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日本レジャー白書 シリーズ 

No.2018-567 

2018年11月 

日本生産性出版 

「レジャー白書」は、1977年に創刊され、全
国調査をもとにわが国における余暇の実態
を需給双方の視点から総合的・時系列的に
とりまとめている。 

日本生産性本部 著編 

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 

進むレジャーの「デジタル」化 （2011） 2011 9784990219185 ¥15,714 ¥31,429 1028397356 

震災後の余暇を考える （2012） 2012 9784990219192 ¥16,500  ¥33,000  1028397357 

やめる理由 はじめる理由－余暇活性化への道筋 （2013） 2013 9784820120193 ¥23,100  ¥46,200  1028397358 

マイ・レジャー時代の余暇満足度 （2014） 2014 9784820120315 ¥23,100  ¥46,200  1028397359 

国内旅行のゆくえと余暇 （2015） 2015 9784820120445 ¥23,100  ¥46,200  1028397360 

少子化時代のキッズレジャー （2016） 2016 9784820120568 ¥23,100  ¥46,200  1028397361 

2011年～2016年度版 

6冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 

¥124,614 

同時3アクセス(本体) 

¥249,229 

その他 配信中コンテンツ 
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 

「最良だから最強」な組織づくりの定石 望月 広愛 2015 9784820120414 ¥7,260 ¥14,520 1028397364 

<決定版>バランス・スコアカード 吉川 武男 2013 9784820120209 ¥7,920 ¥15,840 1028397365 

サービス・マーケティング ―サービス商品の開発と顧
客価値の創造―第２版 

近藤 隆雄 2010 9784820119494 ¥8,250 ¥16,500 1028397368 

日本経営品質賞とは何か （〔２００７〕決定版） 
社会経済生産性
本部 

2007 9784820118725 ¥5,280 ¥10,560 1028397363 

サービス・マネジメント入門 ―ものづくりから価値づくり
の視点へ―第３版 

近藤 隆雄 2007 9784820118770 ¥5,940 ¥11,880 1028397367 

サービス・マーケティング ―サービス商品の開発と顧
客価値の創造― 

近藤 隆雄 1999 9784820116486 ¥8,250 ¥16,500 1028397366 

逆転の競争戦略 ―リーダー企業の「強み」を「弱み」に
変える― 

山田 英夫 1995 9784820115625 ¥5,768 ¥11,536 1028397369 

2018年度版 日本経営品質賞 アセスメント基準書 - - 9784820120759 ¥4,752 ¥9,504 1028397362 

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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