Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した
電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです
最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます
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人気シリーズ 2019年も続々配信中！

調査報告書シリーズ
ドローンビジネス調査報告書 = Drone business research report ; 2019 インフラ・設備点検編
―UAVによる橋梁、送電線から水中ドローンによるダム点検まで―
（インプレス総合研究所「新産業調査レポートシリーズ」）
著編者名

青山 祐介

発行年

2018

同時1アクセス（本体）

¥280,500

同時3アクセス（本体）

¥561,000

冊子版ISBN

9784295005186

商品コード

1029342089

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 本調査報告書は、点検分野でドローンをビジネス活用する際に必要な情報を整理し
つつ、ドローンビジネスの現状と今後の展望までを分析しています。点検分野に参入を検討しているドローン関連事業者、インフラや設
備を所有・管理する企業がドローンの活用を検討するための情報が網羅された報告書です。

クラウド併存時代のデータセンター「生き残り」策 2019
（インプレス総合研究所「新産業調査レポートシリーズ」 . データセンター調査報告書）
著編者名

インプレス総合研究所

発行年

2019

同時1アクセス（本体）

¥528,000

同時3アクセス（本体）

¥1,584,000

冊子版ISBN

9784295005209

商品コード

1029728117

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。クラウド併存時代のDCの生き残り策を分析業界動向、サービス動向、
ユーザー動向をまとめた報告書。事業者の競合研究や自社サービス戦略への検討材料となるもので、今後の進むべき
方向性をデータに裏付けられた分析記事から読み取ることができる一冊です。

ドローンビジネス調査報告書 = Drone business research report 2019
（インプレス総合研究所「新産業調査レポートシリーズ」）
著編者名

春原 久徳

発行年

2019

同時1アクセス（本体）

¥297,000

同時3アクセス（本体）

¥891,000

冊子版ISBN

9784295006022

商品コード

1030515240

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 ドローン関連ビジネスを展開する企業やキーマンなど40社以上の
取材をもとに、市場動向、ビジネス動向、行政、技術、法律や規制、課題、展望などドローン市場を多角的に分析。国内
のドローンビジネスの成功戦略を立てるための情報が網羅された必携の1冊です。

相次ぐSVOD新規参入とAdVODの浸透--国内事業者の戦略を探る 2019
（インプレス総合研究所「新産業調査レポートシリーズ」 . 動画配信ビジネス調査報告書）
著編者名

森田 秀一

発行年

2019

同時1アクセス（本体）

¥280,500

同時3アクセス（本体）

¥561,000

冊子版ISBN

9784295006602

商品コード

1030590898

順調に成長している動画配信市場の最新概況や業界構造、ビジネス構造や収益モデルなどについて徹底分析するほ
か、国内の注目すべき事業者の概要と戦略をそれぞれ解説します。

■各シリーズ好評配信中！詳細はお問合せください！■
● 表示価格は税抜きです。

2019年11月

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

人気シリーズ 2019年も続々配信中！

シリーズ

書名

著編者

Excel 2019基本&活用マスターブック
―実用的なサンプルですぐ分かる!―（できるポケット）
PowerPoint 2019基本&活用マスターブック
―実用的なサンプルですぐ分かる!―（できるポケット）
Word 2019基本&活用マスターブック
―実用的なサンプルですぐ分かる!―（できるポケット）
Word & Excel 2019基本&活用マスターブック
―Office2019/Office365両対応―（できるポケット）
できるポケット 時短の王道 パソコン仕事術全事典 Windows 10 &
Office 365/2019/2016/2013対応
できるポケット 最強のメモ術 OneNote全事典 OneNote for Windows 10
＆ iPhone/Android対応
できるポケット WordPressホームページ入門 基本＆活用マスターブック
WordPress Ver.5.x対応
できるポケット HTML&CSS基本＆活用マスターブック Windows
10/8.1/7対応
できるポケット Excel 困った！& 便利技 323
Office 365/2019/2016/2013対応
できるポケット Word&Excel 困った！& 便利技 356
Office 365/2019/2016/2013対応

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

小舘 由典

2019

9784295006091

¥2,574

¥5,148 1030550345

井上 香緒里

2019

9784295006114

¥2,904

¥5,808 1030550346

田中 亘

2019

9784295006107

¥2,574

¥5,148 1030550347

田中 亘

2019

9784295006121

¥4,224

¥8,448 1030550348

トップスタジオ

2019

9784295007340

¥4,554

¥13,662 1030831445

インサイトイメージ

2019

9784295007357

¥3,564

¥10,692 1030831446

星野 邦敏

2019

9784295007371

¥3,564

¥10,692 1030831447

佐藤 和人

2019

9784295007388

¥3,564

¥10,692 1030831448

きたみあきこ

2019

9784295007722

¥2,904

¥8,712 1030990106

商品コード

井上 香緒里

2019

9784295007739

¥4,224

¥12,672 1030990107

できるゼロからはじめるiPad超入門 ―iPad/Air/mini/Pro対応―改訂新版

法林 岳之

2019

9784295006312

¥4,224

¥8,448 1030590889

できるWordPress
―本格ホームページが簡単に作れる本 : WordPress Ver.5.x対応―

星野 邦敏

2019

9784295006275

¥4,884

¥9,768 1030590891

できるOffice 365 2019年度版

インサイトイメージ

できる 仕事がはかどるWindows効率化 全部入り。

リブロワークス

できる仕事がはかどるPython自動処理 全部入り。

森本 哲也

2019
2019
2019

9784295006596
9784295007364
9784295006251

¥5,940
¥5,544
¥7,590

¥11,880 1030593794
¥16,632 1030831444
¥22,770 1030515234

できる Word&Excel パーフェクトブック 困った！＆便利技大全 Office
365/2019/2016/2013対応

井上 香緒里

2019

9784295007302

¥6,534

¥19,602 1030831449

できるゼロからはじめるエクセル超入門 Excel 2019 対応

柳井 美紀

できるゼロからはじめるワード&エクセル超入門 Word 2019/Excel 2019 対応

柳井 美紀

できるゼロからはじめるワード超入門 Word 2019 対応

井上 香緒里

2019
2019
2019

9784295007418
9784295007425
9784295007432

¥3,300
¥4,554
¥3,300

¥9,900 1030831451
¥13,662 1030831452
¥9,900 1030831453

できるパソコンのお引っ越し Windows 7からWindows 10に乗り換える
ために読む本 令和改訂版

清水 理史

2019

9784295007456

¥4,950

¥14,850 1030831455

できる Google for Education クラウド学習ツール実践ガイド

ストリートスマート

2019
2019
2019
2019
2019

9784295007548
9784295007715
9784295007685
9784295007692
9784295007708

¥6,600
¥4,884
¥3,960
¥3,960
¥3,960

¥19,800
¥14,652
¥11,880
¥11,880
¥11,880

できるOutlook 2019 時短の基本が身に付く本 Office 2019/Office365両対応

-

できるfit ドコモのiPhone 11/Pro/Pro Max 基本＋活用ワザ

法林 岳之

できるfit auのiPhone 11/Pro/Pro Max 基本＋活用ワザ

法林 岳之

できるfit ソフトバンクのiPhone 11/Pro/Pro Max 基本＋活用ワザ

法林 岳之

1030990092
1030990105
1030990102
1030990103
1030990104

■各シリーズ好評配信中！詳細はお問合せください！■
● 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）
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人気シリーズ 2019年も続々配信中！

いちばんやさしいシリーズ

書名

著編者

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

いちばんやさしいJavaScriptの教本
―人気講師が教えるWebプログラミング入門―第2版

岩田 宇史

2019

9784295005926

¥7,260

¥21,780

1029973262

いちばんやさしい量子コンピューターの教本
―人気講師が教える世界が注目する最新テクノロジー―

湊 雄一郎

2019

9784295006077

¥5,940

¥17,820

1030515236

いちばんやさしい資料作成&プレゼンの教本
―人気講師が教える「人の心をつかむプレゼン」のすべて―

高橋 惠一郎

2019

9784295006008

¥6,534

¥13,068

1030550332

いちばんやさしいPython機械学習の教本
―人気講師が教える業務で役立つ実践ノウハウ―

鈴木 たかのり

2019

9784295006411

¥8,580

¥17,160

1030590897

いちばんやさしいWordPressの教本
―人気講師が教える本格Webサイトの作り方―第4版

石川 栄和

2019

9784295006664

¥5,214

¥10,428

1030593791

いちばんやさしいビジネスモデルの教本
―人気講師が教える利益を生み出す仕組みの作り方―

山口 高弘

2019

9784295005704

¥5,280

¥10,560

1030593792

いちばんやさしい会計の教本
川口 宏之
―人気講師が教える財務3表の読み解き方が全部わかる本―

2018

9784295005025

¥5,280

¥10,560

1029312014

いちばんやさしいGit & GitHubの教本
―人気講師が教えるバージョン管理&共有入門―

2018

9784295005247

¥7,260

¥14,520

1029452713

横田 紋奈

■各シリーズ好評配信中！詳細はお問合せください！■
● 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）
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人気シリーズ 2019年も続々配信中！

Impress top gear

書名

著編者

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

2019

9784295005520

¥12,540

¥37,620

1029728121

2019

9784295005650

¥12,540

¥37,620

1029728122

2019

9784295005735

¥11,550

¥34,650

1029973260

2019

9784295005742

¥12,870

¥38,610

1029973261

Kubernetes実践ガイド = A practical guide to cloud native application
deployment with Kubernetes ―クラウドネイティブアプリケーションを 北山 晋吾
支える技術―

2019

9784295006633

¥11,550

¥23,100

1030593789

Ansible実践ガイド 第3版

北山 晋吾

2019

9784295007647

¥11,220

¥33,660

1030990098

Amazon Alexaプログラミング入門

畠中 幸司

2018

9784295005056

¥6,600

¥13,200

1029312005

Nicole Forsgren

2018

9784295004905

¥9,240

¥18,480

1029342085

Seppe vanden
Broucke

2018

9784295005285

¥10,890

¥21,780

1029452719

Docker実践ガイド ―コンテナ環境の構築・運用・活用―第2版

古賀 政純

pandasライブラリ活用入門
Daniel Y. Chen
―Pythonデータ分析/機械学習のための基本コーディング!―
Ethereum+Solidity入門 ―Web3.0を切り拓くブロックチェーンの思想と
Chris Dannen
技術 : 進化し続けるブロックチェーン!―
Python機械学習ライブラリ ―scikit-learn活用レシピ80+―

LeanとDevOpsの科学
―テクノロジーの戦略的活用が組織変革を加速する―
Pythonスクレイピングの基本と実践
―データサイエンティストのためのWebデータ収集術―

Julian Avila

商品コード

インターネット白書
インターネット白書編集委員会 編

NextPublishing
書名

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

9784844396864

¥9,240

¥18,480

1030361008

2018

9784844398134

¥6,930

¥13,860

1028546212

2017

9784844397465

¥5,940

¥11,880

1028546211

発行年

冊子版ISBN

デジタルファースト社会への大転換 2019

2019

デジタルエコノミー新時代の幕開け 2018
IoTが生み出す新たなリアル市場 2017

商品コード

■各シリーズ好評配信中！詳細はお問合せください！■
● 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）
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人気シリーズ 2019年も続々配信中！

技術の泉シリーズ

(NextPublishing)
NextPublishing

書名

著編者

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

初心者でも大丈夫!!IonicとFirebaseでゼロからはじめるアプリ開発

柳原 新

2019

9784844398707

¥5,280

¥10,560

1030360998

PythonでGUIをつくろう ―はじめてのQt for Python―

浅野 一雄

2019

9784844398776

¥5,280

¥10,560

1030360999

Netlifyで始めるサーバーレス開発

竹本 雄貴

2019

9784844398738

¥5,280

¥10,560

1030361001

Chrome Developer Tools入門

渋田 美里

2019

9784844398882

¥5,280

¥10,560

1030361003

Firebaseによるサーバーレスシングルページアプリケーション

小島 佑一

2019

9784844398998

¥5,280

¥10,560

1030682597

Elasticsearch next step

樋口 慎

2019

9784844398981

¥5,280

¥10,560

1030682598

カメラアプリで体感するWeb App

宮代 理弘

2019

9784844398950

¥7,260

¥14,520

1030682599

Splunk Appのつくりかた ダッシュボードApp編

江口 佳記

2019

9784844398868

¥5,280

¥10,560

1030682600

NEOで始めるブロックチェーン開発入門

江口 静

2019

9784844398851

¥5,280

¥10,560

1030682601

Android StudioではじめるARCore入門

鈴木 裕太朗

2019

9784844398820

¥5,280

¥10,560

1030682602

後悔しないためのVueコンポーネント設計

中島 直博

2019

9784844398691

¥5,280

¥10,560

1030682603

iOSアプリ開発UI実装であると嬉しいレシピブック

酒井 文也

2019

9784844398455

¥5,280

¥10,560

1030682604

わたしとぼくのPL/pgSQL

目黒 聖

2019

9784844398271

¥5,280

¥10,560

1030682605

技術と法律 2018

Smips技術と法律
プロジェクト

2019

9784844396871

¥5,280

¥10,560

1030682606

わかりやすく書ける!技術同人誌初心者のための執筆実例集

石井 葵

2019

9784844378082

¥3,960

¥7,920

1030682607

実践Helm ―自作アプリをKubernetesクラスタに簡単デプロイ!―

磯 賢大

2019

9784844378051

¥6,600

¥13,200

1030682608

ラズパイでラジオを聞く!"radiberry pi!"構築マニュアル

木田原 侑

2018

9784844398424

¥5,280

¥10,560

1030447014

テスト駆動で作る!初めてのAzureアプリ

窓川 ほしき

2018

9784844398554

¥5,280

¥10,560

1030447015

Visual Studio Codeデバッグ技術

森下 篤

2018

9784844398622

¥5,280

¥10,560

1030447016

実践 Android Data Binding

坂口 亮太

2018

9784844398721

¥5,280

¥10,560

1030447017

Markdownライティング入門

藤原 惟

2018

9784844398363

¥5,940

¥11,880

1030447018

サーバーレスでお手軽自動化!Google Apps Script活用入門 2018年
最新改訂版

中山 貴幸

2018

9784844398561

¥5,280

¥10,560

1030447019

Flutter×Firebaseで始めるモバイルアプリ開発

下畑 翔

2018

9784844398783

¥5,280

¥10,560

1030447020

株とPython ―自作プログラムでお金儲けを目指す本―

宮部 保雄

2018

9784844398844

¥5,940

¥11,880

1030447021

テストが書けない人のAndroid MVP

高畑 匡秀

2018

9784844398714

¥4,620

¥9,240

1030447022

比較して学ぶRxSwift入門

高橋 凌

2018

9784844398790

¥5,280

¥10,560

1030447024

■各シリーズ好評配信中！詳細はお問合せください！■
● 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）
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人気シリーズ 2019年も続々配信中！

仕事で使える!シリーズ

NextPublishing
書名

著編者

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

発行年

冊子版ISBN

増岡 千智

2017

9784844397762

¥3,960

¥7,920 1028546307

丹羽 国彦

2017

9784844397939

¥1,980

¥3,960 1028546313

深川 岳志

2017

9784844397922

¥1,980

¥3,960 1028546314

吉積 礼敏

2016

9784802090735

¥2,310

¥4,620 1028546311

佐藤 芳樹

2016

9784802090834

¥2,310

¥4,620 1028546312

仕事で使える!Google Apps「活用全集」

佐藤 芳樹

2015

9784802090407

¥5,940

¥11,880 1028546308

仕事で使える!Google Apps「入門全集」

佐藤 芳樹

2015

9784802090391

¥5,940

¥11,880 1028546309

仕事で使える!Google Chromebook「導入全集」
―クラウドに最適化された新しいパソコン環境の全貌!―

小林 直史

2015

9784802090551

¥5,940

¥11,880 1028546310

仕事で使える!Google Apps Script
仕事で使える!Googleスプレッドシート
―Chromebookビジネス活用術―2017年改訂版
仕事で使える!Googleドキュメント
―Chromebookビジネス活用術―2017年改訂版
仕事で使える!Google Cloud Platform
―最新クラウドインフラ導入マニュアル―
仕事で使える!Googleカレンダー
―クラウド時代のスケジュール管理術―最新改訂版

商品コード

■各シリーズ好評配信中！詳細はお問合せください！■

2019年 新規配信 単行本タイトル

書名

かんたん合格基本情報技術者過去問題集 令和元年度秋期

著編者

発行年

ノマド・ワークス 2019

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

9784295006282

¥4,884

¥14,652 1030515233

Pythonではじめるプログラミング ―データ処理までしっかりマスター―

小波 秀雄

2019

9784295006060

¥6,600

¥19,800 1030515239

スッキリわかるPython入門

国本 大悟

2019

9784295006329

¥7,920

¥15,840 1030590890

ITパスポート過去問題集 令和元年度秋期 ―かんたん合格―

間久保 恭子

2019

9784295006336

¥3,894

¥7,788 1030590892

かんたん合格基本情報技術者過去問題集 2019年度春期

ノマド・ワークス 2018

9784295005100

¥4,884

¥9,768 1029342088

● 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）
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EPUBリフロー版コンテンツ
最強のデータ経営

グッドバイブスご機嫌な仕事
倉園 佳三 著

2019年発行

同時1アクセス(本体)
同時3アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

【PDF版あり】

―個人と組織の力を引き出す究極のイノベーション―
杉原 剛 著

¥4,950
¥9,900
9784295005476
1030550364

同時3アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

「もっとしあわせに働きたい」という、すべての人に！「仕事
＝苦痛なもの」という前提で労働時間の削減に躍起になる
働き方改革からは、仕事のしあわせは得られません。本書
では、仕事そのものから多くのしあわせを得ることによって
「完全なご機嫌な仕事」を実現する方法や考え方を紹介し
ます。「仕事がつまらない」「会社や上司に不満がある」「明
日にでも辞めたい」などと感じている人はもちろん、「日々の
仕事をより充実させたい」「仲間といい関係を築きたい」「毎
日を楽しく働きたい」と考える人にもおすすめです。

「アタマのやわらかさ」の原理。
―クリエイティブな人たちは実は編集している―

現場のための業務自動化ノウハウ―
2018年発行

同時1アクセス(本体)
同時3アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

【PDF版あり】

¥5,940
¥11,880
9784295004844
1028697115

ビジネスの現場における膨大かつ多種多様なデータの活
用が、企業にとってスピーディーな業務遂行や意思決定に
役立つことが共通認識となりつつあります。本書では、そう
した課題のもっとも先進的な解決策として、ビジネスのため
のオペレーティングシステムと呼ばれる「Domo」（ドーモ）を
提案。企業経営や業務に必要な情報をクラウド上のプラット
フォームで統合・一元管理することで、経営層から一般層ま
で、あらゆる社員が同じデータにアクセスできる、デジタル
でつながったビジネスを実現する道筋を解説していきます。

【PDF版あり】

いちばんやさしいRPAの教本 ―人気講師が教える
進藤 圭 著

2018年発行

同時1アクセス(本体)

松永 光弘 著
¥5,346
¥10,692
9784295004936
1028697114

2018年発行

同時1アクセス(本体)
同時3アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）は、
働き方改革や生産性向上を後押しするツールと
して、いま大きな注目を集めています。本書で
は、エンジニアや情報システム部門でない人で
も理解できるように、製品の選定から導入計画
の立て方、運用方法まで、現場の人たちが知り
たいことを丁寧に解説しました。

書名

【PDF版あり】

著編者

¥4,455
¥8,910
9784295004950
1028860002

クリエイターたちの柔軟で創造的な思考には、じつは共通
点があります。それは「ひらめき」ではなく、「発見」を重視し
ていること。そして、その発見のために、アタマのなかでた
えず行われているのが情報の「編集」です。編集的に物事
をとらえ、編集的に解釈するからこそ、彼らはものの価値や
意味を「ふつうではないもの」に変えることができるのです
──。数々の名だたるスタークリエイターたちの本を、15年
にわたって手がけてきた広告・デザイン本編集の第一人者
が、クリエイティブな思考のメカニズムを読み解いた１冊。

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

基礎Ruby on Rails 改訂4版（Impress kiso series） 【PDF版あり】

黒田 努

2018

9784295004608

¥11,550 ¥23,100

1028397347

いちばんやさしい会計の教本
―人気講師が教える財務3表の読み解き方が全部わかる本― 【PDF版あり】

川口 宏之

2018

9784295005025

¥5,280 ¥10,560

1029312015

名将たちが語る「これから」の高校野球
―伝統の継承と革新 : 紡がれる100の歩み― 【PDF版あり】

大利 実

2018

9784295004103

¥4,290

¥8,580

1028397346

2015

9784844396635

¥5,940 ¥11,880

1028546656

2015

9784844396765

¥15,840 ¥31,680

1028546660

2014

9784844396123

¥5,940 ¥11,880

1028546655

2014

9784844396079

¥15,840 ¥31,680

1028546659

OnDeck編集部

2013

9784844396048

¥14,850 ¥29,700

1028546669

電子書籍ストア利用動向調査 ―OnDeck 2013年4月調査版 : アップル参入で本格化
OnDeck編集部
した最新の日本ストア市場を分析―（OnDeck books） 【PDF版あり】

2013

9784844395874

¥24,750 ¥49,500

1028546670

デジタル社会が加速する 2015（インターネット白書）
グローバル競争時代を勝ち抜く!スマートフォン市場新成長戦略 2015（スマホ白書）
すべてがつながる未来へ 2013-2014（インターネット白書）
スマートフォン5000万台時代のモバイルビジネス新戦略 2013-2014（スマホ白書）
電子書籍ストア利用動向調査 ―OnDeck 2013年10月調査版 : 最新の日本ストア
市場を分析―（OnDeck books） 【PDF版あり】

● 表示価格は税抜きです。

インターネット白書
編集委員会
モバイル・コンテン
ツ・フォーラム
インターネット白書
編集委員会
モバイル・コンテン
ツ・フォーラム

●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。

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
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EPUBリフロー版
コンテンツ

NextPublishing

シリーズ
新規配信タイトル!

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

ラズパイでラジオを聞く!“radiberry pi!”構築マニュアル 【PDF版あり】

木田原 侑

2018

9784844398424

¥5,280

¥10,560 1030447031

テスト駆動で作る!初めてのAzureアプリ 【PDF版あり】

窓川 ほしき

2018

9784844398554

¥5,280

¥10,560 1030447032

Visual Studio Codeデバッグ技術 【PDF版あり】

森下 篤

2018

9784844398622

¥5,280

¥10,560 1030447033

実践 Android Data Binding 【PDF版あり】

坂口 亮太

2018

9784844398721

¥5,280

¥10,560 1030447034

Markdownライティング入門 【PDF版あり】

藤原 惟

2018

9784844398363

¥5,940

¥11,880 1030447035

サーバーレスでお手軽自動化!Google Apps Script
活用入門 2018年最新改訂版 【PDF版あり】

中山 貴幸

2018

9784844398561

¥5,280

¥10,560 1030447036

Flutter×Firebaseで始めるモバイルアプリ開発 【PDF版あり】

下畑 翔

2018

9784844398783

¥5,280

¥10,560 1030447037

株とPython ―自作プログラムでお金儲けを目指す本 【PDF版あり】

宮部 保雄

2018

9784844398844

¥5,940

¥11,880 1030447038

テストが書けない人のAndroid MVP 【PDF版あり】

高畑 匡秀

2018

9784844398714

¥4,620

¥9,240 1030447039

比較して学ぶRxSwift入門 【PDF版あり】

高橋 凌

2018

9784844398790

¥5,280

¥10,560 1030447041

技術の泉シリーズ（NextPublishing）は、新規配信タイトル以外も好評配信中です!
詳細はお問合せください。
● 表示価格は税抜きです。

●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。
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EPUBリフロー版
コンテンツ

New thinking and new ways

NextPublishing
送電線空容量ゼロ問題

仮想通貨の税務対策 ―税理士に頼む?自分で申告? :

―電力は自由化されていない―

「億り人」になって破産しないためのQ&A集―
鹿剛著

2018年発行

山家 公雄 著

2018年発行

同時1アクセス(本体)

¥4,620

同時1アクセス(本体)

¥3,960

同時3アクセス(本体)

¥9,240

同時3アクセス(本体)

¥7,920

冊子版ISBN

9784844398684

冊子版ISBN

9784844398905

商品コード

1030447044

商品コード

1030447047

【PDF版あり】

【PDF版あり】

サイバーセキュリティ2020 ―脅威の近未来予測―

オープンデータ超入門

日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)未来予測プロジェクト 編
2015年発行

林 雅之 著

2014年発行

¥4,290

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

¥8,580

同時3アクセス(本体)

¥7,920

冊子版ISBN

9784802090179

冊子版ISBN

9784844396154

商品コード

1028546455

商品コード

1028546657

同時1アクセス(本体)

【PDF版あり】

¥3,960

【PDF版あり】

楽しく学ぶJava入門
人気シリーズがリフロー版に！

7冊揃価格
同時１アクセス(本体)

同時３アクセス(本体)

¥16,170

¥32,340

NextPublishing

各冊詳細はお問合せください。

仕事で使える!シリーズ
仕事で使える!Googleサイト

NextPublishing

仕事で使える!Googleスライド

―クラウド時代のポータル構築術―

【PDF版あり】

―クラウド時代のプレゼンテーション活用術―

仕事で使える!Windows10
―Googleの提唱する100%web実践ガイド―

【PDF版あり】
丹羽 国彦 著

2015年発行

¥2,310
¥4,620
9784802090018
1028546640

同時1アクセス(本体)
同時3アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

丹羽 国彦 著

2015年発行

¥2,310
¥4,620
9784802090292
1028546641

同時1アクセス(本体)
同時3アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

佐藤 芳樹 著
同時1アクセス(本体)
同時3アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

2015年発行

¥2,310
¥4,620
9784802090315
1028546645

各シリーズは、新規配信タイトル以外も好評配信中です! 詳細はお問合せください。
● 表示価格は税抜きです。

●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。

2019年11月
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■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

