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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 

2019年 新規配信タイトル 

[訳者] 

マクロ経済学 ―アセモグル/レイブソン/リスト― （※） 

ダロン・アセモグル 著 

発行年 2019  

冊子版ISBN 9784492315125  

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

商品コード 1029728069 

新世代による入門テキスト。現実データから社会を
読み解く経済学の考え方と、一国経済からグロー
バル経済まで見通す力を身に付ける。 

クルーグマンミクロ経済学 第2版 

ポール・クルーグマン 著 

発行年 2017 

同時１アクセス(本体) ¥11,000 

同時３アクセス(本体) ¥24,750 

冊子版ISBN 9784492314821  

商品コード 1025423314 

平明な文章で高い人気の著者が、そのノウハウを
最大限に投入したミクロ経済テキストの改訂版。
「使える経済学」を学びたい人に最適。 

マンキュー経済学（1） ミクロ編 第3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（2） マクロ編  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。 

マンキュー入門経済学 第2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（1） 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。 

マンキューマクロ経済学（2） 応用編 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。 

発行年 2013  

冊子版ISBN 9784492314371  

同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

商品コード 1025423371 

発行年 2014  

冊子版ISBN 9784492314456  

同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

商品コード 1025423372 

発行年 2014  

冊子版ISBN 9784492314432  

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

商品コード 1025423373 

発行年 2017  

冊子版ISBN 9784492315040  

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

商品コード 1026634629 

発行年 2018  

冊子版ISBN 9784492315101  

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

商品コード 1028506642 
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2019年 新規配信タイトル 
The four 
 ―GAFA (ガーファ) : 四騎士が創り変えた世界― （※） 

スコット・ギャロウェイ 著 

発行年 2018  

同時１アクセス(本体) 9784492503027  

同時３アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN ¥8,910 

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。 

AI×人口減少 
 ―これから日本で何が起こるのか― （※） 

中原 圭介 著 

発行年 2018  

同時１アクセス(本体) 9784492396438  

同時３アクセス(本体) ¥4,950 

冊子版ISBN ¥7,425 

商品コード 1029161097 

ＡＩ×人口減少でこれから日本に何が起こるの
か！？ もっとも予測が的中するエコノミストの
最新刊、書き下ろし。 

起業ナビゲーター 

菅野 健一 著 

発行年 2016  

同時１アクセス(本体) 9784492533741  

同時３アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN ¥13,860 

商品コード 1030884595 

数多くの起業家に助言してきた起業家と弁護士
による最強の起業の教科書。成功に導く極意を
すべて詰め込んだ起業大全。 

地方創生大全 

木下 斉 著 

発行年 2016  

同時１アクセス(本体) 9784492212257  

同時３アクセス(本体) ¥4,950 

冊子版ISBN ¥7,425 

商品コード 1030884602 

地方再生請負人、地方創生のカリスマと称され
る著者が、多くの成功事例・失敗事例をもとに解
説する「地方創生＆街づくりのルール」。 

ITロードマップ 2019年版  
―情報通信技術は5年後こう変わる!― （※） 

野村総合研究所デジタル基盤開発部 著編 

発行年 2019  

同時１アクセス(本体) 9784492581148  

同時３アクセス(本体) ¥8,580 

冊子版ISBN ¥12,870 

商品コード 1030360938 

人工知能（ＡＩ）の活動領域の拡大で、ビジネス、
働き方はどう変わるのか。ＩＴの近未来がこれ１
冊でわかる！ 

ITナビゲーター 2019年版 （※） 

野村総合研究所ICTメディア・サービス産業コンサルティング部 著編 

発行年 2018  

同時１アクセス(本体) 9784492503041  

同時３アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN ¥11,880 

商品コード 1029502764 

５Ｇによって加速するデジタル変革のなか、何を
守り、何を捨てるのか？ ｅスポーツからｘＴｅｃｈ
市場の広がりまでを徹底予測！  

標準ミクロ経済学 第2版 （※） 

永田 良 著 

発行年 2019  

同時１アクセス(本体) 9784492315156  

同時３アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN ¥15,840 

商品コード 1030360930 

定評あるミクロ経済学の中級テキスト最新改訂
版。さらにわかりやすく改訂。オークション、契約
理論など最新のトピックも追加。 

MBAエッセンシャルズ 第3版 （※） 

内田 学 著 

発行年 2019  

同時１アクセス(本体) 9784492533994  

同時３アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN ¥14,850 

商品コード 1030515164 

ＭＢＡ１年目で学ぶ基礎科目を１２時間で完全
マスター！長年愛され続けたロングセラーを最
新のビジネストレンドを踏まえて全面改定！ 
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スタンフォード教授の心が軽くなる先延ばし思考 

ジョン・ペリー 著 

発行年 2013  

同時１アクセス(本体) 9784492044964  

同時３アクセス(本体) ¥3,960 

冊子版ISBN ¥5,940 

商品コード 1028796816 

何かを先延ばしする代わりにほかの多くのことを
成し遂げているなら、その先延ばしには意義が
ある-。先延ばしグセに思い悩む人々のために、
“先延ばしや”に役立ちそうな発想や逸話、提案
を紹介する。 

ビジネスのためのデザイン思考 

紺野 登 著 

発行年 2010  

同時１アクセス(本体) 9784492521908  

同時３アクセス(本体) ¥6,600 

冊子版ISBN ¥9,900 

商品コード 1028796884 

イノベーションを促進するデザイン思考（知識デ
ザイン）、価値生産システムとしてのデザイン、２
１世紀のサステナビリティ経営にとってのデザイ
ンを論じ、実践的なデザイン経営の方法論や思
考ツールを紹介する。 

東京貧困女子。 
 ―彼女たちはなぜ躓いたのか― （※） 

中村 淳彦 著 

発行年 2019  

同時１アクセス(本体) 9784492261132  

同時３アクセス(本体) ¥4,950 

冊子版ISBN ¥7,425 

商品コード 1030515165 

女子大生、派遣社員、シングルマザー…、貧困
に喘ぐ彼女たちの心の叫びを個人の物語として
聞き集めた人気連載、待望の書籍化！ 

仕事文具 

土橋 正 著 

発行年 2016  

同時１アクセス(本体) 9784492045886  

同時３アクセス(本体) ¥4,950 

冊子版ISBN ¥7,425 

商品コード 1030884657 

仕事のパフォーマンスもモチベーションも劇的
に向上する！ 定番から新製品まで２００点以上
の文房具の取説。 

ITThink civility  
―「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である― （※） 

クリスティーン・ポラス 著 

発行年 2019  

同時１アクセス(本体) 9784492046494  

同時３アクセス(本体) ¥5,280 

冊子版ISBN ¥7,920 

商品コード 1030682567 

無礼な人間が企業にどれだけの損害を与えて
いるか、逆に礼節ある人間のメリットを解説。礼
節ある人間や組織になる方法を紹介する。 

文化政策と地域づくり ―英国と日本の事例から― 

渡部 薫 著 

発行年 2019  

同時１アクセス(本体) 9784818825093  

同時３アクセス(本体) ¥7,590 

冊子版ISBN ¥11,385 

商品コード 1030515174 

経済における文化の役割が高まっている。人口
減少や産業の縮小で地域が衰退するなか、文
化政策や創造産業をいかにして地域・都市再
生・活性化につなげていくか。国内、ヨーロッパ
の都市を取り上げ検討する。  

入門テキスト環境とエネルギーの経済学 

大守 隆 著 

発行年 2016  

同時１アクセス(本体) 9784492314876  

同時３アクセス(本体) ¥8,580 

冊子版ISBN ¥12,870 

商品コード 1030884585 

課題解決には、「仕組み」と「インセンティブ」に
関連する経済学が重要な役割を果たす。幅広
いレベルの課題に取り組むための入門書。 

暴力と不平等の人類史 
 ―戦争・革命・崩壊・疫病― （※） 

ウォルター・シャイデル 著 

発行年 2019  

同時１アクセス(本体) ¥17,820 

同時３アクセス(本体) ¥26,730 

冊子版ISBN 9784492315163  

商品コード 1030682566 

石器時代から現代まで人類の富を平等化させ
てきたものは何だったのか。歴史的データを分
析し、平等化メカニズムをつきとめた意欲作。 

2019年 新規配信タイトル 
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就職四季報企業研究・インターンシップ版 2021年版 （※） 

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2019 

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 9784492974339  商品コード 1030590833 

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！ 

就職四季報総合版 2020年版 （※） 

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,263 同時3アクセス（本体） ¥9,395 

冊子版ISBN 9784492971345  商品コード 1029342064 

『就職四季報』は先輩マンゾク度Ｎｏ．１の就活バイブル。求める人材、３年後離職率など５０００社の役立つデータ
を集約した中立・独立的な会社研究本で、これでしかわからない情報満載。キミの就職先、必ず探せます！ 

就職四季報女子版 2020年版 （※） 

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,171 同時3アクセス（本体） ¥9,256 

冊子版ISBN 9784492972335  商品コード 1029342065 

『就職四季報』は、女子学生の就活の味方。女性の採用傾向がひとめで分かる男女別採用実績はじめ、会社
に聞けない情報満載。会社研究に欠かせない情報を１冊に集約。アナタの就職先はこの本にきっとある！ 

就職四季報優良・中堅企業版 2020年版 （※） 

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,263 同時3アクセス（本体） ¥9,395 

冊子版ISBN 9784492972649  商品コード 1029342066 

有望企業を狙う就活生向けの待望の１冊。「総合版」「女子版」に載っていない、実力派企業４５００社のあの
情報が明らかに！ 

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 

■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 

就職 四季報 2019年 新規配信タイトル! 

好評配信中 !  
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好評配信中 !  

書名 発行年 冊子版ＩＳＢＮ 商品コード 

（第１巻）明治四二年（一九〇九）～大正四年（一九一五） 2010 9784492061565 1013956037 

（第２巻）大正四年（一九一五）～大正七年（一九一八） 2010 9784492061572 1013956038 

（第３巻）大正八年（一九一九）～大正九年（一九二〇） 2010 9784492061589 1013956039 

（第４巻）大正一〇年（一九二一）～大正一二年（一九二三）  2010 9784492061596 1013956040 

（第５巻）大正一三年（一九二四）～昭和二年（一九二七） 2010 9784492061602 1013956041 

（第６巻）昭和二年（一九二七）～昭和四年（一九二九） 2010 9784492061619 1013956042 

（第７巻）昭和四年（一九二九）～昭和五年（一九三〇） 2011 9784492061626 1013956043 

（第８巻）昭和六年（一九三一）～昭和七年（一九三二） 2011 9784492061633 1013956044 

（第９巻）昭和八年（一九三三）～昭和一〇年（一九三五） 2011 9784492061640 1013956045 

（第１０巻）昭和一一年（一九三六）～昭和一二年（一九三七） 2011 9784492061657 1013956046 

（第１１巻）昭和一三年（一九三八）～昭和一五年（一九四〇） 2011 9784492061664 1013956047 

（第１２巻）昭和一六年（一九四一）～昭和二〇年（一九四五） 2011 9784492061671 1013956048 

（第１３巻）昭和二〇年（一九四五）～昭和二六年（一九五一） 2011 9784492061688 1013956049 

（第１４巻）昭和二六年（一九五一）～昭和四四年（一九六九） 2011 9784492061701 1013956050 

（第１５巻）『湛山回想』（補訂） 2011 9784492061718 1013956051 

（第１６巻）（補巻） 2011 9784492061732 1013956052 

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 

■大正昭和財界変動史（三巻セット） - -  ¥132,000  ¥198,000  1014056982 

大正昭和財界変動史（上）大正編 2010 9784492061749 ¥44,000  ¥66,000  1014056983 

大正昭和財界変動史（中）昭和編（一） 2010 9784492061756 ¥44,000  ¥66,000  1014056984 

大正昭和財界変動史（下）昭和編（二） 2010 9784492061763 ¥44,000  ¥66,000  1014056985 

■日本近代経済形成史（三巻セット） - -  ¥110,000  ¥165,000  1014056986 

日本近代経済形成史 第一巻<第一部> 封建体制と経済停滞 2011 9784492061770 ¥30,800  ¥46,200  1014056987 

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） 2011 9784492061787 ¥35,200  ¥52,800  1014056988 

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） 2011 9784492061794 ¥44,000  ¥66,000  1014056989 

■日本近代経済発達史（三巻セット） - -  ¥132,000  ¥198,000  1014056990 

日本近代経済発達史 第一巻 2011 9784492061800 ¥44,000  ¥66,000  1014056991 

日本近代経済発達史 第二巻 2011 9784492061817 ¥44,000  ¥66,000  1014056992 

日本近代経済発達史 第三巻 2011 9784492061824 ¥44,000  ¥66,000  1014056993 

高橋亀吉著作集（全 9巻）  

石橋湛山全集 (全 1 6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 

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 

各巻価格 同時1アクセス（本体) ¥44,000  同時3アクセス（本体) ¥66,000 
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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。 2019年11月 

● 各巻の詳細はお問合せください。 

昭和財政史 
全３期 ５２巻揃価格 

第一期 －終戦から講和まで  全20巻 
鈴木武雄・安藤良雄 監修  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 （分売可） 

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 （分売可） 

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  全12巻 
中村隆英・林 健久 監修  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 （分売可） 

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  

日本の経済・財政の根幹となる貴重資料が電子化。 

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 

好評配信中 !  
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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。 

e ビジネス新書 シリーズ 

2019年11月 

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！ 

PDF版 

好評配信中 !  

● 各巻の詳細はお問合せください。 

314冊揃価格（No.1～314）※2019年10月28日時点 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥565,642 ¥1,272,676 

「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。 
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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。 2019年11月  ●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。 

2019年 新規配信タイトル 

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 

FinTechの衝撃 ―金融機関は何をすべきか―  城田 真琴 2016 9784492762271 ¥5,940  ¥8,910  1028796849 

アフリカ進出戦略ハンドブック   小池 純司 2015 9784492444245 ¥7,920  ¥11,880  1028796852 

これから日本で起こること ―雇用、賃金、消費はどうなるのか―  中原 圭介 2015 9784492396155 ¥4,950  ¥7,425  1028796853 

最強の未公開企業ファーウェイ ―冬は必ずやってくる―  田 濤 2015 9784492502662 ¥5,940  ¥8,910  1028796886 

リスクマネジメントの教科書 
 ―50の事例に学ぶ“不祥事”への対応マニュアル―  

白井 邦芳 2014 9784492533536 ¥6,600  ¥9,900  1028796863 

現代アラブ社会 ―「アラブの春」とエジプト革命―  加藤 博 2013 9784492444016 ¥9,240  ¥13,860  1028796865 

モバイルパワーの衝撃 ―スマートフォン時代の事業モデル
革命―  

辻村 清行 2012 9784492557044 ¥5,280  ¥7,920  1028796860 

戦略としてのブランド ―「コンセプト」×「オペレーション」×
「組織」でつくる成功の方程式―  

鬼頭 孝幸 2012 9784492557211 ¥7,920  ¥11,880  1028796873 

競争戦略論 第2版 （Hitotsubashi Business Review Books）  青島 矢一 2012 9784492522035 ¥5,720  ¥11,440  1028796882 

「話し方」で人を動かす「超」心理術   内藤 誼人 2010 9784492043745 ¥4,620  ¥6,930  1028796845 

マーケティング演習ノート   山本 直人 2010 9784492556696 ¥5,940  ¥8,910  1028796858 

サービスの経営学   今枝 昌宏 2010 9784492532737 ¥7,920  ¥11,880  1028796883 

図解いちばん面白いデリバティブ入門 
 ―数学ナシでわかるデリバティブ―第２版   

永野 学 2009 9784492092774 ¥5,280  ¥7,920  1028796887 

強い円は日本の国益   榊原 英資 2008 9784492395004 ¥5,280  ¥7,920  1028796885 

  EPUBリフロー版コンテンツ 
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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。 

e ビジネス新書 シリーズ 

2019年11月  ●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。 

314冊揃価格（No.1～314）※2019年10月28日時点 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥565,642 ¥1,272,676 

好評配信中 !  

「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。 

Maruzen eBook Libraryに、スマホで快適に読める 
買い切りのeビジネス新書リフロー版が一挙登場！ 

リフロー版 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 

  各巻の詳細はお問合せください。 
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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。 2019年11月 

  各巻の詳細はお問合せください。 

冊子と同時に電子も提供中! 
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。 

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-令和元年) ¥78,100  ¥175,725  1028847079 

2018年1月号より 
冊子と同時配信!! 

新しい情報がすぐ届きます！ 
詳細はお問い合わせください。 
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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。 2019年11月 

  各巻の詳細はお問合せください。 

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部分のテキスト検索が可能となります。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 
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。 2019年11月 

  各巻の詳細はお問合せください。 

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)～ 67巻1号(2019年夏号) 

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。 

年間購読が 
お買い得‼ 

単冊購入価に比べて 

25%off!! 

2018年1月より冊子と 
同時に電子も配信予定‼ 
電子版への切り換えが 
おすすめです！ 
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