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センター通信2009.4月号（特集　　区分所有法の改正の概要） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 21.4

センター通信2009.5月号（特集　　防犯カメラと個人情報の保護、防犯カメラの運用細則モデルの制定） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 21.5

センター通信2009.6月号（特集　　平成20年度マンション総合調査結果概要） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 21.6

センター通信2009.7月号（特集　　平成20年度マンション総合調査結果からみえる課題と展望マンショ
　　　　　　　　　　　　　　　　ン の消防計画作成のポイント、地上デジタル放送への完全移行に向けて）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 21.7

センター通信2009.8月号（特集　　管理組合運営に役立つ簿記の見方） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 21.8

センター通信2009.9月号（特集　　事例でわかるマンション管理組合の損害保険） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 21.9

センター通信2009.10月号（特集　　区分所有者の死亡と管理費等滞納　-管理組合はどう対処したら
　　　　　　　　　　　　　　　　　いいか）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 21.10

センター通信2009.11月号（特集　　座談会　　賢い大規模修繕の進め方） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 21.11

センター通信2009.12月号（特集　　登記簿からみるマンションの敷地、マンション適正化法施行規則
　　　　　　　　　　　　　　　　　の改正の概要）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 21.12

センター通信2010.1月号（特集　　みらいﾈｯﾄの活用事例から見たﾏﾝｼｮﾝの履歴情報の蓄積への取り
　　　　　　　　　　　　　　　　組み等について）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 22.1

センター通信2010.2月号（特集　　マンション居住者と町会住民が連携した防犯活動） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 22.2

センター通信2010.3月号（特集　　「住民活動協力金」に関する最高裁判決を考える
  　　　　　　　　　　　　　　　「大規模修繕工事専門委員会運営細則モデル」を制定しました）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 22.3

センター通信2010.4月号（特集　　滞納管理費の督促方法と手順） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 22.4

センター通信2010.5月号（特集　　住宅エコポイント制度の概要） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 22.5

センター通信2010.6月号（特集　　マンションの防災を考える　-地震時の応急対策に着目して） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 22.6

センター通信2010.7月号（特集　　平成２１年度マンション等安心居住推進事業について） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 22.7

センター通信2010.8月号（特集　　マンション訴訟と当事者） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 22.8

センター通信2010.9月号（特集　　理事会運営の基本について） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 22.9

センター通信2010.10月号（特集　　エレベータのメンテナンスと改修工事） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 22.10

センター通信2010.11月号（特集　　管理組合の運営とコミュニティを考える） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 22.11

センター通信2010.12月号（特集　ﾏﾝｼｮﾝの機械式駐車場の長期保全計画について、機械式駐車場
　　　　　　　　　　　　　　　　　改修工事の事例）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 22.12

センター通信2011.1月号　　　　冊子なし （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.1

センター通信2011.2月号（特集　　自転車置場の配置形態と利用の方法、滞納管理費等の
　　　　　　　　　　　　　　　　法的対応マニュアル）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.2

センター通信2011.3月号（特集　　最近の犯罪傾向とマンションの防犯対策） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.3

センター通信2011.4月号（特集　　電気自動車・プラグインハイブリッド自動車のための充電設備
　　　　　　　　　　　　　　　　設置にあたって基礎から読み解く区分所有法）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.4

センター通信2011.5月号（特集　　東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する
　　　　　　　　　　　　　　　　条例、震災後のマンション管理組合の対応）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.5

センター通信2011.6月号（特集　　東日本大震災関係についての相談等から） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.6

センター通信2011.7月号（特集　　「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」について） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.7

センター通信2011.8月号（特集　　事例からみたマンションの耐震改修とコスト、高層住宅防災
　　　　　　　　　　　　　　　　対策｢震災時活動マニュアル策定の手引き」について）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.8

センター通信2011.9月号（特集　　「マンション標準管理規約の改正」について、
　　　　　　　　　　　　　　　　マンションの耐震性）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.9

センター通信2011.10月号（特集　  マンション標準管理規約の改正の内容） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.10

センター通信2011.11月号（特集　  マンションみらいネットの活用方法について） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.11

センター通信2011.12月号（特集　  マンションの使用細則を使いこなす） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.12

センター通信2012.1月号 （特集　　総会（最高の意思決定機関）開催の進め方） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 24.1

センター通信2012.2月号（特集　　住宅エコポイントの再開について
　　　　　　　　　　　　　　　　～復興支援・住宅エコポイント～）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 24.2

センター通信2012.3月号（特集　計画修繕工事実務マニュアルについて） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 24.3

（公財）マンション管理センター・国・都・出版社発行
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センター通信2012.4月号（特集　「管理費等の徴収及び初期滞納マニュアル」を作成しました） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 24.4

センター通信2012.5月号（特集　「マンションのコミュニティを考える」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「管理組合会計の区分経理を考える」）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 24.5

センター通信2012.6月号（特集　「マンションの災害対策について」
　　　　　　　　　　　　　　　　～災害専用ダイヤルに寄せられた相談とヒヤリングから　～）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 24.６

センター通信2012.7月号（特集　管理組合運営を再点検してみよう
　　　　　　　　　　　　　　　　～マンション管理標準指針の活用法　～）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 24.7

センター通信2012.8月号（特集　マンションの省エネと環境について） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 24.8

センター通信2012.9月号（特集　「マンション管理組合の防災対策」
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　「マンション管理標準指針とマンションみらいネット」）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 24.9

センター通信2012.10月号（特集　「分譲マンションの耐震化と合意形成」）
　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 24.10

センター通信2012.11月号（特集　「区分所有法制定の頃―分所有法50周年に寄せて」） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 24.11

センター通信2012.12月号（特集　「区分所有法制定及び改正経緯等について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「マンション管理と不動産鑑定評価」）

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 24.12

センター通信2013.1月号（特集　「持続可能社会における既存協働住宅ストックの再生に向
　　　　　　　　　　　　　　　　けた勉強会について」

（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 25.1

センター通信2013.2月号（特集　「事例から考える大規模修繕等に関するトラブル防止方」 （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 25.2

センター通信2013.3月号（特集　「大規模修繕の工事業者選定で経営事項審査の活用を考える」 （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 25.3

センター通信2013.4月号（特集　「はじめての理事長のための総会運営の基礎知識」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「理事会運営細則モデル」を作成しました

（公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 25.4

センター通信2013.5月号（特集　「新たな組合員への対応と理事長の心構え」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 25.5

センター通信2013.6月号（特集　「事例から考える日常生活等に係るトラブル防止し方法」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 25.６

センター通信2013.7月号（特集　「管理組合が行う自主点検」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 25.7

センター通信2013.8月号（特集　「耐震改修促進法の改正について」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 25.８

センター通信2013.9月号（特集　「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の
　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正について」

（公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 25.９

センター通信2013.10月号（特集　「大規模修繕工事の実施に向けて行う準備」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 25.１０

センター通信2013.11月号（特集　「円滑な管理組合運営と管理会社の関係を考える」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 25.１１

センター通信2013.12月号（特集　「マンションの震災対策　～今から始めよう～」　から （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 25.１２

センター通信2014.1月号（特集　「耐震改修促進法の関連政令・省令の改正について」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.１

センター通信2014.2月号（特集　「管理規約の適正化を考える」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.2

センター通信2014.3月号（特集　「東日本大震災とﾏﾝｼｮﾝの防災」「東日本大震災から３年を経て」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「大震災からの教訓」

（公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.3

センター通信2014.4月号（特集　「長期修繕計画の策定及び見直しのポイント」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.4

センター通信2014.5月号（特集　マンション管理組合会計の手引き」） （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.5

センター通信2014.6月号（特集　「機械式立体向駐車場の安全対策に関するガイドライン」） （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.6

センター通信2014.7月号（特集　「平成２５年度マンション総合調査結果概要」） （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.7

センター通信2014.8月号（特集　「平成２５年度マンション総合調査結果から見える課題と展望」） （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.8

センター通信2014.9月号（特集　「マンションの建替えの円滑化法等に関する法律の
　　　　　　　　　　　　　　　　一部を改正する法律について）

（公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.9

センター通信2014.10月号（特集　「マンション管理組合における監事の役割と監査手続き」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.10

センター通信2014.11月号（特集　「円滑な管理運営のための管理委託契約を考える」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.11

センター通信2014.12月号（特集　「マンションの防犯対策について」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.12

センター通信2015.1月号（特集　「名簿作成及び運用に係る名簿催促モデルの策定について」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 27.1

センター通信2015.2月号（特集　「耐震性不足に係るマンション敷地売却ガイドライン」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 27.2

センター通信2015.3月号（特集　「判例等から見る総会の適切な運営」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 27.3

（公財）マンション管理センター・国・都・出版社発行
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センター通信2015.4月号（特集　「管理規約、判例等から考える理事長の仕事　」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 27.4

センター通信2015.5月号（特集　「自分達で建物の維持管理を考えよう」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～点検と計画修繕への取組、長期修繕計画の作成等～

（公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 27.5

センター通信2015.6月号（特集　「複合型マンションの円滑な管理運営を考える」
　　　　　　　　　　　　　　　　～判例等を参考にして～

（公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 27.6

センター通信2015.7月号（特集　「マンション未来ネット」で管理組合運営を活性化） （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 27.7

センター通信2015.8月号（特集　「マンションの調査診断に関する基礎知識」 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 27.8

2 自主点検マニュアル　　　　　～　マンションを自分たちで守るために　～ （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 19.3

3 長期修繕計画作成・見直しマニュアル（マンション管理組合向け） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 19.3

4 長期修繕計画作成計画ガイドライン　・　長期修繕計画標準様式（記載例） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 21.6

5 マンション標準管理規約第２２条第２項細則モデル　（開口部改良工事細則モデル） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 19.5

6 マンション管理組合広報様式集 （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 19.10

7 マンションの省エネに向けた電気設備のﾘﾆｭｰｱﾙの手引き （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 20.6

8 滞納管理費等の法的対応マニュアル （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.1

9 大規模修繕工事専門委員会細則モデル （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 22.3

10 新しいマンション標準管理委託契約書 （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 22.5

11 管理組合法人設立の手引き （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 17..3

12 防犯カメラ運用細則モデル （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 21.4

13 マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント（複合用途型モデル） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 16.1

14 マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント（団地型） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 16.1

15 マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント（単棟型） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 16.1

16 長期修繕計画標準様式　・　作成ガイドライン活用の手引き （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 20.7

17 マンション管理組合総会運営ハンドブック （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 18.7

18 マンション管理組合のための点検・調査・診断の進め方 （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 19.5

19 マンション管理組財務会計の手引き （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 16.1

20 コンメンタール　区分所有法 （第1版） （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 17.12

21 マンションリフォームの実務 （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 15.11

22 安心して暮らしていくためのマンション管理ガイドライン 東京都 17.12

23 長期修繕計画　・　計画修繕ガイドブック 東京都 21.6

24 平成２０年度マンション総合調査結果報告書 国土交通省 21.4

25 マンション管理標準指針 国土交通省 17.12

26 大規模修繕マニュアルＰＵＲＡＳマンション再生のためのサポート 住宅金融支援機構 19.4

27 東京のマンション２００９ 東京都 21.10

28 マンション改装読本　　窓や扉・手摺などの手入れから改修まで　－Ｑ＆Ａ－
日本建築家協会
メンテナンス部

18.6

29 マンション大規模修繕　　設計監理方式の導入　コンサルタント選定マニュアル
ＮＰＯ　日本住宅
管理組合協議会

22.12

30 安心して暮らしていくためのマンション管理組ガイドラインＱ＆Ａ（相談マニュアル） 東京都 18.3

31 マンション判例で見る標準管理規約 大成出版社 22.12

32 マンション管理組合の理事になったとき最初に読む本 主婦と生活社 18.3

１－７

（公財）マンション管理センター・国・都・出版社発行



マンション管理情報コーナー書籍一覧

書籍
番号

書　　　　　　　　　　　　籍　　　　　　　　　　名 発　行　元
発刊
年月

33 マンション管理実務（パーフェクト・マニュアル） ㈱エクスナレッジ 16.3

34 Ｑ＆Ａマンション法ハンドブック　トラブルから学ぶ管理のコツ ぎょうせい 17.7

35 マンション大規模修繕のポイント 住宅新報社 21.10

36 マンショントラブル解決への道 日本法令 24.3

37 マンション管理基本法令 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.7

38 昇降機技術の解説　2009年版
日本建築設備
昇降機センター

21.8

39 昇降機技術の解説　昇降機耐震設計・施工指針　　2009年版
日本建築設備
昇降機センター

21.8

40 マンション管理関係判例綴

41 管理費等の徴収及び初期滞納対応マニュアル （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 24.3

42 計画修繕工事実務マニュアル （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 24.3

43 マンション標準管理規約改正の経緯とその内容 （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.11

44 マンション管理組合の震災対応について （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.10

45 Ｑ＆Ａマンションライフのツボ 民事法研究会 23.11

46 マンション学事典 民事法研究会 20.4

47 わかりやすいマンション判例の解説　　紛争解決の実務指針 民事法研究会 23.11

48 管理組合・理事のためのマンション管理の勘どころ 
マンション管理士

実務研究会
20.1

49 最新区分所有法の解説 住宅新報社 21.1

50 新版マンション管理六法　平成２３年度版（（財）マンション管理センター） 住宅新報社 23.6

51 世界で一番やさしいマンション大規模修繕 エクスナレッジ 22.2

52 平成２３年度版　マンション管理の知識 （財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 23.6

53 最新マンション標準管理規約の解説 住宅新報社 21.1

54 マンガはじめて建物区分所有法 住宅新報社 22.3

55 管理組合のためのマンション大規模修繕のポイント 住宅新報社 19.4

56 すぐに役立つマンション管理の法律とトラブル解決マニュアル （改訂新版） 三修社 19.10

57 要約マンション判例155 学陽書房 21.9

58 マンション設備のトラブルと対策 オーム社 19.5

59 騒音・低周波・振動の紛争解決ガイドブック 彗文社 23.7

60 マンション理事になったらまず読む本 実業之日本社 23.7

61 実務 区分所有法ハンドブック 民事法研究会 20.6

62 マンション法律（区分所有法）よ～くわかる本 秀和システム 21.8

63 分譲マンション　維持・管理ガイドブック 東京都 21.2

64 大地震に備える！　マンションの防災マニュアル 住宅新報社 22.9

65 マンション紛争　上手な対処法 民事法研究会 18.5

66 マンション法案内 勁草書房 22.8

67 地域・マンションの防災スタンダードブック 大成出版社 24.4

68 マンション居住者のための管理組合会計がまるごとわかる本　　改訂版 住宅新報社 24.6

（公財）マンション管理センター・国・都・出版社発行
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書　　　　　　　　　　　　籍　　　　　　　　　　名 発　行　元
発刊
年月

69 マンションのチラシを正確に読む方法 住宅新報社 2311

70 マンションを長持ちさせる１０１のポイント 住宅新報社 24.5

71 東京都福祉のまちづくり条例関係法令集 東京都 21.3

72 マンションを長持ちさせる設備改修ノウハウ エクスナレッジ 24.7

73 マンション建替え実務マニュアル 国土交通省 17.11

74 マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル　他 国土交通省 15.1

75 マンションの修繕積立金に関するガイドライン 国土交通省 23.4

76 マンション改修価格情報 （財）建設物価調査会 23.６

77 マンション改修見積　　ＣＤ付 （財）建設物価調査会 23.11

78 理事会運営細則モデル （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 25.4

79 理事になったら読む本 幻冬舎 26.2

80 マンション管理はこうして見直しなさい ダイヤモンド社 17.5

81 マンション管理の見直しの極意 自由国民社 25.5

82 マンションの理事になったらこの一冊 自由国民社 25.１

83 マンション管理組合のための法律と実務運営マニュアル 三修社 24.11

84 はじめてのマンション大規模修繕計画 東洋経済新報社 24.3

85 マンション管理の知識　　平成25年度版 住宅新報社 25.7

86 新・マンション管理の実務と法律 日本加除出版 25.11

87 マンション管理組合会計の手引き （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.4

88 平成２５年度マンション総合調査結果報告書 （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.4

89 計画修繕工事実務マニュアル（2014年改定版） （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.9

90 建築設備・昇降機耐震診断基準及び改修指針
日本建築設備
昇降機センター

8.10

91 昇降機遊戯施設定期検査業務基準書（平成２４無年改正告示対応版）
日本建築設備
昇降機センター

26.4

92 昇降機技術の解説　2014年版
日本建築設備
昇降機センター

26.6

93 マンション管理組合で作成する名簿の取り扱いに関する細則について （公財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 26.12

94 まるわかり　スマートマンション 住宅新報社 27.1

書籍
番号

書　　　　　　　　　　　　籍　　　　　　　　　　名 発　行　元
発刊
年月

区―１ 災害時活動マニュアル策定の手引き 中央区 23.1

区―２ 中央区地域防災計画 中央区防災会議 21.8

区―３ 中央区地域防災計画（資料編） 中央区防災会議 21.8

区―４ 中央区住宅マスタープラン 中央区 20.3

区―５ 建築のてびき 中央区 22.3

区―６ 住宅情報ガイド 中央区 24.6

（公財）マンション管理センター・国・都・出版社発行

中央区発行
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公社-１ マンション管理ハンドブックⅠ　　「管理の手引き編」 中央区都市整備公社 21.3

公社-２ マンション管理ハンドブックⅡ　　「建物・設備の維持保全編」 中央区都市整備公社 22.3

公社-３ マンション管理ハンドブックⅢ　　｢管理運営のＱ＆Ａ編」 中央区都市整備公社 23.3

公社-４ すまいるコミュニティ　パンフレット 中央区都市整備公社 23.3

中央区都市整備公社発行


