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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 

● 表示価格は税抜きです。 2017年11月 

No.2017-355 

電子出版アワード2016 デジタル・インフラ賞 受賞！ 

First stageシリーズに新規追加！ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス（本体） 
商品コード 

電気機器概論 （電気・電子） 熊谷 文宏 2015 9784407337396 ¥6,600 1024731918 

電子回路概論 （電気・電子） 今井 稔 2015 9784407337402 ¥7,150 1024731919 

土質力学概論 （建築・土木） 垣谷 敦美 2016 9784407339307 ¥4,950 1025376240 

土木構造力学概論 （建築・土木） 垣谷 敦美 2016 9784407339284 ¥7,150 1025376241 

農業経営概論 （農業） 大泉 一貫 2016 9784407340365 ¥6,050 1025376242 

ビジネス法務の基礎 （商業・経済） 森島 昭夫 2016 9784407337303 ¥6,050 1025376243 

大学教育の基礎となる高校レベルからの知識の定着を図るテキスト。 
図や写真を多用したビジュアルでわかりやすい構成。 

発行分野：電気・電子、機械、建築・土木、科学・環境、商業・経済 

６冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 

¥37,950 

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


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。 2017年11月 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
商品コード 

建築構造設計概論 （建築・土木） 和田 章 2016 9784407340334 ¥8,250 1025599591 

建築法規概論 （建築・土木） 大村 謙二郎 2016 9784407340228 ¥6,325 1025599592 

水理学概論 （建築・土木） 岡 二三生 2016 9784407339291 ¥4,675 1025599593 

化学工学概論 （化学工学） 小菅 人慈 2015 9784407337419 ¥7,425 1019533218 

測量入門 （建築・土木） 大杉 和由 2014 9784407335477 ¥7,700 1018441550 

建築製図入門 （建築・土木） 大庭 孝雄 2014 9784407335484 ¥9,625 1018441551 

電気理論基礎 1 （電気・電子） 小川 義雄 2014 9784407335361 ¥6,600 1018194192 

電気理論基礎 2 （電気・電子） 小川 義雄 2014 9784407335378 ¥5,775 1018194193 

電気・電子入門 （電気・電子） 佐竹 一郎 2014 9784407335385 ¥6,050 1018194194 

電気製図入門 （電気・電子） 關 敏昭 2014 9784407335460 ¥9,625 1018194195 

機械設計入門 （機械） 塚田 忠夫 2014 9784407335415 ¥6,875 1017819955 

機械製図入門 （機械） 林 洋次 2014 9784407335453 ¥9,625 1017819956 

メカトロニクス入門 （機械） 舟橋 宏明 2014 9784407335446 ¥6,875 1017973339 

機械要素入門 1 （機械） 林 洋次 2014 9784407335422 ¥5,775 1017973340 

機械要素入門 2 （機械） 林 洋次 2014 9784407335439 ¥5,775 1017973341 

環境工学入門 （科学・環境） 花木 啓祐 2014 9784407335408 ¥6,875 1017819957 

マーケティングの基礎 （商業・経済） 小林 一 2014 9784407335491 ¥4,675 1018441552 

First stageシリーズの既刊タイトル！ 



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。 2017年11月 

30時間でマスターシリーズ新規追加 

事例でわかる統計シリーズ 

Professional engineer libraryシリーズ新規追加 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

商品コード 

30時間でマスターOffice 2016 実教出版編修部 2016 9784407340181 ¥2,750 1024019792 

30時間でマスターWord & Excel 2016 実教出版編修部 2016 9784407340198 ¥2,612 1024019793 

30時間でマスターExcel 2016 実教出版企画開発部 2016 9784407340211 ¥2,612 1024019794 

30時間でマスターWord 2016 実教出版企画開発部 2016 9784407340204 ¥2,612 1024019795 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

商品コード 

水理学 神田 佳一 2016 9784407337884 ¥7,975 1024775773 

工業力学 本江 哲行 2016 9784407337891 ¥7,425 1024775774 

機械力学 本江 哲行 2016 9784407337907 ¥7,975 1024775775 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

商品コード 

医療系のための統計入門 （※） 景山 三平 2015 9784407337136 ¥6,050 1022699089 

教養のための統計入門 大田 靖 2016 9784407332841 ¥6,325 1024118013 

経済・経営系のための統計入門 元山 斉 2016 9784407337112 ¥6,050 1024394785 

理工系のための統計入門 鎌倉 稔成 2016 9784407337242 ¥6,050 1024394786 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 



■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87-4　東戸塚N&Fビル1 2階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 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  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆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　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　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
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