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地球の歩き方 
GLOBE-TROTTER TRAVEL GUIDEBOOK 

シリーズ 

◆ガイドブック◆  

106冊揃価格 
（2019年10月現在） 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥397,650 ¥791,230 

人気旅行先の改訂版が続々追加 ! !  

鮮度の高い、生きた情報を凝縮。「大陸編」「国編」「都市編」などを網羅。ご自身でホテルや航
空券などを手配する「個人旅行」者からパッケージツアーの自由時間を充実させたい読者までを
広くカバーする定番ガイドブックです。 

詳細は次頁をご覧ください。 

地球の歩き方編集室 著 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
https://www.diamond.co.jp/


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 
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営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 

書名 発行年 冊子版ISBN 
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(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

地球の歩き方 A01 ヨーロッパ '18-'19 改訂 2018 9784478821497 ¥3,960  ¥7,920  1028515290 

地球の歩き方 A02 イギリス '19-'20 改訂 2019 9784478823682 ¥3,740  ¥7,480  1030747747 

地球の歩き方 A03 ロンドン '19-'20 改訂 2019 9784478822951 ¥3,520  ¥7,040  1029833986 

地球の歩き方 A04 湖水地方&スコットランド '18-'19 改訂 2018 9784478821992 ¥3,740  ¥7,480  1028515295 

地球の歩き方 A05 アイルランド '19-'20 改訂 2019 9784478823507 ¥3,960  ¥7,920  1030601317 

地球の歩き方 A06 '19-'20 フランス 改訂 2018 9784478822555 ¥3,740  ¥7,480  1029348510 

地球の歩き方 A07 パリ&近郊の町 '19-'20 改訂 2019 9784478823439 ¥3,740  ¥7,480  1030601318 

地球の歩き方 A08 南仏 プロヴァンス コート・ダジュール&モナコ '18-'19 改訂 2018 9784478821633 ¥3,520  ¥7,040  1027355083 

地球の歩き方 A09 イタリア '19-'20 改訂 2019 9784478822715 ¥3,740  ¥7,480  1029631681 

地球の歩き方 A11 ミラノ ヴェネツィアと湖水地方 '19-'20 改訂 2019 9784478823101 ¥3,740  ¥7,480  1030271701 

地球の歩き方 A12 フィレンツェとトスカーナ : 中部イタリアの美しき村々 '19-'20 改訂 2019 9784478823545 ¥3,740  ¥7,480  1030650544 

地球の歩き方 A13 '19-'20 南イタリアとシチリア 改訂 2018 9784478822340 ¥3,740  ¥7,480  1029348511 

地球の歩き方 A14 ドイツ '19-'20 改訂 2019 9784478823408 ¥3,740  ¥7,480  1030601319 

地球の歩き方 A15 南ドイツ : フランクフルト ミュンヘン ロマンティック街道 古城街道 '19-'20 改訂 2019 9784478823514 ¥3,520  ¥7,040  1030601320 

地球の歩き方 A16 ベルリンと北ドイツ ハンブルク ドレスデン ライプツィヒ '18-'19 改訂 2018 9784478821640 ¥3,740  ¥7,480  1027355084 

地球の歩き方 A17 ウィーンとオーストリア '19-'20 改訂 2018 9784478822562 ¥3,740  ¥7,480  1029631682 

地球の歩き方 A18 スイス '19-'20 改訂 2019 9784478823279 ¥3,740  ¥7,480  1030446995 

地球の歩き方 A19 オランダ ベルギー ルクセンブルグ '19-'20 改訂 2019 9784478823552 ¥3,520  ¥7,040  1030650545 

地球の歩き方 A20 スペイン '19-'20 改訂 2019 9784478823033 ¥3,740  ¥7,480  1030271702 

地球の歩き方 A21 マドリードとアンダルシア&鉄道とバスで行く世界遺産 '19-'20 改訂 2019 9784478822906 ¥3,520  ¥7,040  1029833987 

地球の歩き方 A22 バルセロナ&近郊の町 イビサ島/マヨルカ島 '18-'19 改訂 2018 9784478821503 ¥3,520  ¥7,040  1027010694 

地球の歩き方 A23 ポルトガル '19-'20 改訂 2019 9784478823750 ¥3,630  ¥7,260  1030747748 

地球の歩き方 A24 '19-'20 ギリシアとエーゲ海の島々&キプロス 改訂 2018 9784478822449 ¥3,740  ¥7,480  1029348512 

地球の歩き方 A25 中欧 チェコ/ポーランド/スロヴァキア/ハンガリー/スロヴェニア/クロアチア 
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ/セルビア/モンテネグロ/マケドニア/アルバニア/コソヴォ/ルーマニア
ブルガリア '19-'20 改訂 

2019 9784478822852 ¥3,960  ¥7,920  1029631683 

地球の歩き方 A26 チェコ ポーランド スロヴァキア '19-'20 改訂 2019 9784478823286 ¥3,740  ¥7,480  1030541285 

地球の歩き方 A27 ハンガリー '19-'20 改訂 2019 9784478822913 ¥3,740  ¥7,480  1029833988 

地球の歩き方 A28 ブルガリア ルーマニア '19-'20 改訂 2019 9784478823118 ¥3,960  ¥7,920  1030271703 

地球の歩き方 A29 北欧 : デンマーク ノルウェー スウェーデン フィンランド '19-'20 改訂 2019 9784478823446 ¥3,740  ¥7,480  1030601321 

地球の歩き方 A30 バルトの国々 : エストニア ラトヴィア リトアニア '19-'20 改訂 2019 9784478823453 ¥3,740  ¥7,480  1030601322 

地球の歩き方 A32 極東ロシア シベリア サハリン : ウラジオストク ハバロフスク ユジノサハリンス
ク '19-'20 改訂 

2019 9784478823071 ¥3,960  ¥7,920  1030271704 

地球の歩き方 A34 クロアチア スロヴェニア '19-'20 改訂 2019 9784478823040 ¥3,520  ¥7,040  1030271705 

地球の歩き方 B01 アメリカ '19-'20 改訂 2019 9784478822791 ¥4,180  ¥8,360  1029631684 

地球の歩き方 B02 アメリカ西海岸 ロスアンゼルス サンディエゴ サンフランシスコ ラスベガス  
シアトル ポートランド '18-'19 改訂 

2017 9784478821138 ¥3,740  ¥7,480  1026387529 

地球の歩き方 B03 ロスアンゼルス '19-'20 改訂 2019 9784478823293 ¥3,740  ¥7,480  1030495954 

地球の歩き方 B04 サンフランシスコとシリコンバレー サンノゼ サンタクララ スタンフォード ナパ&
ソノマ '19-'20 改訂 

2019 9784478823729 ¥3,740  ¥7,480  1030747749 

地球の歩き方 B05 '19-'20 シアトル ポートランド : ワシントン州とオレゴン州の大自然 改訂 2018 9784478822616 ¥3,740  ¥7,480  1029348513 

地球の歩き方 B06 ニューヨーク マンハッタン&ブルックリン '19-'20 改訂 2019 9784478823460 ¥3,850  ¥7,700  1030541286 

地球の歩き方 B07 ボストン '18-'19 改訂 2017 9784478821312 ¥3,960  ¥7,920  1026725138 

地球の歩き方 B08 ワシントンDC : ボルチモア アナポリス フィラデルフィア '19-'20 改訂 2019 9784478823125 ¥3,740  ¥7,480  1030271706 

地球の歩き方 B09 ラスベガス : セドナ&グランドキャニオンと大西部 '19-'20 改訂 2019 9784478822968 ¥3,740  ¥7,480  1029833989 

地球の歩き方 B10 フロリダ '19-'20 改訂 2018 9784478822623 ¥3,740  ¥7,480  1029631685 

地球の歩き方 B11 シカゴ '18-'19 改訂 2018 9784478821657 ¥3,740  ¥7,480  1027355086 

地球の歩き方 B12 アメリカ南部 ニューオリンズ アトランタ メンフィス 南部主要都市ガイド '16-'17 改訂 2016 9784478048924 ¥3,960  ¥5,940  1021802492 

地球の歩き方 B13 アメリカの国立公園 '19-'20 改訂 2019 9784478823521 ¥3,960  ¥7,920  1030601323 

地球の歩き方 B14 ダラス ヒューストン デンバー グランドサークル フェニックス サンタフェ '18-'19 改訂 2017 9784478060896 ¥3,740  ¥7,480  1027224796 

地球の歩き方 B15 アラスカ '19-'20 改訂 2019 9784478822722 ¥3,960  ¥7,920  1029631686 

地球の歩き方 B16 カナダ '19-'20 改訂 2019 9784478823736 ¥3,740  ¥7,480  1030747750 

地球の歩き方 B18 カナダ東部 ナイアガラ・フォールズ メープル街道 プリンス・エドワード島 '18-'19 改訂 2018 9784478822159 ¥3,520  ¥7,040  1029631687 

地球の歩き方 B19 '19-'20 メキシコ 改訂 2018 9784478822357 ¥3,960  ¥7,920  1029348514 

地球の歩き方 B20 中米 グアテマラ コスタリカ ベリーズ エルサルバトル ホンジュラス ニカラグア 
パナマ '18-'19 改訂 

2017 9784478060988 ¥4,180  ¥8,360  1025796674 

地球の歩き方 B22 アルゼンチン チリ パラグアイ ウルグアイ '18-'19 改訂 2017 9784478821084 ¥3,300  ¥6,600  1026387532 

地球の歩き方 B23 ペルー ボリビア エクアドル コロンビア '18-'19 改訂 2017 9784478821299 ¥4,400  ¥8,800  1026627091 

地球の歩き方 B24 '19-'20 キューバ バハマ ジャマイカ カリブの島々 改訂 2018 9784478822364 ¥4,070  ¥8,140  1029348515 

2019年10月 

◆ガイドブック◆  
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地球の歩き方 B25 アメリカ・ドライブ '17-'18 改訂 2016 9784478049617 ¥3,740  ¥7,480  1025103054 

地球の歩き方 C01 ハワイI オアフ島&ホノルル '19-'20 改訂 2019 9784478823309 ¥3,740  ¥7,480  1030446996 

地球の歩き方 C02 ハワイII ハワイ島 マウイ島 カウアイ島 モロカイ島 ラナイ島 '19-'20 改訂 2019 9784478822975 ¥3,520  ¥7,040  1029833990 

地球の歩き方 C03 サイパン ロタ&テニアン '18-'19 改訂 2017 9784478821329 ¥3,080  ¥6,160  1026725139 

地球の歩き方 C04 '19-'20 グアム 改訂 2018 9784478822517 ¥3,080  ¥6,160  1029348516 

地球の歩き方 C05 タヒチ : イースター島 '19-'20 改訂 2019 9784478823132 ¥3,740  ¥7,480  1030271707 

地球の歩き方 C06 ニウエ ウォリス＆フトゥナ '17-'18 改訂 2016   ¥660  ¥1,320  1023976397 

地球の歩き方 C06  フィジー '18-'19 改訂 2018 9784478822005 ¥3,300  ¥6,600  1029631688 

地球の歩き方 C07 ニューカレドニア '18-'19 改訂 2018 9784478821954 ¥3,300  ¥6,600  1028515297 

地球の歩き方 C08 モルディブ '20-'21 改訂 2019 9784478823804 ¥3,740  ¥7,480  1031004468 

地球の歩き方 C10 '19-'20 ニュージーランド 改訂 2018 9784478822470 ¥3,740  ¥7,480  1029348517 

地球の歩き方 C11 オーストラリア '19-'20 改訂 2019 9784478823569 ¥4,180  ¥8,360  1030601324 

地球の歩き方 C13 シドニー&メルボルン '19-'20 改訂 2019 9784478823415 ¥3,520  ¥7,040  1030541287 

地球の歩き方 D01 '19-'20 中国 改訂 2018 9784478822425 ¥4,180  ¥8,360  1029348519 

地球の歩き方 D02 上海 杭州 蘇州 '19-'20 改訂 2019 9784478823743 ¥3,740  ¥7,480  1030747751 

地球の歩き方 D03 北京 '19-'20 改訂 2019 9784478822920 ¥3,520  ¥7,040  1029833991 

地球の歩き方 D04 '19-'20 大連 瀋陽 ハルビン 中国東北地方の自然と文化 改訂 2018 9784478822524 ¥3,960  ¥7,920  1029348521 

地球の歩き方 D05 広州 アモイ 桂林 : 珠江デルタと華南地方 '19-'20 改訂 2019 9784478823002 ¥3,960  ¥7,920  1029833992 

地球の歩き方 D06 成都 九寨溝 麗江 四川 雲南 貴州の自然と民族 '18-'19 改訂 2017 9784478821152 ¥3,740  ¥7,480  1026627097 

地球の歩き方 D07 西安 敦煌 ウルムチ シルクロードと中国西北部 '18-'19 改訂 2017 9784478821183 ¥3,740  ¥7,480  1026831086 

地球の歩き方 D08 '18-'19 チベット 改訂 2018 9784478822029 ¥4,180  ¥8,360  1029348522 

地球の歩き方 D09 香港 マカオ 深圳 '19-'20 改訂 2019 9784478823576 ¥3,740  ¥7,480  1030650546 

地球の歩き方 D10 台湾 '19-'20 改訂 2019 9784478823149 ¥3,740  ¥7,480  1030271708 

地球の歩き方 D11 台北 '19-'20 改訂 2018 9784478822432 ¥3,300  ¥6,600  1029217301 

地球の歩き方 D13 台南 高雄 屏東&南台湾の町 '19-'20 改訂 2019 9784478822869 ¥3,300  ¥6,600  1029631689 

地球の歩き方 D14 モンゴル '17-'18 改訂 2017 9784478060155 ¥3,960  ¥7,920  1024718925 

地球の歩き方 D15 中央アジア サマルカンドとシルクロードの国々 : ウズベキスタン カザフスタン 
キルギス トルクメニスタン タジキスタン '19-'20 改訂 

2019 9784478823583 ¥4,180  ¥8,360  1030953473 

地球の歩き方 D16 東南アジア : 初めてでも自分流の旅が実現できる詳細マニュアル '18-'19 改訂 2018 9784478821527 ¥3,740  ¥7,480  1027621479 

地球の歩き方 D17 タイ '19-'20 改訂 2019 9784478822937 ¥3,740  ¥7,480  1029833993 

地球の歩き方 D18 バンコク '19-'20 改訂 2019 9784478823538 ¥3,520  ¥7,040  1030601325 

地球の歩き方 D19 マレーシア ブルネイ '19-'20 改訂 2018 9784478822579 ¥3,740  ¥7,480  1029631690 

地球の歩き方 D20 シンガポール '19-'20 改訂 2019 9784478822739 ¥3,300  ¥6,600  1029631691 

地球の歩き方 D21 ベトナム '19-'20 改訂 2019 9784478823668 ¥3,740  ¥7,480  1030650547 

地球の歩き方 D22 アンコール・ワットとカンボジア '19-'20 改訂 2019 9784478822746 ¥3,740  ¥7,480  1029631692 

地球の歩き方 D23 '19-'20 ラオス 改訂 2018 9784478822586 ¥4,180  ¥8,360  1029348525 

地球の歩き方 D24 '19-'20 ミャンマー (ビルマ) 改訂 2018 9784478822388 ¥4,180  ¥8,360  1029348526 

地球の歩き方 D25 インドネシア '18-'19 改訂 2018 9784478822043 ¥3,740  ¥7,480  1029631693 

地球の歩き方 D26 バリ島 '19-'20 改訂 2019 9784478823255 ¥3,740  ¥7,480  1030446997 

地球の歩き方 D27 フィリピン '19-'20 改訂 2018 9784478822753 ¥3,740  ¥7,480  1029631694 

地球の歩き方 D28 インド '18-'19 改訂 2018 9784478822050 ¥3,960  ¥7,920  1028515299 

地球の歩き方 D29 '18-'19 ネパールとヒマラヤトレッキング 改訂 2018 9784478822135 ¥4,180  ¥8,360  1029348527 

地球の歩き方 D30 スリランカ '18-'19 改訂 2017 9784478060995 ¥3,740  ¥7,480  1025796675 

地球の歩き方 D31 ブータン '18-'19 改訂 2018 9784478821664 ¥3,960  ¥7,920  1027621480 

地球の歩き方 D35 バングラデシュ '15-'16 改訂 2014 9784478046470 ¥4,180  ¥6,270  1021802514 

地球の歩き方 D37 韓国 '19-'20 改訂 2019 9784478822838 ¥3,960  ¥7,920  1030271709 

地球の歩き方 D38 ソウル '19-'20 改訂 2019 9784478823866 ¥3,300  ¥6,600  1031004469 

地球の歩き方 E01 ドバイとアラビア半島の国々 アラブ首長国連邦 オマーン カタール バーレーン 
サウジアラビア クウェート '18-'19 改訂 

2018 9784478821572 ¥4,180  ¥8,360  1027224798 

地球の歩き方 E02 エジプト '14-'15 改訂 2014 9784478045602 ¥3,740  ¥7,480  1027010695 

地球の歩き方 E03 イスタンブールとトルコの大地 '19-'20 改訂 2019 9784478823811 ¥4,180  ¥8,360  1030953474 

地球の歩き方 E04 ペトラ遺跡とヨルダン レバノン '19-'20 改訂 2019 9784478822944 ¥4,180  ¥8,360  1029833994 

地球の歩き方 E05 '19-'20 イスラエル 改訂 2018 9784478822418 ¥4,180  ¥8,360  1029348528 

地球の歩き方 E07 モロッコ '19-'20 改訂 2019 9784478823699 ¥3,960  ¥7,920  1030747752 

地球の歩き方 E10 南アフリカ ジンバブエ ザンビア ボツワナ ナミビア レソト スワジランド モザンビーク 
'18-'19 改訂 

2018 9784478821695 ¥4,180  ¥8,360  1027355089 

2019年10月 

◆ガイドブック◆  
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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 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年10月 

◆MOOKシリーズ◆  
「迷わない！ハズさない！もっと楽しい旅になる！！」。本当におすすめできるスポットを厳選し、
旬な情報だけを集めたビジュアルガイド。初めての旅先なら「早わかりNAVI」で全容把握、テーマ
別よくばりモデルプランで大充実。 

海外子連れ旅★パーフェクトガイド!2019  

同時1アクセス（本体） ¥1,738 

同時3アクセス（本体） ¥3,476 

冊子版ISBN 9784478821985  

発行年 2018 商品コード 1028515310 

家族で行けば、世界はもっと楽しい! 子連れにぴったりのニューカレドニアを案内するほか、準備から
帰国まで、海外子連れ旅を楽しむお役立ちテクニックや、おすすめの旅先などを紹介する。デー
タ:2018年5月現在。 

ハワイスーパーマーケット 
[○得]完全ガイド 2019-20 [ハンディ版] 

同時1アクセス（本体） ¥1,958 

同時3アクセス（本体） ¥3,916 

冊子版ISBN 9784478822319  

発行年 2018 商品コード 1029217305 

スーパーを活用して、楽しくおトクにハワイを旅しよう! いま行くべきスーパーBEST3、24時間営業の3大
スーパー攻略NAVI等を収録。Googleマップにリンクする便利機能付き。データ:2018年3〜5月現在。 

海外女子ひとり旅 2018 
 ―パーフェクトガイド!― 

同時1アクセス（本体） ¥1,958 

同時3アクセス（本体） ¥3,916 

冊子版ISBN 9784478060728  

発行年 2017 商品コード 1026387527 

ひとり旅デビューでも安心して行ける9都市を、ひとりごはんスポットとともに徹底ガイド。ほか、旅の準
備やテクニック、トラブル回避の知識、ひとり旅女子100人のリアルアンケートなども収録。データ:2017
年6月現在。 

Healthy Hawaii = ヘルシーハワイ 

同時1アクセス（本体） ¥1,958 

同時3アクセス（本体） ¥3,916 

冊子版ISBN 9784478060902  

発行年 2017 商品コード 1026387528 

大自然ヨガから新感覚ビーチエクササイズまで、ハワイでのヘルシーな過ごし方を提案する。取り外せ
る、JALホノルルマラソン2017公式ガイド付き。データ:2017年5月現在。 

地球の歩き方編集室 著編 
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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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年10月 

◆MOOKシリーズ◆  
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書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

ソウルの歩き方 2019 9784478822876 ¥2,200  ¥4,400  1029833998 

沖縄の歩き方 2019-20 [ハンディ版] 2019 9784478822807 ¥2,017  ¥4,034  1029631696 

ホノルルの歩き方 2019 [ハンディ版] 2018 9784478822111 ¥2,200  ¥4,400  1029217306 

台湾の歩き方 2019-20 [ハンディ版] 2018 9784478822401 ¥2,200  ¥4,400  1029217307 

香港マカオの歩き方 2018-19  2018 9784478821435 ¥2,200  ¥4,400  1027010696 

沖縄の歩き方 2018-19  2018 9784478821442 ¥2,017  ¥4,034  1027355091 

北海道の歩き方 2019  2018 9784478821770 ¥2,037  ¥4,074  1027355095 

最新版!沖縄でしたいこと☆完全ガイド 2017-18（沖縄の歩き方） 2017 9784478060025 ¥1,760  ¥3,520  1024240905 

北海道の歩き方 2018  2017 9784478060360 ¥1,782  ¥3,564  1024724233 

ハワイの歩き方 2018-19 ―ホノルルショッピング&グルメ― 
[ハンディ版] 

2017 9784478821275 ¥2,200  ¥4,400  1027224800 

地球の歩き方編集室 著編 



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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年10月 

◆MOOKシリーズ◆  

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

沖縄ランキング&[○得]テクニック!         《稲嶺 恭子 著》 2018 9784478822074 ¥1,980  ¥3,960  1028515309 

ニューヨークランキング&[○得]テクニック!  2018 9784478822333 ¥2,200  ¥4,400  1029348529 

台湾ランキング&[○得]テクニック! 2018-19  2018 9784478821459 ¥2,200  ¥4,400  1027355092 

シンガポールランキング&[○得]テクニック! 2018-19  2018 9784478821602 ¥1,738  ¥3,476  1027355093 

パリランキング&[○得]テクニック! 2018-19  2018 9784478821619 ¥1,738  ¥3,476  1027355094 

バリ島ランキング&[○得]テクニック!  2017 9784478821053 ¥1,540  ¥3,080  1025796686 

ソウルランキング&[○得]テクニック!  2017 9784478060919 ¥1,738  ¥3,476  1027224802 

香港ランキング&[○得]テクニック! 2016-17  2016 9784478048610 ¥1,320  ¥2,640  1024724232 

東京ランキング&[○得]テクニック! 2017  2016 9784478049211 ¥792  ¥1,584  1024936500 

バンコクランキング&[○得]テクニック!263 2017-18 最新版 2016 9784478049686 ¥1,320  ¥2,640  1025356544 

6 

地球の歩き方編集室 著編 



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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年10月 

「GEM STONE（ジェム・ストーン）」の意味は「原石」。地球を旅して見つけた宝石のような輝きを
持つ「自然」と「人々の生活」、「史跡」などといった「原石」を珠玉の旅として提案するビジュアルガイド
ブックです。 

◆GEM STONEシリーズ◆  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１ 

アクセス 
(本体) 

同時３ 
アクセス 
(本体) 

商品コード 

北京古い建てもの見て歩き （022） 高井 潔 2008 9784478076262 ¥2,200  ¥4,400  1026627098 

世界遺産マチュピチュ完全ガイド （025） 地球の歩き方編集室 2008 9784478075876 ¥1,650  ¥3,300  1025479853 

バリ島ウブド楽園の散歩道 改訂版（030） 地球の歩き方編集室 2016 9784478048290 ¥3,300  ¥6,600  1025796678 

グランドサークル&セドナ 
 ―アメリカ驚異の大自然を五感で味わう体験ガイド―改訂第2版（036） 

地球の歩き方編集室 2013 9784478045114 ¥3,520  ¥7,040  1025796676 

ベルリンガイドブック 
 ―歩いて見つけるベルリンとポツダム13エリア―新装改訂版（037） 

中村 真人 2019 9784478822999 ¥3,520  ¥7,040  1030271713 

世界遺産イースター島完全ガイド （038） 地球の歩き方 2009 9784478071045 ¥1,760  ¥3,520  1025479852 

世界遺産ガラパゴス諸島完全ガイド （ 046） 地球の歩き方編集室 2011 9784478041024 ¥1,870  ¥3,740  1025479847 

プラハ迷宮の散歩道 ―百塔の都をさまよう愉しみ―改訂新版（047） 沖島 博美 2016 9784478048504 ¥3,520  ¥7,040  1025479850 

とっておきのポーランド 
 ―世界遺産と小さな村、古城ホテルを訪ねて―増補改訂版（ 052） 

地球の歩き方編集室 2016 9784478048702 ¥3,520  ¥7,040  1025479851 

ラダック ザンスカール スピティ 
 ―北インドのリトル・チベット―増補改訂版（056） 

山本 高樹 2018 9784478821732 ¥3,850  ¥7,700  1027355090 

天空列車 ―青海チベット鉄道の旅―（059） 長岡 洋幸 2012 9784478042991 ¥2,200  ¥4,400  1025796687 

シンガポール絶品!ローカルごはん 
 ―名物食堂から屋台まで、本当においしい店を教えます!―（064） 

丹保 美紀 2015 9784478047163 ¥3,300  ¥6,600  1025796677 

ポルトガル ―奇跡の風景をめぐる旅―（067） 安森 トモ子 2019 9784478823323 ¥3,300  ¥6,600  1030953475 

アフタヌーンティーで旅するイギリス ―カントリーサイドからロンドンま
で優雅で素敵なアフタヌーンティーの旅への誘い―（068） 

新宅 久起 2019 9784478823385 ¥3,300  ¥6,600  1030747770 
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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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年10月 

世界各地から日本国内まで、地域やテーマで深く掘り下げたガイドブックシリーズです。 

◆BOOKSシリーズ◆  
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旅するフォトグラファーが選ぶスペインの町33 （フォトブック ） 

著編者名 地球の歩き方編集室 発行年 2014 

同時1アクセス（本体） ¥2,200 同時3アクセス（本体） ¥4,400 

冊子版ISBN 9784478046364  商品コード 1025479849 

バルセロナ、マドリッド、トレド、グラナダ、イビサ&マヨルカ、サンティアゴの巡礼路…。見たら、きっと行きたくなる! 旅す
るフォトグラファーが選んだスペインを紹介する、旅人のための写真集。便利なアクセスデータ付き。 

世界の絶景アルバム101 ―南米・カリブの旅―（フォトブック） 

著編者名 武居  台三 発行年 2013 

同時1アクセス（本体） ¥1,045 同時3アクセス（本体） ¥2,090 

冊子版ISBN 9784478043639  商品コード 1025479848 

ペルーの空中都市マチュピチュ、キューバのハバナ旧市街、ブラジルのイグアスの滝…。編集者が選んだ一生に一度
は行きたい南米・カリブの絶景を豊富な写真で紹介する。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

御朱印はじめました ―関東の神社週末開運さんぽ― 柴田 かおる 2017 9784478049785 ¥2,200  ¥4,400  1024850339 

アイスランド☆TRIP ―神秘の絶景に会いに行く!― てらい まき 2017 9784478060889 ¥2,420  ¥4,840  1025796684 

日本てくてくゲストハウスめぐり  松鳥 むう 2017 9784478060735 ¥2,200  ¥4,400  1027621481 

建築&デザインでめぐるフィンランド・スウェーデン・デンマーク・ 
ノルウェー (北欧が好き! 2） 

ナシエ 2016 9784478049655 ¥2,200  ¥4,400  1024850338 

きょうも京都で京づくし ―地元の遊び方とおいしいもん― てらい まき 2016 9784478049464 ¥2,200  ¥4,400  1024850337 

フィンランド・スウェーデン・デンマーク・ノルウェーのすてきな町 
めぐり （北欧が好き!） 

ナシエ 2015 9784478048276 ¥2,200  ¥4,400  1024850336 

女ふたり台湾、行ってきた。 カータン 2015 9784478046937 ¥1,709  ¥3,418  1024070965 

旅したからって、何が変わるわけでもないけどね…。 
 ―旅するハナグマ世界なんとなく旅行記― 

河村 三太夫 2015 9784478047422 ¥1,709  ¥3,418  1024850341 



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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年10月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

パリの街をメトロでお散歩! 改訂版 坂井 彰代 2019 9784478823200 ¥3,300  ¥6,600  1030495955 

Family Taiwan trip ―#子連れ台湾― 田中 伶 2019 9784478823262 ¥3,036  ¥6,072  1030495956 

香港メトロさんぽ 
 ―MTRで巡るとっておきスポット&新しい香港に出会う旅― 

富永 直美 2019 9784478823392 ¥3,300  ¥6,600  1030601333 

えらべる!できる!ぼうけん図鑑沖縄 ―まなべる!トラベル― mananico 2019 9784478823637 ¥3,300  ¥6,600  1030747769 

香港地元で愛される名物食堂 ―ローカル過ぎて地球の歩き方に
載せられなかった地域密着の繁盛店― 

鈴木 由美子 2019 9784478822210 ¥3,080  ¥6,160  1030747773 

マレーシア地元で愛される名物食堂 ―ローカル過ぎて地球の歩
き方に載せられなかった地域密着の繁盛店― 

古川 音 2019 9784478823217 ¥2,860  ¥5,720  1030747774 

旅する翼  高橋 文子 2019 9784478822883 ¥2,200  ¥4,400  1030747775 

大人の男海外ひとり旅 ―気軽に始める! : つくり続けて37年地球の歩
き方編集者がすすめる最強の楽しみ方―【スマホ・読上】 （※） 

伊藤 伸平 2019 9784478822678 ¥2,200  ¥4,400  1030601335 

このお守りがすごい! ―日本全国開運神社― 中津川 昌弘 2018 9784478821305 ¥3,044  ¥6,089  1030747772 

子連れで沖縄 ―旅のアドレス&テクニック117― 島村 麻美 2017 9784478060339 ¥2,200  ¥4,400  1026627096 

Hong Kong 24 hours ―朝・昼・夜で楽しむ香港が好きになる本― 清水 真理子 2017 9784478060216 ¥3,300  ¥6,600  1030953477 

キレイを叶える週末バンコク 
 ―朝から晩まで磨きあげる美女旅ガイド― 

白石 路以 2013 9784478044636 ¥2,640  ¥5,280  1024936504 

ハワイアンリボンレイのあるALOHA・LIFE 
 ―大切なあの人にアロハのココロをこめて― 

山本 貴子 2010 9784478070413 ¥3,300  ¥6,600  1025796685 

ブルガリアブック ―バラの国のすてきに出会う旅― すげさわ かよ 2009 9784478075012 ¥3,300  ¥6,600  1026387524 

ハワイ、花とキルトの散歩道 
 ―キルター、Anneが案内する麗しのハワイ― 

藤原 小百合(アン) 2008 9784478075173 ¥2,156  ¥4,312  1024936503 

◆B O OKSシリーズ◆  
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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 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年10月 

女性を中心に人気の「ご朱印」をテーマにしたガイドブック。寺院や神社で頂ける印や墨書
の「御朱印」がまだ一部の愛好家にしか知られていなかった2006年に、日本初の御朱印
本として、『御朱印でめぐる鎌倉の古寺』を発行。以来、さまざまな地域やテーマのタイトル
を発行し、続々タイトル数を拡大中！ 

◆御朱印シリーズ◆  

日本全国この御朱印が凄い! 第1集 増補改訂版（5） 

著編者名 地球の歩き方編集室 発行年 2015 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784478047460  商品コード 1024240913 
達筆な御朱印、ユニークな印の御朱印、絵入りの御朱印、歴史上の偉人の御朱印に期間限定の御朱印
まで。日本全国から選りすぐった、とっておきの「凄い御朱印」をテーマ別に紹介。御朱印の基礎知識や
正しい頂き方も解説します。 

日本全国この御朱印が凄い! 第2集 （6） 

著編者名 地球の歩き方編集室 発行年 2015 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784478046975  商品コード 1024240912 
60年に一度の御朱印、墨書の書体が独特な御朱印といった凄い御朱印を掲載するほか、北海道・東北
から九州・沖縄まで、エリア別に御朱印を紹介する。寺院・神社の写真や地図、データも収録。 
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書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

御朱印でめぐる鎌倉のお寺 3訂版（1） 2019 9784478823828 ¥3,300  ¥6,600  1030953476 

御朱印でめぐる東京のお寺 （4） 2019 9784478823491 ¥3,300  ¥6,600  1030601331 

御朱印でめぐる神奈川の神社 
 ―週末開運さんぽ : 集めるごとに運気アップ!―（15） 

2019 9784478822302 ¥2,860  ¥5,720  1029833996 

御朱印でめぐる埼玉の神社 
 ―週末開運さんぽ : 集めるごとに運気アップ!―（16） 

2019 9784478822296 ¥2,860  ¥5,720  1029833997 

御朱印でめぐる北海道の神社 
 ―週末開運さんぽ : 集めるごとに運気アップ!―（17） 

2019 9784478822630 ¥2,860  ¥5,720  1030271718 

御朱印でめぐる九州の神社 
 ―週末開運さんぽ : 集めるごとに運気アップ!―（18） 

2019 9784478823316 ¥2,860  ¥5,720  1030601332 

御朱印でめぐる千葉の神社 
 ―週末開運さんぽ : 集めるごとに運気アップ!―（19） 

2019 9784478823705 ¥2,860  ¥5,720  1030747771 

御朱印でめぐる東京の神社 
 ―週末開運さんぽ : 集めるごとに運気アップ!―（14） 

2018 9784478821800 ¥2,860  ¥5,720  1030271717 

御朱印でめぐる関東の神社 ―週末開運さんぽ : 集めるごとに運気アップ! : 
東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬―（9） 

2017 9784478049792 ¥2,860  ¥5,720  1029833995 

御朱印でめぐる関西の神社 ―週末開運さんぽ : 集めるごとに運気アップ! : 
京都 大阪 奈良 兵庫 滋賀 和歌山―（12） 

2017 9784478821121 ¥2,860  ¥5,720  1030271716 

御朱印でめぐる高野山 2016 9784478048245 ¥3,300  ¥6,600  1024240914 

御朱印でめぐる京都の古寺 改訂版 2016 9784478049631 ¥1,782  ¥3,564  1030271715 

御朱印でめぐる鎌倉の古寺 三十三観音完全掲載版 2012 9784478043028 ¥1,650  ¥3,300  1030271714 

地球の歩き方編集室 著編 



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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年10月 

◆御朱印シリーズ◆  
地球の歩き方編集室 著編 
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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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年10月 

日本のひとつの島だけを取り上げたガイドブックで、「島の人たちが教えてくれたとって 
おきの情報」をコンセプトにしています。200％”島旅”を楽しむための情報を満載した 
シリーズです。 

◆JAPAN 島旅シリーズ◆  
地球の歩き方編集室 著編 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

五島列島 ―福江島 久賀島 奈留島 中通島 若松島 小値賀島  
宇久島―改定第2版（01） 

2018 9784478821596 ¥3,300  ¥6,600  1028515300 

奄美大島 ―喜界島 加計呂麻島―改定第2版 
（奄美群島 = Amami ; 1 02） 

2018 9784478821268 ¥3,300  ¥6,600  1028515301 

与論島 沖永良部島 徳之島 （奄美群島 = Amami ; 2 03） 2018 9784478821862 ¥3,300  ¥6,600  1028515302 

利尻 礼文 改定第2版（04） 2018 9784478821879 ¥3,300  ¥6,600  1028515303 

天草 （地球の歩き方JAPAN .島旅 05） 2016 9784478048771 ¥3,300  ¥6,600  1025796682 

壱岐 改定第2版（06） 2018 9784478821886 ¥3,300  ¥6,600  1028515304 

種子島 改定第2版（07） 2018 9784478821893 ¥3,300  ¥6,600  1028515305 

小笠原 ―父島母島―（地球の歩き方JAPAN .島旅 08） 2017 9784478050002 ¥3,300  ¥6,600  1025796683 

隠岐 （09） 2017 9784478060179 ¥3,300  ¥6,600  1028515306 

佐渡 改訂第2版（10） 2018 9784478821428 ¥3,300  ¥6,600  1028515307 

宮古島 ―伊良部島 下地島 来間島 池間島 多良間島 大神島―
（11） 

2018 9784478822531 ¥3,300  ¥6,600  1029631695 

久米島 （12） 2019 9784478823156 ¥3,300  ¥6,600  1030271710 

小豆島 （.瀬戸内の島々 = Setouchi ; 1 13） 2019 9784478823019 ¥3,300  ¥6,600  1030271711 

直島 豊島 女木島 男木島 犬島 ―本島 牛島 広島 小手島 佐柳島 
真鍋島 粟島 志々島―（.瀬戸内の島々 = Setouchi ; 2 14） 

2019 9784478823026 ¥3,300  ¥6,600  1030271712 

島旅ねこ ―にゃんこの島の歩き方―（22） 2018 9784478821756 ¥2,688  ¥5,376  1028515308 
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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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年10月 

"旅好き女子"のための「プチぼうけん」応援ガイド。女性なら必ず体験したくなるような、
魅力あふれるテーマの旅を「プチぼうけん」と名付けて紹介。海外旅行ビギナーから、こだ
わり派リピーターまで、すべての女性旅行者におススメのガイドブックです。 

◆arucoシリーズ◆  
地球の歩き方編集室 著編 
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書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

aruco magazine vol.1 
（いま旬の旅先がわかる!海外女子旅パーフェクトガイド ） 

2018 9784478822203 ¥2,024  ¥4,048  1029217304 

aruco magazine vol.2 
（海外女子に旅におすすめの旬の旅先をナビゲート！） 

2019 9784478823774 ¥2,024  ¥4,048  1030747768 

台北 改訂第7版（03） 2019 9784478823842 ¥2,640  ¥5,280  1030953481 

インド 改訂第4版（5） 2019 9784478823613 ¥3,080  ¥6,160  1030650548 

香港 改訂第6版（7） 2019 9784478822814 ¥2,640  ¥5,280  1030650549 

ニューヨーク 改訂第5版（9） 2019 9784478823095 ¥2,640  ¥5,280  1030495957 

バリ島 改訂第6版（12） 2019 9784478823798 ¥2,640  ¥5,280  1030953482 

上海 改訂第2版（13） 2019 9784478822982 ¥2,640  ¥5,280  1030446999 

イタリア 改訂第4版（18） 2018 9784478822265 ¥2,640  ¥5,280  1030953483 

スリランカ 改訂第3版（19） 2019 9784478823620 ¥3,080  ¥6,160  1030650550 

クロアチア ―スロヴェニア―改訂第3版（20） 2019 9784478823422 ¥2,860  ¥5,720  1030601328 

スペイン 改訂第4版（21） 2018 9784478822609 ¥2,640  ¥5,280  1030650551 

シンガポール 2019-2020 （22） 2019 9784478822845 ¥2,640  ¥5,280  1030747760 

バンコク 2020-2021 （23） 2019 9784478823675 ¥2,860  ¥5,720  1030747761 

グアム 改訂第4版（24） 2019 9784478822777 ¥2,640  ¥5,280  1030650552 

フィンランド ―エストニア―改訂第3版（26） 2019 9784478823910 ¥2,860  ¥5,720  1031004470 

ハノイ 2019-2020 （29） 2018 9784478822463 ¥2,640  ¥5,280  1030747762 

台湾 改訂第2版（30） 2018 9784478822227 ¥2,640  ¥5,280  1030650553 



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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年10月 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

パリ 改訂第2版（01） 2018 9784478822487 ¥2,640  ¥5,280  1030747763 

ニューヨーク 改訂第2版（02） 2018 9784478822494 ¥2,640  ¥5,280  1030747764 

台北 改訂第2版（03） 2018 9784478822500 ¥2,200  ¥4,400  1030541288 

ロンドン 改訂第2版（04） 2019 9784478823484 ¥2,640  ¥5,280  1030601329 

ドイツ 改訂第2版（06） 2019 9784478823347 ¥2,640  ¥5,280  1030495958 

スペイン 改訂第2版（08） 2019 9784478823651 ¥2,640  ¥5,280  1030650554 

シンガポール 改訂第2版（10） 2019 9784478823064 ¥2,200  ¥4,400  1030650555 

アイスランド 第2版（11） 2019 9784478822890 ¥3,080  ¥6,160  1030953484 

マルタ 改訂第2版（14） 2019 9784478823644 ¥3,080  ¥6,160  1030747765 

クアラルンプール/マラッカ （16） 2018 9784478821817 ¥2,200  ¥4,400  1030747766 

ウラジオストク （17） 2018 9784478821909 ¥2,860  ¥5,720  1030650556 

サンクトペテルブルク/モスクワ （18） 2018 9784478822234 ¥3,080  ¥6,160  1030747767 

エジプト （19） 2018 9784478822241 ¥2,640  ¥5,280  1030541289 

香港 （20） 2019 9784478822784 ¥2,200  ¥4,400  1030650557 

ブルックリン （21） 2019 9784478822821 ¥2,640  ¥5,280  1030601330 

ブルネイ （22） 2019 9784478823361 ¥2,860  ¥5,720  1030541290 

ウズベキスタン ―サマルカンド/ブハラ/ヒヴァ/タシケント―（23） 2019 9784478823330 ¥2,640  ¥5,280  1030541291 

ドバイ （24） 2019 9784478823873 ¥2,640  ¥5,280  1030953485 

◆Platシリーズ◆  
地球の歩き方編集室 著編 
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「72時間で目一杯楽しむためのガイドブック」として、初めてその場所を旅する人や短か
い滞在時間で効率的に観光したい旅人におすすめ。限られた時間で、主要なエリアや
見どころを効率よく回りたいアクティブな旅行者にぴったりのガイドブックです。 



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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年10月 

◆Resort  Styleシリーズ◆  
地球の歩き方編集室 著編 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

ハワイ島 2019-2020 （R02） 2018 9784478822593 ¥3,300  ¥6,600  1030747753 

マウイ島 2019-20 （R03） 2018 9784478822760 ¥3,300  ¥6,600  1030953478 

カウアイ島 2019-2020 （R04） 2019 9784478823057 ¥3,740  ¥7,480  1030747754 

こどもと行くハワイ 2020-2021 （R05） 2019 9784478823712 ¥3,080  ¥6,160  1030747755 

ハワイ ドライブ・マップ 2019-2020 （R06） 2018 9784478822692 ¥3,960  ¥7,920  1030747756 

こどもと行くグアム 2019-20 （R09） 2019 9784478823163 ¥3,300  ¥6,600  1030601326 

パラオ 2019-2020 （R10） 2019 9784478823088 ¥3,300  ¥6,600  1030747757 

プーケット サムイ島 ピピ島 2020-21 （R12） 2019 9784478823903 ¥3,300  ¥6,600  1030953479 

ペナン ランカウイ クアラルンプール 2019-2020 （R13） 2018 9784478822395 ¥3,300  ¥6,600  1030747758 

バリ島 2020-2021 （R14） 2019 9784478823767 ¥2,860  ¥5,720  1030747759 

カンクン コスメル イスラ・ムヘーレス 2020-21 （R17） 2019 9784478823835 ¥3,300  ¥6,600  1030953480 

ダナン ホイアン ホーチミン ハノイ 2019-20 （R20） 2019 9784478823477 ¥3,300  ¥6,600  1030601327 
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カップル、ハネムーナー、ファミリーなど、リゾート満喫派に絶大な支持を得ているシリーズです。 
グルメ、ショッピング、アクティビティ情 報も豊富な写真とともに解説し、「わがままなリゾートステイ
をかなえる楽園トリップガイド」として、欲望を刺激する提案型ガイドブックです。 



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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年10月 

電子書籍出版専門レーベル「D-Books」は、
国内外の旅の話はもちろん、旅だけにこだわ
らず、“地球を歩く”ことに少しでもひっかかりの
あるテーマを積極的に扱うシリーズです。 

◆D-Books旅シリーズ◆  

書名 著編者 発行年 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

カンタベリーと周辺のすてきな田舎町へ 
 ―ロンドンからの日帰りおさんぽガイド♪― 

重盛 佳世 2018 ¥1,540  ¥3,080  1028515311 

旅する翼 ―journey beyond the blue sky― 高橋 文子 2018 ¥2,035  ¥4,070  1028515312 

ガチ冒険 ―地球の歩き方社員の旅日記―【スマホ・読上】（vol.0） （※） 
「地球の歩き方」ガチ
冒険事業本部 

2018 ¥220  ¥440  1028515319 

とろとろトロピカル 第1巻 ―ある旅の記録と記憶。―【スマホ・読上】（※） 山西 崇文 2018 ¥1,320  ¥2,640  1028515320 

とろとろトロピカル 第2巻 ―ある旅の記録と記憶。―【スマホ・読上】（※） 山西 崇文 2018 ¥1,320  ¥2,640  1028515321 

とろとろトロピカル 第3巻 ―ある旅の記録と記憶。―【スマホ・読上】（※） 山西 崇文 2018 ¥1,320  ¥2,640  1028515322 

とろとろトロピカル 第4巻 ―ある旅の記録と記憶。―【スマホ・読上】（※） 山西 崇文 2018 ¥1,320  ¥2,640  1028515323 

とろとろトロピカル 第5巻 ―ある旅の記録と記憶。―【スマホ・読上】（※） 山西 崇文 2018 ¥1,320  ¥2,640  1028515324 
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  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

◆成功する留学シリーズ◆  
成功する留学編集室 著編 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

イギリス・アイルランド留学 改訂第6版 2014 9784478045213 ¥4,180  ¥8,360  1024070968 

オーストラリア・ニュージーランド留学 改訂第5版 2014 9784478045534 ¥3,520  ¥7,040  1024070969 

ワーキング・ホリデー完ペキガイド [2013-2014]  2014 9784478046401 ¥3,520  ¥7,040  1024070970 

カナダ留学 改訂第5版 2013 9784478044599 ¥3,520  ¥7,040  1024070967 

アメリカ留学 改訂第5版 2012 9784478043059 ¥4,180  ¥8,360  1024070966 
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