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サービス内容詳細は次頁をご覧ください。 

Maruzen eBook Libraryに 
音声付きコンテンツ続々搭載予定！ 
Maruzen eBook Libraryのプラットホーム上で 
音声も聴くことができるようになりました！ 

音声  付きタイトルがより身近に 

音声ダウンロードやCD付きのタイトルの音声データが続々と搭載！ 
たくさんの音声コンテンツが簡単な操作で視聴できます！ 

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


● 表示価格は税抜きです。 

① PDFデータに音声データが付く場合 

Maruzen eBook Library 
音声対応コンテンツについて 

※従来通り各出版社様のホームページより音声をダウンロードすることもできるコンテンツも多数ございます。 

④ハイライトと同時に 
 読み上げられます！ 

※こちらの音声は機械による自動読み上げになります。ご了承ください。 

② EPUBリフロー版にて視聴する場合 

①MeL上の「読上」ボタン 
 をクリック！ 

 ③「TTS(読み上げ)」 
 再生ボタンを押す 

②「読む」ボタンを押す 
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読上 

ビューア―が 
立ち上がります！ 

文字色反転・文字拡大等にも対応！ 

【音声付】だとこんなことが出来て便利! 

本文を読みながら… 

音声を聞くことが 
  できます！ 

「閲覧」ボタンをクリック 

閲覧 

開いた画面の 
「読む」ボタンをクリック 

「視聴」ボタンをクリック 

  視聴 

CD付き書籍のCDの音声や、出版社の 
ホームページからダウンロードをして 

入手をする音声データが、 
Maruzen eBook Library の 

プラットホーム上にてお手軽に視聴出来ます！ 



● 表示価格は税抜きです。 
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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 

聞いて覚える英単語キクタンTOEFL test 頻出編 
 ―ITP & iBT両対応― 

小川 淳子 2009 9784757415652 ¥3,960  ¥5,940  1011253317 

キクタン英会話 基礎編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― 一杉 武史 2013 9784757422926 ¥3,960  ¥5,940  1022212874 

キクタン英会話 海外旅行編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― 一杉 武史 2013 9784757424081 ¥3,960  ¥5,940  1022212884 

キクタン英会話 発展編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― 一杉 武史 2014 9784757426009 ¥4,620  ¥6,930  1022212891 

キクタン英会話 初級編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― 一杉 武史 2014 9784757424388 ¥3,960  ¥5,940  1022212910 

キクタン英会話 オフィス編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― 一杉 武史 2014 9784757424616 ¥3,960  ¥5,940  1020595369 

キクタン英会話 おもてなし編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― 一杉 武史 2015 9784757426368 ¥3,960  ¥5,940  1020595370 

みんなの接客英語 ―全業種で使える― 広瀬 直子 2015 9784757426382 ¥5,940  ¥8,910  1020595372 

キクタンTOEIC test score 600 改訂版 一杉 武史 2016 9784757428164 ¥5,280  ¥7,920  1022212781 

キクタンTOEIC test score 800 改訂版 一杉 武史 2016 9784757428171 ¥5,280  ¥7,920  1022212782 

キクタンTOEIC Test Score 990 改訂版 一杉 武史 2016 9784757428188 ¥5,280  ¥7,920  1022212783 

キクタン英検 1級 ―聞いて覚えるコーパス単熟語― 一杉 武史 2010 9784757418912 ¥5,280  ¥7,920  1022212858 

キクタン英検 3級 ―聞いて覚えるコーパス単熟語― 一杉 武史 2011 9784757419643 ¥5,280  ¥7,920  1022212878 

キクタン英検 準1級 ―聞いて覚えるコーパス単熟語― 一杉 武史 2010 9784757418462 ¥5,280  ¥7,920  1022212886 

キクタン英検 2級 ―聞いて覚えるコーパス単熟語― 一杉 武史 2009 9784757418127 ¥5,280  ¥7,920  1022212911 

キクタン英検 準2級 ―聞いて覚えるコーパス単熟語― 一杉 武史 2010 9784757419384 ¥5,280  ¥7,920  1022212933 

聞いて覚える英単語キクタンTOEFL TEST イディオム編 高橋 基治 2011 9784757420274 ¥5,940  ¥8,910  1022212882 

TOEICテスト基本例文700選 （TTTスーパー講師シリーズ） 
基本例文700選制
作委員会 

2013 9784757424029 ¥3,080  ¥4,620  1022212930 

キクタンTOEIC TEST SCORE 500 改訂版 一杉 武史 2016 9784757428584 ¥5,280  ¥7,920  1024066386 

電話英会話まるごとフレーズ = Essential English phrases for 
phoning 

高橋 朋子 2016 9784757428249 ¥3,960  ¥5,940  1024770384 

旅行英会話まるごとフレーズ = Essential English phrases for 
travelers 

高橋 朋子 2016 9784757426962 ¥3,960  ¥5,940  1024770385 

仕事英会話まるごとフレーズ = Essential English Phrases for 
Business 

細井 京子 2016 9784757428157 ¥3,960  ¥5,940  1024770386 

3000語レベルでUK英語入門  
（究極のイギリス英語リスニング standard） 

英語出版編集部 2009 9784757416208 ¥5,610  ¥8,415  1025356583 

6000語レベルでUK英語探究  
（究極のイギリス英語リスニング deluxe） 

英語出版編集部 2009 9784757418059 ¥5,610  ¥8,415  1025356584 

キクタン英検 1級 ―聞いて覚えるコーパス単熟語―改訂版 一杉 武史 2017 9784757430204 ¥5,280  ¥7,920  1026992381 

キクタン英検 凖1級 ―聞いて覚えるコーパス単熟語―改訂版 一杉 武史 2017 9784757430211 ¥5,280  ¥7,920  1026992382 

キクタン英検 2級 ―聞いて覚えるコーパス単熟語―改訂版 一杉 武史 2017 9784757430228 ¥5,280  ¥7,920  1026992383 

キクタン英検 凖2級 ―聞いて覚えるコーパス単熟語―改訂版 一杉 武史 2017 9784757430235 ¥5,280  ¥7,920  1026992384 

キクタン英検 3級 ―聞いて覚えるコーパス単熟語―改訂版 一杉 武史 2017 9784757430242 ¥5,280  ¥7,920  1026992388 

キクタンシリーズほか 

出版社サイトより音声ダウンロードも可能です! 



● 表示価格は税抜きです。 
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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 

キクタン【Advanced】6000 ―聞いて覚えるコーパス英単語―改訂版 
（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

アルク高校教材 
編集部 

2012 9784757422070 ¥4,620  ¥6,930  1022212862 

キクタン【Basic】4000 ―聞いて覚えるコーパス英単語―改訂版 
（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

アルク高校教材 
編集部 

2012 9784757422063 ¥4,620  ¥6,930  1022212905 

キクタン「Super」12000 ―聞いて覚えるコーパス英単語―改訂版 
（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

アルク高校教 
材編集部 

2012 9784757422087 ¥5,280  ¥7,920  1022212922 

キクタン「Entry」2000 ―聞いて書いて覚えるコーパス英単語―改訂版 
（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

アルク文教編集部 2015 9784757426634 ¥4,620  ¥6,930  1022212926 

キクタンリーディング「Basic」4000 ―聞いて読んで覚えるコーパス 
英単語―改訂版（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

アルク文教編集部 2015 9784757426191 ¥4,620  ¥6,930  1022212895 

キクタン リーディング「Advanced」6000 ―聞いて読んで覚えるコーパス
英単語―改訂版（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

アルク文教編集部 2015 9784757426207 ¥4,620  ¥6,930  1022212896 

キクタンリーディング「Super」12000 ―聞いて読んで覚えるコーパス 
英単語―改訂版（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

アルク文教編集部 2015 9784757426214 ¥5,940  ¥8,910  1022212904 

キクタン「中学英単語」高校入試レベル ―聞いて覚えるコーパス 
英単語―改訂版（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

アルク 2015 9784757426627 ¥3,960  ¥5,940  1022212908 

新ユメタン 3 スーパーハイレベル ―夢をかなえる英単語― 
（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

木村 達哉 2015 9784757426504 ¥5,280  ¥7,920  1022212915 

新ユメタン 2 難関大学合格必須レベル ―夢をかなえる英単語― 
（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

木村 達哉 2015 9784757426498 ¥5,280  ¥7,920  1022212917 

新ユメタン 1 大学合格必須レベル ―夢をかなえる英単語― 
（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

木村 達哉 2015 9784757426481 ¥5,280  ¥7,920  1022212921 

新ユメタン 0 中学修了～高校基礎レベル ―夢をかなえる英単語― 
（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

木村 達哉 2015 9784757426474 ¥5,280  ¥7,920  1022212900 

ユメジュク ―夢をかなえる英熟語 : センターから難関大まで― 
（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

木村 達哉 2010 9784757418684 ¥4,620  ¥6,930  1024240916 

キクジュク「basic」1800 ―聞いて覚えるコーパス英熟語― 
（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

一杉 武史 2006 9784757411104 ¥4,620  ¥6,930  1025356581 

キクジュク「super」3600 ―聞いて覚えるコーパス英熟語― 
（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

一杉 武史 2007 9784757411432 ¥5,280  ¥7,920  1025356582 

キクタンリーディング「Entry」2000 ―聞いて読んで覚えるコーパス 
英単語―改訂版（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 

アルク 2017 9784757428959 ¥4,620  ¥6,930  1025356610 

出版社サイトより音声ダウンロードも可能です! 



● 表示価格は税抜きです。 
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リスニング対策に最適の長さ、スピードの「米国発」ニュース、本書のニュースは1分半から2分弱という複数の段落から
なる適度な長さのものが中心です。また、放送にはナチュラルスピードで話すアンカーや記者に加え、早口な専門家や
一般市民も登場。言い直しや言いよどみも含む、自然な英語に触れられます。 

VOAニュースフラッシュ シリーズ 

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 

VOAニュースフラッシュ 2014年度版 アルク出版編集部 2014 9784757424494 ¥4,950  ¥7,425  1024770391 

VOAニュースフラッシュ 2015年度版 アルク出版編集部 2015 9784757426283 ¥4,950  ¥7,425  1024770390 

VOAニュースフラッシュ 2016年度版 アルク出版編集部 2016 9784757428034 ¥4,950  ¥7,425  1024770389 

VOAニュースフラッシュ 2017年度版 アルク出版編集部 2017 9784757428737 ¥4,950  ¥7,425  1024770388 

VOAニュースフラッシュ 2018年度版 挙市 玲子 2018 9784757430631 ¥4,950  ¥7,425  1027518381 

VOAニュースフラッシュ 2019年度版 挙市 玲子 2019 9784757433243 ¥4,950  ¥7,425  1030526709 

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 

スラスラ読める最初の1000語  
（究極の英語リーディング : Standard Vocabulary List Vol.1） 

アルク 2014 9784757424661 ¥5,610  ¥8,415  1020595377 

どんどん読める初級の2000語  
（究極の英語リーディング : Standard Vocabulary List Vol.2） 

アルク 2015 9784757426177 ¥5,610  ¥8,415  1022212934 

サクサク読める初・中級の3000語  
（究極の英語リーディング : Standard Vocabulary List Vol.3） 

アルク 2015 9784757426245 ¥5,610  ¥8,415  1022212881 

Standard vocabulary list 1000語レベルで1万語 
「最初の1000語」 （究極の英語リスニング Vol. 1） 

アルク 2008 9784757413399 ¥5,610  ¥8,415  1022212916 

Standard vocabulary list 2000語レベルで1万語 
「自然な2000語」 （究極の英語リスニング Vol. 2） 

アルク 2008 9784757414426 ¥5,610  ¥8,415  1022212892 

Standard vocabulary list 3000語レベルで1万語 
「深まる3000語」 （究極の英語リスニング Vol. 3） 

アルク 2008 9784757414624 ¥5,610  ¥8,415  1022212899 

Standard vocabulary list  6000語レベルで1万語 
「ネイティブが話す6000語」 （究極の英語リスニング Vol. 4） 

アルク 2010 9784757418974 ¥5,610  ¥8,415  1022212906 

出版社サイトより音声ダウンロードも可能です! 



● 表示価格は税抜きです。 
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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 

Business「3000語レベルでアメリカ人と渡り合う」 ―standard 
vocabulary list 1-3―（究極のビジネス英語リスニング Vol.1） 

英語出版編集部 2011 9784757419599 ¥5,940  ¥8,910  1025356585 

Business「6000語レベルでライバル会社と戦う」 ―standard 
vocabulary list 1-6―（究極のビジネス英語リスニング Vol.2） 

英語出版編集部 2011 9784757419629 ¥5,940  ¥8,910  1025356586 

Business「9000語レベルで世界へ飛び出す」 ―standard vocabulary 
list 1-9―（究極のビジネス英語リスニング Vol.3） 

英語出版編集部 2011 9784757420083 ¥5,940  ¥8,910  1025356588 

キクタン接客英会話 宿泊編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― 英語出版編集部 2017 9784757428874 ¥5,280  ¥7,920  1026725150 

キクタン接客英会話 交通編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― 英語出版編集部 2017 9784757428881 ¥5,280  ¥7,920  1026725151 

キクタン接客英会話 販売編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― 英語出版編集部 2017 9784757428850 ¥5,280  ¥7,920  1026725152 

キクタン接客英会話 飲食編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― 英語出版編集部 2017 9784757428867 ¥5,280  ¥7,920  1026725153 

起きてから寝るまで子育て英語表現600 わんぱくキッズ編 
 ―親子の1日を全部英語で言う→どんどん話せるようになる― 

吉田 研作 2016 9784757426979 ¥7,040  ¥10,560  1022212940 

起きてから寝るまで英語表現1000 ―1日の「体の動き」「心の 
つぶやき」を全部英語で言って会話力アップ!― 

荒井 貴和 2017 9784757430259 ¥5,280  ¥7,920  1026992389 

起きてから寝るまで英単語帳 
 ―身の回りのすべてが英語で言えるように!―改訂第2版 

荒井 貴和 2018 9784757430907 ¥5,940  ¥8,910  1028973223 

オフィスでの「動作」「心のつぶやき」を全て英語で言えれば、会話力
も自然にアップ! （起きてから寝るまで英語表現1000 オフィス編） 

荒井 貴和 2018 9784757433076 ¥5,280  ¥7,920  1029787389 

起きてから寝るまで中国語表現1000 ―1日の「体の動き」「心の 
つぶやき」を全部中国語で言って会話力アップ!―【音声付】 

顧 蘭亭 2019 9784757433410 ¥6,600  ¥9,900  1031155880 

英語でゾクゾクするちょっと怖い話 ―どんどん読める背筋がひんやり― 
ちょっと怖い話 
政策委員会 

2014 9784757424609 ¥4,620  ¥6,930  1020595373 

英語でハッとする聖書の話 ―どんどん読める教養が深まる― 石黒 マリー・ローズ 2015 9784757426443 ¥4,950  ¥7,425  1020595374 

英語で泣けるちょっといい話 2 ―どんどん読めるほろりとくる― 
英語出版編集部
ちょっといい話製作
委員会 

2015 9784757426405 ¥4,620  ¥6,930  1020595376 

英語で泣けるちょっといい話 [1] ―どんどん読める心温まる― 
英語出版編集部
ちょっといい話製作
委員会 

2011 9784757419582 ¥4,620  ¥6,930  1022212887 

英語で心いやされるちょっといい話 
 ―どんどん読める誰かに話したくなる― 

ちょっといい話製作
委員会 

2014 9784757424197 ¥4,620  ¥6,930  1022212920 

英語で元気が出るちょっといい話 
 ―どんどん読める明日への活力がわいてくる― 

ちょっといい話製作
委員会 

2012 9784757420724 ¥4,620  ¥6,930  1022212866 

英語でやる気が出る仕事の話 ―どんどん読める毎日が楽しくなる― 
やる気が出る仕事
の話製作委員会 

2015 9784757426542 ¥4,620  ¥6,930  1022212924 

出版社サイトより音声ダウンロードも可能です! 



● 表示価格は税抜きです。 
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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 

キクタンメディカル 5.看護とケア編 ―聞いて覚える医学英単語―
（医学英語シリーズ : 英語でつなぐ世界といのち 9） 

平野 美津子 2011 9784757419728 ¥9,240  ¥13,860  1026725148 

キクタンサイエンス 生命科学編 ―聞いて覚える理系英単語― 近藤 哲男 2012 9784757420762 ¥7,260  ¥10,890  1028164258 

キクタンサイエンス 工学編 ―聞いて覚える理系英単語― 佐藤 洋一 2012 9784757420779 ¥7,260  ¥10,890  1028164259 

キクタンサイエンス 情報科学編 ―聞いて覚える理系英単語― 平井 通宏 2012 9784757420991 ¥7,260  ¥10,890  1028164260 

キクタンサイエンス 地球とエネルギー編 
 ―聞いて覚える理系英単語― 

斎藤 恭一 2012 9784757422001 ¥7,260  ¥10,890  1028164261 

中学1〜2年レベル英文法100パーセント攻略  
（究極の英会話 / 辰巳友昭監修 上） 

アルク 2014 9784757424241 ¥5,940  ¥8,910  1022212883 

中学2〜3年レベル英文法100パーセント攻略  
（究極の英会話 / 辰巳友昭監修 下） 

アルク 2014 9784757424258 ¥5,940  ¥8,910  1022212888 

キクタン英語でコレ言える? 身のまわり編 
 ―聞いて覚える日常英単語― 

一杉 武史 2016 9784757426900 ¥4,950  ¥7,425  1022212941 

自分のことを英語で伝える!基本フレーズ80 
 ―自己紹介から、気持ち・意見まで― 

アルク 2016 9784757428478 ¥5,940  ¥8,910  1024066390 

短文音読で覚える英単語タンタン 中学英語やり直し編 ―840語― 平山 篤 2018 9784757430686 ¥4,290  ¥6,435  1028164263 

短文音読で覚える英単語タンタン 高校英語やり直し編 ―1200語― 平山 篤 2018 9784757430693 ¥4,290  ¥6,435  1028164264 

英語で言える自分のこと 【音声付】 
（キクタン小学生 : 聞いて文で覚える英単語帳 1） 

アルクキッ英語
編集部 

2011 9784757420304 ¥6,600  ¥9,900  1031155875 

英語で広がる世界 【音声付】 
（キクタン小学生 : 聞いて文で覚える英単語帳 2） 

アルクキッ英語
編集部 

2012 9784757420649 ¥6,600  ¥9,900  1031155876 

キクタンキッズ 初級編(児童英検ブロンズレベル) 
 ―見て聞いて覚える英単語帳―【音声付】 

アルク 2009 9784757415881 ¥5,280  ¥7,920  1031155877 

キクタンキッズ 中級編(児童英検シルバーレベル) 
 ―見て聞いて覚える英単語帳―【音声付】 

アルク 2009 9784757416062 ¥5,280  ¥7,920  1031155878 

キクタンキッズ 上級編(児童英検ゴールドレベル) 
 ―見て聞いて覚える英単語帳―【音声付】 

アルク 2010 9784757418837 ¥6,600  ¥9,900  1031155879 

出版社サイトより音声ダウンロードも可能です! 



● 表示価格は税抜きです。 
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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 

キクタンフランス語 入門編 ―聞いて覚えるフランス語単語帳― 福島 祥行 2011 9784757419551 ¥6,600  ¥9,900  1027446869 

キクタンイタリア語 入門編 ―聞いて覚えるイタリア語単語帳― 森田 学 2011 9784757420045 ¥6,600  ¥9,900  1027446870 

キクタンドイツ語 入門編 ―聞いて覚えるドイツ語単語帳― 岡村 りら 2010 9784757418790 ¥5,940  ¥8,910  1027446871 

キクタンスペイン語 入門編 ―聞いて覚えるスペイン語単語帳― 吉田 理加 2011 9784757420519 ¥6,600  ¥9,900  1027446872 

キクタンBRITISH ―聞いて覚えるイギリス英語― 小川 直樹 2010 9784757419360 ¥5,940  ¥8,910  1028164262 

キクタンベトナム語 初級編 ―聞いて覚えるベトナム語単語帳― 吉本 康子 2018 9784757430877 ¥6,600  ¥9,900  1030526707 

キクタンドイツ語 初級編 ―聞いて覚えるドイツ語単語帳―【音声付】 岡村 りら 2012 9784757420717 ¥6,600  ¥9,900  1031009576 

キクタンフランス語 初級編 
 ―聞いて覚えるフランス語単語帳―【音声付】 

大阪市立大学フラ
ンス語教材研究会 

2012 9784757422186 ¥6,600  ¥9,900  1031009578 

キクタンフランス語 初中級編 
 ―聞いて覚えるフランス語単語帳―【音声付】 

大阪市立大学フラ
ンス語教材研究会 

2013 9784757422933 ¥7,260  ¥10,890  1031009579 

キクタンフランス語会話 入門編 
 ―聞いてマネしてすらすら話せる―【音声付】 

福島 祥行 2016 9784757428553 ¥6,600  ¥9,900  1031009580 

キクタンイタリア語 初級編 
 ―聞いて覚えるイタリア語単語帳―【音声付】 

森田 学 2012 9784757422506 ¥6,600  ¥9,900  1031009581 

キクタンイタリア語 初中級編 
 ―聞いて覚えるイタリア語単語帳―【音声付】 

森田 学 2018 9784757433083 ¥7,260  ¥10,890  1031009582 

キクタンスペイン語 初級編 
 ―聞いて覚えるスペイン語単語帳―【音声付】 

吉田 理加 2013 9784757422582 ¥6,600  ¥9,900  1031009583 

キクタンスペイン語 初中級編 
 ―聞いて覚えるスペイン語単語帳―【音声付】 

吉田 理加 2018 9784757430846 ¥7,260  ¥10,890  1031009584 

キクタンスペイン語会話 入門編 
 ―聞いてマネしてすらすら話せる―【音声付】 

福森 雅史 2017 9784757428683 ¥6,600  ¥9,900  1031009585 

キクタンロシア語 入門編 
 ―聞いて覚えるロシア語単語帳―【音声付】 

猪塚 元 2014 9784757424456 ¥6,600  ¥9,900  1031009586 

キクタンロシア語会話 入門編 
 ―聞いてマネしてすらすら話せる―【音声付】 

猪塚 元 2017 9784757430334 ¥6,600  ¥9,900  1031009587 

キクタンタイ語 入門編 ―聞いて覚えるタイ語単語帳―【音声付】 上原 みどりこ 2014 9784757424951 ¥6,600  ¥9,900  1031009588 

キクタンタイ語 初級編 ―聞いて覚えるタイ語単語帳―【音声付】 上原 みどりこ 2018 9784757430983 ¥6,600  ¥9,900  1031009589 

キクタンベトナム語 入門編 
 ―聞いて覚えるベトナム語単語帳―【音声付】 

吉本 康子 2014 9784757424173 ¥6,600  ¥9,900  1031009590 

キクタンベトナム語会話 入門編 
 ―聞いてマネしてすらすら話せる―【音声付】 

吉本 康子 2016 9784757426917 ¥6,600  ¥9,900  1031009591 

キクタンインドネシア語 入門編 
 ―聞いて覚えるインドネシア語単語帳―【音声付】 

阿良田 麻里子 2015 9784757426146 ¥6,600  ¥9,900  1031009592 

キクタン日本語「日本語能力試験N2」 ―聞いて覚える日本語単語帳― 前坊 香菜子 2016 9784757428560 ¥6,600  ¥9,900  1024066383 

キクタン日本語「日本語能力試験N3」 ―聞いて覚える日本語単語帳― 前坊 香菜子 2016 9784757428577 ¥6,600  ¥9,900  1024066384 

キクタン中国語 初級編 ―聞いて覚える中国語単語帳― 
関西大学中国語 
教材研究会 

2008 9784757414686 ¥5,940  ¥8,910  1022212855 

キクタン中国語 入門編 ―聞いて覚える中国語単語帳― 
関西大学中国語 
教材研究会 

2008 9784757413917 ¥5,940  ¥8,910  1022212857 

キクタン中国語 初中級編 ―聞いて覚える中国語単語帳― 
関西大学中国語 
教材研究会 

2009 9784757415478 ¥6,600  ¥9,900  1022212937 

キクタン中国語 中級編 ―聞いて覚える中国語単語帳― 
関西大学中国語 
教材研究会 

2010 9784757419070 ¥6,600  ¥9,900  1022212938 

キクタン韓国語 入門編 ―聞いて覚える韓国語単語帳―改訂版 
HANA韓国語教育
研究会 

2012 9784757420953 ¥5,940  ¥8,910  1022212893 

キクタン韓国語 初級編 ―聞いて覚える韓国語単語帳―改訂版 
HANA韓国語教育
研究会 

2012 9784757420960 ¥6,600  ¥9,900  1022212929 

キクタン韓国語 初中級編 ―聞いて覚える韓国語単語帳―改訂版 
HANA韓国語教育
研究会 

2012 9784757420977 ¥6,600  ¥9,900  1024066394 

キクタン韓国語 中級編 ―聞いて覚える韓国語単語帳―改訂版 
HANA韓国語教育
研究会 

2012 9784757420984 ¥6,600  ¥9,900  1024066395 

みんなの接客中国語 ―全業種で使える― 広瀬 直子 2017 9784757428904 ¥5,940  ¥8,910  1025356593 

みんなの接客韓国語 ―全業種で使える― 広瀬 直子 2017 9784757428911 ¥5,940  ¥8,910  1025356594 

出版社サイトより音声ダウンロードも可能です! 



● 表示価格は税抜きです。 

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 

世界のトップ経営者に聞く!  
（CNNリスニング・ライブラリー） 

2012 9784255006352 ¥2,860  ¥4,290  1028350920 

CNNニュース・リスニング 
 ―1本30秒だから、聞きやすい!―（2017春夏） 

2017 9784255009872 ¥2,200  ¥3,300  1028350921 

CNNニュース・リスニング 
 ―1本30秒だから、聞きやすい!―（2017秋冬） 

2017 9784255010212 ¥2,200  ¥3,300  1028350922 

CNNニュース・リスニング 
 ―1本30秒だから、聞きやすい!―（2018春夏）【音声付】 

2018 9784255010403 ¥2,200  ¥3,300  1028350923 

生きた英語が楽しく学べる リスニング強化の決定版！ 

書名 同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

2016年4月号-2017年3月号セット特価 ¥24,288  ¥36,432  1028350944 

2017年4月号-2018年3月号セット特価 ¥24,288  ¥36,432  1028350957 

2018年4月号-2019年3月号セット特価 ¥24,288  ¥36,432  1028350970 

2019年4月号-2020年3月号セット特価 ¥24,288  ¥36,432  1031408606 

2020年4月号-2021年3月号セット特価 ¥24,288  ¥36,432  1031408619 
※分売可。各巻の詳細はお問い合わせください。 

EEが推奨する 「精聴」と「繰り返し学習」 
 

EEは、本気で英語力を伸ばしたい皆さんのために、「精聴」と「繰り返し学習」を推奨します。厳選された素材を「精聴」し、何度
も聴く「繰り返し学習」によって、初めて本当の英語力がつき、聞き取りが可能になります。精聴せずに漫然と聴くだけでは消化
不良のままで終わってしまい、絶対に実力はつきません。「精聴」、しかる後に「多聴」が学習の王道です。毎月のEEの学習の中
に、必ず「精聴」を取り入れましょう。その後、EEのラインアップから興味のある素材を多聴する─それが最良のEE学習法です。 

『CNN English Express』編集部 著編 

朝日出版社 
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2020年～2021年号も 
続々配信予定! 

セット購入がお得です! 

出版社サイトより音声ダウンロードも可能です! 

各巻価格  同時１アクセス（本体）：¥2,530  同時３アクセス（本体）：¥3,795 



● 表示価格は税抜きです。 

  

トランプ就任演説 ―対訳― 

（ことばの力永久保存版） 

同時1アクセス(本体) ¥2,090  

同時3アクセス(本体) ¥3,135  

冊子版ISBN 9784255009803  

著編者名 ドナルド・ジョン・トランプ 発行年 2017 商品コード 1028350925 

トランプ就任演説のほか、当選後初の記者会見、就任後100日の行動計画、メラニア・トランプの半生等を英日完全
対訳で、詳しい語注とともに収録。 

  トランプ演説集 
 = The speeches of Donald Trump  
（ことばの力永久保存版） 

同時1アクセス(本体) ¥2,200  

同時3アクセス(本体) ¥3,300 

冊子版ISBN 9784255009698  

著編者名 ドナルド・ジョン・トランプ 発行年 2016 商品コード 1028350927 

破壊者か、新時代の創造者か。異端のリーダーの声を聞く! 衝撃の過激発言から「勝利演説」まで、トランプ演説を
英日完全対訳で、詳しい語注とともに収録。 

  オバマ広島演説 
 = Obama's Hiroshima speech  
（ことばの力永久保存版） 

同時1アクセス(本体) ¥1,540  

同時3アクセス(本体) ¥2,310  

冊子版ISBN 9784255009322  

著編者名 バラク・オバマ 発行年 2016 商品コード 1028350928 

バラク・オバマが、2016年5月27日に被爆地・広島で行った歴史的スピーチ「道義的な目覚めの始まり」と、その原点
となったプラハ演説「核なき世界を目指す」の英文と日本語訳を収録する。 

  オバマ退任演説 = The farewell 
address of Barack Obama  
（ことばの力永久保存版） 

同時1アクセス(本体) ¥2,090  

同時3アクセス(本体) ¥3,135  

冊子版ISBN 9784255009797  

著編者名 バラク・オバマ 発行年 2017 商品コード 1028350926 

8年間の思いを込めた最後のスピーチ! オバマ大統領退任演説の全文を英日完全対訳で、詳しい語注とともに収
録。就任演説(1期目)の一部も掲載。 

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 

セレブたちの卒業式スピーチ 
 ―次世代に贈る言葉― 

『CNN english 
express』編集部 

2015 9784255008905 ¥2,640  ¥3,960  1028350929 

スタンフォードの「英語ができる自分」になる教室 
 ―対訳― 

ケリー・マクゴニガル 2014 9784255008066 ¥2,200  ¥3,300  1028350930 

マララ・ユスフザイ国連演説&インタビュー集  
 ―対訳― 

マララ・ユスフザイ 2014 9784255007670 ¥2,200  ¥3,300  1028350933 

キャロライン&ジョン・F・ケネディ演説集 
 ―対訳― 

キャロライン・ケネディ 2013 9784255007557 ¥2,200  ¥3,300  1028350931 

スティーブ・ジョブズ伝説のスピーチ＆プレゼン  
 ―対訳― 

スティーブ・ジョブズ 2012 9784255006796 ¥2,200  ¥3,300  1028350932 

オバマ「核なき世界」演説 
 = Barack Obama: building a peaceful world  
（ことばの力永久保存版） 

バラク・オバマ 2009 9784255004884 ¥2,200  ¥3,300  1028350924 

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 

もうかるイングリッシュ ―接客現場の英会話― 中村 好明 2015 9784255008257 ¥3,300  ¥4,950  1028350901 

英語通ならこれだけは知っておきたい72の表現 浅田 浩志 2016 9784255009537 ¥3,300  ¥4,950  1028350905 

スゴイ!英語スピーキング練習法A-LiSM 
 ―通訳学校で開発!暗記を超えた― 

新崎 隆子 2016 9784255009353 ¥4,400  ¥6,600  1028350906 

TOEICテスト公式問題集の120%活用法 
 ―新形式問題対応― 

千田 潤一 2016 9784255009124 ¥3,520  ¥5,280  1028350919 

朝日出版社 
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出版社サイトより音声ダウンロードも可能です! 



● 表示価格は税抜きです。 
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書名 発行年 冊子版ISBN  商品コード 

2010年上半期 【音声付】 2010 9784789014069 1031460114 

2010年下半期 【音声付】 2011 9784789014298 1031460115 

2011年上半期 【音声付】 2011 9784789014588 1031460116 

2011年下半期 【音声付】 2012 9784789014748 1031460117 

2012年上半期 【音声付】 2012 9784789014984 1031460118 

2012年下半期 【音声付】 2013 9784789015196 1031460119 

2013年上半期 【音声付】 2013 9784789015417 1031460120 

2013年下半期 【音声付】 2014 9784789015561 1031460121 

2014年上半期 【音声付】 2014 9784789015790 1031460122 

2014年下半期 【音声付】 2015 9784789015974 1031460123 

ジャパンタイムズ社説集 2010-2019年 
【音声付】 

ジャパンタイムズ出版 編 

2010年上半期～2019年下半期 20冊揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

¥88,000  ¥176,000  1031460113 

書名 発行年 冊子版ISBN  商品コード 

2015年上半期 【音声付】 2015 9784789016155 1031460124 

2015年下半期 【音声付】 2016 9784789016377 1031460125 

2016年上半期 【音声付】 2016 9784789016544 1031460126 

2016年下半期 【音声付】 2017 9784789016681 1031460127 

2017年上半期 【音声付】 2017 9784789016803 1031460128 

2017年下半期 【音声付】 2018 9784789016889 1031460129 

2018年上半期 【音声付】 2018 9784789017060 1031460130 

2018年下半期 【音声付】 2019 9784789017237 1031460131 

2019年上半期 【音声付】 2019 9784789017398 1031460132 

2019年下半期 【音声付】 2020  9784789017527 1031460133 

ジャパンタイムズ紙から重要テーマを論じた社説を注釈・和訳付きで厳選収録。 国際、国内政治・
外交、経済・財政、社会・文化からバランスよく題材を選んでいるので、半年間の重要な出来事を幅
広く学べます。時事英語の学習、英字新聞の読解に活用できるだけでなく、音声を使ったリスニング
練習にもおすすめの書籍です。 

各冊価格  同時1アクセス(本体) ： ¥4,400  同時3アクセス(本体) ： ¥8,800 



● 表示価格は税抜きです。 

ハリコー 
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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 

IELTS General Training High-Score Guide 【音声付】 2019 9781787680531 ¥11,000  ¥22,000  1031393890 

IELTS Academic High-Score Guide 【音声付】 2019 9781787680524 ¥11,000  ¥22,000  1031393891 

B2 Business Vantage Practice Tests 【音声付】 2019 9781787680302 ¥11,000  ¥22,000  1031393892 

C1 Business Higher Practice Tests 【音声付】 2019 9781787680319 ¥11,000  ¥22,000  1031393893 

IELTS Academic Practice Tests 1-3 【音声付】 2019 9781787680371 ¥11,000  ¥22,000  1031393894 

IELTS Academic Practice Tests 4-6 【音声付】 2019 9781787680463 ¥11,000  ¥22,000  1031393895 

TOEIC Practice Tests 1-3 【音声付】 2019 9781787680395 ¥11,000  ¥22,000  1031393896 

Innova Press Limited -  多読リーダー  Academic Titles 

7冊 揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

¥77,000  ¥154,000  1031393889 

英語の国際試験に役立つシリーズです。 



● 表示価格は税抜きです。 

電子版 ３カ国語で使える話せる放射線検査 
英語・中国語・韓国語 ―これは便利！―【音声付】 

他に類を見ない、放射線検査の実務内容に特化した「外国人接遇マニュアル本」
が音声機能付きで復刊。 

著：坂野 康昌 / 発行：2018年 

冊子版ISBN：9784902380378 

同時1アクセス（本体）：¥11,000 / 同時3アクセス（本体）：¥16,500 

商品コード：1029311997 

丸善雄松堂株式会社 
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4技能＋1を鍛える「英語の力。」 

英語検定試験やビジネスでも必要なスキルとして求められる
「論理的な英語力」を鍛える4技能＋1のシリーズ。 

長尾 和夫 著 

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 

英語で考える力。 ―40のサンプル・シンキングで鍛える!―【音声付】 2019 9784384059359 ¥5,280  ¥10,560  1031547644 

英語で聞く力。 ―81のサンプル・リスニングで鍛える!―【音声付】 2018 9784384058888 ¥5,280  ¥10,560  1031547643 

英語で読む力。 ―54のサンプル・リーディングで鍛える!― 2017 9784384058758 ¥5,280  ¥10,560  1031547640 

英語で話す力。 ―141のサンプル・スピーチで鍛える!―【音声付】 2016 9784384058352 ¥5,280  ¥10,560  1031547641 

英語で書く力。 ―70のサンプル・ライティングで鍛える!―【音声付】 2016 9784384058574 ¥5,280  ¥10,560  1031547642 

5冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥26,400  ¥52,800  
＜商品コード：1031547639＞ 

※「英語で読む力。」には音声は付きません。 



● 表示価格は税抜きです。 
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にほんご多読ブックスとは･･･日本語学習者向けに編集された「読み物シリーズ」です。 
 

6段階のレベルがあり、初学者から中上級者まで、無理なく読み進めることができます。 
レベルごとに、言葉や文法が制限されているので、やさしいレベルから順番に読む体験ができます。 

第1～3期 全55巻 揃価格 
（分売可） 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

￥84,425 ￥253,275 

Maruzen eBook Library  
プラットホーム上でも 
音声搭載！ 

にほんご多読ブックスシリーズ 

下記のNPO多言語多読のサイトからも
朗読音声が無料ダウンロード可能です。 
https://tadoku.org/japanese 

/audio-downloads 

レベル 書名 期 

L
e
ve

l 0
 

田舎のネズミと町のネズミ  
第1期 

屋久島  

私はだれでしょう？ 

第2期 

おもしろい！日本のトイレ 

きょうだい～明と由香の一年～ 

ニホンザル 

「キツネとカラス」「ネズミの相談」 

ロボットD太 「はじめまして」「いただきます」 

子猫ユキ  第3期 

L
e
ve

l 1
 

船 
第1期 

招き猫 

ロボットD太 「日記」 

第2期 

日本の行事 

南の島のタクシー 

みにくいアヒルの子 

どうして蚊は人の血を吸う？――ベトナムの昔話 

きょうだい～明と由香の夏休み～  

第3期 

床屋さんの一日  

魚屋さんの一日  

日本のお米  

ネズミの結婚  

ハーメルンの笛吹き男  

ロボットD太 「Ｄ太の車」「いいにおい」  

山下さんの静かな日々  

広島の少年 飯田くん  

レベル 書名 期 

L
e
ve

l 2
 

サルとカニ 

第1期 

裸の王様 

赤ずきんちゃん 

悪魔の散歩 

ジャックと豆の木 

シンデレラ 

二人の恋人 他2話 

ヘンゼルとグレーテル 

老人の町 

屁っこき嫁 

L
e
ve

l 3
 

よだかの星 

梨とり兄弟 

ばかオンダル～「三国史記」より～ 

日本の神話～海幸山幸～  

大男の話 

天狗の鼻 

五兵衛と津波 

L
e
ve

l 4
 

広島・宮島 

羅生門/トロッコ 

女王 卑弥呼 

中国の悲しい恋物語～「孟姜女」「梁山伯と祝英台」～ 

奈良の大仏 

赤毛クラブ 

信長・秀吉・家康 

クリスマス・キャロル 

京都 

おちくぼ物語 

落語 

L
e
ve

l  
5
 坂本龍馬 

野口英世 

●分売の詳細はお問い合わせください。 

http://www.taishukan.co.jp/


● 表示価格は税抜きです。 

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 

中検準1級・1級試験問題2018［第92・93・94回］解答と解説 【音声付】 2018  9784863983151  ¥5,500  ¥8,250  1030956580  

中検準4級試験問題2018［第92・93・94回］解答と解説 【音声付】 2018  9784863983113  ¥4,180  ¥6,270  1030956581  

中検4級試験問題2018［第92・93・94回］解答と解説 【音声付】 2018  9784863983120  ¥4,400  ¥6,600  1030956582  

中検3級試験中検3級試験問題2018［第92・93・94回］解答と解説 【音声付】 2018  9784863983137  ¥4,400  ¥6,600  1030956583  

中検2級試験問題2018［第92・93・94回］解答と解説 【音声付】 2018  9784863983144  ¥4,620  ¥6,930  1030956584  

日本中国語検定協会 編 

5冊揃価格 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥23,100 ¥34,650 

中検各級試験問題［第92・93・94回］ 
解答と解説【音声付】 

白帝社 

書名 著編者名 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 

イラストだから覚えられる日常生活や仕事で使う英単語1200 = 
Learn 1200 English words with illustrations 

石井 辰哉 2019 9784295402664 ¥5,880  ¥11,761  1030550329 

外国人から日本についてよく聞かれる質問200 ―外国人観光客
からはよく聞かれるのに日本人には想定外の質問あれこれ― 

森田 正康 2018 9784295401575 ¥4,989  ¥9,979  1030271736 

知的な人がよく使う英語の中の「外来語」 青柳 璃乃 2018 9784295401872 ¥5,286  ¥10,573  1030271737 

英会話で数字がわかる! ―レジで金額が聞き取れますか?― 北浦 尚彦 2017 9784295400516 ¥4,692  ¥9,385  1030271732 

TOEIC L&Rテスト新形式スピード攻略 ―新形式問題対応― 石井 辰哉 2017 9784295400813 ¥5,286  ¥10,573  1030271733 

TOEIC L&Rテストリスニングスピード攻略 ―新形式問題対応― 濵﨑 潤之輔 2017 9784295401087 ¥5,286  ¥10,573  1030271734 

日本で外国人を見かけたら使いたい英語フレーズ3000 ―困って
いる・迷っている外国人観光客に声をかける最初の一言― 

黒坂 真由子 2017 9784295401346 ¥6,177  ¥12,355  1030271735 

英語でネイティブみたいな会話がしたい! 
 ―映画やドラマの世界そのままにぐっとリアルな英語が話せる― 

ジュミック 今井 2016 9784844374572 ¥4,989  ¥9,979  1030271728 

イラストだから覚えられる会話で必ず使う英単語1100 石井 辰哉 2016 9784844374770 ¥5,583  ¥11,167  1030271729 

ビジネス英語の敬語 
 ―微妙なニュアンスを英語で伝える状況に応じた丁寧表現― 

浅見 ベートー
ベン 

2016 9784844377535 ¥6,177  ¥12,355  1030271731 

ビジネスで世界を相手にする人の英語 ―ネイティブの使うこなれ
たフレーズと相手・状況に応じた使い分け表現― 

植山 周一郎 2015 9784844374398 ¥6,177  ¥12,355  1030271727 

出版社サイトより音声ダウンロードも可能です! 

クロスメディアランゲージ 

黎明書房 

障がいの重い子のための 
「ふれあい体操」   
3訂版 【音声付】 

日本産セミ科図鑑  
［音声（鳴き声）付］  
―詳細解説、形態・生態写真、鳴
き声分析図―改訂版 愛情いっぱいのふれあいと歌を通して子ども

の身体感覚に働きかけ、身体意識（ボ
ディ・イメージ）を高める「ふれあい体操」を
音声付きで紹介。学校、家庭ですぐ使え
ます。本書はロングセラー『改訂版 障がい
の重い子のための「ふれあい体操｣』の3訂
版。一部、歌詞と体操をリニューアルし、パ
ワーアップ。より使いやすくなった一冊です。 

著：丹羽 陽一/ 発行：2019年  
冊子版ISBN：9784654023165 

同時1アクセス（本体）¥6,072 / 同時3アクセス（本体）¥8,976 
商品コード：1030823126 

日本産のセミ36種（35種1亜種）すべて
を網羅した日本初の図鑑の改訂版。入門
者から専門家まで幅広いセミ・ファンが満足
できるよう分類や生態、形態、音声の帯域
特性、鳴き声などについて詳しく紹介した図
鑑です。付属の音声（鳴き声編）には、
36種すべての鳴き声を収録しています。 

著：林 正美/ 発行：2015年  
冊子版ISBN：9784416615607 

同時1アクセス（本体）¥11,000 / 同時3アクセス（本体）¥16,500 
商品コード：1030574730 
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■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　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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