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100周年記念特価 40％Off ‼
2019年3月31日まで!!

明治文化全集
―全29巻―
著編者：明治文化研究会

【全29巻セット特価】

分売可

同時１アクセス（本体）：¥660,000
→特価

¥396,000

同時３アクセス（本体）：¥990,000
→特価

＜商品コード：1013625185＞

¥594,000

この全集は、吉野作造・尾佐竹猛・石井研堂・宮武外骨
その他の諸先覚が、大正13年におこした明治文化研究会の編集したもので、
まさに明治の「群書類従」とも称すべき明治文化の研究には不可欠な史料文献である。
初版刊行時の24巻に前２回の復刻にあたり研究会自身の手により
増補された数巻を加え、全28巻、別巻１として刊行された復刻版の電子版です。
発行年

冊子版ISBN

商品コード

書名

発行年

冊子版ISBN

商品コード

第1巻 皇室篇 復刻版

書名

1992

9784535042414

1013625186

第16巻 思想篇 復刻版

1992

9784535042568

1013625171

第2巻 正史篇(上) 復刻版

1992

9784535042421

1013625187

第17巻 外國文化篇 復刻版

1992

9784535042575

1013625172

第3巻 正史篇(下) 復刻版

1992

9784535042438

1013625188

第18巻 新聞篇 復刻版

1992

9784535042582

1013625173

第4巻 憲政篇 復刻版

1992

9784535042445

1013625189

第19巻 雜誌篇 復刻版

1992

9784535042599

1013625174

第5巻 自由民權篇(上) 復刻版

1992

9784535042452

1013625190

第20巻 風俗篇 復刻版

1992

9784535042605

1013625175

第6巻 自由民權篇(下) 復刻版

1992

9784535042469

1013625191

第21巻 文明開化篇 復刻版

1993

9784535042612

1013625176

第7巻 外交篇 復刻版

1992

9784535042476

1013625192

第22巻 社會篇(上) 復刻版

1993

9784535042629

1013625177

第8巻 政治篇 復刻版

1992

9784535042483

1013625193

第23巻 社會篇(下) 復刻版

1993

9784535042636

1013625178

第9巻 法律篇 復刻版

1992

9784535042490

1013625194

第24巻 雜史篇 復刻版

1993

9784535042643

1013625179

第10巻 經濟篇 復刻版

1992

9784535042506

1013625195

第25巻 軍事篇・交通篇 復刻版

1993

9784535042650

1013625180

第11巻 教育篇 復刻版

1992

9784535042513

1013625196

第26巻 科學篇 復刻版

1993

9784535042667

1013625181

第12巻 宗教篇 復刻版

1992

9784535042520

1013625197

第27巻 婦人問題篇 復刻版

1993

9784535042674

1013625182

第13巻 文學藝術篇 復刻版

1992

9784535042537

1013625198

第28巻 農工篇 復刻版

1993

9784535042681

1013625183

第14巻 時事小説篇 復刻版

1992

9784535042544

1013625169

明治事物起原 復刻版（別巻）

1993

9784535042698

1013625184

第15巻 飜譯文藝篇 復刻版

1992

9784535042551

1013625170

各巻価格
明治事物起原 復刻版（別巻）のみ
● 表示価格は税抜きです。

同時１アクセス(本体) ¥13,200
同時１アクセス(本体) ¥26,400

40％Off‼
2019年3月31日まで!!

同時3アクセス(本体) ¥19,800
同時3アクセス(本体) ¥39,600

2018年10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

現代法学全集 全39巻
100周年記念特価 40％Off ‼
2019年3月31日まで!!
全39冊揃価格
同時１アクセス（本体） ¥383,680
同時３アクセス（本体） ¥575,520
各巻の詳細はお問い合わせください。
＜各巻詳細抜粋＞
現代法学全集 第1巻

法学入門・1-16頁／大日本帝国憲法講義・1-11頁／行政法・1-30頁／民法総則・1-132頁／労働法・1-95頁／法律講話・1-20頁／法学問答・1-31頁

現代法学全集 第6巻

債権総論・67‐134頁／手形法・1‐162頁／少年法・1-70頁／山林法・1-89頁（完）／判例小話・29-40頁

現代法学全集 第13巻

会社法・1-255頁／契約各論・189-229頁／戸籍法及寄留法・1-92頁（完）／判例小話・101-111頁

現代法学全集 第21巻

物権法・85‐135頁／保険契約法・1-207頁／健康保険法・1－130頁

現代法学全集 第29巻

法律講話・55-142頁／社会行政・25-147頁（完）／著作権法・1-36頁／農業法・35-73頁／行政法総論・581-728頁（完）／物権法・181-225頁

現代法学全集 第34巻

法律学概論・203-292頁／相続法・99-132頁／特許法・91-171頁（完）／新聞紙法・1-50頁（完）／債権法・1-80頁／国際私法・189-267頁／漁業法・121-203頁

現代法学全集 第39巻

強制執行法・167‐261頁（完）／国際私法・345‐465頁（完）／総索引・1－440頁

社会経済体系 全20巻
100周年記念特価 40％Off ‼
2019年3月31日まで!!
全20冊揃価格
同時１アクセス（本体） ¥202,400
同時３アクセス（本体） ¥303,600
各巻の詳細はお問い合わせください。
＜各巻詳細抜粋＞
社会経済体系 第1巻

一家一言/洞窟の内と外・福田徳三 - 1/社會經濟學・土方成美 - 1/日本經濟學史・瀧本誠一 - 27/英國經濟史・本位田祥男 - 45/日本經濟史・本庄榮治郎 - 67/
物價問題・河津暹 - 93/石油・内藤久寛 - 107/資本主義の本質及形成(完結)・林癸未夫 - 123/末期の資本主義(完結)・高橋龜吉 - 157/社會哲學・土田杏村 195/國家主義・高畠素之 - 215/社會政策・永井亨 - 237/リカアド派社會主義・堀經夫 - 255/社會主義史・石川三四郎 - 277/勞働組合運動

社会経済体系 第6巻

一家一言/政海に於ける面舵取舵・吉野作造/農村に於ける特殊の家筋(完結)・小野武夫 - 1/資本主義の觀念(完結)・田邊忠男 - 31/各國勞働黨(第一回、未完)・
藤井悌 - 81/浪漫主義(完結)・岸本誠二郎 - 101/明治維新時代經濟史(完結)・猪谷善一 - 141/農民組合論(完結)・杉山元治郎 - 191/新カント派社會主義(第三回、
完結)・波多野鼎 - 245/信託(完結)・米山梅吉 - 271/水産業(完結)・村上隆吉 - 319/鐵道(完結)・中川正左 - 365/正統派經濟學(第一回、未

社会経済体系 第12巻

一家一言/大衆に媚ぶるもの・那須皓/經濟學(第一回、未完)・高田保馬 - 1/商業政策(完)・河津暹 - 39/日本海運政策(完)・寺島成信 - 73/取引所論(完)・長滿欽
司 - 131/社會事業(第一回、未完)・矢慶輝 - 175/陸運政策(第二回、完)・増井幸雄 - 201/社會主義ウヴェート共和國同盟の現勢(第二回、完)・山川均 - 243/法律
哲學(第二回、未完)・高柳賢三 - 287/英國派社會主義(第四回、未完)・河合榮治郎 - 319/國家原論(第二回、完)・河村又介 - 381/日本の勞

社会経済体系 第16巻

一家一言/見れども見えず・阿部次郎/マルクス經濟學(第一回、未完)・向坂逸郎 - 1/ドイツ經濟史(第三回、完)・小林良正 - 23/經濟統計(第一回、未完)・猪間驥一
- 59/株式會社經濟論(第二回、完)・上田貞次郎 - 83/管理經濟(完)・神田孝一 - 111/貸借對照表論(完)・増地庸治郎 - 139/造船(完)・今岡純一郎 - 165/鐵鋼
(完)・河村驍 - 213/海運論(完)・村田省藏 - 259/宗教の本質(完)・佐野勝也 - 295/農村問題概論(完)・那須晧 - 339/外國爲替(完

社会経済体系 第20巻

一家一言/司法と政治・高柳賢三/ファッシズム(完)・藤井悌 - 1/歴史哲學(第二回、完)・三木清 - 77/自由主義(完)・河合榮治郎 - 107/マルクス經濟學(第三回、
完)・向坂逸郎 - 213/辯證法的唯物論および唯物史觀(第二回、完)・大森義太郎 - 251/歐洲資本主義の發展(第三回、完)・本位田祥男 - 341/明治外交史の一節
岩倉大使日米條約改正談判始末(完)・吉野作造 - 397/日本社會史殊に過渡期の社會(完)・三浦周行 - 449/歐洲政治史(第三回、完)・今井登志喜 - 485/

● 表示価格は税抜きです。

2018年10月

2018年 新規配信コンテンツ！
日本経済思想史研究 上巻 （大阪経済大
学日本経済史研究所叢書 第2冊）
著編者名

本庄 栄治郎

同時1アクセス(本体)

¥16,500

同時3アクセス(本体)

¥24,750

冊子版ISBN
発行年

9784535596016
1966

商品コード

1027372542

日本経済史研究の先駆者的存在であった著者の総決算。貴重な資料を使用した体系的労作。上巻は江戸時代より維新後。

日本経済思想史研究 下巻 （大阪経済大
学日本経済史研究所叢書 第3冊）
著編者名

本庄 栄治郎

同時1アクセス(本体)

¥20,460

同時3アクセス(本体)

¥30,690

冊子版ISBN

9784535596023

発行年

1966

商品コード

1027372543

日本における学者別の研究を纏める。

イギリス救貧法史論

同時1アクセス(本体)

¥7,920

同時3アクセス(本体)

¥11,880

冊子版ISBN
著編者名

小山 路男

発行年

9784535595996
1962

商品コード

1027372540

16世紀半ばにおけるイギリス救貧法の歴史的研究だが、先ず同時期の労働関係の緻密的検証から解きおこし、救貧法の成
立契機と意義を追求。現在でも多くの問題を提起し得る書である。

同時1アクセス(本体)

民法典序論

（法學叢書 19）

著編者名

ポルタリス

¥12,540

同時3アクセス(本体)

¥18,810

冊子版ISBN

9784535596573

発行年

1947

商品コード

1027372539

1804年フランス民法典が公布される。この法典の編纂に重要な役割を果たしたポルタリスの主著。民法典の起草方針が示さ
れている。

同時1アクセス(本体)

堂島米市場史
著編者名

須々木 庄平

¥28,600

同時3アクセス(本体)

¥42,900

冊子版ISBN

9784535596061

発行年

1940

商品コード

1027372541

江戸享保年間の堂島。世界初めての近代的な先物市場が開かれた。絶頂期の堂島で三智識の一人とされた須々木庄平が
市場史を纏めた。

同時1アクセス(本体)

日本資本主義發達史 増補改訂版
著編者名

高橋 亀吉

¥19,800

同時3アクセス(本体)

¥29,700

冊子版ISBN

9784535596566

発行年

1929

商品コード

1027372537

欧米の経済理論をそのまま「日本の如き『後進国』に適用しようとする」ことを批判し、「先進国に於ける歴史の歩みと後進国に於ける
それとは依然少なからす事情を異にしている」として、幕末の封建制の崩壊と明治維新による「資本主義革命」から、その「行詰」が露
わになる昭和初期までを描く。

新東京繁昌記
―附大阪繁昌記―
著編者名

同時1アクセス(本体)

¥7,920

同時3アクセス(本体)

¥11,880

冊子版ISBN
水島 爾保布

発行年

9784535596054
1924

商品コード

1027372538

関東大震災後の東京復興。風俗、文化等を活き活きと映しだす。付録として大阪繁昌記付。

● 表示価格は税抜きです。

2018年10月

日評ベーシック・シリーズ
社会・福祉・教育・文化・歴史関連テーマのシリーズ
17冊揃価格
同時１アクセス（本体）
¥121,440
同時３アクセス（本体）
¥182,160

書名

著編者

経済学入門
財政学
量子力学
相対性理論
代数学入門 ―先につながる群,環,体の入門―
力学
行政法
青年期精神療法入門
解析力学
民事訴訟法
表現型可塑性の生物学 ―生態発生学入門―
労働法
家族法
老化という生存戦略 ―進化におけるトレードオフ―
生命進化のシステムバイオロジー ―進化システム生物学入門―
精神科治療の覚書 新版
子どものメンタルヘルス事典

奥野
小西
畠山
小林
川口
御領
下山
篠原
十河
渡部
三浦
和田
本山
近藤
田中
中井
清水

正寛
砂千夫
温
努
周
潤
憲治
道夫
清
美由紀
徹
肇
敦
祥司
博
久夫
將之

同時１アクセス
（本体）

発行年

冊子版ISBN

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2014
2014

9784535806092
9784535806085
9784535806412
9784535806405
9784535806351
9784535806382
9784535806788
9784535806603
9784535806399
9784535806757
9784535806573
9784535806719
9784535806740
9784535806542
9784535806566
9784535806511
9784535806528

同時３アクセス
（本体）

商品コード
1027212499
1027212500
1026725164
1026546437
1025731180
1025056267
1024512989
1024512997
1024896512
1024512990
1024513000
1024512988
1024512987
1024512998
1024512999
1024512993
1024512994

¥9,900
¥9,900
¥10,890
¥10,890
¥11,385
¥11,880
¥8,910
¥10,890
¥11,880
¥9,405
¥12,375
¥9,405
¥8,910
¥11,880
¥11,880
¥11,880
¥9,900

¥6,600
¥6,600
¥7,260
¥7,260
¥7,590
¥7,920
¥5,940
¥7,260
¥7,920
¥6,270
¥8,250
¥6,270
¥5,940
¥7,920
¥7,920
¥7,920
¥6,600

数理物理学方法序説

＜数学・物理学・理学系学生に向けた人気シリーズ！＞ 保江 邦夫

著編

全9冊揃価格
同時１アクセス（本体） ¥44,220
同時３アクセス（本体） ¥66,330

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

複素関数論 （1）

2000

9784535608818

¥4,840

¥7,260

1015392879

ヒルベルト空間論 （2）

2000

9784535608825

¥4,840

¥7,260

1015392880

量子力学 （3）

2001

9784535608832

¥4,840

¥7,260

1015392881

確率論 （4）

2001

9784535608849

¥4,840

¥7,260

1015392882

変分学 （5）

2001

9784535608856

¥4,840

¥7,260

1015392883

¥4,840

¥7,260

1015392884

連続群論 （7）

2001

9784535608870

¥4,840

¥7,260

1015392885

微分幾何学 （8）

2000

9784535608887

¥4,840

¥7,260

1015392886

物理数学における微分方程式 （別巻）

2002

9784535608894

¥5,500

¥8,250

1015392887

解析力学 （6）

● 表示価格は税抜きです。

＜商品コード：1015392888＞
2000
9784535608863

2018年10月

伊藤真の入門―講義再現版―シリーズ
伊藤 真

：資格試験予備校伊藤塾の塾長・弁護士（法学館法律事務所）・法学館憲法研究所 所長

8冊揃価格

書名

同時1アクセス（本体）

同時3アクセス（本体）

¥44,220

¥66,330

同時
同時
商品コード
１アクセス（本体） ３アクセス（本体）

発行年

冊子版ISBN

伊藤真の法学入門 ―講義再現版―

2010

9784535517332

¥4,950

¥7,425 1023990722

伊藤真の憲法入門 ―講義再現版―第5版

2014

9784535520400

¥5,610

¥8,415 1023990723

伊藤真の民法入門 ―講義再現版―第5版

2014

9784535520394

¥5,610

¥8,415 1023990724

伊藤真の刑法入門 ―講義再現版―第5版

2015

9784535521032

¥5,610

¥8,415 1023990725

伊藤真の民事訴訟法入門 ―講義再現版―第5版

2015

9784535521643

¥5,610

¥8,415 1023990726

伊藤真の刑事訴訟法入門 ―講義再現版―第5版

2016

9784535521636

¥5,610

¥8,415 1023990727

伊藤真の商法入門 ―講義再現版―第5版

2015

9784535521209

¥5,610

¥8,415 1023990728

伊藤真の行政法入門 ―講義再現版―第2版

2015

9784535521193

¥5,610

¥8,415 1023990729

● 表示価格は税抜きです。

2018年10月

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した
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