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学術認証フェデレーションと連携
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文眞堂
2019年 新規配信タイトル

書名

著編者名

発行年

冊子版ISBN

同時１アクセス 同時3アクセス
(本体)
(本体)

商品コード

メコン地域開発とアジアダイナミズム

トラン・ヴァン・トゥ

2019

9784830950131

¥7,260

¥10,890 1030814230

トヨタの新興国適応 ―創発による進化―

野村 俊郎

2019

9784830950124

¥4,840

¥7,260 1030814243

アメリカ金融仲介システムの動態

神野 光指郎

2019

9784830950117

¥7,260

¥10,890 1030814244

グループ経営戦略論
―企業グループの効率的運営に向けて―

原 正則

2018

9784830950032

¥7,040

¥10,560 1030814214

ASEANの新輸出大国ベトナム

トラン・ヴァン・トゥ

2018

9784830950155

¥6,600

¥9,900 1030814215

ソーシャル・イノベーションを理論化する
―切り拓かれる社会企業家の新たな実践―

高橋 勅徳

2018

9784830949982

¥6,600

¥9,900 1030814216

公益法人・NPO法人と地域 （公益叢書 第6輯）

現代公益学会

2018

9784830950100

¥7,040

¥10,560 1030814217

中国創造大国への道 ―ビジネス最前線に迫る―

服部 健治

2018

9784830949999

¥4,400

¥6,600 1030814218

統合思考とESG投資
―長期的な企業価値創出メカニズムを求めて―
（法政大学イノベーション・マネジメント研究センター叢書 15）

長谷川 直哉

2018

9784830949883

¥6,160

¥9,240 1030814219

日本のインフラ輸出の現在(いま)を読み解く

江崎 康弘

2018

9784830949838

¥5,940

¥8,910 1030814220

ポスト冷戦期における日米防衛支出の実証分析

安藤 潤

2018

9784830949890

¥6,160

¥9,240 1030814221

アジア社会と水 ―アジアが抱える現代の水問題―
（神奈川大学アジア研究センター叢書 4）

後藤 晃

2018

9784830949876

¥9,240

¥13,860 1030814222

人的資源管理の力

白木 三秀

2018

9784830949791

¥5,940

¥8,910 1030814223

MBAのナレッジ・マネジメント
―集合知創造の現場としての社会人大学院―
（法政大学イノベーション・マネジメント研究センター叢書 16）

洞口 治夫

2018

9784830949692

¥5,280

¥7,920 1030814224

戦後日本の人口移動と家族変動

丸山 洋平

2018

9784830949753

¥6,160

¥9,240 1030814225

構造主義経済学の探究

宮川 典之

2018

9784830949760

¥7,700

¥11,550 1030814226

はじめて学ぶ人のための経営学入門 バージョン2
（セメスターテキストシリーズ 1）

片岡 信之

2018

9784830949708

¥3,960

¥5,940 1030814227

● 表示価格は税抜きです。
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書名

著編者名

人的資源のグローバル統合 ―外航海運業の船員戦略― 米澤 聡士

同時１アクセス 同時3アクセス
(本体)
(本体)

発行年

冊子版ISBN

2018

9784830949739

¥9,240

商品コード

¥13,860 1030814228

キャッシュレス経済 ―21世紀の貨幣論―

川野 祐司

2018

9784830950018

¥4,400

¥6,600 1030814229

P・F・ドラッカー ―マネジメント思想の源流と展望―

井坂 康志

2018

9784830950063

¥7,260

¥10,890 1030814231

グローバル現代社会論

山田 真茂留

2018

9784830950056

¥5,720

¥8,580 1030814232

2018

9784830950049

¥6,600

¥9,900 1030814233

2018

9784830949937

¥4,840

¥7,260 1030814234

変態するグローバル危機<リスク>社会と現状変革志向ガバナ
星野 昭吉
ンス
集中講義高校生の経営学
洞口 治夫
―経営学部の受験を迷っている人に―
「ドル化」政策の検証

星野 智樹

2018

9784830949814

¥7,040

¥10,560 1030814235

だれも置き去りにしない
―フィリピンNGOのソーシャル・ビジネス―

トーマス・グレイアム

2018

9784830950001

¥3,960

¥5,940 1030814236

日本におけるDTCマーケティングの歩みと未来

古川 隆

2018

9784830949746

¥6,160

¥9,240 1030814237

行政争訟入門 ―事例で学ぶ個別行政法―

神山 智美

2018

9784830949777

¥4,510

¥6,765 1030814238

ヨーロッパ経済とユーロ 補訂版

川野 祐司

2018

9784830949951

¥6,160

¥9,240 1030814239

アジア共同体構想と地域協力の展開

朱 永浩

2018

9784830949920

¥5,720

¥8,580 1030814240

経営学史研究の挑戦 （経営学史学会年報 第25輯）

経営学史学会

2018

9784830949968

¥6,490

¥9,735 1030814241

齊藤 毅憲

2018

9784830949906

¥4,070

¥6,105 1030814242

広島市立大学国際学部
<際>研究フォーラム

2018

9784830949852

¥7,480

¥11,220 1030814245

米国通商政策リスクと対米投資・貿易

大木 博巳

2018

9784830950070

¥6,600

¥9,900 1030814246

EUの危機と再生 ―中東欧小国の視点―

小山 洋司

2017

9784830949562

¥4,840

¥7,260 1025513825

変わる北東アジアの経済地図 ―新秩序への連携と競争―

伊集院 敦

2017

9784830949166

¥7,700

¥11,550 1025513827

櫻井 敬三

2017

9784830949197

¥7,040

¥10,560 1025513829

現代公益学会

2016

9784830949142

¥6,600

¥9,900 1029684257

農山漁村地域で働き生きるための経営学入門
―地域住民の満足と地域づくり戦略―（新しい経営学 3）
<際>からの探究:国際研究の多様性
（広島市立大学国際学部叢書 8）

ファジーフロントエンド活動による技術革新創成
―100社の事例を実証データで検証―
東日本大震災後の公益をめぐる企業・経営者の責任
（公益叢書 第4輯）
● 表示価格は税抜きです。

2019年11月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

あの『世界経済評論』が続々配信！
1953年創刊、2015年1月に惜しまれつつ終刊した『世界経済評論』が、一般社団法人世界経済研
究協会より一般財団法人国際貿易投資研究所に引き継がれ、待望の復刊を果たしました！
これからの経済を
学ぶうえでの必携誌！
毎号発行と共に電子版が
購読できます！
※本誌は隔月発行です

22冊揃価格

同時1アクセス(本体)： ¥43,560 同時3アクセス(本体) ：¥65,340
各巻価格

同時1アクセス(本体) ：¥1,980

書名

商品コード

同時3アクセス(本体) ：¥2,970
書名

商品コード

1

メガFTA時代の海外事業戦略 （2016年1/2月号）

1020526025

12 中国的多国籍企業の驀進 （2017年11/12月号）

1026602065

2

加速する中国の対外進出 ―協調と軋轢― （2016年3/4月号）

1022220915

13 EU新次元と企業戦略 （2018年1/2月号）

1026602066

3

米国の挑戦 ―積年の社会問題と太平洋新時代― （2016年5/6月号）

1022220917

14 国際人材 ―グローバル経営の核心―（2018年3/4月号）

1027010691

4

EUの選択 ―エゴノミクスと改革の果てに― （2016年7/8月号）

1022220919

15 2030年のグローバル経済と経営 ―第4次産業革命の衝撃―（2018年5/6月号）

1027384150

5

原油安と中東ジオエコノミクスの波動 （2016年9/10月号）

1022295924

16 米国経済の快と怪 （2018年7/8月号）

1027853030

6

金融ビジネスが世界経済を動かす （2016年11/12月号）

1023037284

17 海外戦略再編の時代へ （2018年9/10月号）

1028499629

7

汎アジアの新たな発展 ―経済開発と地域の融合―（2017年1/2月号）

1023959671

18 キャッシュレス社会の到来 （2018年11/12月号）

1029489920

8

トランプ維新への疑問と現実 （2017年3/4月号）

1024054902

19 過熱するトレード&テクノ・バトル （2019年1/2月号）

1029489921

9

機動拡大するロシアの動線 （2017年5/6月号）

1024557341

20 グローバル経済界 ―動揺から新秩序へ―（2019年3/4月号）

1029787385

10 潮目の変化が促す戦略再考 （2017年7/8月号）

1024977317

21 腕ずく米通商政策の帳尻 （2019年5/6月号）

1030483160

11 ASEAN新時代 ―50年の軌跡と持続的発展への期待―（2017年9/10月号）

1025356549

22 英国・EUの異次元生存戦略 （2019年7/8月号）

1030574731

編集企画には、馬田啓一 杏林大学客員教授、浦田秀次郎 早稲田大学教授、江夏健一 早稲田大学名誉教授、木村福成 慶應義塾大学教授、
田中素香 中央大学名誉教授、松下満雄 東京大学名誉教授 が参加。さらに、有識者による「世界経済評論評議会」を新設。河合良秋氏、
小枝至氏、今野秀洋氏、畑中富男氏、薮中三十二氏、鰐淵美恵子氏が就任。「世界経済評論」に、第三者の立場から率直な意見を寄せる。

● 表示価格は税抜きです。

2019年11月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

3

■営業部

http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

【首都圏】

〒105-0022

東京都港区海岸1-9-18

国際浜松町ビル

TEL: 03-6367-6080

FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】
神奈川静岡営業部

〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5

N&Fビル4階

新立川ビル5階

TEL: 045-827-2571

FAX: 045-827-2579

TEL: 029-851-6000

FAX: 029-851-4310

TEL: 042-512-8511

FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】
札幌営業部

〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60

TEL: 011-884-8222

FAX: 011-884-8250

仙台営業部

〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階

TEL: 022-222-1133

FAX: 022-265-7516

盛岡営業所

〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14

TEL: 019-654-1051

FAX: 019-654-1359

TEL: 052-209-2602

FAX: 052-209-2614

TEL: 076-231-3155

FAX: 076-231-3299

TEL: 06-6251-2622

FAX: 06-6251-2588

TEL: 075-863-5321

FAX: 075-863-5352

TEL: 078-389-5311

FAX: 078-389-5312

FAX: 086-231-4370

JT本町ビル2階

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3

JPR名古屋伏見ビル5階

コンフィデンス金沢5階

【関西】
大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36

久太郎町恒和ビル4階
大日本印刷（株）京都工場内

岩屋ビル

【中四国】
岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50

TEL: 086-231-2262

松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10

TEL: 089-941-5279

FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23

TEL: 082-247-2252

FAX: 082-247-1576

TEL: 092-561-1831

FAX: 092-561-1854

TEL: 095-843-0355

FAX: 095-843-0333

TEL: 096-312-0533

FAX: 096-241-8801

TEL: 098-861-4837

FAX: 098-863-0090

FURUMOTOビル1階
住生平和大通り第2ビル6階

【九州】
福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7

桜ビル辛島町3F

不動産会館ビル6階

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社

学術情報ソリューション事業部

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル

Maruzen eBook Library 担当

TEL: (03)6367-6008

FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp

