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No.2020-070 

丸善出版 
あの名著が今、電子版でよみがえる 

丸善ライブラリー・ブックス 

バブル経済が崩壊し、少子高齢化社会をはじめとする時代の大きな節
目となる1990年代から2000年代に相次いで刊行された丸善ライブラ
リー(新書)、丸善ブックス(選書)の中から、文芸、語学、経済、倫理
学、スポーツなど、今なお普遍的で、かつ資料的にも価値の高いタイ
トルをセレクトし電子化いたしました。 
（掲載情報は、2020年2月現在の内容です。） 

《丸善ライブラリー》 

NEW 
知・記号・コンピュータ 冊子版ISBN 9784621052174 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 仲本 秀四郎 冊子刊行年 1996 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

コンピューターとつきあうために、知と情報を扱う道具の歴史をふり返る。 商品コード 1031210652 

デジタル・ミレニアムの到来  
―ネット社会における消費者― 

冊子版ISBN 9784621052914 同時1アクセス(本体) ¥1,672 

著者 名和 小太郎 冊子刊行年 1999 同時3アクセス(本体) ¥2,508 

ネットワーク社会が抱える矛盾を前に、消費者の選択を考察する。 商品コード 1008060841 

読書見本帖 冊子版ISBN 9784621050026 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 池内 紀 冊子刊行年 1991 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

国内外の文学作品の中からテーマ別に選りすぐった、現代人のための読書指南書。 商品コード 1029574153 

書斎のワンダーランド 冊子版ISBN 9784621050446 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 小山 慶太 冊子刊行年 1992 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

理系文系、古今東西、ジャンルも飛び越えたさまざまなエピソードにより、刺激的な知の広が
りを堪能できる一冊。 

商品コード 1030681222 

インターネット時代の著作権  
―実例がわかるQ&A付 

冊子版ISBN 9784621053508 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 半田正夫 冊子刊行年 2001 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

情報を正しく受け止め、正しく活用できるよう、著作権法をわかりやすく解説。 商品コード 1028515326 

攻撃と暴力-なぜ人は傷つけるのか 冊子版ISBN 9784621053249 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 大渕 憲一 冊子刊行年 2000 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

現代社会の暴力・犯罪の事例も交え、多角的な視点から、攻撃性の核心に迫っていく。 商品コード 1028650416 

応用倫理学のすすめ 冊子版ISBN 9784621051252  同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 加藤 尚武 冊子刊行年 1994 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

死刑廃止論、セクハラなどの様々な社会問題に、国民はどのように合意を形成すべきなのか。
それらの問題に応用倫理学の方法で鋭く切り込んでいく。 

商品コード 1030815361 

現代を読み解く倫理学  
―応用倫理学のすすめ 2― 

冊子版ISBN 9784621072332 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 加藤 尚武 冊子刊行年 1996 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

様々な社会問題における合意内容を分析、原理・原則を提示し、提言する。 商品コード 1031031517 

合意形成とルールの倫理学 
 ―応用倫理学のすすめ 3― 

冊子版ISBN 9784621053607 同時1アクセス(本体) ¥1,804 

著者 加藤 尚武 冊子刊行年 2002 同時3アクセス(本体) ¥2,706 

応用倫理学の視点から、明快な問題解決へのヴィジョンを提示。 商品コード 1008060851 
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子育ての倫理学 冊子版ISBN 9784621053317  同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 加藤 尚武 冊子刊行年 2000 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

少年犯罪の根本的原因として、「乳幼児期の子育て」が深く関係している。倫理学的視点から、
解決への明快な指針を提示する。 

商品コード 1031031519 

環境倫理学のすすめ  冊子版ISBN 9784621070345 同時1アクセス(本体) ¥1,716 

著者 加藤 尚武 冊子刊行年 1991 同時3アクセス(本体) ¥2,574 

エコロジー運動の哲学的・倫理学的基礎の解明をめざして生まれた思想、環境倫理学から文
化の姿、将来の責任を問う。 

商品コード 1008060854 

新・環境倫理学のすすめ 冊子版ISBN 9784621053737  同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 加藤 尚武 冊子刊行年 2005 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

「環境倫理学」の第一人者が、一四年ぶりに書き下ろした、待望の続編。 商品コード 1031031520 

アイルランド問題とは何か 冊子版ISBN 9784621053157 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 鈴木 良平 冊子刊行年 2000 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

闘争を繰り返すイギリスとアイルランドの間には何があるのか。これまでの歴史をコンパクト
に学べる1冊。 

商品コード 1030937021 

カフェ ― ユニークな文化の場所 冊子版ISBN 9784621051566 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 渡辺 淳 冊子刊行年 1995 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

パリの文化発祥の現場、カフェの歴史を追う。     商品コード 1029574154 

歴史に学ぶ危機管理 冊子版ISBN 9784621051382 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 童門 冬二 冊子刊行年 1994 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

上杉鷹山、織田信長、勝海舟など、歴史上の人物たちの知られざる危機管理術を紹介。 商品コード 1028352554 

アメリカ合衆国読本―知られざる大国の素顔 冊子版ISBN 9784621051047 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 五月女 光弘 冊子刊行年 1993 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

日本にとって重要な国アメリカ----在米大使館などに長く勤務した筆者が、ほとんど知られて
いない、とっておきの話を紹介。 

商品コード 1029312020 

イギリス人の国家観・自由観  冊子版ISBN 9784621053669 同時1アクセス(本体) ¥1,584 

著者 名古 忠行 冊子刊行年 2005 同時3アクセス(本体) ¥2,376 

アングロ・サクソンの政治的英知と底力とよぶべきものの変遷をたどることで、現代の日本人
が自信の国家像を見いだすヒントを提供する。 

商品コード 1008060853 

情報社会の文化経済学 冊子版ISBN 9784621052099  同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 池上 惇 冊子刊行年 1991 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

情報技術の進歩により、経済学を「愛と尊厳を担う人間性回復の経済学」へと発展させる可
能性を説く。 

商品コード 1031031518 

何が間違いか日本の経済政策  
―マドリングスルーの時代― 

冊子版ISBN 9784621053645 同時1アクセス(本体) ¥1,716 

著者 白川 一郎 冊子刊行年 2004 同時3アクセス(本体) ¥2,574 

今後の日本経済は構造調整の進展に依存するというのが著者の基本的主張である。構造改
革は容易なことではなく、ここしばらくはマドリングスルーの時代が続くことを予見した考察。 

商品コード 1008060852 

フィランソロピー 冊子版ISBN 9784621050958  同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 出口 正之 冊子刊行年 1993 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

フィランソロピーを推進させるための問題点を浮き彫りにし、真の社会貢献のあり方を問う。 商品コード 1031460099 
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現代企業の条件  
―メガコンペティションの時代― 

冊子版ISBN 9784621052600 同時1アクセス(本体) ¥1,628 

著者 長谷川 洋三 冊子刊行年 1998 同時3アクセス(本体) ¥2,442 

国内外の豊富な成功例を織り込み、変化する日本の企業の姿と今後の展望を描く。 商品コード 1008060840 

模倣の社会学 冊子版ISBN 9784621050088 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 横山 滋 冊子刊行年 1991 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

「模倣」という魔法の眼鏡を片手に現代社会の諸層をのぞいてみると、そこには思いがけな
い真実の姿が現れてくる。 

商品コード 1030652895 

共生の思想 ―自他の衝突と協調― 冊子版ISBN 9784621053133 同時1アクセス(本体) ¥1,716 

著者 藤原 鎭男 冊子刊行年 2000 同時3アクセス(本体) ¥2,574 

現代社会の問題を自他の衝突と｢共生｣をキーワードに捉える書。 商品コード 1008060843 

生活大国へ 冊子版ISBN 9784621050811  同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 岡沢 憲芙 冊子刊行年 1993 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

少子高齢化を克服し、国民本位の「生活大国」に転換したスウェーデンの事例を踏まえた提
言書。 

商品コード 1031031516 

結婚の社会学 
―未婚化・晩婚化はつづくのか 

冊子版ISBN 9784621052068 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 山田 昌弘 冊子刊行年 1996 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

結婚に対する願望が強く見られる一方で、なぜ、結婚年齢が上昇し、独身者が増え続ける
のか? 

商品コード 1029684248 

教育改革論 冊子版ISBN 9784621052006 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 加藤 寛 冊子刊行年 1996 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)の創設によって大学改革の先鞭をつけた筆者によ
るユニークな教育改革論。 

商品コード 1029684250 

英国パブリック・スクール物語 冊子版ISBN 9784621050910 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 伊村 元道 冊子刊行年 1993 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

「トム・ブラウンの学校生活」をテキストに、トマス・アーノルド校長と19世紀のパブリック・ス
クールの実像に光を当てる 

商品コード 1029574152 

科学タイムトラベル 冊子版ISBN 9784621051023  同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 小山 慶太 冊子刊行年 1993 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

科学と世相を絡ませ、時代を斬り、歴史を読み取る珠玉の２５０話。 商品コード 1031390607 

理科系の英語  冊子版ISBN 9784621051474 同時1アクセス(本体) ¥1,452 

著者 志村 史夫 冊子刊行年 1995 同時3アクセス(本体) ¥2,178 

文化的差異や心理構造などから来る暖昧さを廃し、一義的なものとして理解されることが、
自然法則や科学技術を扱う英語には求められる。豊富な滞米経験をもとに実践英語を解説。 

商品コード 1008060836 

ヒトゲノムと遺伝子治療  冊子版ISBN 9784621053584 同時1アクセス(本体) ¥1,826 

著者 本橋 登 冊子刊行年 2002 同時3アクセス(本体) ¥2,739 

遺伝子による診断、治療の最前線を、ガンやエイズ治療などの様々なトピックスを交えて解
説する。 

商品コード 1008060849 
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成人病を防ぐ現代人の食事学  冊子版ISBN 9784621052563 同時1アクセス(本体) ¥1,584 

著者 井上 勝六 冊子刊行年 1998 同時3アクセス(本体) ¥2,376 

米・豆食などの伝統的栄養学をベースに成人病を防ぐ日常の食生活の基本を提言。 商品コード 1008060839 

薬の文化誌 冊子版ISBN 9784621050132  同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 松井 壽一 冊子刊行年 1991 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

古代インドやメソポタミア、さらにギリシャ、アラビアから中国・日本へと薬の歴史を辿り、
現代まで連綿と続く薬にまつわる人間のドラマを追う。 

商品コード 1031390605 

花火百華  冊子版ISBN 9784621053218 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 小野里 公成 冊子刊行年 2000 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

花火の楽しみ方、花火大会に行くときのポイント、さらには人に話したくなるような花火の
話題まで、とっておきの情報を網羅。 

商品コード 1008060844 

サイエンス食生活考  冊子版ISBN 9784621051504 同時1アクセス(本体) ¥1,496 

著者 成瀬 宇平 冊子刊行年 1995 同時3アクセス(本体) ¥2,244 

科学的に正しい栄養学の知識、健康と長寿のための食生活を平易に紹介。 商品コード 1008060837 

人間的な産業の復活  
―ヨーロッパ型経営のモラル― 

冊子版ISBN 9784621053591 同時1アクセス(本体) ¥1,892 

著者 里深 文彦 冊子刊行年 2002 同時3アクセス(本体) ¥2,838 

21世紀の「技術」と「文化」の関係、「労働」と「仕事」の関係を展望する。 商品コード 1008060850 

森との共生 
―持続可能な社会のために― 

冊子版ISBN 9784621053225  同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 藤森 隆郎 冊子刊行年 2000 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

森林とはなにか、その抱える問題とはなにか等の基礎的な知識から、保全・管理の方法、
持続可能な森づくりを解説。 

商品コード 1031390608 

ビジネス英語の落とし穴  冊子版ISBN 9784621053423 同時1アクセス(本体) ¥1,672 

著者 小林 薫 冊子刊行年 2001 同時3アクセス(本体) ¥2,508 

最新用語を通してマーケティングやコンサルティングの基礎知識も身につく翻訳者、通訳
者も必読の書。 

商品コード 1008060847 

オリンピックと放送 冊子版ISBN 9784621050231 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 西田 善夫 冊子刊行年 1991 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

伝える側から見た知られざるオリンピックの舞台裏と、日本のみならず各国の選手やス
タッフたちの素顔、放送上の失敗談や苦労話が生き生きと語られる。 

商品コード 1030815362 

勝つ、スポーツサイエンス 冊子版ISBN 9784621050545 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 田中 誠一 冊子刊行年 1992 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

多くの選手を育成した著者が、その体験をおりまぜながら、肉体的な面を主体とした「ト
レーニング論」と、目的のために選手の頭脳を変容させる、精神的な要素を重視した
「コーチ論」をここに展開する。 

商品コード 1028112402 
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論争と「詭弁」  
―レトリックのための弁明― 

冊子版ISBN 9784621052976 同時1アクセス(本体) ¥1,584 

著者 香西 秀信 冊子刊行年 1999 同時3アクセス(本体) ¥2,376 

本書は、現在あまりにも偽善的な評価によって正当性が認知されつつあるレトリックを、そ
の居心地の悪い「陽のあたる場所」から救い出し、再びそれにふさわしい日陰者の位置に
追いやろうという試みである。 

商品コード 1008060842 

翻訳は文化である  冊子版ISBN 9784621053263 同時1アクセス(本体) ¥1,716 

著者 藤岡 啓介 冊子刊行年 2000 同時3アクセス(本体) ¥2,574 

明治以来の翻訳者たちの苦労や、古今東西の翻訳書の功罪をとりあげ、文化としての翻
訳とは何かを追求する。 

商品コード 1008060845 

文章をダメにする三つの条件 冊子版ISBN 9784621053270 同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 宮部 修 冊子刊行年 2000 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

「文章論より書き慣れること」をモットーに、読み手の共感を得る文章を書くための、基本的
で実践的なポイントを解説。 

商品コード 1028352555 

はじめてみようよ中国語 冊子版ISBN 9784621053560 同時1アクセス(本体) ¥3,102 

著者 竹内 誠 冊子刊行年 200205 同時3アクセス(本体) ¥4,653 

中国の文化や生活を知るコラムを読みながら、楽しく中国語を学ぶ。 商品コード 1028395298 

街角のイギリス英語 冊子版ISBN 9784621050866  同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 大村 善勇 冊子刊行年 1993 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

「耳から入った英語」を中心に、普通の商社マンが出会った、イギリス英語の一断面をつづ
る。生きいきとしたことばの体験が、本書の中にはあふれている。 

商品コード 1031460098 

ノーベル文学賞 冊子版ISBN 9784621050644  同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 柏倉 康夫 冊子刊行年 1992 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

授賞の栄誉に輝いた８０余名と、生涯待ち続けた数多の作家達、そして自ら受賞を拒否し
た人々。これらの文学者たちがおりなす人間のドラマと、その生きた時代を、多くの作品や
証言によって綴る。 

商品コード 1031314155 

作家の訳した世界の文学 冊子版ISBN 9784621050460  同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 井上 健 冊子刊行年 1992 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

近代から現代にわたる日本の作家たちが、自ら翻訳した様々な作品を取り上げ、その変遷
と背景を探り、「翻訳」小説の本質に迫ってゆく。 

商品コード 1031390606 

『源氏物語』を楽しむ 冊子版ISBN 9784621052372  同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 山口 仲美 冊子刊行年 1997 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

光源氏の相手になった女性たちは、人柄や環境に応じて個性豊かな言葉を発し、彼とさま
ざまな関係をつくっていく。それは、さながら現代の男と女の会話の見本集。 

商品コード ‐ 

サドから『星の王子さま』へ 冊子版ISBN 9784621051078  同時1アクセス(本体) ¥3,300 

著者 稲垣 直樹 冊子刊行年 1993 同時3アクセス(本体) ¥4,950 

先人の学問的成果と著者独自の観点から、いまフランス小説をどう読みうるかを探る。 商品コード 1031210651 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 
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福祉の国は教育大国 
―デンマークに学ぶ生涯教育― 

冊子版ISBN 9784621061022 同時1アクセス(本体) ¥6,270 

著者 小島ブンゴード孝子 冊子刊行年 2004 同時3アクセス(本体) ¥9,405 

世界に誇れる福祉国家に成長したデンマークの、ゆたかさを追い求めた生涯教育システム
の全貌を語る。 

商品コード 1030652896 

食と健康の文化史 
―薬になる食べものの話― 

冊子版ISBN 9784621060841 同時1アクセス(本体) ¥5,808 

著者 井上 勝六 冊子刊行年 2000 同時3アクセス(本体) ¥8,712 

コンブ、ヨモギ、トウガラシ、茶、ミルク・・・・食べものが体を作り健康を維持するという伝統栄
養学を軸に、「人間」と「食の営み」との関わり合いについて興味深く解説する。 

商品コード 1030588938 

マラルメの火曜会 
―世紀末パリの芸術家たち― 

冊子版ISBN 9784621060100 同時1アクセス(本体) ¥5,940 

著者 柏倉 康夫 冊子刊行年 1994 同時3アクセス(本体) ¥8,910 

文学、絵画、音楽、舞踏などの芸術が交錯する輝かしき十九世紀末のパリ。詩人マラルメの
芸術観がどれほど多くの芸術家に多大な影響を与えたかを描いた書。 

商品コード 1030681221 

《丸善ブックス》 

近刊予定 《丸善ライブラリー》 

書名 著者 冊子版ISBN 

情報を考える 仲本 秀四郎 9784621050736 

情報化の発展のために、社会の共有する財産として情報を捉え直す。 

一〇一冊の図書館 池内 紀 9784621051016 

古今東西の名著・快著が１０１冊。ユニークな語りで読書の魅力をとき明かす。 

ロンドンAtoZ 小林 章夫 9784621050040 

過去から現代にわたるエピソードの数々を、ＡからＺまでのキーワードで綴るロンドン百科。 

福沢諭吉―その重層的人間観と人間愛 桑原 三郎 9784621050484  

福沢諭吉の思想に魅せられた筆者が、新しい知見を随所に盛り込みながら足跡をたどり、類書にない視点から福沢の人間観と人間
愛を紹介する。 

アメリカ生活AtoZ 五月女 光弘 9784621051634 

初めてアメリカで滞在生活を送る方に、有益な身の回りのことを平易に紹介。 

文化経済学のすすめ 池上 惇 9784621050019 

現代社会における心と質の経済学を、広範にわたり考察する。 

生活の芸術化 池上 惇 9784621050934  

生活の芸術化を現実に進める動きが、どのような意味を持っているか考察する。 

日本の国際ボランティア 五月女 光弘 9784621052389  

幅広い視点から貴重なデータを交えて、国際ボランティアについて考察する。 

異貌の科学者 小山 慶太 9784621050057  

科学史上に燦然と異彩を放つ、四人の天才の異貌の生涯を紹介する。 
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書名 著者 冊子版ISBN 

トマス・クックの肖像 
―社会改良と近代ツーリズムの父― 

蛭川 久康 9784621060704 

ヴィクトリア朝に不思議なほど合致する、トマス・クックの生涯をひもとく。 

近刊予定 《丸善ブックス》 

書名 著者 冊子版ISBN 

水族館への招待 - 魚と人と海 鈴木 克美 9784621051122  

さまざまな話題にふれながら、わたしたちの知らない水族館の内側を紹介。 

魚は夢を見ているか 鈴木 克美 9784621050286  

魚の世界に興味を抱いてもらいたい願望を込めて送る、厳選トピックス５０話。 

薬の社会誌 松井 壽一 9784621050521  

薬や医療は常に社会とかかわり合い、様々なドラマが展開されてきた。薬害や麻薬についても言及する一冊。 

パリ・1920年代 
―シュルレアリスムからアール・デコまで 

渡辺 淳 9784621052310  

２０世紀文化の原点ともいうべき文芸と、それを創る人々が織りなす華やかなドラマの現場へと案内する。 

バッハの音楽的宇宙 大村 恵美子 9784621051153  

バッハがその音楽でとり上げた、人間が遭遇する広大な領域の森羅万象の題材を紹介する。 

現代演劇のゆくえ―失われたドラマを求めて 渡辺 淳 9784621053195  

国内外・古今の演劇を解説しながら、読者をドラマ再発見の旅へと誘う。 

オリンピックの政治学 池井 優 9784621050538  

オリンピックには、人種問題、分断国家、テロ、国威発揚など国際政治のあらゆる要素が含まれている。オリンピックを追うことは、政
治の一角を追うことでもある。 

野球と日本人 池井 優 9784621050149  

アメリカで誕生した“ベース・ボール”と、日本に渡り独自の成長をとげた“野球”。待望の日米野球文化論。 

文学と風土―房総を旅した作家たち 坂本 哲郎 9784621051054  

日本文学に大きな足跡を残した作家の、房総を中心とした「旅と風土」をテーマに作品を読みとく。 

謎解き・風の又三郎 天沢 退二郎 9784621050330  

さまざまな謎がかくされている「風の又三郎」を読み解き、宮沢賢治という巨人の謎にもふれる。 

近刊予定 《丸善ライブラリー》 
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【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　N&Fビル4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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