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ベストセラー  人気タイトル  

The four 
 ―GAFA (ガーファ) : 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 
発行年 2018 

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 9784492503027  商品コード 1028301442 

世界の覇者ＧＡＦＡ（ガーファ）。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。 
GAFAは過去20年間、歴史上かつてないほどの喜びやつながり、経済
的な繁栄や発明を私たちにもたらしてきた。彼らは世界をより豊かな場
所にしているのだ――これは事実に反することではない。しかしGAFAに
は、まったく別の顔もある。 
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Shoe dog ―靴にすべてを。― 

著編者名 フィル・ナイト 発行年 2017 

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 9784492046173  商品コード 1026405230 

全米を熱狂させたナイキ創業者の自伝、ついに刊行！ クリエイター自
らが語り尽くす、世界最強ブランドの誕生と成長の物語。 
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まんがでわかる地頭力を鍛える 

著編者名 細谷 功 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492557785  商品コード 1027296213 

２０万部突破のロングセラー『地頭力を鍛える』がコミック化！ 入社５年目のがけっ
ぷち困ったちゃんＯＬが、地頭を鍛えて無敵になる！ 

AI vs.教科書が読めない子どもたち 

著編者名 新井 紀子 発行年 2018 

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 9784492762394  商品コード 1027296221 

ＡＩの誤解・限界を示す一方で、日本人の読解力の低下を指摘。ＡＩ化が進んだ未
来の行き着く先は、教育の劣化を伴った最悪の恐慌だ。 

伝えることから始めよう 

著編者名 高田 明 発行年 2017 

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 9784492045909  商品コード 1025881721 

初の自著！ 高田明が語るとなぜ買いたくなるのか？ 「伝わるコミュニケーション」
のベースとなる「人生哲学」を語り尽くした一冊。 

ベストセラー  人気タイトル  
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自分が「ここ、良い！」と思える企業に出会うために。就活に必要な、企業のホントの情報 

四 季 報  就職  

新刊ハイブリッドタイトル2017-2018 

就職四季報 2019年版 

同時1アクセス（本体） ¥6,270 

同時3アクセス（本体） ¥9,405 

冊子版ISBN 9784492971338  

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2017 商品コード 1026634637 

※単語検索およびテキストコピーができないページがございます。 『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 2019年版 

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 9784492972328  

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2017 商品コード 1026634638 

※単語検索およびテキストコピーができないページがございます。 『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６０００社の情報を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 2019年版 

同時1アクセス（本体） ¥6,270 

同時3アクセス（本体） ¥9,405 

冊子版ISBN 9784492972632  

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2017 商品コード 1026634639 

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！ 

就職四季報企業研究・インターンシップ版 
2019年版 

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 9784492974315  

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2017 商品コード 1027296228 

売上Ｎｏ．１の業界研究本『就職四季報』に待望の新シリーズ創刊！インターンシップに臨む就活生の初めての企業選びを徹底サ
ポート。 

就職四季報企業研究・インターンシップ版 
2020年版 

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  

著編者名 東洋経済新報社 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！ 

会社四季報業界地図 2018年版 

著編者名 東洋経済新報社 

発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784492973264  

商品コード 1027659338 

会社四季報業界地図 2019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） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784492973271  

商品コード 1028506649 
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マンキューマクロ経済学 Ⅰ 入門篇 第4版 

著編者名 N・グレゴリー・マンキュー 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784492315040  商品コード 1026634629 

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 Ⅱ 応用編 第4版 

著編者名 N・グレゴリー・マンキュー 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784492315101  商品コード 1028506642 

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。 

クルーグマンミクロ経済学 第2版 

著編者名 ポール・クルーグマン 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。 
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経済学テキスト関連  

標準マクロ経済学 第2版 

著編者名 笹倉 和幸 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784492314968  商品コード 1025423316 

定評あるマクロ経済学の中級テキスト最新改訂版。内生的成長理論、物価水準の財
政理論など、最新のトピックも追加。演習問題付き。 

スタンダード管理会計 第2版 

著編者名 小林 啓孝 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 同時3アクセス（本体） ¥23,760 

冊子版ISBN 9784492602256  商品コード 1025423359 

会計士試験完全対応の改訂版。基礎から実務までの各論点を、初学者向けの入門的
な理論から実務家向けの実践に基づく方策までを網羅。 

レヴィットミクロ経済学 基礎編 

著編者名 スティーヴン・レヴィット 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784492314951  商品コード 1027116514 

『ヤバい経済学』のレヴィットと気鋭の若手経済学者による待望の実践的テキスト。現
実のデータと理論をつなぎ、コラムや問題も充実。 

レヴィットミクロ経済学 発展編 

著編者名 スティーヴン・レヴィット 発行年 2018 

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 9784492315002  商品コード 1027116515 

これ一冊で「本当に使えるミクロ経済学」がマスターできる初中級テキスト。ゲーム理論、
行動経済学も入ったより実践的な内容。 
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資本主義の思想史 ―市場をめぐる近代

ヨーロッパ300年の知の系譜― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥19,800 

同時3アクセス 
（本体） 

¥29,700 

冊子版ISBN 9784492371176  

著編者名 ジェリー・Z・ミュラー 発行年 2018 商品コード 1027116513 

人々は資本主義をどう捉えてきたか。スミスからハイエクまで、各時代の思想家の言説を丹念にたどった壮大な思
想史。 

資本主義の精神分析  
（善と悪の経済学 続） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥11,220 

同時3アクセス 
（本体） 

¥16,830 

冊子版ISBN 9784492315064  

著編者名 トーマス・セドラチェク 発行年 2018 商品コード 1027882383 

話題書『善と悪の経済学』の衝撃ふたたび！ チェコの鬼才経済学者セドラチェクが、古代の神話から資本主義の
未来を語る。 

デービッド・アトキンソン新・生産性立国論 
 ―人口減少で「経済の常識」が根本から 
変わった― 

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 9784492396407  

著編者名 デービッド・アトキンソン 発行年 2018 商品コード 1027296225 

日本は「特殊な国」ではない！日本復活のために必要なのは「当たり前の改革」だ。今回も歯に衣着せぬ「アトキン
ソン節」が冴え渡る！ 

デジタル資本主義 = Digital capitalism 

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 9784492396414  

著編者名 森 健 発行年 2018 商品コード 1027659352 

デジタル化の進展で資本主義はどう変わるのか。新たな主役はＡＩか、巨大企業か、市民か？ 衝撃の未来を予測。 

闇の力が目覚める時  
（欲望の資本主義 2） 

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 9784492371220  

著編者名 丸山 俊一 発行年 2018 商品コード 1027659353 

異色のＮＨＫ教養ドキュメント、待望の書籍化。コーエン、ガブリエル、セドラチェクら世界の知性と共に考える資本
主義の未来像。 
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経済関連  

日本史で学ぶ経済学 

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 9784492444474  

著編者名 横山 和輝 発行年 2018 商品コード 1028700601 

宋銭を知れば仮想通貨がわかる？ 働き方改革は徳川吉宗に学べ？ 歴史を読み解きながら経済学の知識を身につ
ける知的冒険の書。 

AI×人口減少 
 ―これから日本で何が起こるのか― 

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 9784492396438  

著編者名 中原 圭介 発行年 2018 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。 

シャルマの未来予測 
 ―これから成長する国沈む国― 

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 9784492371213  

著編者名 ルチル・シャルマ 発行年 2018 商品コード 1027659347 

「世界の頭脳１００人」に選ばれた著名アナリストが独自の基準で分析。これからの投資環境、世界情勢を見極めたい人
の必読書。 

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― 

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 9784492046265  

著編者名 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 発行年 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！ 

社会学者がニューヨークの地下経済に
潜入してみた 

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 9784492223772  

著編者名 スディール・ヴェンカテッシュ 発行年 2017 商品コード 1027116520 

ＮＹのアングラ経済を１０年間調査した社会学者による回顧録。売春婦・ヤク売りたちとの出会いと別れを通じた一人の
人間の成長物語。 

FinTechは保険業界の「何」を変えるのか? 
 ―「AI+ビッグデータ」がもたらす金融イノベーション― 

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 9784492961261  

著編者名 藤井 秀樹 発行年 2017 商品コード 1026405227 

保険業界におけるデジタルマーケティングの基礎知識から活用事例までを紹介。ＡＩがもたらす金融・保険業界の未来
を徹底解説。 
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「今日よりいい明日はない」という生き方 
 ―低成長時代を豊かに楽しむ知恵― 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492396360  

著編者名 榊原 英資 発行年 2017 商品コード 1027659343 

世界的低成長期を迎え日本は年１％程度の成長しか望めないと断言。成熟時代をプラスに捉え、本当の豊かさを得る
ための指針を示す。 

行動経済学入門 

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 9784492314975  

著編者名 筒井 義郎 発行年 2017 商品コード 1026888857 

行動経済学の入門テキスト。具体例や実証結果などを用いながら、基礎から実世界との関わりまで学べる。各章末に練
習問題つき。 

不道徳な見えざる手 
 ―自由市場は人間の弱みにつけ込む― 

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 9784492314982  

著編者名 ジョージ・A・アカロフ 発行年 2017 商品コード 1027116521 

『アニマルスピリット』でおなじみのアカロフ＝シラーが、市場経済の裏側を読み解く。資本主義は矛盾に満ちているけ
れどすばらしい。 

経済成長という呪い 
 ―欲望と進歩の人類史― 

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 9784492315026  

著編者名 ダニエル・コーエン 発行年 2017 商品コード 1027659342 

人類は無限の欲望から逃れられないのか。ピケティ、アタリと並ぶ欧州を代表する知性による歴史的な観点から見た現
代資本主義への警鐘。 

集積の経済学 
 ―都市、産業立地、グローバル化― 

同時1アクセス（本体） ¥19,800 

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

冊子版ISBN 9784492314937  

著編者名 藤田 昌久 発行年 2017 商品コード 1025881733 

交通費や通信費の低下によりますます不均等に分布するようになった経済活動。この集積のメカニズムを最新の空間
経済学から解き明かす。 

ポストキャピタリズム 
 ―資本主義以後の世界― 

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 9784492315033  

著編者名 ポール・メイソン 発行年 2017 商品コード 1025881734 

資本主義の変革はもはや実現不可能なユートピアではない。市場や私有財産を基盤にした現行システムとは全く異な
る未来を描き出す。 
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欲望の資本主義 
 ―ルールが変わる時― 

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 9784492371190  

著編者名 丸山 俊一 発行年 2017 商品コード 1026634624 

果てしない欲望が世界を覆い続ける中で、資本主義のルールはいつどのように変わったのか？ ＮＨＫ人気番組待望
の書籍化！ 

経済がわかる論点50 2018 

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 9784492396377  

著編者名 みずほ総合研究所 発行年 2017 商品コード 1026634632 

国内有数のシンクタンクのエコノミストが２０１８年の経済見通しを解説。経済政策と自分たちとの生活とのかかわり方な
どがわかる！ 

2018年日本はこうなる 

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 9784492396384  

著編者名 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 発行年 2017 商品コード 1026634634 

これ１冊で最新トレンドがわかる！ 日本経済の行方から働き方改革、外国人雇用、ＡＩ・ＩｏＴ・ロボットまで、８６のテーマ
を解説。 

伊藤元重が警告する日本の未来 

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 9784492444436  

著編者名 伊藤 元重 発行年 2017 商品コード 1027296217 

産業・企業の興亡をもたらすＡＩ、ＩｏＴ、世界に広がる保護主義、これからの働き方など、経済社会の変化の本質をわか
りやすく解説。 

スティグリッツのラーニング・ソサイエティ 
 ―生産性を上昇させる社会― 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784492444443  

著編者名 ジョセフ・E・スティグリッツ 発行年 2017 商品コード 1027659339 

ノーベル賞経済学者が、新自由主義的な政策を鋭く批判し、「学習を続ける社会」の構築こそが経済成長につながるこ
とを解説。 

ビジネス現場で役立つ経済を見る眼 

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 9784492314944  

著編者名 伊丹 敬之 発行年 2017 商品コード 1025881720 

経営学の泰斗が書いた経済入門。ビジネスマン、経営者に必要な経済の仕組みと知識を解説。経済の流れ、論理が見
えてくる。 
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図解ASEANを読み解く ―ASEANを理解

するのに役立つ70のテーマ―第2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 9784492093283  

著編者名 みずほ総合研究所 発行年 2018 商品コード 1027296222 

アジア調査で定評あるみずほ総研が躍動するＡＳＥＡＮ各国の経済、政治、投資リスクを解説。最新情報を盛り込んで
全面改訂。 

中国・アジア外交秘話 
 ―あるチャイナハンドの回想― 

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 9784492444429  

著編者名 谷野 作太郎 発行年 2017 商品コード 1026888864 

日中国交正常化から天皇訪中、河野談話や村山談話の作成まで、アジア外交に深く関わった元駐中大使が語る歴史
の舞台裏。 

トランプ後の世界秩序 
 ―激変する軍事・外交・経済― 

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 9784492212325  

著編者名 川上 高司 発行年 2017 商品コード 1026888866 

中国、朝鮮半島、ロシア、中東についてのビジョン、その根底にある軍事・核戦略、エネルギー戦略とは？第一線の専
門家が調査・分析。 

ダーク・マネー 
 ―巧妙に洗脳される米国民― 

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 9784492444412  

著編者名 ジェイン・メイヤー 発行年 2017 商品コード 1025881725 

アメリカを影で操るコーク一族とは。政治とカネにまつわる構造と新事実を、実力派ジャーナリストが丹念に掘り起こす話
題の書！ 

北朝鮮入門 ―金正恩体制の政治・経済・ 

社会・国際関係―新版 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784492212295  

著編者名 礒崎 敦仁 発行年 2017 商品コード 1025423297 

気鋭の研究者と記者が、金正恩体制、経済、社会、国際関係、核開発に至るまで、謎に包まれる北朝鮮の全体像を平
易かつ網羅的に解説。 

粛清の王朝・北朝鮮 
 ―金正恩は、何を恐れているのか― 

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 9784492212332  

著編者名 羅 鍾一 発行年 2017 商品コード 1027296219 

金王朝三代に仕えナンバー２の座を射止めながら高射砲で粛清された張成沢の物語から権力闘争と粛清の真実を明
かすノンフィクション！ 
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リベラルvs.力の政治 ―反転する世界秩序― 
同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492444481  

著編者名 ニーアル・ファーガソン 発行年 2018 商品コード 1029161095 

戦後の世界を築いてきた「リベラルな国際秩序」は終わるのか？ 世界はどこに向かうのか？ 米国を代表する知性が語る
世界秩序論。 

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― 

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  

著編者名 西脇 文男 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。 

政府の隠れ資産 
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 9784492212301  

著編者名 ダグ・デッター 発行年 2017 商品コード 1025881724 

公的資産の活用で、経済や政府の財政状況を改善させる道を提言。世界各国の成功・失敗事例を紹介し、日本にも示唆
を与える。 

社会保障クライシス 
 ―2025年問題の衝撃 = Social security crisis― 

同時1アクセス（本体） ¥5,610 

同時3アクセス（本体） ¥8,415 

冊子版ISBN 9784492701454  

著編者名 山田 謙次 発行年 2017 商品コード 1025881736 

2025年、団塊世代が後期高齢者となり、国を支える40代は氷河期世代になる。専門家が日本の社会保障が直面する危機
を解説。 

年金制度の展望 
 ―改革への課題と論点― 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784492701478  

著編者名 年金綜合研究所 発行年 2017 商品コード 1026634633 

日本の年金制度の課題は、公的年金にとどまらない私的年金を含めた一体的な解決が課題になる。改革議論のたたき台・
出発点を示す。 

教養としての社会保障 
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 9784492701447  

著編者名 香取 照幸 発行年 2017 商品コード 1027116525 

制度の成り立ちから、我が国の問題点、改革の方向まで、「ミスター年金」と言われた元大物官僚が解説する格好の入門書。 

人生100年時代の国家戦略 
 ―小泉小委員会の500日― 

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 9784492212356  

著編者名 藤沢 烈 発行年 2017 商品コード 1026888871 

「若者が老人を支える国」から「みんなで若者を支える国」へ。小泉進次郎がこども保険を提言した理由とは。日本の未来を
問う必読書。 

誰が日本の労働力を支えるのか? 
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 9784492762318  

著編者名 寺田 知太 発行年 2017 商品コード 1026888860 

労働人口が激減する日本の未来。この危機を打開するのは、外国人労働力か、デジタル労働力か？ 近未来予測とナビ
ゲーション！ 
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熱海の奇跡 
 ―いかにして活気を取り戻したのか― 

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 9784492503010  

著編者名 市来 広一郎 発行年 2018 商品コード 1027882384 

団体観光客などが激減し衰退した熱海はなぜ復活を遂げたのか。ゼロから街の再生に取り組み、テレビなどでも注
目を集める著者が明かす。 

小水力発電が地域を救う 
 ―日本を明るくする広大なフロンティア― 

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 9784492762387  

著編者名 中島 大 発行年 2018 商品コード 1027116519 

売電益を地域振興に活用、移住者も増えた例などを元に、日本を明るくする小水力発電の大きな可能性を解説。
導入・参入ノウハウも公開。 

水力発電が日本を救う  
（ふくしまチャレンジ編） 

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 9784492762448  

著編者名 竹村 公太郎 発行年 2018 商品コード 1028506647 

既存ダムの能力増強で水力発電量を倍増。売却益で福島経済の復興・自立を果たし、同方式を日本全国に広め
る大プロジェクトを初公開。 

世界一訪れたい日本のつくりかた  
（新・観光立国論 実践編） 

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 9784492502907  

著編者名 デービッド・アトキンソン 発行年 2017 商品コード 1027441266 

国際観光客１８億人の「大観光時代」を迎える世界で、日本が勝ち抜くためのバイブル。「山本七平賞」受賞『新・観
光立国論』の続編。 

自治体経営リスクと政策再生 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,900 

同時3アクセス 
（本体） 

¥14,850 

冊子版ISBN 9784492212318  

著編者名 宮脇 淳 発行年 2017 商品コード 1026888856 

社会変化に伴う自治体経営のリスクを再考し、組織改革、政策・施策・事務事業の再生を実現する考え方と手法を
実践的な視点で解説。 
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EVシフト 
 ―決定版 : 100年に一度の大転換― 

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 9784492762417  

著編者名 風間 智英 発行年 2018 商品コード 1027441272 

急速に進むＥＶシフト。次世代モビリティの覇者は誰？ 日本の自動車産業の今後は？ １００年に一度の大
転換の全貌を俯瞰する。 

日本vs.アメリカvs.欧州自動車世界戦争 
 ―EV・自動運転・IoT対応の行方 : 完全予測!― 

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 9784492762431  

著編者名 泉谷 渉 発行年 2018 商品コード 1027882387 

対日「ＥＶ包囲網」に恐れる必要はない。次世代自動車で日本が圧勝するシナリオを完全予測。 

モビリティシフト 
 ―EVと自動運転が世界を変える = 

Mobility shift―（MSOL MI series） 

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 9784492961391  

著編者名 木南 浩司 発行年 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。 

リースの新常識 ―変貌遂げるリース業界

そのすべてを一冊に。 : リース事業特集― 

（東洋経済INNOVATIVE） 

同時1アクセス
（本体） 

¥3,300 

同時3アクセス
（本体） 

¥4,950 

冊子版ISBN 9784492961490  

著編者名 東洋経済新報社 発行年 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。 

企業・産業関連  
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金融破壊者たちの野望 

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  

著編者名 佐藤 元則 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。 

技術屋の王国 ―ホンダの不思議力― 

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 9784492502938  

著編者名 片山 修 発行年 2017 商品コード 1027659344 

二輪から四輪、ジェット機、ロボット…挑戦し続けるホンダの開発力に迫る。ホンダ発祥のワイガヤ廃止や「死んだフ
リ」研究も面白い。 

航空産業入門 第2版 

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 9784492762356  

著編者名 ANA総合研究所 発行年 2017 商品コード 1026888862 

航空産業の歴史から、競争激しい現代の航空業界の課題と航空会社の戦略まで網羅。航空業界を読み解くのに
最適な書。待望の改訂版。 

サービスイノベーションの海外展開 
 ―日本企業の成功事例とその要因分析― 

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 9784492502945  

著編者名 伊丹 敬之 発行年 2017 商品コード 1025881738 

「おもてなし」に代表される日本流のサービスは海外に展開・定着させるには何が必要か。経営学の第一人者と若
手ホープが難題に迫る。 

日本の工芸を元気にする! 

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 9784492502877  

著編者名 中川 淳 発行年 2017 商品コード 1026405224 

奈良の家業から全国展開へ。３００年の老舗を現代のブランドに作り上げた若き経営者の１５年間の創造の記録と
未来構想。 
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大学・財団のためのミッション・ドリブン・
インベストメント 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784492733455  

著編者名 川原 淳次 発行年 2018 商品コード 1027659351 

大学のミッションを恒久的に実現する財政確立のための資産運用を提示。寄付→運用→支出の拡大再生産による大
学改革の道筋を示す。 

CX (カスタマー・エクスペリエンス) 戦略 
 ―顧客の心とつながる経験価値経営― 

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 9784492557853  

著編者名 田中 達雄 発行年 2018 商品コード 1028700598 

チャールズ・シュワブ、ウェルズ・ファーゴ等々、豊富な先行事例とともに、ＣＸ戦略の導入の方法、進め方を徹底解説。 

ベンチャー経営論 （はじめての経営学） 

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 9784492502969  

著編者名 長谷川 博和 発行年 2018 商品コード 1027116516 

事業のアイデアを実際に起業にまで結びつけ、ステークホルダーを説得し、人材を獲得するところまで、現実の起業の
流れに沿って解説。 

経営組織論 （はじめての経営学） 

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 9784492502952  

著編者名 鈴木 竜太 発行年 2018 商品コード 1027116517 

気鋭の研究者が経営学の基本を解説。「道具として使える学問」をめざした解説は、ビジネスパーソンの基礎知識として
も最適。 

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 9784492522233  

著編者名 野中 郁次郎 発行年 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。 

創造と変革の技法 
 ―イノベーションを生み続ける5つの原則― 

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 9784492522240  

著編者名 堀 義人 発行年 2018 商品コード 1028700596 

日本最大級のビジネススクール創設者が、次世代を担う起業家のために、デジタルネイティブ時代の創造と変革の方
法論を解説する。 

経営関連  
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生きている会社、死んでいる会社 
 ―「創造的新陳代謝」を生み出す10の基本原則― 

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 9784492557846  

著編者名 遠藤 功 発行年 2018 商品コード 1027296224 

代謝なくして創造なし！「経営コンサルタント３０年の集大成」として会社論の全エッセンスを書いた著者渾身、夢中で読
める１冊。 

一橋MBAケースブック 戦略転換編 

同時1アクセス（本体） ¥11,220 

同時3アクセス（本体） ¥16,830 

冊子版ISBN 9784492522226  

著編者名 沼上 幹 発行年 2018 商品コード 1027882389 

ＭＢＡで学ぶ分析ツールを自学自習できる戦略事例集。ヨドバシカメラ、資生堂、大塚家具、三菱電機など事例で経営
を学ぶ。 

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 9784492534021  

著編者名 琴坂 将広 発行年 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。 

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― 

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  

著編者名 ベーカー&マッケンジー法律事務所 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。 

機会損失 ―「見えない」リスクと可能性― 

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 9784492534045  

著編者名 清水 勝彦 発行年 2018 商品コード 1028700599 

やるかやめるか、どちらが得か？ 本当に大事なものが見えているか？ 失敗を回避し、より良い判断を促す戦略立案
と実行の発想法。 

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― 

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  

著編者名 宮沢 文彦 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。 

経営関連  
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あの明治大学が、なぜ女子高生が選ぶ
No.1大学になったのか? 
 ―奇跡を起こすブランドポジションのつくり方― 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492557815  

著編者名 上阪 徹 発行年 2017 商品コード 1026634631 

女子学生比率３０％超、受験者数１１万人超…。躍進する明治大学への徹底取材から、少子化時代の顧客獲得、企業
改革のヒントを探る。 

スポーツビジネス最強の教科書 = The 
strongest textbook for sports business 
learners 第2版 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784492522219  

著編者名 平田 竹男 発行年 2017 商品コード 1026405234 

スポーツビジネスの定番教科書。沸騰する中国サッカー、Ｂリーグ、東京五輪…最新動向を踏まえ改訂した待望の第２版。 

企業統治と成長戦略 

同時1アクセス（本体） ¥15,840 

同時3アクセス（本体） ¥23,760 

冊子版ISBN 9784492533895  

著編者名 宮島 英昭 発行年 2017 商品コード 1026405223 

コーポレート・ガバナンスの強化は、日本の経済成長を可能にするのか？ 気鋭の研究者が日本企業の実像を明らか
にする。 

衰退の法則 
 ―日本企業を蝕むサイレントキラーの正体― 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784492533901  

著編者名 小城 武彦 発行年 2017 商品コード 1027116523 

衰退する企業には、類似する社内のメカニズムがあった。産業再生の最前線で活躍してきた著者がその正体を暴く。 

業界メガ再編で変わる10年後の日本 
 ―中堅・中小企業M&Aが再編の主役だ― 

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 9784492961360  

著編者名 渡部 恒郎 発行年 2017 商品コード 1027296220 

Ｍ＆Ａの第一人者が、各業界のプロと描く１０年後の業界再編予想。人口減やデジタル化等、変革の中を生きる経営
者への提言書。 

ガバナンス革命の新たなロードマップ 
 ―2つのコードの高度化による企業価値向上の実現― 

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 9784492533918  

著編者名 北川 哲雄 発行年 2017 商品コード 1027441265 

「ＥＳＧに配慮」しながら再構築すべきスチュワードシップとコーポレートガバナンスの企業改革の方向を探る。第一人者
による総括。 

経営関連  
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市場戦略の読み解き方  
（一橋MBA戦略ケースブック vol.2） 

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 9784492522202  

著編者名 沼上 幹 発行年 2017 商品コード 1025881727 

リアルな市場・顧客を読み解く戦略分析を解説。ソニー、ＧＥ、ＴＯＴＯなどの企業をケースと用いるので納得感が高く、実
践に役立つ。 

RPA革命の衝撃 

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 9784492961247  

著編者名 大角 暢之 発行年 2017 商品コード 1025881732 

世界経済に大きなインパクトを与えることが予想されるRPA（ロボットプロセスオートメーション）技術のインパクトと活用事例
を紹介。 

MBA生産性をあげる100の基本 

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 9784492046203  

著編者名 グロービス 発行年 2017 商品コード 1026634630 

ビジネススクールの２年間で学ぶ、武器としてのスキルセットが「１フレーズ」ですっきりわかる。日々の生産性をあげる、仕
事の便利帖。 

MBA100の基本 

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 9784492046067  

著編者名 グロービス 発行年 2017 商品コード 1027116527 

これ以上やさしく書けないＭＢＡのエッセンス。１００の基本コンセプトを軸に、復習にも使える仕事・ビジネスの便利帳。 

経営者のための実践コーポレートガバナンス入門 
 ―稼ぐ力を取り戻す!― 

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 9784492961315  

著編者名 深澤 寛晴 発行年 2017 商品コード 1027296211 

アベノミクス成長戦略の「目玉」であるコーポレートガバナンス改革で企業は稼ぐ力を取り戻せるのか？そのメカニズムを専
門家が解説。 

間接材購買戦略 
 ―会社のコストを利益に変える― 

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 9784492533956  

著編者名 谷口 健太郎 発行年 2017 商品コード 1027441268 

ソフトバンクで１０００億円のコスト削減を実現。ＪＡＬ、マクドナルド等でも実績を上げた「間接購買」によるコスト削減手法を
紹介。 

執行役員制度 
 ―運用のための理論と実務―第5版 

同時1アクセス（本体） ¥22,440 

同時3アクセス（本体） ¥33,660 

冊子版ISBN 9784492270592  

著編者名 浜辺 陽一郎 発行年 2017 商品コード 1026634626 

監査委員会制度導入や社外取締役制度導入が盛り込まれた平成２６年改正会社法や、コーポレートガバナンス・コードを
反映し全面改訂。 

経営関連  
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正統派リーダーの教科書 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492503003  

著編者名 江口 克彦 発行年 2018 商品コード 1027296226 

経営の神様・松下幸之助の最強参謀が明かす成功法則。東洋経済オンラインで反響の大きかった連載を待望の書籍化。 

ビジネススクールで教えている武器として
のITスキル ―MBA×TECHNOVATE― 

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 9784492046227  

著編者名 グロービス経営大学院 発行年 2018 商品コード 1027659348 

ビジネスパーソンの新・必修教養が５時間ですっきりわかる。統計学、プログラミングなどＩＴを道具として使いこなす１９の
ポイント。 

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― 

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 9784492533925  

著編者名 照屋 華子 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。 

社内営業の教科書 
 ―上司・同僚・部下を味方につける― 

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 9784492046111  

著編者名 高城 幸司 発行年 2017 商品コード 1027116522 

５秒でできる！ ＭＢＡよりも役に立つ！ 伝説のトップセールスマンが大切にしている「働き方」 

デジタルCFO 
 ―これが新時代のリーダー像だ!― 

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 9784492961322  

著編者名 EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング 発行年 2017 商品コード 1027116526 

次世代ＥＲＰ、ＲＰＡ、ブロックチェーン等のＩＴ技術を通して、「デジタルＣＦＯ」という新しいリーダー像のあり方を提言。 

グローバル人材獲得戦略ハンドブック 
 ―成果を挙げる人材を見極める「究極の質問」― 

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 9784492533932  

著編者名 ルー・アドラー 発行年 2017 商品コード 1027296212 

「できる人」を採用するためにはどうしたらいいのか？ グローバル人材が集まらないと嘆いているマネジャー、採用担当
者必読の一冊。 
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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 

コトラーの「予測不能時代」のマネジメント フィリップ・コトラー 2018 9784492557839 ¥7,920  ¥11,880  1027296227 

戦略的産業財マーケティング 
 ―B2B営業成功の7つのステップ― 

笠原 英一 2018 9784492534014 ¥11,220  ¥16,830  1027882390 

デジタルマーケティングの教科書 
 ―5つの進化とフレームワーク― 

牧田 幸裕 2017 9784492557792 ¥6,600  ¥9,900  1025881737 

マーケティング・  
営業関連  

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 

持株会社の実務 ―ホールディングカンパニーの経営・
法務・税務・会計―第8版 

發知 敏雄 2018 9784492557822 ¥11,880  ¥17,820  1027116518 

事業担当者のための逆引きビジネス法務ハンドブック 
M&A契約書式編 

塩野 誠 2018 9784492533987 ¥14,850  ¥22,275  1027441270 

企業法とコンプライアンス ―"法令遵守"から"社会的 
要請への適応"へ―第3版 

郷原 信郎 2017 9784492533963 ¥12,540  ¥18,810  1026405231 

法務・法律関連  

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 

業界分析ハンドブック 
 ―経営戦略が評価される企業75― 

みずほ証券エクイティ
調査部 

2017 9784492762363 ¥6,600  ¥9,900  1027659340 

最新アメリカの会計原則 第2版 PwCあらた 2017 9784492602263 ¥15,180  ¥22,770  1026405232 

最強の会計力 
 ―会社四季報から始める企業分析 : 決定版― 

東洋経済新報社 2017 9784492970287 ¥3,960  ¥5,940  1026634640 

会計・財務関連  
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金融政策の全論点 
 ―日銀審議委員5年間の記録― 

同時1アクセス（本体） ¥16,500 

同時3アクセス（本体） ¥24,750 

冊子版ISBN 9784492654842  

著編者名 木内 登英 発行年 2018 商品コード 1027296223 

大規模緩和の拡大に反対票を投じ続けた、日銀審議委員時代。非伝統的金融政策の限界と日銀の役割、フィンテック
の行方を考察。 

脱イナゴでしっかり儲ける20銘柄 
バスケット投資術 

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 9784492733462  

著編者名 坂本 慎太郎 発行年 2018 商品コード 1027659350 

板読み投資術で話題の著者がたった９０日で一生モノの「株式投資力」を鍛えるメソッドを大公開！脱イナゴを目指す
究極のプログラム。 

ビットコイン&ブロックチェーン 
 ―決定版― 

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 9784492681435  

著編者名 岡田 仁志 発行年 2018 商品コード 1027659354 

密接不可分に扱うことが発展のためのロードマップ。ＥＣとＳＮＳが決済システムを取り入れる時、経済システムはさらに
大きく変貌する。 

会社四季報の達人が教える10倍株・
100倍株の探し方 

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  

著編者名 渡部 清二 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。 

決済インフラ入門 2020年版 ―仮想通貨、

ブロックチェーンから新日銀ネット、次なる改革まで― 

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 9784492681442  

著編者名 宿輪 純一 発行年 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。 

銀行デジタル革命 ―現金消滅で金融は 

どう変わるか : 決定版― 

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 9784492681459  

著編者名 木内 登英 発行年 2018 商品コード 1028506646 

メガバンクがデジタル通貨発行を検討。海外ではフィンテックを駆使したキャッシュレス化が進展。金融界を襲う大変化
を大胆予測。 
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一晩寝かせてしっかり儲けるオーバー
ナイト投資術 

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 9784492733493  

著編者名 二階堂 重人 発行年 2018 商品コード 1028700597 

株価は夜中に動く！引けで買って寄りで売る秘伝の投資術を初公開。動く銘柄を選ぶチャート術からリスク回避術まで
具体的に解説！ 

成長と承継のためのPEファンド活用の
教科書 

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 9784492733509  

著編者名 波光 史成 発行年 2018 商品コード 1028700600 

いま、ＰＥファンドを活用した事業承継や事業成長が注目されている。実務家に向けたをコンパクトでやさしい解説書。 

中央銀行 
 ―セントラルバンカーの経験した39年― 

同時1アクセス（本体） ¥14,850 

同時3アクセス（本体） ¥22,275 

冊子版ISBN 9784492654859  

著編者名 白川 方明 発行年 2018 商品コード 1029161100 

前総裁が退任後初めて日銀時代の３９年を振り返る。物価と金融システムの安定のために中央銀行が果たすべき役割
を多面的に論じる。 

不動産投資最強の教科書 ―初心者から経験者まで

すべての段階で差がつく! : 投資家100人に聞いた!不動産投
資をはじめる前に知りたかった100の疑問と答え― 

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 9784492733486  

著編者名 鈴木 宏史 発行年 2018 商品コード 1029161099 

「楽待」（最大手の不動産投資情報サイト）超人気コラムニストが初めて書いた「とことん易しい」超入門書、全編Ｑ＆Ａで
読みやすい。 

金融ジェロントロジー 
 ―「健康寿命」と「資産寿命」をいかに伸ばすか― 

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 9784492733424  

著編者名 清家 篤 発行年 2017 商品コード 1026888863 

健康とお金という老後の大問題の現状と解決策を、医学、経済学、法律、金融実務など学際的に提言。超高齢社会の
金融実務者必読の書。 

金融読本 第30版（読本シリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784492100332  

著編者名 島村 高嘉 発行年 2017 商品コード 1025423295 

定評あるテキストの最新改訂版。金融のグローバル化やマイナス金利など直近の動向を踏まえて、国際金融や金融政
策の解説を拡充。 
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スマートベータの取扱説明書 
 ―仕組みを理解して使いこなす― 

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 9784492733448  

著編者名 徳野 明洋 発行年 2017 商品コード 1025881741 

アクティブ運用もパッシブ運用も上回るとされるスマートベータとは何か？TOPIXとはどこが異なるのか？運用・投資に
役立つ解説書。 

新興国投資戦略 ―中国リスクとアジアの

潜在成長力を読むヒント― 

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 9784492961209  

著編者名 みずほ証券投資情報部 発行年 2017 商品コード 1026634627 

新興国証券市場の株式が不安定なのは、中国経済の減速が原因だ！ 中国が抱える構造問題を分析し、新興国投資
戦略を考える。 

ECB欧州中央銀行 
 ―組織、戦略から銀行監督まで― 

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 9784492654828  

著編者名 唐鎌 大輔 発行年 2017 商品コード 1026634628 

欧州経済の司令塔・ＥＣＢ。その組織、目的、戦略から政策スキームまで、日本ＮＯ．１のＥＣＢウォッチャーによる本格的
解説書。 

No.1アナリストがプロに教えている 
株の講義 

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 9784492733394  

著編者名 吉野 貴晶 発行年 2017 商品コード 1026888861 

アナリストランキングで１５年連続１位の著者がプロ向けの分析や戦略を公開し、個人投資家にも使える投資戦略として
アドバイス。 

朝9時10分までにしっかり儲ける板読み
投資術 

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 9784492733431  

著編者名 坂本 慎太郎 発行年 2017 商品コード 1027441264 

年収１億円の元ディーラーが初めて明かす投資の極意！板情報から５秒後の株価を先読みして勝率を上げる実践テク
ニックが身に付く！ 

マイナス金利下における金融・不動産
市場の読み方 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784492961285  

著編者名 土地総合研究所 発行年 2017 商品コード 1027116528 

長期化する超金融緩和は、不動産市場はどのような影響を与えるのか。元日銀副総裁はじめ研究者、アナリストが読み
解く。 
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大人の道徳 ―西洋近代思想を問い直す― 

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  

著編者名 古川 雄嗣 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。 

医療現場の行動経済学 
 ―すれ違う医者と患者― 

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  

著編者名 大竹 文雄 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。 

全47都道府県幸福度ランキング 
 2018年版 

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 9784492212387  

著編者名 日本総合研究所 発行年 2018 商品コード 1027882385 

４７都道府県、２０政令指定都市、４２中核市を最大６５のデータで徹底比較。地方公務員、地銀、マスコミ必携の
データ集。 

障害者の経済学 新版 

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 9784492315057  

著編者名 中島 隆信 発行年 2018 商品コード 1027659349 

同情や善悪論から脱し経済学の冷静な視点から障害者の本当の幸せや雇用・教育のあり方を考える。日経・経済
図書文化賞受賞書の新版。 

軌道 
 ―福知山線脱線事故JR西日本を変えた闘い― 

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 9784492223802  

著編者名 松本 創 発行年 2018 商品コード 1027659355 

遺族と加害企業トップの２人は、組織を変えるためにどう闘ったのか。あの事故から始まった１３年間の「軌道」を描
く。真山仁氏推薦！ 
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アフィリエイトで稼ぐ1年目の教科書 
 ―これから始める人が必ず知りたい70の疑問
と答え― 

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 9784492581117  

著編者名 川端 美帆 発行年 2017 商品コード 1026405229 

大好評「１年目の教科書」シリーズ最新刊！ ビジネスマンに人気の副業が簡単に始められる方法を、Ｑ＆Ａでやさ
しく解説。 

1万人の人生を見たベテラン弁護士が
教える「運の良くなる生き方」 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,290 

同時3アクセス 
（本体） 

¥6,435 

冊子版ISBN 9784492046081  

著編者名 西中 務 発行年 2017 商品コード 1026405225 

大好評『ベテラン弁護士の「争わない生き方」が道を拓く』第二弾。１万人以上の人生を俯瞰してわかった、本当の
幸せをつかむ生き方。 

身近な人が元気なうちに話しておきたい 
お金のこと介護のこと 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,290 

同時3アクセス 
（本体） 

¥6,435 

冊子版ISBN 9784492046159  

著編者名 井戸 美枝 発行年 2017 商品コード 1025881739 

身近な人が亡くなった後のトラブルを避けるためには？ 生前・死後にすべきことを整理した「使える終活の教科書」 

街場の天皇論 

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 9784492223789  

著編者名 内田 樹 発行年 2017 商品コード 1026405233 

ぼくはいかにして天皇主義者になったのか。象徴的行為とは死者たち、傷ついた人たちと共苦することであると位
置づけるウチダ流天皇論。 

ガラパゴス・クール 
 ―日本再発見のための11のプログラム― 

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 9784492223765  

著編者名 船橋 洋一 発行年 2017 商品コード 1026405226 

日本の「宝の持ち腐れ」の部分に光を当て、それが日本ばかりか世界の２１世紀型経済発展のフロンティアになるこ
とを示す。 
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ITロードマップ 2018年版 
 ―情報通信技術は5年後こう変わる!― 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥12,870 

冊子版ISBN 9784492581131  

著編者名 野村総合研究所ビジネスIT推進部 発行年 2018 商品コード 1027441271 

人工知能（ＡＩ）、量子コンピュータなどからセキュリティまで、最新の技術トレンドを徹底予測。ＩＴの近未来がこれ１冊で
わかる。 

ITロードマップ 2017年版 
 ―情報通信技術は5年後こう変わる!― 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784492581100  

著編者名 野村総合研究所デジタルビジネス開発部 発行年 2017 商品コード 1024591531 

ＩＴ（情報技術）の最新動向がこれ１冊でわかる。「これから何をやるべきか」を考えるビジネスパーソン必読の年度版ロン
グセラー本。 

ITナビゲーター 2018年版 

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 9784492502976  

著編者名 野村総合研究所ICT・メディア産業コンサルティング部 発行年 2017 商品コード 1026634636 

シェアリングエコノミーからｘＴｅｃｈ、宇宙ビジネスまでを徹底予測。２０２３年に向けてＩＣＴ・メディア市場で何が起こるの
か？ 

拡張の世紀 
 ―テクノロジーによる破壊と創造― 

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 9784492762424  

著編者名 ブレット・キング 発行年 2018 商品コード 1027441274 

ヒト型ロボット、寿命延長、ゲノム編集、空飛ぶ車、ブロックチェーン、ｅｔｃ “Ｔｅｃｈ界のグル”が予言する衝撃の未来！！ 

日・米・中IoT最終戦争 
 ―日本はセンサーとロボットで勝つ― 

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 9784492762325  

著編者名 泉谷 渉 発行年 2017 商品コード 1025881729 

900兆円の巨大市場をめぐる激烈バトルの行方は？ ＩｏＴ、AI時代の日本メーカーの生き残り戦略を描く。 

決定版AI人工知能 

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 9784492762332  

著編者名 樋口 晋也 発行年 2017 商品コード 1026634625 

ＡＩはビジネスをどう変えるのか？４００ものプロジェクトに携わってきたスペシャリストが、ビジネスへの適用、インパクトを
徹底解説。 
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小論文これだけ! 
 ―短大・推薦入試から難関校受験まで― 

（受験生の疑問にズバリ回答!Q&A編） 

同時1アクセス
（本体） 

¥3,300 

同時3アクセス
（本体） 

¥4,950 

冊子版ISBN 9784492046296  

著編者名 樋口 裕一 発行年 2018 商品コード 1028506648 

一番売れている小論文の学参！累計３０万部の最新刊！「９３の疑問と答えの一問一答」で受験生の知りた
いことが全部わかる！ 

小論文これだけ!  
模範解答 医学・看護・医療編 

同時1アクセス
（本体） 

¥3,300 

同時3アクセス
（本体） 

¥4,950 

冊子版ISBN 9784492046357  

著編者名 樋口 裕一 発行年 2018 商品コード 1029161098 

３０万部『小論文これだけ！』シリーズ！受験生の多い「医学・医療」分野の「模範解答」が新登場！「いい解
答例」「悪い例」を解説。 

小論文これだけ!  
模範解答超基礎編 

同時1アクセス
（本体） 

¥3,300 

同時3アクセス
（本体） 

¥4,950 

冊子版ISBN 9784492046180  

著編者名 樋口 裕一 発行年 2017 商品コード 1026405235 

累計３０万部『小論文これだけ！』シリーズ初「模範解答編」が新登場！「いい解答例」「悪い例」を解説、「い
い例」はそのまま使える。 

小論文これだけ!  
今さら聞けないウルトラ超基礎編 

同時1アクセス
（本体） 

¥3,300 

同時3アクセス
（本体） 

¥4,950 

冊子版ISBN 9784492046142  

著編者名 樋口 裕一 発行年 2017 商品コード 1027659345 

累計３０万部！『小論文これだけ！』シリーズで、本当に最初に読むべき「基礎の基礎」の超入門書！全受験
生は、この１冊から始めよう。 

学習参考書・受験・就活関連 
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仕事術・思考法関連 
外資系コンサルのプレゼンテーション術 
 ―課題解決のための考え方&伝え方― 

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 9784492557761  

著編者名 菅野 誠二 発行年 2018 商品コード 1026888867 

元マッキンゼーのコンサルタントが、外資に伝わるプレゼンテーションの極意を伝授！ 

管理職1年目の教科書 
 ―外資系マネジャーが絶対にやらない36のルール― 

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 9784492557808  

著編者名 桜田 毅 発行年 2018 商品コード 1026888869 

外資系トップ企業のマネジャーが、結果を出す人やリーダーに共通する仕事の方法や具体的スキルを紹介する。 

東大読書 
 ―「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく― 

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 9784492046258  

著編者名 西岡 壱誠 発行年 2018 商品コード 1027882386 

速く読める。論理の流れを追える。一言で説明できる。多面的に解釈できる。ずっと忘れない。東大生だけが知っている、
究極の読書術！ 

外資系コンサルのビジネス文書作成術 
 ―ロジカルシンキングと文章術によるWord文書 
の作り方― 

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 9784492557778  

著編者名 吉澤 準特 発行年 2017 商品コード 1026634623 

ビジネスマンなら誰もが使うＷｏｒｄの文書。相手に伝わりＹｅｓを引き出すための作成のテクニックを紹介！ 

必ずできる。 ―マッキンゼーの25年で鍛え

上げたプロヴォカティブ・シンキング― 

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 9784492533970  

著編者名 山梨 広一 発行年 2017 商品コード 1026888870 

どのような課題も「必ずできる」を前提に考える。可能性を信じて、面白がることで実現可能性を高める思考法を事例を
交えて紹介する。 

たった1分で会話が弾み、印象まで良くなる
聞く力の教科書 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492046104  

著編者名 魚住 りえ 発行年 2017 商品コード 1026888859 

１５万部『たった１日で声まで良くなる話し方の教科書』待望の第２弾！１冊だけで「今日から聞き上手になれる」究極の
メソッドを公開。 
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働き方・キャリア関連 
まんがでわかるLIFE SHIFT 
 ―100年時代の人生戦略― 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784492223871  

著編者名 リンダ・グラットン 発行年 2018 商品コード 1028506644 

「１００年人生」ブームを引き起こした３０万部のロングセラーが待望のまんが化。自分の人生を生きるヒントが見つかる勇
気の書。 

弘兼流50歳からの定年準備 
 ―人生後半を自分のために生きるコツ― 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥4,950 

冊子版ISBN 9784492046289  

著編者名 弘兼 憲史 発行年 2018 商品コード 1028506645 

５０代は人生後半を楽しむための準備期間。笑って泣ける弘兼流人生訓で、定年後の悩みが吹き飛び、自分流の生き
方がきっと見つかる。 

君たちはどう働きますか 
 ―不安の時代に効く100の処方箋― 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492046364  

著編者名 西本 甲介 発行年 2018 商品コード 1029161102 

エンジニア集団・メイテックの元社長が働く人すべてに送る心からのエール。企業の枠を超えて生涯働き続けるためのヒ
ントが満載。 

デジタルエコノミーはいかにして道を誤るか 
 ―労働力余剰と人類の富― 

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 9784492654804  

著編者名 ライアン・エイヴェント 発行年 2017 商品コード 1026405228 

 
テクノロジーの進歩で奪われた雇用や富はどうなるのか？ イノベーションがもたらす未知の世界に、気鋭のエコノミスト
が挑む。 

一流の学び方 ―知識&スキルを最速で 

身につけ稼ぎにつなげる大人の勉強法― 

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 9784492502921  

著編者名 清水 久三子 発行年 2017 商品コード 1027441267 

「プロを育てるプロ」が、人生１００年時代に求められる「ビジネスマンのための学び続ける技術」を解説する。 

「人生100年時代」のライフデザイン 2018 
 ―団塊ジュニア世代から読み解く日本の未来― 
（ライフデザイン白書） 

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 9784492961346  

著編者名 第一生命経済研究所ライフデザイン研究本部 発行年 2017 商品コード 1026405236 

団塊ジュニア世代を中心に、人生１００年時代のライフスタイルを「消費」「家族」「就労」「健康」「人生設計」の切り口で
分析・提言。 
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国際関係＆歴史関連  
避けられたかもしれない戦争 
 ―21世紀の紛争と平和― 

同時1アクセス（本体） ¥11,220 

同時3アクセス（本体） ¥16,830 

冊子版ISBN 9784492444450  

著編者名 ジャン=マリー・ゲーノ 発行年 2018 商品コード 1026888868 

元国連ＰＫＯ担当トップが見た、平和維持という名の大国間の駆け引きの現実。日本人が知らない国際政治の舞台裏
がみえる！ 

戦火の欧州・中東関係史 
 ―収奪と報復の200年― 

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 9784492444467  

著編者名 福富 満久 発行年 2018 商品コード 1027882388 

欧州と中東は憎しみの連鎖を断ち切れるのか。気鋭の国際政治学者が書き下ろす、欧州視点でとらえた新しい中東史。 

人類一万年の文明論 
 ―環境考古学からの警鐘― 

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 9784492223796  

著編者名 安田 喜憲 発行年 2017 商品コード 1025881740 

自然を収奪する欧米型文明から、生命の水と森を守る日本型文明へ。環境史観の提唱者よる環境文明論の集大成 

丹羽宇一郎 戦争の大問題 
 ―それでも戦争を選ぶのか。― 

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 9784492212349  

著編者名 丹羽 宇一郎 発行年 2017 商品コード 1027659341 

中国、満州、シベリア、フィリピン・・・で武器を手にした戦争体験者や軍事の専門家を尋ねてわかった、教科書では学
べない戦争の教訓。 

薩長史観の正体 
 ―歴史の偽装を暴き、真実を取り戻す― 

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 9784492062043  

著編者名 武田 鏡村 発行年 2017 商品コード 1025881735 

勝者（薩摩、長州）がでっち上げた通史の誤りを徹底究明。幕末維新の真相を明らかにし、旧幕側の名誉を回復した
“反薩長”本の決定版。 

イノベーターたちの日本史 
 ―近代日本の創造的対応― 

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 9784492371206  

著編者名 米倉 誠一郎 発行年 2017 商品コード 1026888865 

彼らはどのように現状を破壊し、未来を創り出していったのか？ アヘン戦争から太平洋戦争にまでのイノベーターたち
の挑戦の歴史。 
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暮らし ・趣味関連  

人生はどこでもドア ―リヨンの14日間― 

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 9784492046371  

著編者名 稲垣 えみ子 発行年 2018 商品コード 1029161101 

遠い異国の地で人と繋がろうと奮闘する中で見えてきた幸せの形。人と関わることがこんなにも素敵なことなのかと実感
できる一冊。 

誰も教えてくれない田舎暮らしの教科書 

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  

著編者名 清泉 亮 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。 

「環島」ぐるっと台湾一周の旅 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492046197  

著編者名 一青 妙 発行年 2017 商品コード 1026634635 

台湾ブームが定着した中で新しいスタイルを探しているリピーターに、台湾をぐるっと一周回る「環島」という新しい旅の
スタイルを提案。 

一流犬をつくる最強の食事法 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492046135  

著編者名 橋長 誠司 発行年 2017 商品コード 1027296216 

ペットフード業界を知り尽くした著者が明かす、ペットショップも獣医師も教えてくれなかった、「最高に幸せな愛犬」のた
めの必須知識。 

人生にお金はいくら必要か 
 ―超シンプルな人生設計の基本公式― 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492733417  

著編者名 山崎 元 発行年 2017 商品コード 1027116524 

たった１分で老後に必要なお金が計算できる、超シンプルなお金の公式。マネー誌等で大反響！ 初の完全ガイドブック。 

生ごみ先生が教える「元気野菜づくり」
超入門 完全版 

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 9784492046074  

著編者名 吉田 俊道 発行年 2017 商品コード 1027296215 

２０１０年の発売以来全国で大好評のロングセラー入門書、その完全版が登場！この１冊で「生ごみリサイクル野菜」作り
が誰でもできる。 
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子育て・健康関連  

世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事 

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 9784492046241  

著編者名 津川 友介 発行年 2018 商品コード 1027659346 

テレビで話題の健康食は本当に効果があるか？ 医師である著者が最強かつ最新のエビデンス（科学的根拠）に基づいた食事術を教える。 

最強のやせ方 ―落とした脂肪は合計10トン!― 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492046272  

著編者名 岸村 康代 発行年 2018 商品コード 1028506643 

２０００人を指導した伝説のアドバイザーが全ノウハウを３０のコツで解説！ニセ食欲が勝手に消える方法、「リセットごはん」など網羅。 

男・50代からの糖質制限 
 ―ストーリーで学べる最強の食事法― 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492046319  

著編者名 江部 康二 発行年 2018 商品コード 1029161103 

５０代で糖質をどれくらい食べるかで老後の健康度は決まる！ ３人のオヤジ達の物語を通して、値千金の知識と楽々実践法を解説する。 

戦略子育て 
 ―楽しく未来を生き抜く「3つの力」の伸ばし方― 

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 9784492223819  

著編者名 三谷 宏治 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。 

「正しい時間の使い方」が、あなたの健康をすべて左右する 

―人生のブラックタイムを知れば、まさかの病気と事故からあなた
と家族を守れる― 

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 9784492045411  

著編者名 石黒 源之 発行年 2017 商品コード 1026405222 

心筋梗塞や突然死は月曜の朝に多い。日常に潜む「ブラックタイム」を知れば病気のリスクが下がる！健康で過ごせる！簡単なコツを紹介。 

江部康二の糖質制限革命 
 ―医療、健康、食、そして社会のパラダイムシフト― 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492762349  

著編者名 江部 康二 発行年 2017 商品コード 1026888858 

糖尿病、肥満以外の生活習慣病やがんにも有効な“真の威力”を、ケトン、ロカボなど最新動向や減薬効果、食産業への影響も交え解説。 

40歳を過ぎて最高の成果を出せる「疲れない体」
と「折れない心」のつくり方 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492046210  

著編者名 葛西 紀明 発行年 2017 商品コード 1026888872 

４５歳で過去最高の成果を出し続ける「レジェンド」こと葛西紀明選手の、「体と心をつくる」全秘訣を、初公開します！ 

子ども格差の経済学 
 ―「塾、習い事」に行ける子・行けない子― 

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 9784492314999  

著編者名 橘木 俊詔 発行年 2017 商品コード 1027296214 

塾に行っている子と行っていない子でどれくらい差がつくのか？ 塾や習い事が生む機会の不平等を格差研究の第一人者が論じる。 
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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） 
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エッセイ・文芸・人物伝  

小説曲直瀬道三 ―乱世を医やす人― 

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  

著編者名 山崎 光夫 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。１４００
枚超の大作！ 

教養読書 
 ―仕事も人生も読む本で大きく変わる― 

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 9784492046234  

著編者名 福原 義春 発行年 2018 商品コード 1027441273 

経済界きっての読書家が教養・仕事・人間力を磨く読書について自身の体験をもとに語り尽くす。ビジネス教養人が読
むべき本も紹介。 

90歳を生きること ―生涯現役の人生学― 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784492046326  

著編者名 童門 冬二 発行年 2018 商品コード 1029161096 

９０歳の歴史小説家に学ぶ最後の一日まで悔いなく生きる秘訣。高齢者の日常を軽快に描く言葉の数々。体の不調も
悩みも吹き飛びます！ 

本当にあった15の心あたたまる物語 
 ―The moth presents― 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492046098  

著編者名 キャサリン・バーンズ 発行年 2018 商品コード 1027441269 

アメリカの市井の人が舞台上で自分の物語を話す「ＴＨＥ ＭＯＴＨ」。３０００を超える物語の中から感動の１５話を厳選。 

寂しい生活 

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 9784492046128  

著編者名 稲垣 えみ子 発行年 2017 商品コード 1027296218 

アフロヘアの自由人が紡ぐ、『魂の退社』の続編。笑って泣いて、心から納得！ 生きる勇気がわく傑作エッセイ。 

松下幸之助はなぜ成功したのか 
 ―人を活かす、経営を伸ばす― 

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 9784492502884  

著編者名 江口 克彦 発行年 2017 商品コード 1025881731 

なぜ不況に強かったのか。どう人を育てたのか。側近中の側近が稀代の名経営者の真髄を一冊にまとめた決定版！ 
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