
学術認証フェデレーションと連携 

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

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 

● 表示価格は税抜きです。 2019年2月 

No.2018-015 

冊子と同時に電子の提供がスタートします! 
電子版への切り替えもおすすめします！ 

『東洋経済新報』（現『週刊東洋経済』）は、日清戦争後に下関条約が締結
された1895年に創刊され、以来現在まで続く我が国最古の経済誌です。 

2018年1月号より 
冊子と同時配信!! 
バックナンバーも 

続々配信予定です!! 
詳細はお問い合わせください。 

1895年～2018年（明治28年～平成30年）バックナンバー 

同時1アクセス(本体) ￥4,117,691 
同時3アクセス(本体) ￥6,347,312 

期間毎(パート)でもご購入が可能です。 
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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） 

● 表示価格は税抜きです。 
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1895年～2018年（明治28年～平成30年）バックナンバー 

同時1アクセス(本体) ￥4,117,691 
同時3アクセス(本体) ￥6,347,312 

期間毎(パート)でもご購入が可能です。 

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 

■東洋經濟新報 第１期 フルセット ¥1,389,999  ¥2,084,999  1023699181 

東洋經濟新報 第１期 明治期セット ¥419,999  ¥629,999  1023699182 

東洋經濟新報 第１期 大正期セット ¥324,999  ¥487,499  1023699183 

東洋經濟新報 第１期 昭和期Ⅰセット ¥189,999  ¥284,999  1023699184 

東洋經濟新報 第１期 昭和期Ⅱセット ¥189,999  ¥284,999  1023699185 

東洋經濟新報 第１期 昭和期Ⅲセット ¥279,999  ¥419,999  1023699186 

■東洋經濟新報 デジタルアーカイブズ 第２期フルセット ¥2,499,992  ¥3,749,988  1024433690 

東洋經濟新報 デジタルアーカイブズ 第２期 1946(昭和21)年－1967(昭和42)年 セット ¥624,998  ¥937,497  1024433691 

東洋經濟新報 デジタルアーカイブズ 第２期 1968(昭和43)年－1983(昭和58)年 セット ¥624,998  ¥937,497  1024433692 

東洋經濟新報 デジタルアーカイブズ 第２期 1984(昭和59)年－1999(平成11)年 セット ¥624,998  ¥937,497  1024433693 

東洋經濟新報 デジタルアーカイブズ 第２期 2000(平成12)年－2015(平成27)年 セット ¥624,998  ¥937,497  1024433694 

■週刊東洋経済 2016年1月-12月 (平成28年) ¥75,900  ¥170,775  1028657339 

■週刊東洋経済 2017年1月-12月 (平成29年) ¥75,900  ¥170,775  1028657340 

■週刊東洋経済 2018年1月-12月 (平成30年) ¥75,900  ¥170,775  1028657341 

■週刊東洋経済 2019年1月-12月 (平成31年) ¥78,100  ¥175,725  1028847079 継続配信中 



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） 

● 表示価格は税抜きです。 

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 

会社四季報 フルセット ¥799,999 ¥1,199,999 1023902555 

会社四季報 昭和期Ⅰ（1936年～1961年） ¥249,999 ¥374,999 1023902556 

会社四季報 昭和期Ⅱ（1962年～1987年） ¥249,999 ¥374,999 1023902557 

会社四季報 1988年～2016年（4集・9月まで） ¥299,999 ¥450,000 1023902558 

■ＤＶＤ購入機関向け特典！ 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

会社四季報 フルセット（DVD購入済特価） ¥599,999 ¥900,000 1023902559 

会社四季報 昭和期Ⅰ（1936年～1961年）（DVD購入済特価） ¥199,999 ¥299,999 1023902560 

会社四季報 昭和期Ⅱ（1962年～1987年）（DVD購入済特価） ¥199,999 ¥299,999 1023902561 

デジタルアーカイブス 

好評配信中!! 

～戦前からの上場企業分析記事を網羅～ 
2.26事件が起きた1936(昭和11)年6月に誕生した「会社四季報」。企業情報誌の定番として、企業・業界
調査、株式投資、就活企業研究に広く活用されています。個別の会社紙面のみならず、巻頭・巻末特集、
株主優待欄、売買手数料欄など、全ページが収録対象です。また、年集からの検索のほかに、2014年
以降の誌面は記事のテキスト検索が一部可能です。本アーカイブズは日本の産業史を紐解く上で貴重
な学術資料となるでしょう。 
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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 
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● 表示価格は税抜きです。 

好評配信中!! 

  ● （※）はダウンロード・印刷不可です。 

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 

就職四季報 2019年版 2017 9784492971338 ¥6,270  ¥9,405  1026634637 

就職四季報 2020年版 （※） 2018 9784492971345 ¥6,263  ¥9,395  1029342064 

欲しいのは 「宣伝」 じゃない、 

          「ホント」 の情報！ 
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掲載料をもらわず客観・中立的な立場で制作しているので、会社が出したがらない「離職率」や
「有休取得状況」なども掲載。イメージだけでは見えてこない会社の全容がわかります。 

採用実績、有休取得状況、離職率、待遇など人事に直接聞きづら
い情報が盛りだくさん。インターンシップを含む最新の選考情報か
ら採用人数・配属先まで徹底調査。業界・企業選びから選考対策
まで、「企業研究」はこの1冊でバッチリ！すべての就活生に送る
先輩イチオシの「就活バイブル」です。 

総合 
版 

売上 

No.1 
「就職四季報」シリーズ 

（大学生協売上・ 
就職書業界研究部門） 

立命館大学 産業社会学部 現代社会学科 
2019年3月卒業 男性 



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） 

● 表示価格は税抜きです。   ● （※）はダウンロード・印刷不可です。 

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 

就職四季報女子版 2019年版 2017 9784492972328 ¥6,171  ¥9,256  1026634638 

就職四季報女子版 2020年版 （※） 2018 9784492972335 ¥6,171  ¥9,256  1029342065 

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 

就職四季報優良・中堅企業版 
2019年版 

2017 9784492972632 ¥6,270  ¥9,405  1026634639 

就職四季報優良・中堅企業版 
2020年版 （※） 

2018 9784492972649 ¥6,263  ¥9,395  1029342066 

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 

就職四季報企業研究・インターン
シップ版 2019年版 （※） 

2017 9784492974315 ¥4,620  ¥6,930  1027296228 

就職四季報企業研究・インターン
シップ版 2020年版 （※） 

2018 9784492974322 ¥4,620  ¥6,930  1028063181 
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離職率や有休取得状況、待遇に加え、女性の採用
実績、育休、キャリアなど人事に直接聞きづらい情
報が盛りだくさん。最新の選考情報から採用人数・
配属先まで職種別に調査、総合職はもちろん、技
術系職種や一般職にも対応しています。女性なら
ではの就活や働くがわかる「女子版」は、就活女子
の心強い味方です。 

女子 
版 

2019年4月入社の採用内定人数を含めた過去3年
間の「採用動向」や、企業が「求める人材」など、
『就職四季報』総合版・女子版に載せきれなかっ
た約4800社の情報を掲載。君の知らない優良企
業がここにある!! 有名企業だけでなく有望企業を
狙う就活生の皆さん、この本でかけがえのない一
社を見つけてください!! 

優良・ 
中堅企業 

版 

『就職四季報』シリーズから、就活デビューに向け
た決定版！大手企業を中心に実施する企業が大
幅に増え、いまや夏・秋・冬のインターンシップが実
質的な就活スタートとなっています。どの企業のイ
ンターンシップに参加するのか、そもそもどんな業
界、どんな企業を選ぶべきなのか。これについて考
えるのが就活の第一歩です。 

ｲﾝﾀｰﾝ 
ｼｯﾌﾟ 
版 



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） 

● 表示価格は税抜きです。 

各巻価格：59巻2号(2011年秋号)～66巻2号(2017年秋号) 

同時１アクセス（本体）：￥4,400 同時3アクセス（本体）：￥9,900  

 各巻価格：65巻3号(2017年冬号)～ 66巻3号(2018年冬号) 

同時１アクセス（本体）：￥6,600 同時3アクセス（本体）：￥14,850  

人気のビジネス誌「一橋ビジネスレビュー」がMaruzen eBook Libraryで好評配信中！ 

2011年秋号（59巻2号）からのバックナンバーも取り揃えております！それ以前の巻号も提供予定！ 

年間購読価格（季刊年４回） 

同時1アクセス（本体）：￥19,800 同時3アクセス（本体）：￥44,550 

※1冊単位での購入可。詳細はお問合せください。 

2018年1月号より 
冊子と同時配信!! 
電子版への切り換えが 

おすすめです!! 

新刊セットも配信中！ 
2018年春号～冬号（第65巻4号～第66巻3号） 

2019年春号～冬号（第66巻4号～第67巻3号） 
(継続配信中) 
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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） 

● 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 

転換期の金融規制と金融ビジネス （59巻2号(2011AUT.)） 2011 9784492820506 ¥4,400  ¥9,900  1025795350 

インド市場戦略 （59巻3号(2011WIN.)） 2011 9784492820513 ¥4,400  ¥9,900  1025795351 

リアルに考える原発のたたみ方 （59巻4号(2012年SPR.)） 2012 9784492820520 ¥4,400  ¥9,900  1025795352 

オープン・イノベーションの衝撃 （60巻2号(2012AUT.)） 2012 9784492820537 ¥4,400  ¥9,900  1025795353 

日本の企業会計のゆくえ （60巻1号(2012SUM.)） 2012 9784492820551 ¥4,400  ¥9,900  1025795354 

日本のものづくりの底力 （60巻3号(2002年WIN.)） 2012 9784492820568 ¥4,400  ¥9,900  1025795355 

クロスボーダーM&A （60巻4号(2013SPR.)） 2013 9784492820575 ¥4,400  ¥9,900  1025795356 

ビジネス・エコノミクスの最前線 （61巻1号(2013SUM.)） 2013 9784492820582 ¥4,400  ¥9,900  1025795357 

地域から未来を創造するマネジメント （61巻2号(2013AUT.)） 2013 9784492820599 ¥4,400  ¥9,900  1025795358 

産学連携を問う 
 ―シーズとニーズの新たな結合をめざして―（61巻3号(2013WIN.)） 

2013 9784492820605 ¥4,400  ¥9,900  1025795359 

顧客志向を問い直す 
 ―いかに実践すべきか、顧客創造の新展開に挑む―（61巻4号(2014SPR.)） 

2014 9784492820612 ¥4,400  ¥9,900  1025795360 

日本企業の組織と戦略 
 ―新ミドルマネジメントへの期待―（62巻1号(2014SUM.)） 

2014 9784492820629 ¥4,400  ¥9,900  1025795361 

ベンチャーとIPOの研究 
 ―なぜ、公開後低成長に陥るのか―（62巻2号(2014AUT.)） 

2014 9784492820636 ¥4,400  ¥9,900  1025795362 

小さくても強い国のイノベーション力 
 ―なぜ、日本は勝てないのか―（62巻3号(2014WIN.)） 

2014 9784492820643 ¥4,400  ¥9,900  1025795363 

デザインエンジニアリング 
 ―「機能か、デザインか」の二者択一ではない―（62巻4号(2015SPR.)） 

2015 9784492820650 ¥4,400  ¥9,900  1025795364 

「最後のフロンティア」アフリカ ―われわれは何を学ぶのか 
  ―（63巻1号(2015SUM.)） 

2015 9784492820667 ¥4,400  ¥9,900  1025795365 

ファミリービジネスその強さとリスク （63巻2号(2015AUT.)） 2015 9784492820674 ¥4,400  ¥9,900  1025795366 

中国モデルの破壊と創造 （63巻3号(2015WIN.)） 2015 9784492820698 ¥4,400  ¥9,900  1025795367 

負けない知財戦略 （63巻4号(2016SPR.)） 2016 9784492820704 ¥4,400  ¥9,900  1025795368 

人事再生 （64巻1号(2016SUM.)） 2016 9784492820728 ¥4,400  ¥9,900  1025795369 

新しい産業革命 （64巻2号(2016AUT.)） 2016 9784492820735 ¥4,400  ¥9,900  1025795370 

構造転換の全社戦略 （64巻3号(2016WIN.)） 2016 9784492820742 ¥4,400  ¥9,900  1025795371 

イノベーション研究これからの20年 
 ―今後の戦いの場を求めて―（64巻4号(2017SPR.)） 

2017 9784492820759 ¥4,400  ¥9,900  1025795372 

ノーベル賞と基礎研究 （65巻1号(2017SUM.)） 2017 9784492820766 ¥4,400  ¥9,900  1025795373 

健康・医療戦略のパラダイムシフト （65巻2号(2017AUT.)） 2017 9784492820773 ¥4,400  ¥9,900  1025795374 

コーポレートガバナンス 
 ―「形式」から「実質」へ変われるか―（65巻3号(2017WIN.)） 

2017 9784492820780 ¥6,600  ¥14,850  1027723636 

次世代産業としての航空機産業 （65巻4号(2018SPR.)） 2018 9784492820797 ¥6,600  ¥14,850  1027723638 

「新しい働き方」の科学 ―エビデンスと理論的視点から迫る 
 ―（66巻1号(2018SUM.)） 

2018 9784492820803 ¥6,600  ¥14,850  1027840559 

EVの将来 ―この大変革を正しく理解するために―（66巻2号(2018AUT.)） 2018 9784492820810 ¥6,600  ¥14,850  1028388841 

「新しい営業」の科学 （66巻3号(2018WIN.)） 2018 9784492820827 ¥6,600  ¥14,850  1029288432 
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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


