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溶接工学専門講座　教材

 発　行　年　月 

(西暦)

2018 平成 30年 11月
平成30年度溶接工学専門講座
（平成30年11月30日開催）
界面接合で実現する高品質なものづくり～界面接合の基礎と応用と実例～

一般社団法人溶接学会 A4判　116㌻ ¥5,000 別 ¥5,500 実費 ○

2017 平成 29年 11月
平成29年度溶接工学専門講座
（平成29年11月10日開催）
ものづくり力伝承講座　～溶接プロセスの可視化を極める～

一般社団法人溶接学会 A4判　102㌻ ¥5,000 別 ¥5,500 実費 ○

2016 平成 28年 11月

平成28年度溶接工学専門講座
（平成28年11月16日開催）
ものづくり力伝承講座　～抵抗溶接とFSW（摩擦撹拌接合）を深め
る～

一般社団法人溶接学会 A4判　104㌻ ¥5,000 別 ¥5,500 実費 ○

2015 平成 27年 10月
平成27年溶接工学専門講座
（平成27年10月29日開催）
ものづくり力伝承講座　～レーザ溶接のすべてを知る～

一般社団法人溶接学会 A4判　106㌻ ¥5,000 別 ¥5,500 実費 〇

2014 平成 26年 10月
平成26年溶接工学専門講座
（平成26年10月31日開催）
ものづくり力伝承講座　～鉄鋼材料溶接部の組織を知る～

一般社団法人溶接学会 A4判　92㌻ ¥5,000 別 ¥5,500 実費 〇
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基幹研究委員会　発刊書籍

 発　行　年　月 

(西暦)

2018 平成 30年 11月

JAAA2018
International Symposium on joining Technology
in Advanced Automobile　assembly2018
国際シンポジウム「先進自動車製造技術における接合技術」

一般社団法人溶接学会
軽構造接合加工研究委員会

A4判　115㌻ ¥5,000 別 ¥5,500 実費 ○
※掲載論文は全て英文
論文集とUSBセット

2017 平成 29年 11月
溶接構造シンポジウム2017
-「超スマート社会を支える基盤溶接技術」-

一般社団法人溶接学会
溶接構造研究委員会

Ａ４判　554㌻ ¥5,000 別 ¥5,500 実費 ○ 論文集とDVDセット

2016 平成 28年 6月
JWS　BULLETIN
溶接学会技術資料№16
溶接冶金現象のシミュレーションと可視化

一般社団法人溶接学会
溶接冶金研究委員会編

B5版　495㌻

冶金委員
￥8,000

一般
\10,000

別

冶金委員
\8,800

一般
￥11,000

実費 ○

2013 平成 25年 2月
新版 溶接・接合部組織写真集
MetallographicAtlas of Steel and Non-ferrous Alloy Welds

一般社団法人溶接学会
 溶接冶金研究委員会 編

A4判　721㌻ ¥38,000 別 ¥41,800 実費 ○

2013 平成 25年 10月
Welding GuideBook 7
Visualization and Simulation Technologies for Welding Processes

一般社団法人溶接学会
溶接法研究委員会編
Technical Commision on Welding
Processes Japan Welding Society

A4判　223㌻ ¥10,000 別 ¥11,000 実費 ○

2012 平成 24年 11月
溶接法ガイドブック７
溶接プロセスの可視化・シュミレーション技術2012

一般社団法人溶接学会
溶接法研究委員会編

A4判　234㌻ ¥10,000 別 ¥11,000 実費 ○

2009 平成 21年 7月
Welding Guide Book6
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ ｉｎ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｗｅｌｄｉｎｇ Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ

一般社団法人溶接学会
溶接法研究委員会編
Technical Commision on Welding
Processes Japan Welding Society

A4判　251㌻ ¥10,000 別 ¥11,000 実費 ○
ISBN9784-906110-15-
5

2008 平成 20年 11月
薄鋼板及びアルミニウム合金板の抵抗スポット溶接 DVD版
（書籍は完売にて再販予定なし）

社団法人溶接学会
軽構造接合加工研究委員会

DVDディスク
１枚

会員

（個人・賛助）

\4,500
一般

\6,500

別

会員

（個人・賛助）

\4,950
一般

\7,150

実費 ○
書籍完売。再販予定なし。
ＤＶＤのみの販売。

2008 平成 20年 1月
溶接法ガイドブック６
溶接プロセスの高機能化にむけた新しい展開
　－　アーク溶接はどこまで進むか　－

社団法人溶接学会
溶接法研究委員会

A4判　300㌻ ¥10,000 別 ¥11,000 実費 〇
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特別研究会　発刊書籍

 発　行　年　月 

(西暦)

2008 平成 20年 4月
<ＣＤ－ＲＯＭ>
溶接・接合プロセスのビジュアル化最前線

社団法人溶接学会
特別研究会
「溶接・接合プロセスのビジュアル化
最前線｣

CD　1枚 ¥30,000 込 ¥30,000 込 ○

※XPまたはVista以外は閲
覧できません。社内LANと
は隔離されたスタンドアロン
PC等での閲覧となります。
ご注意下さい。
Windowsのみ対応です。
Macintoshには対応して
おりません。
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