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発行年月 税込価格（本体価格） 判型 項数

アルミニウムとは（リニューアル版）

新入社員および学生用教育資料として、アルミ
ニウムの特性・製造・成形・加工等基礎的な知識
を網羅。2011年3月に発効したリニューアル版の
内容を一部改定して発行

2018年4月
定価  550円(500円)
会員　440円(400円)

B5 65

アルミ！なるほどミュージアム（子供向け）

写真やイラストをふんだんに取り入れ、身近にあ
るアルミ製品、アルミの製造方法、アルミを使っ
た実験などを紹介。学校の教材や子供向けの工
場見学には最適の書（在庫僅少）。

2013年3月
無料
（部数は相談に応じます）
全ページカラー

B5 50

アルミ圧延品ポケットブック2009

アルミニウムの特性、製造工程及び産業の概
要、環境・リサイクル、アルミニウム圧延品の用
途例、需給動向及び基礎用語の解説等につい
て掲載。

2010年3月改訂版
定価　880（800円)
会員　660（600円)

A5 267

             

発行年月 税込価格（本体価格） 判型 項数

2018年6月 定価　3,300円(3,000円) A5 200

2016年9月 定価　3,300円(3,000円) A4 47

2015年12月
定価　3,300円(3,000円)
会員　2,640円(2,400円)

B5 68

2015年3月
定価　3,300円(3,000円)
会員　2,640円(2,400円)

A5 46

2005年3月 定価　2,200円(2,000円) A4 104

汚水処理施設用アルミニウム合金製覆蓋・手すり設計・製作要領　LIS
SA11-2015

アルミニウム合金土木構造物設計・製作指針案

(本書籍は当協会では取り扱っておりません。（公財）土木学会ＨＰからご注文ください。）
http://www.jsce.or.jp/publication/detail/detail.asp?id=2834

アルミニウム合金製橋梁用防護柵製作・施工要領LIS　SA10-2015

アルミニウム合金製照明ポール設計・製作要領(LIS SA7-2005) （ＣＤ版）

A4 952015年3月
土木学会HPにてご確認く
ださい。

出 版 目 録

更新日：令和２年３月１７日

書　 　　名

書　 　　名

アルミニウム合金製水門設計製作指針(案)

アルミニウム合金製橋梁用防護柵設計要領

＜お問合せ先＞ 一般社団法人 日本アルミニウム協会 〒104-0061 東京都中央区銀座４-２-１５ 塚本素山（そざん）ビル

TEL：03-3538-0221    FAX：03-3538-0233

新刊のお知らせ

☆令和元年度 自動車のアルミ化技術講習会－前刷り集－2019年12月発行

定価(税込)3,300円(本体価格3,000円)

会員価格(税込)2,200円(本体価格2,000円)

A4版 66項

☆アルミニウム合金製橋梁用防護柵設計要領 2018年6月発行

定価(税込)3,300円(本体価格)3,000円) A5判 200項

☆アルミニウムとは（リニューアル版）－2018年４月発行

定価(税込)550円(本体価格500円) 会員価格(税込)440円(本体価格400円)

B5版 65項

mailto:book@alkyo.jp


発行年月 税込価格（本体価格） 判型 項数

アルミホイール統計資料 国内企業のアルミホイール生産・出荷動向 毎年10月発行
定価　1,650円(1,500円)
会員　1,320円（1,200円）

B5 57

アルミニウム統計年報

アルミニウム製品（アルミナ・新地金・鋳鍛造品
等）及び アルミニウム圧延製品（板類・押出類・
はく等）の生産、出荷、在庫、需要、輸出入等を
過去からの推移を含めた統計をまとめて掲載

毎年8月発行 定価 　5,500円(5,000円) 　A4 66

発行年月 税込価格（本体価格） 判型 項数

CD版＋書籍
定価　9,350円(8,500円)
会員　7,480円(6,800円）

書籍のみ
定価　5,500円(5,0００円)
会員　4,400円(4,000円）

CDのみ
定価　4,400円(4,000円)
会員　3,520円(3,200円）

アルミニウム材料の基礎と工業技術

鋳造、塑性加工、熱処理、腐食防食、表面
処理、接合工業材料、更には新しいアルミ
材料としてFRM、P/MAl/Li　合金など、溶湯
から各種製品に亘る全般について、学理と
実技をむすぶ解説、参考書である。材料が
何故そのような特性を示すのか、何故その
ような加工法、熱処理が必要なのかをふま
え、工業材料の製造加工技術や新素材とし
てのアルミ合金が理解出来るよう編集され
ておりアルミ産業に関わる技術者にとって必
携の書である。

1985年
定価　6,600円(6,000円)
会員  5,280円(4,800円) A5 441

2012年3月
定価　5,500円(5,000円)
会員　4,400円(4,000円)

　A4 56

2002年3月 定価　2,500円(2,273円) A4 71

1999年10月 定価　2,500円(2,273円) A4 32

1992年1月 定価　2,200円(2,000円) B5 30

1988年3月 定価　3,300円(3,000円) A4 43

1987年2月 定価　1,100円(1,000円) B5 19

1986年9月
定価　770円(700円)
会員　616円(560円)

A5 31

1985年3月
定価　3,500円(3,182円)
会員　2,801円(2,546円)

A5 175

1979年3月
定価　1,980円(1,800円)
会員　1,584円(1,440円)

B5 63

1978年3月
定価　4,180円(3,800円)
会員　3,300円(3,000円)

B5 253

1971年12月
定価　880円(800円)
会員　704円(640円)

B5 98

構造用アルミニウム合金疲れ強さデーターシート

アルミニウム中の微量成分の分析方法

アルミニウム及びアルミニウム合金の水道水に対する耐食性

環境性に優れた6000系合金の創製に関する研究 - 遷移元素の統一 -

　

書　 　　名

書　 　　名

アルミニウム合金板の耐候性 -50年間の大気暴露試験結果
 -  2012 -

本書は、アルミニウムに関連する、より広い
知識を得るための技術資料で、新入社員か
ら現場の技術者、さらには需要家への説明
資料としても役立つよう配慮している。アルミ
ニウムとその合金の材料、性能、加工方
法、用途に関して業界の実務に精通した専
門家が編集し、範囲はアルミニウムの生産
から三次製品の加工技術にわたっており、
第8版は、JISやISOの規格関係の見直しだ
けでなく、技術内容についての記載も大幅
に改定した。

アルミニウム ハンドブック －第８版－
（CD版は複製・印刷ができません。）

循環性に優れた５０００系合金の創製に関する研究遷移元素の統一

アルミニウム合金鋳物の破壊靭性値と鋳造欠陥

アルミニウム箔の引張試験に関する研究

JISアルミニウム合金鋳物の標準特性

「アルミニウム合金鋳物の実体強さ」追録版（‘86年発行）

アルミニウム合金鋳物の実体強さ

　A4 3442017年改訂版



発行年月 税込価格（本体価格） 判型 項数

アルミニウム<日本ｱﾙﾐﾆｳﾑ協会機関誌>
協会の機関誌で、時局に応じた情報を提供しア
ルミニウムの製造並びに応用分野の技術動向
や協会の事業活動の内容を掲載

年3回発行

定価　1,650円(1,500円)
年間購読料
会  員  2,200円(2,000円)
非会員 4,950円(4,500円）

　A4

発行年月 税込価格（本体価格） 判型 項数

中国のアルミニウム産業
2007年に発行した調査報告書の改訂版。中国
のアルミ製錬から圧延品（板・押出・箔）の業界
の動向を統計とともに掲載。

2013年4月 A4 114

東アジアのアルミ圧延企業要覧

2002年に発行した「東アジアのアルミ企業要覧」
をアルミ圧延企業に絞り、最新のデータに改訂。
韓国、台湾、中国、タイ、マレーシアインドネシ
ア、ベトナム、フィリピンの主要アルミ圧延企業を
掲載。

2013年4月 A4 137

インドのアルミニウム産業 2011年3月
定価　3,300円(3,000円）
会員　1,100円(1,000円)

A4 113

発行年月
税込価格（本体価格）

判型・頁数
判型 項数

2016年4月
無料
（部数は相談に応じます）

A4 43

2011年2月 定価　1,100円（1,000円） A4 35

2008年3月 定価　550円（500円） A4 32

発行年月 税込価格（本体価格） 判型 項数

2013年6月
定価　4,400円(4,000円）
会員　2,200円（2,000円）

A4 70アルミホイール技術資料Ⅱ

書　 　　名

書　 　　名

書　 　　名

アルミで安心（災害・防災・防犯に活躍するアルミ製品）　平成28年度版

アルミニウム溶湯による水蒸気爆発防止の手引き

アルミニウム粉塵爆発防止マニュアル

書　 　　名

各１冊
定価　11,000円(10,000円)
会員　 3,300円( 3,000円)
2冊セットでご購入の場合
定価　16,500円(15,000円)
会員 　5,500円( 5,000円)



発行年月 税込価格（本体価格） 判型 項数

令和元年度　自動車のアルミ化技術講習会－前刷り集－ 2019年12月
定価　3,300円(3,000円)
会員　2,200円(2,000円) A4 66

2006年3月 定価　3,000円（2,727円） A4 14

2004年2月 定価　3,000円（2,727円） A4 22

2003年2月 定価　1,000円（909円） A4 34

2000年2月 定価　1,000円（909円） A4 40

2001年2月 定価　1,000円（909円） A4 26

2002年2月 定価　1,000円（909円） A4 36

2002年2月 定価　3,000円（2,727円） A4 13

2002年2月 定価　4,000円（3,636円） A4 23

2001年2月 定価　4,000円（3,636円） A4 24

2000年2月 定価　4,000円（3,636円） A4 25

2000年3月 定価　3,000円（2,727円） A4 17

1999年12月 定価　3,000円（2,727円） A4 16

1999年2月 定価　4,000円（3,636円） A4 28

1998年2月 定価　1,000円（909円） A4 45

1998年2月 定価　3,000円（2,727円） A4 21

1997年12月 定価　3,000円（2,727円） A4 16

1997年10月 定価　3,000円（2,727円） A4 24

1997年1月 定価　5,000円（4,545円） A4 32

1996年
定価　2,750円(2,500円)
会員　2,200円(2,000円) A4 46

1996年
定価　4,400円(4,000円)
会員　3,520円(3,200円) A4 82

1996年
定価　3,204円(2,913円)
会員　2,563円(2,330円) A4 56

1996年2月 定価　5,000円（4,545円） A4 52

1995年
定価　5,500円(5,000円)
会員　4,400円(4,000円) A4 57

1995年2月 定価　4,000円（3,636円） A4 59

1994年3月 定価　5,000円（4,545円） A4 52

1992年12月 定価　6,600円(6,000円) A4 162

1992年12月 定価　4,400円(4,000円) A4 34

1992年9月 定価　4,400円(4,000円) A4 51

平成１３年度　欧州における自動車のアルミ化調査報告

書　 　　名

第３９回東京モーターショーにおけるアルミニウム化動向調査報告

第３７回東京モーターショーにおけるアルミニウム化動向調査結果

第１３回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾃｷｽﾄ「自動車へのアルミニウム材適用の現状と今後の展
望」

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾃｷｽﾄ「21世紀の環境保全に貢献する自動車のアルミ化の課題｣
（平成１２年）

自動車ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾃｷｽﾄ「２１世紀に本格化する自動車のアルミ化技術」（平成
１３年）

第１２回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾃｷｽﾄ「一層増大する軽量化ニーズと自動車のアルミ化」
（平成１４年）

第３５回東京モーターショーにおけるアルミ化動向調査結果

自動車のアルミ化技術ガイド＜表面処理編＞ アルミニウムの自動車部品別
表面処理方法について解説（'96年発行）

第７回 IBEC '99における自動車のアルミ化調査報告（平成１２年）

平成１２年度欧州における自動車のアルミ化動向調査報告

第３３回東京モ－タ－ショウにおけるアルミ化動向調査結果

トラック部品のアルミ化調査報告（平成１１年）

第６回 IBEC '9８における自動車のアルミ化調査報告（平成１１年）

自動車ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾃｷｽﾄ「地球環境を支援する自動車のアルミ化とＬＣＡ」（平
成１０年）

第３２回東京モ－タ－ショ－におけるアルミ化動向調査報告書

自動車部品のアルミ化調査報告 第６回（平成９年）

トラック架装のアルミ化調査報告書（平成９年）

自動車シンポジウムテキスト「これからの自動車、安全・環境への対応｣

オールアルミ・セミトレーラ10年間運行結果調査報告書

自動車のアルミ化技術ガイド＜成形編＞アルミニウムの加工性能並びに成
形加工方法について解説 （'96年発行）

自動車のアルミ化技術ガイド＜材料編＞自動車に利用可能なアルミニウム
の諸性質を主な部品別に解説 （'96年発行）

自動車ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾃｷｽﾄ「地球環境を考慮した自動車のアルミ化技術の動向」
（平成８年）

自動車のアルミ化技術ガイド＜接合編＞アルミニウムの自動車に適用可能
な接合方法について解説（'95年発行）

自動車に係わる法規制とその対応・アルミ化の動向（平成7年）

自動車を取り巻く環境・安全面からみたアルミ化の動向('94年）

自動車用ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金の耐食・耐久性調査実車走行・大気暴露試験結果
('92年）

自動車用ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金の耐食・耐久性調査実車走行・異種金属接触腐食試
験結果（'92年）


