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テキスト界の大ベストセラー！
マンキュー 経済学シリーズ
 世界各国で読まれているテキスト界の大ベストセラー
 経済学の基礎から学べる初級レベルのテキスト
 情報や経済学やファイナンスの基礎など、よりホットなテーマも解説

足立 英之/石川 城太/小川 英治/地主 敏樹/中馬 宏之/柳川 隆[訳]
マンキュー入門経済学 第2版
『マンキュー経済学』ミクロ編、マクロ編から基礎的な章
のみをセレクトして、全13章で再構成。経済学入門や経
済学部以外の一般教養の経済学の講義に最適の入門
テキスト。(『マンキュー経済学』Ⅰ、Ⅱ「第3版」に対応)

マンキュー経済学Ⅰミクロ編 第3版
豊富な図や例を用いて、ミクロ経済学の基礎の基礎か
ら、情報の経済学、政治経済学、行動経済学といったフ
ロンティアまで扱う。丁寧な解説でテキストにはもちろん、
ビジネスマンがもう一度ミクロ経済学をおさらいするの
にも最適。全7部、22章構成。

マンキュー経済学Ⅱマクロ編 第3版
世界金融危機後、金融規制はどう変わったか？マクロ
経済政策運営はどう変わったか？といった、最新の政
策運営、政策論争も取り入れた解説で、「生きた経済っ
て面白い！」と必ず実感できる構成に。

マンキュー マクロ経済学 I 入門篇 第4版
世界中の大学で使われ続けているロングセ
ラー・テキスト。原著第９版の翻訳。長期から短
期へと体系的に学習可能。日本の図表も完備。

N. Gregory

Mankiw

発行年
同時１アクセス(本体)
同時３アクセス(本体)
冊子版ＩＳＢＮ
商品コード

2014
¥7,040
¥15,840
9784492314432
1025423373

発行年
同時１アクセス(本体)
同時３アクセス(本体)
冊子版ＩＳＢＮ
商品コード

2013
¥8,800
¥19,800
9784492314371
1025423371

発行年
同時１アクセス(本体)
同時３アクセス(本体)
冊子版ＩＳＢＮ
商品コード

2014
¥8,800
¥19,800
9784492314456
1025423372

発行年
同時１アクセス(本体)
同時３アクセス(本体)
冊子版ＩＳＢＮ
商品コード

2017
¥12,540
¥18,810
9784492315040
1026634629

発行年
同時１アクセス(本体)
同時３アクセス(本体)
冊子版ＩＳＢＮ
商品コード

2018
¥12,540
¥18,810
9784492315101
1028506642

マンキュー マクロ経済学 Ⅱ 応用篇 第4版（※）
世界中の大学で使われ続けているロングセ
ラー・テキスト。第Ⅱ巻は成長理論とマクロ経
済理論・マクロ経済政策のトピックスを収録。
● こちらのタイトルは印刷・ダウンロード不可です。
● 表示価格は税抜きです。
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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

2018年 新規配信タイトル！
小説曲直瀬道三
―乱世を医やす人― （※）
著編者名

山崎 光夫

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

9784492062098

発行年

2018

商品コード

1028301450

信長、光秀の主治医を務め、家康に医術を授けたと言われる伝説の名医の実像に迫った初の本格的長編小説。１４０
０枚超の大作！

誰も教えてくれない田舎暮ら
しの教科書 （※）
著編者名

清泉 亮

同時1アクセス(本体)

¥4,620

同時3アクセス(本体)

¥6,930

冊子版ISBN

9784492223826

発行年

2018

商品コード

1028301449

手元に置いておきたい地方移住大全！地域選び、物件探し、お金、人間関係など誰も教えてくれない田舎暮らしの作
法を全て明かします。

日本の国家戦略「水素エネルギー」で飛
躍するビジネス ―198社の最新動向― （※）
著編者名

西脇 文男

同時1アクセス(本体)

¥5,280

同時3アクセス(本体)

¥7,920

冊子版ISBN

9784492800874

発行年

2018

商品コード

1028301448

政府ロードマップで五輪年から急成長を見込む「水素エネルギー」市場の動向を先取りして紹介。関連１５７社の「企業
動向一覧」付き。

金融破壊者たちの野望
著編者名

（※）

佐藤 元則

同時1アクセス(本体)

¥4,620

同時3アクセス(本体)

¥6,930

冊子版ISBN

9784492961520

発行年

2018

商品コード

1028301447

世界で起きている巨大経済圏構想を、「決済」の切り口からまとめるユニークな書物。電通協力のもと、リアルなデータ
を鋭く分析する。

医療現場の行動経済学
―すれ違う医者と患者― （※）
著編者名

大竹 文雄

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

9784492315071

発行年

2018

商品コード

1028301446

医療現場での「決められない」「先延ばし」はなぜ起こってしまうのか？ 行動経済学を用いて理論的背景とその解決
策を示す。

● 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。

2018年10月

2018年 新規配信タイトル！
決済インフラ入門 （2020年版）
（※）

同時1アクセス(本体)

¥5,940

同時3アクセス(本体)

¥8,910

冊子版ISBN
著編者名

宿輪 純一

発行年

9784492681442
2018

商品コード

1028301445

最新動向を書き加えた増補改訂版！急激に成長、進化・拡大する「決済の全体像」を理解するための実務者必読の
書。

世界で活躍する仕事100
―10代からの国際協力キャリアナビ― （※）
著編者名

三菱UFJリサーチ&コンサルティング

同時1アクセス(本体)

¥7,260

同時3アクセス(本体)

¥10,890

冊子版ISBN
発行年

9784492046265
2018

商品コード

1028301444

やりたいこと、必ず見つかる！ 国際協力に関わる１００の仕事のキャリアパス、難易度、給与水準から待遇まです
べてを掲載！

大人の道徳
―西洋近代思想を問い直す― （※）
著編者名

古川 雄嗣

同時1アクセス(本体)

¥5,280

同時3アクセス(本体)

¥7,920

冊子版ISBN

9784492223833

発行年

2018

商品コード

1028301443

２０１８年４月、小中学校で道徳が「特別の教科」に。でも、そもそも「道徳」とは何だろうか。最低限知っておくべき前
提から問い直す。
同時1アクセス(本体)

the four GAFA
―四騎士が創り変えた世界― （※）
著編者名

スコット・ギャロウェイ

¥5,940

同時3アクセス(本体)

¥8,910

冊子版ISBN

9784492503027

発行年

2018

商品コード

1028301442

世界の覇者ＧＡＦＡ。彼らは世界をどう作り替えたのか。私たちはそこでどう生き残ればいいのか。米国著名教授によ
る衝撃の話題作。

就職四季報企業研究・インターン
シップ版 2020年版 （※）
著編者名

東洋経済新報社

同時1アクセス(本体)

¥4,620

同時3アクセス(本体)

¥6,930

冊子版ISBN

9784492974322

発行年

2018

商品コード

1028063181

売上Ｎｏ．１の業界研究本『就職四季報』がインターンシップに臨む就活生を徹底サポート。９Ｓｔｅｐでわかる、企業研
究の決定版！
同時1アクセス(本体)

¥3,300

―変貌遂げるリース業界そのすべてを一冊に。 : リース事 同時3アクセス(本体)
業特集―（東洋経済INNOVATIVE） （※）
冊子版ISBN

¥4,950

リースの新常識
著編者名

東洋経済新報社

発行年

9784492961490
2018

商品コード

1028063180

個人向けリースの増大によって、消費行動や産業構造はどう変わるのか。リース業界の現在の課題と将来を大胆に
展望する一冊。
同時1アクセス(本体)

¥5,940

―EVと自動運転が世界を変える = Mobility shift―（MSOL 同時3アクセス(本体)
MI series） （※）
冊子版ISBN

¥8,910

モビリティシフト
著編者名

木南 浩司

発行年

9784492961391
2018

商品コード

1028063179

激変するモビリティビジネス市場に向け、業界に特化した最適なプロジェクトマネジメントのあり方を提案。
実効性の高い具体案を提示。
● 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。

2018年10月

2018年 新規配信タイトル！
東京一極集中時代の100年企業戦略
―「持たざる」から「持つ」経営へ―（※）
著編者名

宮沢 文彦

同時1アクセス(本体)

¥4,950

同時3アクセス(本体)

¥7,425

冊子版ISBN

9784492961483

発行年

2018

商品コード

1028063178

企業が１００年を超える長寿企業として栄えるにはどうすれば良いのか？都心の不動産の有効活用で事業継続力を身につける
方法を紹介。

会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株
の探し方 （※）
著編者名

渡部 清二

同時1アクセス(本体)

¥4,620

同時3アクセス(本体)

¥6,930

冊子版ISBN

9784492733479

発行年

2018

商品コード

1028063177

四季報を片手に日本株を機関投資家へ売りまくった元証券マンが教える１０倍株の発見法。読み方はもちろん、使い方が身に
つく。
同時1アクセス(本体)

戦略子育て
―楽しく未来を生き抜く「3つの力」の伸ばし方― （※）
著編者名

三谷 宏治

¥4,950

同時3アクセス(本体)

¥7,425

冊子版ISBN

9784492223819

発行年

2018

商品コード

1028063176

プログラミングも英語も不要！ 外資系コンサルとビジネススクールで人材育成を実践してきた著者がＡＩに負けない子の育て方
を解説。

野中郁次郎ナレッジ・フォーラム講義録
（※）

同時1アクセス(本体)

¥9,240

同時3アクセス(本体)

¥13,860

冊子版ISBN
著編者名

野中 郁次郎

発行年

9784492522233
2018

商品コード

1028063175

日本最高峰の経営者養成塾では何を教え、何を学んでいるのか？ １０年分のプログラムから高評価のコンテンツを初公開。

インフォメーション・ガバナンス企業が扱う情報
管理のすべて ―顧客情報から社内情報まで― （※）
著編者名

ベーカー&マッケンジー法律事務所

同時1アクセス(本体)

¥11,880

同時3アクセス(本体)

¥17,820

冊子版ISBN

9784492534007

発行年

2018

商品コード

1028063174

個人情報保護法、ＧＤＰＲ（ＥＵ一般データ保護規則）、ＮＩＳＴ（米国）に対応する初の総合専門書。法的・実務的な観点からの提
案

経営戦略原論

（※）

同時1アクセス(本体)

¥6,600

同時3アクセス(本体)

¥9,900

冊子版ISBN
著編者名

琴坂 将広

発行年

9784492534021
2018

商品コード

1028063173

経営戦略論は科学として、実務として、何を探究し、発展と進化を遂げたのか。紀元前５００年からＡＩ時代に至る壮大なストー
リー。
同時1アクセス(本体)

ロジカル・シンキング練習帳
―論理的な考え方と書き方の基本を学ぶ51問― （※）

著編者名

照屋 華子

¥4,950

同時3アクセス(本体)

¥7,425

冊子版ISBN

9784492533925

発行年

2018

商品コード

1028063172

超人気講師の研修がこの１冊で学べる！斜め読みで確実に伝わる論理的な書き方とセルフチェックの技術が同時に学べる画
期的な練習帳。

● 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。

2018年10月

高橋亀吉著作集（全9巻）

全9巻揃価格
同時1アクセス（本体)： ¥374,000 同時3アクセス（本体)： ¥561,000
商品コード：1014056981
書

名

発行年

▼大正昭和財界変動史（三巻セット）
大正昭和財界変動史（上）大正編
大正昭和財界変動史（中）昭和編（一）
大正昭和財界変動史（下）昭和編（二）
▼日本近代経済形成史（三巻セット）
日本近代経済形成史 第一巻<第一部> 封建体制と経済停滞
日本近代経済形成史 第二巻<第二部> 近代経済の摂取・育成（上）
日本近代経済形成史 第三巻<第二部> 近代経済の摂取・育成（下）
▼日本近代経済発達史（三巻セット）
日本近代経済発達史 第一巻
日本近代経済発達史 第二巻
日本近代経済発達史 第三巻

冊子版ISBN

2010
2010
2010

9784492061749
9784492061756
9784492061763

2011
2011
2011

9784492061770
9784492061787
9784492061794

2011
2011
2011

9784492061800
9784492061817
9784492061824

同時１アクセス 同時３アクセス
（本体）
（本体）
¥132,000
¥198,000
¥44,000
¥66,000
¥44,000
¥66,000
¥44,000
¥66,000
¥110,000
¥165,000
¥30,800
¥46,200
¥35,200
¥52,800
¥44,000
¥66,000
¥132,000
¥198,000
¥44,000
¥66,000
¥44,000
¥66,000
¥44,000
¥66,000

商品コード
1014056982
1014056983
1014056984
1014056985
1014056986
1014056987
1014056988
1014056989
1014056990
1014056991
1014056992
1014056993

石橋湛山全集(全16巻)
全16巻揃価格
同時1アクセス（本体) ￥704,000
同時3アクセス（本体) ￥1,056,000
商品コード： 1013956036
分売可 各巻価格 同時1アクセス ¥44,000 同時3アクセス ¥66,000
書
名
（第１巻）明治四二年（一九〇九）～大正四年（一九一五）
（第２巻）大正四年（一九一五）～大正七年（一九一八）
（第３巻）大正八年（一九一九）～大正九年（一九二〇）
（第４巻）大正一〇年（一九二一）～大正一二年（一九二三）
（第５巻）大正一三年（一九二四）～昭和二年（一九二七）
（第６巻）昭和二年（一九二七）～昭和四年（一九二九）
（第７巻）昭和四年（一九二九）～昭和五年（一九三〇）
（第８巻）昭和六年（一九三一）～昭和七年（一九三二）
（第９巻）昭和八年（一九三三）～昭和一〇年（一九三五）
（第１０巻）昭和一一年（一九三六）～昭和一二年（一九三七）
（第１１巻）昭和一三年（一九三八）～昭和一五年（一九四〇）
（第１２巻）昭和一六年（一九四一）～昭和二〇年（一九四五）
（第１３巻）昭和二〇年（一九四五）～昭和二六年（一九五一）
（第１４巻）昭和二六年（一九五一）～昭和四四年（一九六九）
（第１５巻）『湛山回想』（補訂）
（第１６巻）（補巻）

● 表示価格は税抜きです。

発行年

冊子版ＩＳＢＮ

商品コード

2010

9784492061565

1013956037

2010

9784492061572

1013956038

2010

9784492061589

1013956039

2010

9784492061596

1013956040

2010

9784492061602

1013956041

2010

9784492061619

1013956042

2011

9784492061626

1013956043

2011

9784492061633

1013956044

2011

9784492061640

1013956045

2011

9784492061657

1013956046

2011

9784492061664

1013956047

2011

9784492061671

1013956048

2011

9784492061688

1013956049

2011

9784492061701

1013956050

2011

9784492061718

1013956051

2011

9784492061732

1013956052

2018年10月

昭和財政史
日本の経済・財政の根幹となる貴重資料が電子化。

全３期 ５２巻揃価格
同時１アクセス（本体）￥1,642,300 同時３アクセス（本体）￥¥2,463,450
商品コード 1014056994

第一期 －終戦から講和まで
鈴木武雄・安藤良雄 監修

全20巻

大蔵省財政史室 編

終戦から講和・独立にいたる7年間の財政金融行政の実績を実証的に分析するとともに、当時の政治的
経済背景などを解明した、第一級の価値をもつ資料。

全20巻揃価格
同時1アクセス（本体） ¥603,900 同時3アクセス(本体) ¥905,850
商品コード 1014056995

第二期 －昭和２７～４８年度（高度成長期）全20巻
中村隆英 監修

大蔵省財政史室 編

高度経済成長期の財政金融行政の実績を実証的に分析するとともに、当時の政治的経済的背景なども
解明する、第一級の価値をもつ資料。

全20巻揃価格
同時1アクセス（本体） ¥580,800 同時3アクセス(本体) ¥871,200
商品コード 1014057016

第三期 －昭和４９～６３年度
中村隆英・林 健久 監修

全12巻

財務省財務総合政策研究所財政史室 編

石油危機からバブル経済の勃興まで
石油危機を乗り越え、「経済大国」への道を順調に歩むかに見えた日本。膨大な資料から財政・金融行政
の実装をあとづけ、経済バブル化に至る過程を詳に解明する、第一級の価値をもつ資料。

全12巻揃価格
同時1アクセス（本体） ¥457,600 同時3アクセス(本体) ¥686,400
商品コード 1014057037
※各巻の詳細はお問い合わせください。
● 表示価格は税抜きです。

2018年10月

e ビジネス新書 シリーズ

新刊の発売と同時にMaruzen eBook Libraryで配信中!!
ぜひ継続でのご注文をおすすめします！
「週刊東洋経済eビジネス新書」シリーズは、『週刊東洋経済』などに掲載さ
れた記事の中から、長く、繰り返し読者にお読みいただきたい価値ある記事を
ピックアップしてお届けする読み切りサイズの電子書籍です。ワン・テーマを
再構成（一部加筆修正あり）してあります。書籍では発売されていないコンテ
ンツがMaruzen eBook Libraryに登場！学生用図書にぜひご検討下さい。

269冊揃価格（Vol.1～Vol.269） ※2018年10月時点
同時１アクセス(本体) ¥491,458
同時３アクセス(本体) ¥1,105,771
※各冊の詳細はお問い合わせください。

● 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
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

https://elib.maruzen.co.jp/

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

