Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為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

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます

https://elib.maruzen.co.jp/
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「大図鑑」シリーズが

【スマホ･読上】で新規配信！
タブレットやスマホでお手軽にご覧いただけます
経済学大図鑑【スマホ・読上】(※)
ナイアル・キシテイニー

経営学大図鑑

【スマホ・読上】(※)

政治学大図鑑

イアン・マルコーズ

財産権、ホモ・エコノミク
ス、独占、不況と失業、
開発経済学、金融工学
…。紀元前400年から
現在までの主な経済概
念を、図版とともにわか
りやすく解説する。経済
学者人名録、用語解説、
索引も収録。

【スマホ・読上】(※)

ポール・ケリー

起業から人材育成、財
務、ビジネス戦略、マー
ケティング、プロダク
ションと、実際のビジネ
ス展開の流れに沿って、
経営理念・戦略を図解
と豊富な事例で紹介。
世界のビジネス・ピープ
ルの名言・名句も多数
引用する。

孔子、ムハンマド、ル
ソー、ニーチェ、ハイエ
ク…。古代から現代ま
での政治思想家・政治
家と政治思想について、
キーとなることばを織り
込みつつ、図版とともに
わかりやすく解説する。
政治学人名録、用語解
説、索引も収録。

冊子版ISBN

9784385162225

冊子版ISBN

9784385162300

冊子版ISBN

9784385162263

発行年

2014

発行年

2015

発行年

2014

同時1アクセス(本体)

¥13,200

同時1アクセス(本体)

¥13,860

同時1アクセス(本体)

¥13,860

同時3アクセス(本体)

¥26,400

同時3アクセス(本体)

¥27,720

同時3アクセス(本体)

¥27,720

商品コード

1028487775

商品コード

1028487776

商品コード

1028487777

哲学大図鑑

【スマホ・読上】(※)

ウィル・バッキンガム

小須田 健

宗教学大図鑑

【スマホ・読上】(※)

ドーリング・キンダースリー社

マインド・マップなどを
使ったわかりやすい図
解で、100を超える哲学
理論を簡潔に紹介。洋
の東西を問わず著名な
思想家たちを誕生年順
に並べ、難解な哲学用
語を使わずに複雑な理
論を解きほぐす哲学入
門書。

心理学大図鑑

【スマホ・読上】(※)

キャサリン・コーリン

原初の信仰から、ヒン
ドゥー教、仏教、ユダヤ
教、キリスト教、イスラ
ム教、近代・現代の宗
教まで。教義・思想を解
きほぐすマインド・マッ
プや写真とともに、世界
の宗教をわかりやすく
説明する。宗教・宗派
解説なども収録。

人の精神世界はどのよ
うに解き明かされてき
たのか。心理学者の
キーとなることばを随
所に織り込み、マイン
ド・マップなどを使って
わかりやすく図解する。
心理学者人名録、用語
解説も収録。

冊子版ISBN

9784385162232

冊子版ISBN

9784385162317

冊子版ISBN

9784385162249

発行年

2012

発行年

2015

発行年

2013

同時1アクセス(本体)

¥12,540

同時1アクセス(本体)

¥13,860

同時1アクセス(本体)

¥12,540

同時3アクセス(本体)

¥25,080

同時3アクセス(本体)

¥27,720

同時3アクセス(本体)

¥25,080

商品コード

1028487778

商品コード

1028487780

商品コード

1028487779

6巻揃価格
同時1アクセス（本体）¥79,860 同時3アクセス（本体）¥159,720
● 表示価格は税抜きです。

● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。
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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

三省堂 おすすめ辞典ラインナップ
シンハラ語・日本語辞典
著編者名

野口 忠司

発行年

2015

同時1アクセス(本体)

¥42,900

同時3アクセス(本体)

¥64,350

冊子版ISBN

9784385123202

商品コード

1018720288

スリランカの公用語の1つであるシンハラ語を扱った本格的な辞典。現代シンハラ語
を中心とした約3万の見出し語を、ローマ字による転写・カナ発音とともに収録する。
巻末に日本語・シンハラ語小辞典付き。

パンジャービー語・日本語辞典
著編者名

岡口 典雄

発行年

2015

同時1アクセス(本体)

¥42,900

同時3アクセス(本体)

¥64,350

冊子版ISBN

9784385123219

商品コード

1018720289

インドの主要言語の一つで、パキスタン最大の民族語パンジャービー語を扱った本
格的な辞典。現代パンジャービー語を中心に、約3万3千の見出し語を収録。巻末に
「日本語・パンジャービー語小辞典」付き。

書評大全 = A collection of book reviews
著編者名

共同通信文化部

発行年

2015

同時1アクセス(本体)

¥36,300

同時3アクセス(本体)

¥54,450

冊子版ISBN

9784385151106

商品コード

1022212554

図書館、読書愛好家のための、空前の“書評から見る文化史大事典”。1998年から
2014年にかけて共同通信が配信した、評者約1600人による約5000点の書評を収録。
書名、著者・編者、評者、出版社など索引も充実。

● 表示価格は税抜きです。

2018年10月
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）

日本大文典 復刻版
著編者名

ジョアン・ロドリゲス

発行年

1992

同時1アクセス(本体)

¥46,200

同時3アクセス(本体)

¥69,300

冊子版ISBN

-

商品コード

1016424022

本書は日本においてイエズス会の通訳として活躍した宣教師ジョアン・ロドリゲス
（1561―1634）が著し、1604―1608にかけて長崎で出版された日本語の文法書の邦訳
である。対象は単に文法にとどまらず、音韻や文体から方言にまで及び、長い日本語の
歴史の中で初めて外からの視点で客観的に記述されたもの。また、大きく日本語が変化
していった時期の記録として、日本語史研究の第一級の資料であり、不可欠な文献であ
る。

ヒンディー語・日本語辞典
著編者名
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN

町田 和彦
¥33,000
9784385123226

発行年
同時3アクセス(本体)
商品コード

2016
¥49,500
1022212551

内田 紀彦
¥43,560
9784385123233

発行年
同時3アクセス(本体)
商品コード

2016
¥65,340
1022212552

カンナダ語・日本語辞典
著編者名
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN

J.C.ヘボン和英語林集成手稿 ―翻字・索引・解題―
著編者名
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN

J.C.ヘボン
¥50,600
9784385365145

発行年
同時3アクセス(本体)
商品コード

2013
¥75,900
1016424021

発行年
同時3アクセス(本体)
商品コード

2011
¥44,550
1011604139

三省堂英語イディオム・句動詞大辞典
著編者名
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN

安藤 貞雄
¥29,700
9784385104270

ヨーロッパの言語 （言語学大辞典セレクション）
著編者名
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN

亀井 孝
¥19,800
9784385152059

発行年
同時3アクセス(本体)
商品コード

1998
¥29,700
1010914468

日本列島の言語 （言語学大辞典セレクション）
著編者名
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN

亀井 孝
¥19,800
9784385152073

発行年
同時3アクセス(本体)
商品コード

1997
¥29,700
1010914469

大塚 高信
¥17,600
9784385104263

発行年
同時3アクセス(本体)
商品コード

1986
¥26,400
1010914471

大塚 高信
¥24,200
9784385151960

発行年
同時3アクセス(本体)
商品コード

1969
¥36,300
1010914470

新クラウン英語熟語辞典 第3版
著編者名
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN

固有名詞英語発音辞典
著編者名
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN

● 表示価格は税抜きです。

2018年10月
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）

■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85-1

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5

N&Fビル4階

新立川ビル5階

TEL: 045-827-2571

FAX: 045-827-2579

TEL: 029-851-6000

FAX: 029-851-4310

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

TEL: 019-654-1051

FAX: 019-654-1359

TEL: 052-209-2602

FAX: 052-209-2614

TEL: 076-231-3155

FAX: 076-231-3299

TEL: 06-6251-2622

FAX: 06-6251-2588

TEL: 075-863-5321

FAX: 075-863-5352

TEL: 078-389-5311

FAX: 078-389-5312

FAX: 086-231-4370

JT本町ビル2階

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3

JPR名古屋伏見ビル5階

コンフィデンス金沢5階

【関西】
大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36

久太郎町恒和ビル4階
大日本印刷（株）京都工場内

岩屋ビル

【中四国】
岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50

TEL: 086-231-2262

松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10

TEL: 089-941-5279

FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23

TEL: 082-247-2252

FAX: 082-247-1576

TEL: 092-561-1831

FAX: 092-561-1854

TEL: 095-843-0355

FAX: 095-843-0333

TEL: 096-312-0533

FAX: 096-241-8801

TEL: 098-861-4837

FAX: 098-863-0090

FURUMOTOビル1階
住生平和大通り第2ビル6階

【九州】
福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7

桜ビル辛島町3F

不動産会館ビル6階

◆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

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル

Maruzen eBook Library 担当

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

