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

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます

https://elib.maruzen.co.jp/
学術認証フェデレーションと連携

No.2020-302

e ビジネス新書 シリーズ
EPUB リフロー版

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！

「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。

344冊揃価格（No.1～344）※2020年711月9日時点
同時１アクセス（本体）
同時３アクセス（本体）

¥616,638

¥1,387,410

各冊の詳細はリストページをご覧ください。
● 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

Maruzen eBook Library
スマホ対応コンテンツの検索方法
Maruzen eBook Libraryのトップページで
「スマホ」と入力して書名検索！

スマホで読める
タイトルが出てきます

文字も簡単に
拡大!
「読上」ボタンを
押して読む！

「読上」ボタンで
音声開始！

読みたい・読ませたいコンテンツが多数充実‼
今後もタイトルが続々追加予定です！

e ビジネス新書 シリーズ

EPUB リフロー版

書名

発行年

同時1アクセス 同時3アクセス
(本体)
(本体)

商品コード

ユニクロ ―疲弊する職場―【スマホ・読上】（No.01） （※）

2013

¥1,760

¥3,960 1027988334

今さら誰にも聞けない! ―株式投資の基礎の基礎―【スマホ・読上】（No.02） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988335

シェール革命・米国最前線～そして日本は 【スマホ・読上】（No.03） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988336

ネット炎上の処方箋 【スマホ・読上】（No.04） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988337

アベノミクスと景気 【スマホ・読上】（No.05） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988338

あなたの知らない鉄道車両業界 【スマホ・読上】（No.06） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988339

衰退市場でもヒットを飛ばせる 【スマホ・読上】（No.07） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988340

新聞・テレビ ―最終決戦―【スマホ・読上】（No.08） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988341

ヤンキー消費をつかまえろ 【スマホ・読上】（No.09） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988342

どうした経産省! 【スマホ・読上】（No.10） （※）

2013

¥1,760

¥3,960 1027988343

どう使う? ―ビッグデータ―【スマホ・読上】（No.11） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988344

爆速ヤフーの突破力 【スマホ・読上】（No.12） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988345

企業業績からみる日本株大作戦 【スマホ・読上】（No.13） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988346

動き出した日本の富裕層 【スマホ・読上】（No.14） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988347

パズドラの破壊力 【スマホ・読上】（No.15） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988348

新・流通モンスター ―アマゾン―【スマホ・読上】（No.16） （※）

2012

¥2,200

¥4,950 1027988349

日本のLGBT 【スマホ・読上】（No.17） （※）

2012

¥2,200

¥4,950 1027988350

前人未踏の楽天「全解明」 【スマホ・読上】（No.18） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988351

不妊大国ニッポン 【スマホ・読上】（No.19） （※）

2012

¥2,640

¥5,940 1027988352

原発と東電 ―5つの争点―【スマホ・読上】（No.20） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988353

成長の終焉に悩む韓国 【スマホ・読上】（No.21） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988354

先細りの大衆薬 ―ネット解禁の勝者は?―【スマホ・読上】（No.22） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988355

お受験・中高一貫 ―エリート教育最前線13夏―【スマホ・読上】（No.23） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988356

日本を支配するマッキンゼー人脈 【スマホ・読上】（No.24） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988357

LINE大爆発 【スマホ・読上】（No.25） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988358

2050年 ―超未来予測―【スマホ・読上】（No.26） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988359

30分でわかる会社の数字 【スマホ・読上】（No.27） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988360

食えなくなった弁護士・会計士・税理士 【スマホ・読上】（No.28） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988361

株価を押し上げる指標はコレだ! 【スマホ・読上】（No.29） （※）

2012

¥2,640

¥5,940 1027988362

ニッポンの生涯給料 【スマホ・読上】（No.30） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988363

孫正義の世界戦略 【スマホ・読上】（No.31） （※）

2012

¥2,640

¥5,940 1027988364

中国経済 ―矛盾噴出―【スマホ・読上】（No.32） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988365

法改正で派遣はこうなる! 【スマホ・読上】（No.33） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988366

消沈の電機業界でV字回復 ―日立に学べ!―【スマホ・読上】（No.34） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988367

本格化するアウトドアブーム 【スマホ・読上】（No.35） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988368

防衛産業を大解剖! ―自衛隊のコスト―【スマホ・読上】（No.36） （※）

2012

¥2,200

¥4,950 1027988369

成長戦略の隠し球 ―カジノ解禁―【スマホ・読上】（No.37） （※）

2013

¥3,080

¥6,930 1027988370

ドル箱 ―コーヒー市場争奪戦―【スマホ・読上】（No.38） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988371

感情労働の時代 ―～つらい精神的な労働を乗り切る方法～―【スマホ・読上】（No.39） （※）

2012

¥2,200

¥4,950 1027988372

北朝鮮 ―金正恩の経済学―【スマホ・読上】（No.40） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988373

安倍政権の「正体」 【スマホ・読上】（No.41） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988374

PV争奪戦 【スマホ・読上】（No.42） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988375

2030年予測! ―あなたの街の医療・介護は大丈夫か―【スマホ・読上】（No.43） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988376

職場のお荷物か? ―戦力か? : ワーキングマザー―【スマホ・読上】（No.44） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988377

動き出した五輪ビジネス 【スマホ・読上】（No.45） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988378

NPOでメシを食う! 【スマホ・読上】（No.46） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988379

本当は危ない? ―サプリ・トクホ―【スマホ・読上】（No.47） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988380

一番おトクなのはどれだ! ―ネット保険―【スマホ・読上】（No.48） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988381

グローバルビジネスは中学英語でイケル! 【スマホ・読上】（No.49） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988382

NISAで始める投資信託 【スマホ・読上】（No.50） （※）

2014

¥3,080

¥6,930 1027988383

● 表示価格は税抜きです。

● 【EPUBリフロー】版、【スマホ・読上】版、タイトル末尾の（※）はダウンロード・印刷できません。
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同時1アクセス 同時3アクセス
(本体)
(本体)
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うつマーケティングの功罪 【スマホ・読上】（No.51） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988384

ビジネスパーソンのためのアイデアの出し方・プレゼン術 【スマホ・読上】（No.52） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988385

知と思考を鍛えるための読書術 【スマホ・読上】（No.53） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988386

マンション大規模修繕完全マニュアル 【スマホ・読上】（No.54） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988387

ハーバードだけじゃない! ―海外一流大学を目指す―【スマホ・読上】（No.55） （※）

2013

¥2,640

¥5,940 1027988388

瀬戸際のデジカメ 【スマホ・読上】（No.56） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988389

会社のうつ 【スマホ・読上】（No.57） （※）

2014

¥2,200

¥4,950 1027988390

「おひとり様」で生きていく 【スマホ・読上】（No.58） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988391

ビジネスパーソンのための最強のホテル 【スマホ・読上】（No.59） （※）

2014

¥3,080

¥6,930 1027988392

35歳からの転職 【スマホ・読上】（No.60） （※）

2014

¥2,200

¥4,950 1027988393

楽天 ―ネット通販王国の異変―【スマホ・読上】（No.61） （※）

2013

¥3,080

¥6,930 1027988394

70歳まで働く 【スマホ・読上】（No.62） （※）

2014

¥2,200

¥4,950 1027988395

遠くて近い親日国 ―ブラジル―【スマホ・読上】（No.63） （※）

2011

¥2,640

¥5,940 1027988396

アリババの正体 【スマホ・読上】（No.64） （※）

2014

¥3,080

¥6,930 1027988397

日本の工場が危ない! 【スマホ・読上】（No.65） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988398

買っていい株ダメな株 【スマホ・読上】（No.66） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988399

LINEの死角 【スマホ・読上】（No.67） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988400

ニッポンの社長 【スマホ・読上】（No.68） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988401

生き残るスーパー・コンビニはどこだ! 【スマホ・読上】（No.69） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988402

NISA ―本当の使い方―【スマホ・読上】（No.70） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988403

日本のスゴい工場 【スマホ・読上】（No.71） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988404

国産海底資源 ―バブルの内幕―【スマホ・読上】（No.72） （※）

2014

¥2,200

¥4,950 1027988405

中国語の基礎の基礎 【スマホ・読上】（No.73） （※）

2011

¥2,640

¥5,940 1027988406

ニッポン企業の底力! ―すごい現場、すごい場所―【スマホ・読上】（No.74） （※）

2013

¥2,200

¥4,950 1027988407

IPO(株式新規公開)投資初歩の初歩 【スマホ・読上】（No.75） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988408

トマ・ピケティ『21世紀の資本論』を30分で理解する! 【スマホ・読上】（No.76） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988409

人手不足の正体 【スマホ・読上】（No.77） （※）

2014

¥3,960

¥8,910 1027988410

ルポ ―外国人労働―【スマホ・読上】（No.78） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988411

さようなら、ミスター牛丼 【スマホ・読上】（No.79） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988412

非ネイティブの英語術 【スマホ・読上】（No.80） （※）

2010

¥2,200

¥4,950 1027988413

ノーベル賞 1 ―青色LEDに挑戦した男たち―【スマホ・読上】（No.81） （※）

2003

¥2,200

¥4,950 1027988414

ノーベル賞 2 ―青色LEDに挑戦した男たち―【スマホ・読上】（No.82） （※）

2003

¥3,080

¥6,930 1027988415

古典を読む! 【スマホ・読上】（No.83） （※）

2009

¥2,200

¥4,950 1027988416

10年後に備える相続 【スマホ・読上】（No.84） （※）

2014

¥2,200

¥4,950 1027988417

海外移住のススメ 【スマホ・読上】（No.85） （※）

2013

¥3,080

¥6,930 1027988418

激安スマホ時代がやってくる! 【スマホ・読上】（No.86） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988419

追悼 ―孤高の大経済学者・宇沢弘文―【スマホ・読上】（No.87） （※）

2014

¥3,080

¥6,930 1027988420

誤解だらけの介護職 【スマホ・読上】（No.88） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988421

ビジネスパーソンのための歴史問題 【スマホ・読上】（No.89） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988422

クスリの裏側 【スマホ・読上】（No.90） （※）

2014

¥3,080

¥6,930 1027988423

一流の仕事術 【スマホ・読上】（No.91） （※）

2014

¥3,080

¥6,930 1027988424

そのハラル、大丈夫? 【スマホ・読上】（No.92） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988425

実践!オムニチャンネル 【スマホ・読上】（No.93） （※）

2014

¥3,080

¥6,930 1027988426

分裂する大国アメリカ 【スマホ・読上】（No.94） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988427

学校が危ない 【スマホ・読上】（No.95） （※）

2014

¥3,960

¥8,910 1027988428

実家の片づけ 【スマホ・読上】（No.96） （※）

2014

¥3,080

¥6,930 1027988429

中国ビジネス新常識 【スマホ・読上】（No.97） （※）

2014

¥3,080

¥6,930 1027988430

ソーラーバブル崩壊 【スマホ・読上】（No.98） （※）

2014

¥2,640

¥5,940 1027988431

就活最前線 【スマホ・読上】（No.99） （※）

2014

¥3,080

¥6,930 1027988432

日本礼賛ブームのなぞ 【スマホ・読上】（No.100） （※）

2015

¥2,640

¥5,940 1027988433

● 表示価格は税抜きです。

● 【EPUBリフロー】版、【スマホ・読上】版、タイトル末尾の（※）はダウンロード・印刷できません。
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同時1アクセス 同時3アクセス
(本体)
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商品コード

漂流する巨船ソニー 【スマホ・読上】（No.101） （※）

2014

¥1,540

¥3,465 1027979185

苦しむ外食産業 【スマホ・読上】（No.102） （※）

2006

¥1,320

¥2,970 1027979186

スカイマーク破綻 【スマホ・読上】（No.103） （※）

2014

¥1,320

¥2,970 1027979187

最強の英語力 【スマホ・読上】（No.104） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979188

失敗しない海外投資 【スマホ・読上】（No.105） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979189

鉄道被災! 【スマホ・読上】（No.106） （※）

2011

¥1,540

¥3,465 1027979190

ホンダ非常事態 【スマホ・読上】（No.107） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979191

ピケティ完全理解 【スマホ・読上】（No.108） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979192

世界で戦うニッポンの鉄道 【スマホ・読上】（No.109） （※）

2012

¥1,320

¥2,970 1027979193

大塚家具 ―父と娘の泥仕合―【スマホ・読上】（No.110） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979194

ニッポンの工場見学 マニア聖地編 【スマホ・読上】（No.111） （※）

2011

¥1,540

¥3,465 1027979195

バイオベンチャー列伝 [1] 【スマホ・読上】（No.112） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979196

ニッポンの工場見学 食品編 【スマホ・読上】（No.113） （※）

2011

¥1,540

¥3,465 1027979197

IFRSのからくり 【スマホ・読上】（No.114） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979198

「ほぼ、上場します」糸井重里の資本論 【スマホ・読上】（No.115） （※）

2015

¥1,100

¥2,475 1027979199

ネットフリックスがやってくる! 【スマホ・読上】（No.116） （※）

2015

¥1,100

¥2,475 1027979200

医学部ウラとオモテ 【スマホ・読上】（No.117） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979201

女子の貧困 【スマホ・読上】（No.118） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979202

ニッポンの工場見学 身近なモノ編 【スマホ・読上】（No.119） （※）

2011

¥1,320

¥2,970 1027979203

不動産バブルが来る!? 【スマホ・読上】（No.120） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979204

世界最強頭脳集団Google 【スマホ・読上】（No.121） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979205

ビジネスに効く!「世界史」 【スマホ・読上】（No.122） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979206

ドローン襲来! 【スマホ・読上】（No.123） （※）

2015

¥1,100

¥2,475 1027979207

欧州激動 【スマホ・読上】（No.124） （※）

2015

¥1,760

¥3,960 1027979208

トヨタ!進撃再開 【スマホ・読上】（No.125） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979209

早慶MARCH 【スマホ・読上】（No.126） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979210

超かんたん!上がる銘柄の選び方 【スマホ・読上】（No.127） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979211

消える?年功賃金 【スマホ・読上】（No.128） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979212

ロボット兵器が変える戦争 【スマホ・読上】（No.129） （※）

2015

¥1,100

¥2,475 1027979213

家電量販サバイバル 【スマホ・読上】（No.130） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979214

ベンチャー投資の舞台裏 【スマホ・読上】（No.131） （※）

2015

¥1,100

¥2,475 1027979215

ライザップの真実 【スマホ・読上】（No.132） （※）

2015

¥880

¥1,980 1027979216

ニッポンのお寺の大問題 【スマホ・読上】（No.133） （※）

2015

¥1,100

¥2,475 1027979217

お墓と葬式の大問題 【スマホ・読上】（No.134） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979218

斜陽の王国サムスン 【スマホ・読上】（No.135） （※）

2014

¥1,100

¥2,475 1027979219

席巻!アマゾンクラウド 【スマホ・読上】（No.136） （※）

2015

¥1,100

¥2,475 1027979220

下流老人 【スマホ・読上】（No.137） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979221

中国人の攻略法 【スマホ・読上】（No.138） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979222

バイオベンチャー列伝 2 【スマホ・読上】（No.139） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979223

日本郵政株は買いか!? 【スマホ・読上】（No.140） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979224

これからの相続 【スマホ・読上】（No.141） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979225

村上、再び。 【スマホ・読上】（No.142） （※）

2015

¥880

¥1,980 1027979226

絶望の非正規 【スマホ・読上】（No.143） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979227

「教育」の経済学 【スマホ・読上】（No.144） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979228

TSUTAYA破壊と創造 【スマホ・読上】（No.145） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979229

ケータイ料金引き下げ! 【スマホ・読上】（No.146） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979230

これでわかる!マイナンバー 【スマホ・読上】（No.147） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979231

ソフトバンクの袋小路 【スマホ・読上】（No.148） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979232

保険業界に就職する! 【スマホ・読上】（No.149） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979233

プロが推薦!今読むべき75冊 【スマホ・読上】（No.150） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979234

● 表示価格は税抜きです。

● 【EPUBリフロー】版、【スマホ・読上】版、タイトル末尾の（※）はダウンロード・印刷できません。

5

2020年11月

e ビジネス新書 シリーズ

EPUB リフロー版

書名

発行年

同時1アクセス 同時3アクセス
(本体)
(本体)

商品コード

ニッポンの航空機産業 【スマホ・読上】（No.151） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979235

公明党、創価学会よどこへ行く 【スマホ・読上】（No.152） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979236

介護離職 【スマホ・読上】（No.153） （※）

2015

¥1,540

¥3,465 1027979237

節税大百科 【スマホ・読上】（No.154） （※）

2016

¥1,540

¥3,465 1027979238

欠陥マンション 【スマホ・読上】（No.155） （※）

2015

¥1,320

¥2,970 1027979239

AIの破壊力 【スマホ・読上】（No.156） （※）

2015

¥1,100

¥2,475 1027979240

新TOEIC完全対策 【スマホ・読上】（No.157） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979241

沸騰!ホテル業界 【スマホ・読上】（No.158） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979242

マイナス金利 【スマホ・読上】（No.159） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979243

技術革新は仕事を奪うか? 【スマホ・読上】（No.160） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979244

amazon最先端 【スマホ・読上】（No.161） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979245

検証震災5年、日本の電力 【スマホ・読上】（No.162） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979246

親のリスク 【スマホ・読上】（No.163） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979247

2016テクノロジー・トレンド 【スマホ・読上】（No.164） （※）

2015

¥1,100

¥2,475 1027979248

なるほど!中東講義 【スマホ・読上】（No.165） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979249

焦燥のメガバンク 【スマホ・読上】（No.166） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979250

やめられない金融緩和 【スマホ・読上】（No.167） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979251

米国会社四季報編集部直伝!米国株投資の基礎の基礎 【スマホ・読上】（No.168） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979252

VRマネー 【スマホ・読上】（No.169） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979253

ミクシィの焦燥 【スマホ・読上】（No.170） （※）

2016

¥880

¥1,980 1027979254

再生医療にかける夢 【スマホ・読上】（バイオベンチャー列伝 ; 3 No.171） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979255

BABYMETALという戦略 【スマホ・読上】（No.172） （※）

2016

¥880

¥1,980 1027979256

経営者豊田章男 【スマホ・読上】（No.173） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979257

5大商社次の一手 【スマホ・読上】（No.174） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979258

入門最新マネー術 【スマホ・読上】（No.175） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979259

理系社員サバイバル力 【スマホ・読上】（No.176） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979260

どうした!日立 【スマホ・読上】（No.177） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979261

生涯未婚 【スマホ・読上】（No.178） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979262

今すぐ始めるプログラミング 【スマホ・読上】（No.179） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979263

インスタグラムの流儀 【スマホ・読上】（No.180） （※）

2016

¥880

¥1,980 1027979264

がんとお金 【スマホ・読上】（No.181） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979265

家電の先兵ダイソンの秘密 【スマホ・読上】（No.182） （※）

2016

¥880

¥1,980 1027979266

学び直し日本史 【スマホ・読上】（No.183） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979267

自動車成長神話の危機 【スマホ・読上】（No.184） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979268

健康格差 【スマホ・読上】（No.185） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979269

「子なし」の真実 【スマホ・読上】（No.186） （※）

2016

¥1,100

¥2,475 1027979270

すごいベンチャー 【スマホ・読上】（No.187） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979271

いまを読み解く「世界史」 【スマホ・読上】（No.188） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979272

ゼネコンバブル超え 【スマホ・読上】（No.189） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979273

新出世の条件 【スマホ・読上】（No.190） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979274

松下幸之助40の言葉 【スマホ・読上】（No.191） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979275

掘り起こせIoT金脈 【スマホ・読上】（No.192） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979276

どう迎える?終末期 【スマホ・読上】（No.193） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979277

使える!経済学 【スマホ・読上】（No.194） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979278

「脳」を知る 【スマホ・読上】（No.195） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979279

高校力 【スマホ・読上】（No.196） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979280

不動産投資の始め方 【スマホ・読上】（No.197） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979281

副業のススメ 【スマホ・読上】（No.198） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979282

50歳からのおカネ 【スマホ・読上】（No.199） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979283

新聞・テレビは生き残れるか 【スマホ・読上】（No.200） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979284

● 表示価格は税抜きです。

● 【EPUBリフロー】版、【スマホ・読上】版、タイトル末尾の（※）はダウンロード・印刷できません。

6

2020年11月

e ビジネス新書 シリーズ

EPUB リフロー版

書名

発行年

同時1アクセス 同時3アクセス
(本体)
(本体)

商品コード

競馬の魔力 【スマホ・読上】（No.201） （※）

2016

¥1,320

¥2,970 1027979285

花粉症・アレルギーに克つ 【スマホ・読上】（No.202） （※）

2017

¥1,320

¥2,970 1027979286

東芝解体 【スマホ・読上】（No.203） （※）

2017

¥1,320

¥2,970 1027979287

絶好調企業 【スマホ・読上】（No.204） （※）

2017

¥1,320

¥2,970 1027979288

物流が壊れる 【スマホ・読上】（No.205） （※）

2017

¥1,320

¥2,970 1027979289

親子で学ぶ経済入門 【スマホ・読上】（No.206） （※）

2017

¥1,320

¥2,970 1027979290

速効英語 【スマホ・読上】（No.207） （※）

2017

¥1,320

¥2,970 1027979291

持ち家が危ない 【スマホ・読上】（No.208） （※）

2017

¥1,320

¥2,970 1027979292

「食える子」を育てる 【スマホ・読上】（No.209） （※）

2017

¥1,320

¥2,970 1027979293

プロの情報収集術 【スマホ・読上】（No.210） （※）

2016

¥1,540

¥3,465 1027979294

近現代史 【スマホ・読上】（No.211） （※）

2016

¥1,540

¥3,465 1027979295

”死の谷”を越えて 【スマホ・読上】（バイオベンチャー列伝 ; 4 No.212） （※）

2017

¥1,540

¥3,465 1027979296

フィンテックで銀行はどうなる? 【スマホ・読上】（No.213） （※）

2017

¥1,100

¥2,475 1027979297

よい金融商品・悪い金融商品 【スマホ・読上】（No.214） （※）

2017

¥1,540

¥3,465 1027979298

フランチャイズ天国と地獄 【スマホ・読上】（No.215） （※）

2017

¥1,760

¥3,960 1027979299

中国の製造業はこんなにスゴイ! 【スマホ・読上】（No.216） （※）

2017

¥1,320

¥2,970 1027979300

自衛隊は戦えるのか ―カネと組織―【スマホ・読上】（No.217） （※）

2017

¥1,540

¥3,465 1027979301

ベンチャー沸騰! 【スマホ・読上】（No.218） （※）

2017

¥1,540

¥3,465 1027979302

原発最後の選択 【スマホ・読上】（No.219） （※）

2016

¥2,200

¥4,950 1027979303

医学部＆医者 ―バブル人気の実情―【スマホ・読上】（No.220） （※）

2017

¥1,760

¥3,960 1027979304

ビジネスに効くAI ―60分完全理解―【スマホ・読上】（No.221） （※）

2017

¥1,540

¥3,465 1027979305

投資本の著者に聞く! ―勝つための投資法―【スマホ・読上】（No.222） （※）

2017

¥1,386

¥3,118 1027979306

半導体の覇者 ―熱狂する世界沈む日本―【スマホ・読上】（No.223） （※）

2017

¥1,562

¥3,514 1027979307

Life shift 実践編 【スマホ・読上】（No.224） （※）

2017

¥1,760

¥3,960 1027979308

バブル全史 【スマホ・読上】（No.225） （※）

2017

¥1,980

¥4,455 1027979309

はじめてのデータ分析 【スマホ・読上】（No.226） （※）

2017

¥1,804

¥4,059 1027979310

身近な借金地獄 【スマホ・読上】（No.227） （※）

2017

¥1,452

¥3,267 1027979311

北朝鮮のリアル 【スマホ・読上】（No.228） （※）

2016

¥1,144

¥2,574 1027979312

老後の住まいの探し方 【スマホ・読上】（No.229） （※）

2017

¥1,276

¥2,871 1027979313

最強のコミュ力 【スマホ・読上】（No.230） （※）

2017

¥1,144

¥2,574 1027979314

新幹線最前線 【スマホ・読上】（No.231） （※）

2017

¥1,540

¥3,465 1027979315

教養としてのテクノロジー 【スマホ・読上】（No.232） （※）

2017

¥1,606

¥3,613 1027979316

民法大改正&個人情報保護法 【スマホ・読上】（No.233） （※）

2017

¥1,540

¥3,465 1027979317

爆走するメルカリ 【スマホ・読上】（No.234） （※）

2017

¥1,364

¥3,069 1027979318

定年後の仕事選び 【スマホ・読上】（No.235） （※）

2017

¥1,496

¥3,366 1027979319

ビジネスに効く!国語力 【スマホ・読上】（No.236） （※）

2017

¥1,562

¥3,514 1027979320

学校が壊れる 【スマホ・読上】（No.237） （※）

2017

¥1,430

¥3,217 1027979321

流通新大陸の覇者zozotown 【スマホ・読上】（No.238） （※）

2017

¥1,320

¥2,970 1027979322

残業禁止時代 【スマホ・読上】（No.239） （※）

2017

¥1,430

¥3,217 1027979323

実践!会計力 【スマホ・読上】（No.240） （※）

2017

¥1,606

¥3,613 1027979324

EVショック ―試練と活路―【スマホ・読上】（No.241） （※）

2017

¥1,408

¥3,168 1027979325

地方の名門企業 【スマホ・読上】（No.242） （※）

2017

¥1,540

¥3,465 1027979326

薬局の正体 【スマホ・読上】（No.243） （※）

2017

¥1,584

¥3,564 1027979327

行動経済学で賢くなる 【スマホ・読上】（No.244） （※）

2017

¥1,562

¥3,514 1027979328

新外食ウォーズ 【スマホ・読上】（No.245） （※）

2016

¥1,628

¥3,663 1027979329

ネット広告の闇 【スマホ・読上】（No.246） （※）

2017

¥1,540

¥3,465 1027979330

間違いだらけの健康常識 【スマホ・読上】（No.247） （※）

2018

¥1,694

¥3,811 1027979331

パナソニック100年目の試練 【スマホ・読上】（No.248） （※）

2017

¥1,518

¥3,415 1027979332

保険に騙されるな 【スマホ・読上】（No.249） （※）

2018

¥1,672

¥3,762 1027979333

隠れ移民大国ニッポン 【スマホ・読上】（No.250） （※）

2018

¥1,628

¥3,663 1027979334

● 表示価格は税抜きです。
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アパレルは本当に死んだのか 【スマホ・読上】（No.251） （※）

2017

¥2,112

¥4,752 1027979335

大学が壊れる 【スマホ・読上】（No.252） （※）

2018

¥1,606

¥3,613 1027979336

電力の大問題 【スマホ・読上】（No.253） （※）

2017

¥1,936

¥4,356 1027979337

ゼネコン絶頂の裏側 【スマホ・読上】（No.254） （※）

2018

¥1,606

¥3,613 1028352495

Life shift リカレント編 【スマホ・読上】（No.255） （※）

2018

¥1,738

¥3,910 1028352496

日本人が知らない地政学 【スマホ・読上】（No.256） （※）

2018

¥1,716

¥3,861 1028352497

バイオベンチャー列伝 5 【スマホ・読上】（No.257） （※）

2018

¥1,650

¥3,712 1028352498

トヨタ生存の条件 【スマホ・読上】（No.258） （※）

2018

¥1,760

¥3,960 1028352499

非正規が消える 【スマホ・読上】（No.259） （※）

2018

¥1,672

¥3,762 1028352500

脱炭素マネー 【スマホ・読上】（No.260） （※）

2018

¥1,760

¥3,960 1028352501

みんなペットに悩んでる 【スマホ・読上】（No.261） （※）

2016

¥1,694

¥3,811 1028352502

不動産投資の落とし穴 【スマホ・読上】（No.262） （※）

2018

¥1,760

¥3,960 1028352503

日本史再入門 【スマホ・読上】（No.263） （※）

2018

¥1,892

¥4,257 1028352504

20年後ニッポンの難題 【スマホ・読上】（No.264） （※）

2018

¥1,716

¥3,861 1028352505

AI時代に勝つ子・負ける子 【スマホ・読上】（No.265） （※）

2018

¥1,606

¥3,613 1028352506

連鎖する貧困 【スマホ・読上】（No.266） （※）

2018

¥1,628

¥3,663 1028499577

医療費のムダ 【スマホ・読上】（No.267） （※）

2018

¥1,738

¥3,910 1028515653

銀行員の不安 【スマホ・読上】（No.268） （※）

2018

¥1,694

¥3,811 1028515654

子育て世代の大問題 ―共働きサバイバル―【スマホ・読上】（No.269） （※）

2018

¥1,738

¥3,910 1028601960

製薬大再編 【スマホ・読上】（No.270） （※）

2018

¥1,738

¥3,910 1028645627

霞が関悩める官僚 【スマホ・読上】（No.271） （※）

2018

¥1,716

¥3,861 1028701368

怒涛の半導体&電池 【スマホ・読上】（No.272） （※）

2018

¥1,760

¥3,960 1028701369

定年後のおカネ 【スマホ・読上】（No.273） （※）

2018

¥1,870

¥4,207 1028846749

日本のユニコーンを探せ! 【スマホ・読上】（No.274） （※）

2018

¥1,980

¥4,455 1028920955

ホテル爆増 【スマホ・読上】（No.275） （※）

2018

¥1,672

¥3,762 1029050451

親の看取り方 【スマホ・読上】（No.276） （※）

2018

¥1,782

¥4,009 1029158892

ザ・名門高校 【スマホ・読上】（No.277） （※）

2018

¥2,046

¥4,603 1029217300

終わらない物流危機 【スマホ・読上】（No.278） （※）

2018

¥1,650

¥3,712 1029288431

宗教の内幕 【スマホ・読上】（No.279） （※）

2018

¥1,936

¥4,356 1029312004

医学部&医者の大問題 【スマホ・読上】（No.280） （※）

2018

¥1,738

¥3,910 1029378275

躍進する中国企業 【スマホ・読上】（No.281） （※）

2018

¥1,914

¥4,306 1029485436

銀行 ―破壊と再生―【スマホ・読上】（No.282） （※）

2018

¥1,782

¥4,009 1029532081

相続が変わる 【スマホ・読上】（No.283） （※）

2018

¥1,716

¥3,861 1029578159

認知症とつき合う 【スマホ・読上】（No.284） （※）

2018

¥1,892

¥4,257 1029631680

採用クライシス 【スマホ・読上】（No.285） （※）

2018

¥1,716

¥3,861 1029672604

「孤独」という病 【スマホ・読上】（No.286） （※）

2018

¥1,562

¥3,514 1029766360

クルマの新主役 【スマホ・読上】（No.287） （※）

2018

¥1,716

¥3,861 1029787381

進撃の商社 【スマホ・読上】（No.288） （※）

2018

¥1,716

¥3,861 1029834001

データ階層社会 【スマホ・読上】（No.289） （※）

2018

¥1,716

¥3,861 1029960177

マンション絶望未来 【スマホ・読上】（No.290） （※）

2018

¥1,804

¥4,059 1029960178

保険の罠 【スマホ・読上】（No.291） （※）

2018

¥1,782

¥4,009 1030134639

GAFA全解剖 【スマホ・読上】（No.292） （※）

2018

¥1,672

¥3,762 1030183759

移民解禁 【スマホ・読上】（No.293） （※）

2019

¥1,804

¥4,059 1030271721

日本の生存戦略 【スマホ・読上】（No.294） （※）

2019

¥1,474

¥3,316 1030360453

アマゾンに勝つ経営 【スマホ・読上】（No.295） （※）

2019

¥1,452

¥3,267 1030447001

病院が消える 【スマホ・読上】（No.296） （※）

2019

¥1,518

¥3,415 1030495950

最強の通勤電車 【スマホ・読上】（No.297） （※）

2019

¥1,430

¥3,217 1030495951

地方反撃 【スマホ・読上】（No.298） （※）

2019

¥1,364

¥3,069 1030517494

東証1部上場基準厳格化の衝撃 【スマホ・読上】（No.299） （※）

2019

¥1,496

¥3,366 1030557126

狂乱キャッシュレス 【スマホ・読上】（No.300） （※）

2019

¥1,540

¥3,465 1030568389

● 表示価格は税抜きです。

● 【EPUBリフロー】版、【スマホ・読上】版、タイトル末尾の（※）はダウンロード・印刷できません。
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米国の「制裁」はこれからが本番だ 【スマホ・読上】（ファーウェイの真実 ; 上巻 No.301） （※）

2019

¥1,320

¥2,970 1030588937

紅いピラミッドに組み込まれた日本 【スマホ・読上】（ファーウェイの真実 ; 中巻 No.302） （※）

2019

¥1,320

¥2,970 1030593796

半導体と知的財産への飽くなき渇望 【スマホ・読上】（ファーウェイの真実 ; 下巻 No.303） （※）

2019

¥1,320

¥2,970 1030626280

自動車乱気流 【スマホ・読上】（No.304） （※）

2019

¥1,386

¥3,118 1030641391

不動産バブル崩壊前夜 【スマホ・読上】（No.305） （※）

2019

¥1,364

¥3,069 1030681217

ドンキの正体 【スマホ・読上】（No.306） （※）

2019

¥1,320

¥2,970 1030681218

世界のエリートはなぜ哲学を学ぶのか 【スマホ・読上】（No.307） （※）

2019

¥1,320

¥2,970 1030726999

AI時代に食える仕事・食えない仕事 【スマホ・読上】（No.308） （※）

2019

¥1,650

¥3,712 1030815356

先端医療ベンチャー 【スマホ・読上】（No.309） （※）

2019

¥1,628

¥3,663 1030945592

最強私学 ―早稲田vs.慶應―【スマホ・読上】（No.310） （※）

2019

¥1,738

¥3,910 1030988292

脱炭素経営 【スマホ・読上】（No.311） （※）

2019

¥1,716

¥3,861 1031004473

5G革命 【スマホ・読上】（No.312） （※）

2019

¥1,694

¥3,811 1031096581

クスリの大罪 【スマホ・読上】（No.313） （※）

2019

¥1,650

¥3,712 1031115477

お金の教科書 【スマホ・読上】（No.314） （※）

2019

¥1,804

¥4,059 1031138014

銀行員の岐路 【スマホ・読上】（No.315） （※）

2019

¥1,650

¥3,712 1031164234

中国が仕掛ける大学バトル 【スマホ・読上】（No.316） （※）

2019

¥1,320

¥2,970 1031210725

沸騰!再開発最前線 【スマホ・読上】（No.317） （※）

2019

¥1,804

¥4,059 1031228324

ソニーに学べ 【スマホ・読上】（No.318） （※）

2019

¥1,562

¥3,514 1031245265

老後資金の設計書 【スマホ・読上】 （No.319） （※）

2019

¥1,694

¥3,811 1031282237

子ども本位の中高一貫校選び 【スマホ・読上】（No.320） （※）

2019

¥1,716

¥3,861 1031301253

定年後も稼ぐ力 【スマホ・読上】（No.321） （※）

2019

¥1,716

¥3,861 1031314167

ハワイ vs. 沖縄 リゾートの条件 【スマホ・読上】（No.322） （※）

2019

¥1,650

¥3,712 1031329067

相続の最新ルール 【スマホ・読上】（No.323） （※）

2020

¥1,496

¥3,366 1031458197

お墓とお寺のイロハ 【スマホ・読上】（No.324） （※）

2020

¥1,562

¥3,514 1031458198

マネー殺到！ 期待のベンチャー 【スマホ・読上】（No.325） （※）

2020

¥1,738

¥3,910 1031480104

かんぽの闇 保険・投信の落とし穴 【スマホ・読上】（No.326） （※）

2020

¥1,848

¥4,158 1031507090

中国 危うい超大国 【スマホ・読上】（No.327） （※）

2020

¥1,716

¥3,861 1031537728

子どもの命を守る 【スマホ・読上】（No.328） （※）

2020

¥1,650

¥3,712 1031556635

読解力を鍛える 【スマホ・読上】（No.329） （※）

2020

¥2,024

¥4,554 1031579422

決算書＆ファイナンス入門 【スマホ・読上】（No.330） （※）

2020

¥1,716

¥3,861 1031593940

介護大全 【スマホ・読上】（No.331） （※）

2020

¥1,738

¥3,910 1031616125

ビジネスに効く健康法 【スマホ・読上】（No.332） （※）

2020

¥1,694

¥3,811 1031657002

新幹線 vs. エアライン 【スマホ・読上】（No.333） （※）

2020

¥1,562

¥3,514 1031657003

日本史における天皇 【スマホ・読上】（No.334） （※）

2020

¥1,628

¥3,663 1031828304

EC覇権バトル 【スマホ・読上】（No.335） （※）

2020

¥1,672

¥3,762 1031866374

検証！NHKの正体 【スマホ・読上】（No.336） （※）

2020

¥1,804

¥4,059 1031869396

強い理系大学 【スマホ・読上】（No.337） （※）

2020

¥1,826

¥4,108 1031889372

世界史＆宗教のツボ 【スマホ・読上】（No.338） （※）

2020

¥1,914

¥4,306 1031927421

MARCH大解剖 【スマホ・読上】（No.339） （※）

2020

¥1,804

¥4,059 1031966365

病院が壊れる 【スマホ・読上】（No.340） （※）

2020

¥1,716

¥3,861 1031986345

就職氷河期を救え！ 【スマホ・読上】（No.341） （※）

2020

¥1,716

¥3,861 1031986346

衝撃！住めない街 【スマホ・読上】（No.342） （※）

2020

¥1,672

¥3,762 1032323696

クスリの罠・医療の闇 【スマホ・読上】 （No.343） （※）

2020

¥1,738

¥3,910 1032400281

船・港 海の経済学 【スマホ・読上】（No.344） （※）

2020

¥1,650

¥3,712 1032464428

● 表示価格は税抜きです。

● 【EPUBリフロー】版、【スマホ・読上】版、タイトル末尾の（※）はダウンロード・印刷できません。
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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

【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

TEL: 019-654-1051

FAX: 019-654-1359

TEL: 052-209-2602

FAX: 052-209-2614

TEL: 076-231-3155

FAX: 076-231-3299
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FAX: 075-863-5352
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金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3
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コンフィデンス金沢5階

【関西】
大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36

久太郎町恒和ビル4階
大日本印刷（株）京都工場内

岩屋ビル

【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

TEL: 089-941-5279

FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23

TEL: 082-247-2252

FAX: 082-247-1576

FURUMOTOビル1階
住生平和大通り第2ビル6階

【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

TEL: 096-312-0533

FAX: 096-241-8801

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7

TEL: 098-861-4837

FAX: 098-863-0090

桜ビル辛島町3F

不動産会館ビル6階
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