。

勤務先
名称

ご氏名

部署／
／役職
TEL

FAX
〒

－

住所

お届け
時間帯

午前中

14時～16時

16時～18時

18時～20時

19時～21時

指定なし

連絡
事項欄

問合せ先

TEL：

一般財団法人日本建築センター 情報事業部 〒101-8986 東京都千代田区神田錦町１－９
０３-５２８３-０４７８ FAX： 03-5281-2828 URL： https:www.bcj.or.jp ※BCJサイトでも申し込めます。
お客様情報に入力された個人情報は、出版物の販売に伴う業務に使用いたします。また、登録された個人情報は、個人情報保護法に

個人情報の取り扱い： 基づき適切に管理いたします。

