
購入方法

出版 一般社団法人日本CLT協会

発売月 2021.8発売

一般 ： 2,000円（消費税込、送料別）

会員 ： 1,800円（消費税込、送料別）

送料 ： 1点の場合、250円（2点以上の場合、実費）

代金引換の場合、送料は1,000円となります（代引手数料、別途）

内容

情報

本書は、意匠設計者等が標準的な設計の留意点を簡単に確認できるように、

CLTパネル工法による基本設計の最低限のポイントや推奨方法例をまとめてい

ます。

「CLTデザインノート」をご覧になった次のステップとして本書をご活用くだ

さい。さらに理解を深めたい方は、「実務者のためのCLT建築物設計の手引

き」をご活用ください。

出版 一般社団法人日本CLT協会

発売月 2021.8発売

一般 ： 2,700円（消費税込、送料別）

会員 ： 2,600円（消費税込、送料別）

送料 ： 1点の場合、250円（2点以上の場合、実費）

代金引換の場合、送料は1,000円となります（代引手数料、別途）

内容

情報

本書は、施工者が標準的な施工の留意点を簡単に確認できるように、CLTパネ

ル工法による低層建築物の施工についての推奨方法例を工程別にまとめたもの

です。

本書の適用範囲は、構造計算ルート1（高さ13ｍ以下、軒高9ｍ以下 、地階を

除く階数3 以下）により設計する防火構造のモデルプランと同等とします。準

耐火構造や耐火構造に関しては、「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」

を参照してください。

書籍・CD・サンプルCLT 販売ページ

１．「ご購入はこちらから」ボタンをクリックしてください。
２．「CLTなんでも窓口」ページが表示されますので、入力フォームにご入力いただき、『お問い合わせ内容』欄に次の

 4点をご入力ください。
①商品名　②個数　③送付先ご住所　　④お支払い方法（口座振込又は代金引換）

３．すべてご入力後、「入力内容のご確認」ボタン、「メールを送信」ボタンをクリックしてください。
４．送信完了後、自動返信メールが購入者様に届きます。
５．本協会より、内容確認、振込先などの情報を記述したメールを購入者様へお送りいたします。
６．メールの内容をご確認のうえ、口座振込の場合、代金をお振込みください。
７．口座振込の場合、お振込みを確認後、本協会より商品をお送りいたします。
　　代金引換の場合、商品代金をお荷物の受け取り時に配達の方へお支払いください。

　　CLTパネル工法　設計入門

価格

送料に

ついて

　　　CLTパネル工法　低層建築物施工マニュアル

価格

送料に

ついて

書籍▼

書籍・CD・サンプルCLT 販売ページ

サンプル▼

ご購入は

こちらから

NEW！▼

ご購入は

こちらから

NEW

NEW
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※カットサンプルのお支払いは、口座振込のみとなります。

https://clta.jp/contact/
https://clta.jp/contact/


出版 一般社団法人日本CLT協会

発売月 2021.8発売

一般 ： 2,000円（消費税込、送料別）

会員 ： 1,800円（消費税込、送料別）

送料 ： 1点の場合、250円（2点以上の場合、実費）

代金引換の場合、送料は1,000円となります（代引手数料、別途）

内容

情報

本書は、工事監理者等が自らの判断と責任において使用できるように、CLTパ

ネル工法による中高層・大規模建築物の施工についての留意点をまとめていま

す。

なお、施工上のポイントについては、「CLTパネル工法低層建築物施工マニュ

アル」を、防耐火や耐久性等の性能に関しては、

「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」を参照してください。

出版 一般社団法人日本CLT協会

発売月 2019.6発売

一般 ： 10,000円（消費税込、送料別）

会員 ：   6,000円（消費税込、送料別）

送料 ： 1点の場合、370円（2点以上の場合、実費）

代金引換の場合、送料は1,000円となります（代引手数料、別途）

本書は、CLTを用いた建築の設計や施工実務に関わる方に向けた手引書です。

内容は、2019年3月末現在に施行されている関連告示等を反映しています。書

籍版とCD版（PDF）の2種類からお選び頂けます。（内容は、どちらも同じで

す。）

2版(2018年3月1日発行)からの改訂概要と目次

※本書に誤りがありましたので、下記ファイルのとおり訂正し、お詫び申し上

げます。

正誤表_2020年2月25日付

出版 一般社団法人日本CLT協会

発売月 発売月：2019.6

一般 ： 6,000円（消費税込、送料別）

会員 ： 3,000円（消費税込、送料別）

送料 ： 1点の場合、370円（2点以上の場合、実費）

代金引換の場合、送料は1,000円となります（代引手数料、別途）

本書は、CLTを用いた建築の設計や施工実務に関わる方に向けた手引書です。

内容は、2019年3月末現在に施行されている関連告示等を反映しています。書

籍版とCD版（PDF）の2種類からお選び頂けます。（内容は、どちらも同じで

す。）

2版(2018年3月1日発行)からの改訂概要と目次

※本書に誤りがありましたので、下記ファイルのとおり訂正し、お詫び申し上

CLTパネル工法　中高層・大規模建築物施工ハンドブック

価格

送料に

ついて

 2019年版（3版）実務者のためのCLT建築物設計の手引き　書籍版

価格

送料に

ついて

内容

情報

 2019年版（3版）実務者のためのCLT建築物設計の手引き　CD版

価格

送料に

ついて

内容

情報

ご購入は

こちらから

ご購入は

こちらから

ご購入は

こちらから

NEW

Copyright(c) 2016 Japan Cross Laminated Timber Association. All Rights Reserved

TOP▲

げます。

正誤表_2020年2月25日付

http://clta.jp/wp-content/uploads/2019/06/8558384b6cc339343f3a5e4d9e7865f7.pdf
http://clta.jp/wp-content/uploads/2020/03/8460f00fe590267f5d26df799ebb8de8.pdf
http://clta.jp/wp-content/uploads/2019/06/8558384b6cc339343f3a5e4d9e7865f7.pdf
https://clta.jp/contact/
https://clta.jp/contact/
https://clta.jp/contact/
http://clta.jp/wp-content/uploads/2020/03/8460f00fe590267f5d26df799ebb8de8.pdf


出版 一般社団法人日本CLT協会

発売月 2019.6発売

一般 ： 4,000円（消費税込、送料別）

会員 ： 3,000円（消費税込、送料別）

送料：1冊の場合、250円（2冊以上の場合、実費）

代金引換の場合、送料は1,000円となります（代引手数料、別途）

内容

情報

CLT協会で実施しているワーキンググループの、2018年度の活動報告です。

CLTに関する技術開発（設計・防耐火・施工合理化など）やアイディアコンテ

スト2018の報告が盛り込まれています。

※本書は、2019年6月開催の『日本CLT協会 技術報告会2019』の配布資料で

す。

出版 創樹社

発売月 2016.6発売

一般 ： 1,100円（消費税込、送料別）

会員 ： 　900円（消費税込、送料別）

送料：1冊の場合、250円（2冊以上の場合、実費）

代金引換の場合、送料は1,000円となります（代引手数料、別途）

内容

情報

CLTに関する初の書籍『新たな建築材料 CLTとは』が創樹社より出版されまし

た。

CLTのこれまでについて学び、そしてCLTの未来が見える1冊です！東京大学

名誉教授・有馬孝禮教授と当協会会長・中島浩一郎との対談も収録していま

す。

発行 サンプルは工場からの直送になります

発売月 2015.1発売

一般 ： 5,500円（消費税込、送料込）

会員 ： 2,750円（消費税込、送料込）

内容

情報

カットサンプル「小セット：①②の2枚セット」

①A4サイズ（２９２×２１０mm）×厚さ３６ｍｍ

②A4サイズ（２９２×２１０mm）×厚さ１５０ｍｍ

発行 サンプルは工場からの直送になります

発売月 2015.1発売

一般 ： 16,500円（消費税込、送料込）

会員 ：   8,250円（消費税込、送料込）

内容

情報

カットサンプル「大セット：③④の2枚セット」

③８００×４００mm×厚さ３６ｍｍ

④８００×４００mm×厚さ１５０ｍｍ

 地方創生の切り札　新たな建築材料CLTとは

価格

送料に

ついて

 技術報告会2019

価格

送料に

ついて

カットサンプル１[小セット]

価格

カットサンプル２[大セット]

価格

ご購入は

こちらから

ご購入は

こちらから

ご購入は

こちらから

ご購入は

こちらから

一般社団法人 日本CLT協会 本部（事務局）
〒103-0004　東京都中央区東日本橋2-15-5　
VORT東日本橋2F
TEL︓03-5825-4774　　
FAX︓03-5825-4775
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※カットサンプルのお
支払いは、口座振込の
みとなります

※カットサンプル
のお支払いは、口
座振込のみとなり
ます

https://clta.jp/contact/
https://clta.jp/contact/
https://clta.jp/contact/
https://clta.jp/contact/



