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出版メディアパル 

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 

電子出版学入門 ―出版メディアのデジタル化と紙の本のゆくえ― 改訂3版（本の未来を考
える=出版メディアパル No.23） 

湯浅 俊彦 2013 9784902251234 ¥3,300 ¥4,950 1015175808 

デジタル環境下における出版ビジネスと図書館 ―ドキュメント「立命館大学文学部湯浅ゼミ」
― 

湯浅 俊彦 2014 9784902251784 ¥5,280 ¥7,920 1015402939 

電子編集入門 ―編集者のためのsed活用術―（本の未来を考える=出版メディアパル No. 
14） 

浦山 毅 2008 9784902251142 ¥3,300 ¥4,950 1016434864 

文庫はなぜ読まれるのか ―文庫の歴史と現在そして近未来―（本の未来を考える=出版メ
ディアパル No. 22） 

岩野 裕一 2012 9784902251227 ¥3,960 ¥5,940 1016434869 

少女雑誌に見る「少女」像の変遷 ―マンガは「少女」をどのように描いたのか―（本の未来を
考える=出版メディアパル No. 24） 

中川 裕美 2013 9784902251241 ¥5,280 ¥7,920 1016434870 

本づくりこれだけは ―失敗しないための編集術と実務― 改訂4版（本の未来を考える=出版
メディアパル No. 25） 

下村 昭夫 2013 9784902251258 ¥2,640 ¥3,960 1016434871 

昭和の出版が歩んだ道 ―激動の昭和へTime TRaVEL―（本の未来を考える=出版メディア
パル No. 26） 

能勢 仁 2013 9784902251265 ¥3,960 ¥5,940 1016434872 

校正のレッスン ―活字との対話のために― 改訂2版（本の未来を考える=出版メディアパル 
No. 27） 

大西 寿男 2014 9784902251272 ¥3,520 ¥5,280 1016434873 

出版と自由 ―周縁から見た出版産業― 長岡 義幸 2009 9784902251951 ¥5,280 ¥7,920 1016434865 

出版翻訳プロの条件 藤岡 啓介 2011 9784902251968 ¥4,840 ¥7,260 1016434866 

世界の本屋さん見て歩き ―海外35カ国202書店の横顔― 能勢 仁 2011 9784902251975 ¥5,280 ¥7,920 1016434867 

出版産業の変遷と書籍出版流通 ―日本の書籍出版産業の構造的特質― 増補版 蔡 星慧 2012 9784902251982 ¥5,280 ¥7,920 1016434868 

電子出版と電子図書館の最前線を創り出す ―立命館大学文学部湯浅ゼミの挑戦― 湯浅 俊彦 2015 9784902251791 ¥5,280 ¥7,920 1017530330 

表現の自由と出版規制 ―ドキュメント「時の政権と出版メディアの攻防」―（本の未来を考え
る=出版メディアパル No.28） 

山 了吉 2015 9784902251289 ¥4,400 ¥6,600 1018185103 

韓国出版発展史 ―1945～2010― 李 斗暎 2015 9784902251616 ¥8,800 ¥13,200 1019255589 

出版業界版悪魔の辞典 ―愛書家に贈るシニカルブック― 能勢 仁 2015 9784902251999 ¥3,300 ¥4,950 1019255590 

出版社のための本を売る知識と販売戦略 （本の未来を考える=出版メディアパル . 出版営
業ハンドブック ; 基礎編 No.18） 

岡部 一郎 2010 9784902251180 ¥2,640 ¥3,960 1019255591 

編集デザイン入門 ―編集者・デザイナーのための視覚表現法―改訂2版（本の未来を考え
る=出版メディアパル No.29） 

荒瀬 光治 2015 9784902251296 ¥4,400 ¥6,600 1019255592 

デジタルが変える出版と図書館 ―立命館大学文学部湯浅ゼミの1年― 湯浅 俊彦 2016 9784902251807 ¥5,280 ¥7,920 1020490241 

編集者の誕生と変遷 ―プロフェッションとしての編集者論― 文 嬿珠 2016 9784902251623 ¥5,280 ¥7,920 1022221271 

世界の本屋さん図鑑 ―45カ国・50書店の横顔見て歩き : カラー版― 能勢 仁 2016 9784902251630 ¥3,300 ¥4,950 1022221272 

出版営業ハンドブック 改訂2版（本の未来を考える=出版メディアパル 実践編） 岡部 一郎 2017 9784902251302 ¥3,300 ¥4,950 1024556872 

大学生が考えたこれからの出版と図書館 ―立命館大学湯浅ゼミの軌跡― 湯浅 俊彦 2017 9784902251647 ¥4,840 ¥7,260 1024556873 

校正のレッスン ―活字との対話のために―改訂3版（本の未来を考える=出版メディアパル） 大西 寿男 2017 9784902251326 ¥3,520 ¥5,280 1025513807 

ICTを活用した出版と図書館の未来  
 ―立命館大学文学部のアクティブラーニング― 

本書は、「ICT を活用した出版と図書館の未来」をテーマにした大学のゼミ授業の成果を明らかにすると同時に、大学
の授業そのものを変えようと取り組んできた1 つの実践報告でもある。 

著編者名 湯浅 俊彦 発行年 2018 冊子版ISBN 9784902251661  

同時1アクセス(本体) ¥3,300 同時3アクセス(本体) ¥4,950 商品コード 1027301897 

変貌する出版界とこれからの販売戦略 改訂2版 
 （本の未来を考える=出版メディアパル . 出版営業ハンドブック 基礎編 (No.31)） 

本書は、2010年発行の『出版営業ハンドブック〈基礎編〉』の記述を大幅に見直し、出版業界で働く皆さんの日常業務
によりいっそうお役に立てるように多くの実例を追加した改訂2版です。 

著編者名 岡部 一郎 発行年 2017 冊子版ISBN 9784902251319  

同時1アクセス(本体) ¥2,860 同時3アクセス(本体) ¥4,290 商品コード 1024936515 

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


■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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