NEW ARRIVALS
2018年12月～電子書籍新刊･新着案内～
Maruzen eBook Libraryは学術機関向けに和書の電子書籍を提供するプラットフォームです。
資料No.201812_R

<理工学>
凡例

表紙画像

分野名

電子書籍の書名

底本ISBN

そこに山があるから

そこに山があるから
著編者名
出版社

内容紹介文

同時1アクセスの価格

山岳 次郎
踏破出版

同時3アクセスの価格
分野
人文社会
学術・1アクセス
￥5,000（+税）
￥12,000（+税）
学術・3アクセス
底本ISBN
9784XXXXXXXX
底本発行年
2013年 商品コード 1234567890

底本の発行年

ご注文用コード

・2018年12月現在の大学・病院向け価格（税抜）です。
・企業・官公庁向け価格は別途お問合せください。
・単行本感覚での1回限りのお支払い。必要なものだけを1タイトルから購入いただけます。

丸善雄松堂株式会社 学術情報ソリューション事業部 eBook Library担当
Tel：03-6367-6008／Fax:03-6367-6184／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）

新刊タイトル
冊子の刊行から半年以内の新刊タイトルが
さっそく Maruzen eBook Library に追加されます!!
園芸
分 野
¥12,320(＋税)
学術・1アクセス
自然公園実務必携 4訂
¥18,480(＋税)
学術・3アクセス
9784805856475
著編者名
環境省自然環境局国立公園課
底本ISBN
出版社
中央法規出版
底本発行年
2018年 商品コード 1028397419
最新の自然公園法・施行通知を含め、自然公園法に係る業務に関する許認可等各種要領から細部にわたる
解釈通知までを網羅した担当者必携の書。太陽光発電施設等の設置基準緩和等、平成３０年６月まで改正と
なった法令・通知を盛り込み発行。解説も充実。

動物学
分 野
¥13,200(＋税)
学術・1アクセス
¥26,400(＋税)
学術・3アクセス
9784864294829
著編者名
岩松, 鷹司
底本ISBN
出版社
大学教育出版
底本発行年
2018年 商品コード 1028560728
本書は、メダカの分類・飼育から遺伝・行動などを総合的視点に立って著した世界に誇る成書であり、かつメダ
カに関する国内外の新しい文献を補追したものである。興味・親愛をもってメダカを学習･研究するアマチュア
から研究者までが、座右に置きたい書である。

メダカ学全書 全訂増補版

分 野

できるキッズ子どもと学ぶJavaScriptプログ
学術・1アクセス
ラミング入門 ―小学3年生〜中学生向け―
著編者名
出版社

学術・3アクセス
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
大澤 文孝

電気工学
¥6,534(＋税)
¥13,068(＋税)
9784295004851
2018年 商品コード 1028499578

コードプログラミングを初めて学ぶ人のために、JavaScriptを使ったプログラミング方法を解説します。コードを書いてプログ
ラミングの手順を覚え、最終的には本格的な「落ち物パズル」を制作します。本文には振り仮名をふり、子どもにも読めるよう
にしました。また、操作が分からなくなったときや、途中から読み始めた場合でも、無料の練習用ファイルでレッスンの最初
から手順を続けられます。プログラミングに興味がある小学生とその保護者の方、これを機にプログラミングを学んでみたい
人にも適した1冊です。

分 野

Excel時短はじめました! ―わたしも職場もう
学術・1アクセス
れしい―（できるfor Woman）
著編者名
出版社

学術・3アクセス
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
清水 久三子

総記
¥3,861(＋税)
¥7,722(＋税)
9784295004554
2018年 商品コード 1028499584

■時短のプロが教える！ 働く女性のためのExcel本「残業の毎日。パソコン仕事、疲れる～」「お迎えの時間までに仕事が終
わらない！」その働き方、続けていても大丈夫？？？皆さまの仕事の悩みを解消するべく、データ入力や集計、資料作成な
ど、毎日の仕事を速く正確にこなせるExcelの時短技を紹介します。＜＜こんなExcel時短が載っています＞＞◎面倒な住所
入力のスピードを上げる◎いつも作業を10倍速くする集計術◎データ入力は驚くほどラクチンになる関数◎アンケート結果
をひと目で伝わるように視覚化する時短のプロである清

分 野

カメラ1年生 ―たのしいカメラ学校の教科書
学術・1アクセス
―（デジタル一眼カメラ編）
著編者名
出版社

学術・3アクセス
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
矢島 直美

写真
¥4,290(＋税)
¥8,580(＋税)
9784295004738
2018年 商品コード 1028499585

7,000人以上の入門者さんの写真がみるみる変わった、みんながハッとする「かんたんテク」が満載。写真教室「たのしいカメ
ラ学校」による、いちばんやさしい入門書。生徒である入門者ニャーさんとの会話形式でやさしく学べます。本書では、写真
教室の生徒のみなさんにとっての最初の“気づき”や“お悩み”をもとに、最短ルートの“ステキに撮れるコツ”を詰め込みまし
た。カメラを始めたい方、カメラの使い方から知りたい方、ステキな写真が撮れるようになりたい方などの、最初の一冊として
オススメです！
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電気工学
分 野
¥5,478(＋税)
学術・1アクセス
¥10,956(＋税)
学術・3アクセス
9784295004493
著編者名
FULMA株式会社
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2018年 商品コード 1028499586
出版社
憧れのユーチューバーを体験できる！ 動画の作り方が分かるだけでなく、YouTubeで家族や友だちだけに公
開できるから安心です。ユーチューバー体験を通じて、ネットを安全に使うための考え方や自己表現力も育め
ます。

できるキッズ親子で楽しむユーチューバー
入門 ―小学生向け―

電気工学
分 野
¥2,244(＋税)
学術・1アクセス
¥4,488(＋税)
学術・3アクセス
9784295004912
著編者名
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2018年 商品コード 1028499587
出版社
スマホ（iPhone、アンドロイド）ユーザーが、LINE/インスタグラム/フェイスブック/ツイッター/メルカリを迷わず
使えるように操作手順を図版とともに紹介。

世界一やさしいLINE インスタグラム フェイ
スブック ツイッター メルカリ （impress
mook）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年

クラウド&データセンター完全ガイド 2018年秋号 ―
戦略的ITインフラがビジネスを強くする : for digital
transformation―（Impress mook）
著編者名
出版社

総記
¥6,600(＋税)
¥13,200(＋税)
9784295004974
2018年 商品コード 1028650409

「クラウド&データセンター完全ガイド」は、国内唯一のクラウド／データセンター専門誌です。クラウドサービスやデータセン
ターの選定・利用に携わる読者に向けて、有用な情報をディープかつタイムリーに発信しています。今号の特集は「ポスト
ムーア時代のデータセンター」。AI／機械学習やフィンテックなど先進テクノロジーは高い性能を要求するがムーアの法則で
は追いつけなくなっている。一方、メモリセントリック、FPGAなど新世代技術が実用化段階を迎えている。そこで、今後のアー
キテクチャについて進化ベクトルを詳らかにします。

分 野

いちばんやさしいRPAの教本 ―人気講師が
学術・1アクセス
教える現場のための業務自動化ノウハウ―

経済

¥5,346(＋税)
¥10,692(＋税)
学術・3アクセス
9784295004936
著編者名
進藤 圭
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2018年 商品コード 1028697111
出版社
RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）は、働き方改革や生産性向上を後押しするツールとして、いま大
きな注目を集めています。本書では、エンジニアや情報システム部門でない人でも理解できるように、製品の
選定から導入計画の立て方、運用方法まで、現場の人たちが知りたいことを丁寧に解説しました。

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
杉原 剛
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年

最強のデータ経営 ―個人と組織の力を引
き出す究極のイノベーション「Domo」―
著編者名
出版社

経済
¥5,940(＋税)
¥11,880(＋税)
9784295004844
2018年 商品コード 1028697112

ビジネスの現場における膨大かつ多種多様なデータの活用が、企業にとってスピーディーな業務遂行や意思決定に役立つ
ことが共通認識となりつつあります。本書では、そうした課題のもっとも先進的な解決策として、ビジネスのためのオペレー
ティングシステムと呼ばれる「Domo」（ドーモ）を提案。企業経営や業務に必要な情報をクラウド上のプラットフォームで統合・
一元管理することで、経営層から一般層まで、あらゆる社員が同じデータにアクセスできる、デジタルでつながったビジネス
を実現する道筋を解説していきます。

分 野

TCP/IPの絵本 ―ネットワークを学ぶ新しい
学術・1アクセス
9つの扉―第2版

電気工学

¥6,050(＋税)
¥12,100(＋税)
学術・3アクセス
9784798155159
著編者名
アンク
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044890
ネットワークを気軽に学べる「絵本」がリニューアル！「TCP/IP」はインターネットで採用されている標準のプロ
トコル（通信規約）で、ネットのサービスやプログラミングなど、コンピュータを利用するさまざまな場面に登場し
ます。本書は、イラストを見ながら理解できるやさしいTCP/IPの解説書であり、予備指知識なしで読め、「ネット
ワークとは何か」というところから理解を進められます。
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分 野
最強囲碁AIアルファ碁解体新書 ―アルファ
学術・1アクセス
碁ゼロ対応―増補改訂版
（AI&TECHNOLOGY）
学術・3アクセス

諸芸、娯楽

¥9,680(＋税)
¥19,360(＋税)
9784798157771
著編者名
大槻 知史
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044891
本書は学術論文（NatureやGoogleのサイト）などで提供されている難解なアルファ碁およびアルファ碁ゼロの
仕組みについて、著者がとりまとめ、実際の囲碁の画面を見ながら、アルファ碁およびアルファ碁ゼロで利用さ
れている深層学習や強化学習の仕組みについてわかりやすく解説した書籍です。

総記
分 野
¥8,910(＋税)
学術・1アクセス
¥17,930(＋税)
学術・3アクセス
9784798153872
著編者名
矢沢 久雄
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044893
知識ゼロからでもよくわかる、はじめてのC++プログラミング経験ゼロでも安心して学べる定番の入門書『スラ
スラわかる C++』がパワーアップして帰ってきました！前版の内容を大幅に見直し、C++に必須の構文やクラス
をしっかり網羅し、初学者向けにやさしく解説しています。1つのプログラムをテーマに沿ってどんどん改造して
いくので、自分のやりたいことを実現していく過程がよくわかります。

スラスラわかるC++ ―はじめてでもつまず
かない!―第2版（Beginner's Best Guide to
Programming）

教育
分 野
¥7,920(＋税)
学術・1アクセス
¥15,950(＋税)
学術・3アクセス
9784798156927
著編者名
NTTラーニングシステムズ株式会社
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044894
本書は、主に小学校・中学校・高等学校における情報セキュリティポリシーの策定やICT活用のためのガイド
ブックです。セキュリティ対策に取り組む教職員の方や教育委員会の方に向けて指南します。文部科学省「教
育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に準拠しています。学校現場における情報セキュリティの入
門書として、現場の目線で気を付けること、守ることを解説します。

学校の情報セキュリティ実践マニュアル ―
教育の現場で安心してICTを活用するため
に―

建築学
分 野
¥12,650(＋税)
学術・1アクセス
¥25,410(＋税)
学術・3アクセス
9784798146416
著編者名
Aiprah
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044895
本書はVectorworks最新版2018/2017の基本操作から実務で役立つテクニックまで、わかりやすく解説した1冊
です。平面図や家具の三面図などの2D製図はもちろん、空間のモデリング、レンダリングといった3Dの制作、
さらにプレゼンボードやイメージパース作成まで、リアリティのある実習で、手を動かしながら身につけることが
できます。

Vectorworksパーフェクトバイブル
2018/2017対応 ―Windows & Mac―

分 野

HTML5&CSS3しっかり入門教室 ―ゼロから
学術・1アクセス
よくわかる、使える力が身につく。―

電気工学

¥8,580(＋税)
¥17,270(＋税)
学術・3アクセス
9784798154558
著編者名
山崎 響
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044901
本書はHTMLとCSSによるWeb制作をゼロから学べる教科書です。基本だけでなく、Webに動きを与えるjQuery
や、スマートフォンなどにも対応した レスポンシブWebについても解説するので、現場ですぐに使える技術も身
に付きます。 本の中でも随所に「つまずきポイント」を設けることで、 初学者へのフォローをしながら解説して
いきます。
分 野
Oracle Database Gold 12c Advanced
Administration ―試験番号1Z0-063―（オラ 学術・1アクセス
クルマスター教科書）
学術・3アクセス

総記

¥24,640(＋税)
¥49,280(＋税)
9784798147956
著編者名
渡部 亮太
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044902
オラクルマスターの上級資格「Gold 12c」の学習書がいよいよ登場します。解説編と練習問題編の2分冊構成。
解説編では、Gold試験の幅広い出題範囲に対応し、試験で問われるポイントを詳しく解説します。練習問題編
は、実際の試験対策として、本試験と同形式・同レベルの問題を豊富に収録しています。練習問題編の問題を
PC画面で解けるWebアプリ付き。※本電子書籍の取り外しはできません。
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経済
分 野
¥9,350(＋税)
学術・1アクセス
絵で見てわかるRPAの仕組み
¥18,700(＋税)
学術・3アクセス
9784798157061
著編者名
西村 泰洋
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044903
本書では、RPAの導入形態、構成要素、構造から、ロボット開発、システム開発、導入プロセス、運用管理とセ
キュリティ、類似・補完技術まで、RPAの「仕組み」のすべてが絵を見て一から理解できます。また、具体的な実
装や代表的なRPA製品の特徴、および実際の画面も掲載しているため、何となくでしか理解できなかったRPA
の全体像がすっきりとわかります。
分 野

SQLの絵本 ―データベースが好きになる新
学術・1アクセス
しい9つの扉―第2版

総記

¥6,380(＋税)
¥12,870(＋税)
学術・3アクセス
9784798155142
著編者名
アンク
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044905
データベースの基礎知識を解説し、データの操作を実際に試して学ぶことができる一冊です。絵を多用し、短
い解説で絵本のようにビジュアルに理解することができます。2ページを単位とした説明、基礎に絞り込んだ内
容でスピーディに習得でき、予備知識は不要です。「データベースの基本概念」から学べます。無料で試せる、
最新のデータベースのインストール方法も紹介。

総記
分 野
¥10,120(＋税)
学術・1アクセス
¥20,240(＋税)
学術・3アクセス
9784798156590
著編者名
加藤 勝也
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044906
本書はAmazon Alexaを利用したWebサービスおよびデバイス開発の入門書です。Part1では、Amazon Alexaの
開発環境の準備からはじまりAmazon Alexaのコア技術であるスキル開発の基本やWebサービスの開発手法
を解説します。Part2では、AVS（Alexa Voice Service）やRaspberry Piを利用したアプケーションの開発手法を
解説します。

Amazon Alexa開発ガイド ―Alexa対応スキ
ル&AVS対応アプリの作り方―
（AI&TECHNOLOGY）

図書、書誌学
分 野
¥10,780(＋税)
学術・1アクセス
¥21,560(＋税)
学術・3アクセス
9784798157078
著編者名
吉永 徹美
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044907
唯一無二のLaTeXリファレンスとしての信頼感はそのままに、TeX LiveやUnicode環境にも対応して帰ってき
た！現場で実際に使われる中で必要とされるノウハウをぎっしり詰め込み、豊富なサンプルと実行結果で丁寧
に解説します。さらにプレゼンテーション環境Beamerなど、文書作成にとどまらないテクニックも満載。この一
冊が、LaTeXを「さらに」使いこなせるようにしてくれます！

LATEX2e辞典 増補改訂版（DESKTOP
REFERENCE）

分 野

技術者のための線形代数学 ―大学の基礎
学術・1アクセス
数学を本気で学ぶ―

総記

¥9,350(＋税)
¥18,810(＋税)
学術・3アクセス
9784798155364
著編者名
中井 悦司
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044908
「機械学習を支える『数学』をもう一度しっかりと勉強したい」方々に向け、理工系の大学生が学ぶ『線形代数
学』を基礎から解説。機械学習を支える大学数学の3分野のうち、線形代数学を順序立てて学習できる姉妹編
の既刊『技術者のための基礎解析学』『技術者のための確率統計学』と本書を含む三部作を通し、「厳密な数
学」の世界を振り返り、じっくりと味わっていただければ幸いです。

総記
分 野
¥10,120(＋税)
学術・1アクセス
テスト駆動Python
¥20,240(＋税)
学術・3アクセス
9784798157603
著編者名
Brian Okken
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044912
Pythonでテスト駆動開発をするために知っておきたいpytestのすべて。本書は、pytestを使ったテスト駆動開
発する・シンプルなテストをシンプルに書く・複雑なテストもシンプルに書く・読みやすいテストを書く・
self.assertEqual（）やself.assertLessThan（）のようなものではなく、assertだけでテスト駆動する・単体テストまた
はnoseのテストを実行できるようにすることを目的とした一冊です。

2018/12/13 現在

分 野
Effective C#6.0/7.0 ―ジェネリスクとLINQを
中心に、洗練されたプログラムにする50の 学術・1アクセス
方法―
学術・3アクセス

総記

¥11,550(＋税)
¥23,210(＋税)
9784798153865
著編者名
Bill Wagner
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044916
Effectiveシリーズ待望のC#第3版。C#を使った開発時に、躓きがちな問題点、・高速化・効率化・可読性の向
上・メンテナンス性の向上・最新機能を盛り込みつつ、後方互換も取らなければならない・API設計指針などの
解決策を、豊富な実例とともに詳解しています。単なるサンプルコードの提示だけに留まらず、「どう違うのか」
「なぜそうするのか」「これによって何が得られるのか」を実例による検証とともに解説しています。

総記
分 野
¥14,080(＋税)
学術・1アクセス
¥28,160(＋税)
学術・3アクセス
9784798158082
著編者名
落合 和雄
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044917
記述・論述の「書き方」を丁寧に解説。システム監査の基本的な知識から専門的な項目まで、ポイントを押さえ
た説明で効率よく学習でき、内容は最新のシラバスおよび試験要網に対応。短時間で重要項目のまとめがで
きるチェックリストつき（巻末）。

システム監査技術者 ―対応試験AU―（情
報処理教科書 2019〜2020年版）

分 野

新ほめられデザイン事典写真レタッチ・加工
学術・1アクセス
―Photoshop―

総記

¥8,690(＋税)
¥17,380(＋税)
学術・3アクセス
9784798155890
著編者名
永楽 雅也
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044918
おぼえて楽しいテクニック満載！本書は定番のレタッチから、トレンドの加工表現、また驚くようなコラージュま
で一冊にまとめた140の上質レシピ集です。「これ、どうやって作ったの？」「ちょっと真似してみたい」そんな魅
力的なテクニックが満載です。＊サンプルデータは一部ダウンロードできます。

総記
分 野
¥10,450(＋税)
学術・1アクセス
¥20,900(＋税)
学術・3アクセス
9784798157931
著編者名
松原 敬二
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044920
翔泳社の情報処理教科書シリーズの著者陣は、受験セミナーの人気講師や第一線で活躍する現役技術者な
ど、各分野のエキスパート！そのような著者が合格に必要な知識を吟味し、ポイントを絞って解説しているた
め、効率よく学習することができます。本書では、全高度試験の過去問題を踏まえた上で、次期試験で再出題
される可能性の高い問題を選定しているため、過去問演習が効率よく行えます。

高度試験午前Ⅰ・Ⅱ ―情報処理技術者試
験学習書―（情報処理教科書 2019年版）

分 野

技術者のための確率統計学 ―大学の基礎
学術・1アクセス
数学を本気で学ぶ―

総記

¥9,350(＋税)
¥18,810(＋税)
学術・3アクセス
9784798157863
著編者名
中井 悦司
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044921
「機械学習を支える『数学』をもう一度しっかりと勉強したい」方々に向け、理工系の大学生が学ぶ『確率統計
学』を基礎から解説した書籍です。機械学習を支える大学数学の3分野のうち、確率統計学を順序立てて学習
できます。姉妹編の既刊『技術者のための基礎解析学』『技術者のための線形代数学』と本書を含む三部作を
通し、「厳密な数学」の世界を振り返り、じっくりと味わっていただければ幸いです。
分 野
現場で使える!PyTorch開発入門 ―深層学
習モデルの作成とアプリケーションへの実装 学術・1アクセス
―（AI&TECHNOLOGY）
学術・3アクセス

総記

¥9,680(＋税)
¥19,360(＋税)
9784798157184
著編者名
杜 世橋
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044922
本書は、 杜 世橋氏がKindle Direct Publishingを利用してKindleストアで販売している『PyTorchで学ぶニューラ
ルネットワークと深層学習』（ASIN: B078WK5CPK）を書籍化したものです。最新（2018年7月時点）のPyTorch
v0.4に対応し、「Colaboratory」の利用方法を追加。GPU環境が利用できない読者でも様々なニューラルネット
ワークのモデル学習が体験できます。

2018/12/13 現在

電気工学
分 野
¥6,050(＋税)
学術・1アクセス
図解まるわかりネットワークのしくみ
¥12,100(＋税)
学術・3アクセス
9784798157498
著編者名
Gene
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044929
ネットワークにかかわる技術と機器の役割が理解できる1冊。LANとWAN、TCP/IPなどのネットワークの基礎知
識から、セキュリティまで解説。新入社員や転職者など、これからIT業界で働く方にもわかりやすい内容です。
見開き1トピックで片面図版なので、わからないところから読めます。自宅PCでできる実習項目つき。

総記
分 野
¥9,020(＋税)
学術・1アクセス
¥18,150(＋税)
学術・3アクセス
9784798157825
著編者名
ミック
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年
2018年 商品コード 1029044933
SQLの正しい書き方・考え方が学べる『達人に学ぶSQL徹底指南書』の改訂・第2版です。第2版では、SQLの
強力な機能ウインドウ関数を全面的に採用して多くのコードをリバイスし、CASE式、ウィンドウ関数、外部結
合、HAVING句、EXISTS述語など、SQLを扱うエンジニアに必要な「正しい書き方・考え方」「ビッグデータ時代
に対応したモダンなSQL機能を駆使した書き方」を徹底解説しています。

達人に学ぶSQL徹底指南書 ―初級者で終
わりたくないあなたへ―第2版（CodeZine
BOOKS）

総記
分 野
¥12,540(＋税)
学術・1アクセス
¥25,080(＋税)
学術・3アクセス
9784295004806
著編者名
青山 真也
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2018年 商品コード 1028499589
出版社
コンテナオーケストレーションの業界標準クラウドネイティブ開発の第一歩を踏み出そう! Kubernetes認定資格
(Certified Kubernetes Administrator/Certified Kubernetes Application Developer)保有者直伝! プロダクション
環境で培われた、Kubernetesを使い倒すための実践ノウハウが満載の一冊です。Kubernetesはコンテナ化さ
れたアプリケーションのデプロイ、スケーリング、および管理を自動化するためのプラットフォーム(コン

Kubernetes完全ガイド ―コンテナオーケス
トレーションの業界標準―【スマホ・読上】
（impress top gear） （※）

分 野

マイコンボードで学ぶ楽しい電子工作 【スマ
学術・1アクセス
ホ・読上】（NextPublishing） （※）

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
学術・3アクセス
9784844398509
著編者名
榊 正憲
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2018年 商品コード 1028546475
出版社
作って動かす喜びをいだきながら、電気や電子の基礎知識も身につけよう！

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
那須 理也
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Vue.jsとNuxt.jsでユニバーサルアプリを構築！

Hello!! Nuxt.js 【スマホ・読上】（技術書典シ
リーズ(NextPublishing)） （※）

iOSアプリ開発デザインパターン入門 【スマ
ホ・読上】（技術書典シリーズ
(NextPublishing)） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
千葉 大志
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
iOS初級者を中級者にステップアップ！

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844398400
2018年 商品コード 1028546602

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844398325
2018年 商品コード 1028546605

2018/12/13 現在

Mackerelではじめるお手軽Webサービス監
視 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
(NextPublishing)） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
大中 浩行
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Mackerelを使いこなしてWebサービス監視を効率化！

¥4,620(＋税)
¥9,240(＋税)
9784844398301
2018年 商品コード 1028546607

Vue.jsとFirebaseで作るミニWebサービス
【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
（NextPublishing）） （※）

分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥10,560(＋税)
学術・3アクセス
9784844398356
著編者名
渡邊 達明 著
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2018年 商品コード 1028546612
出版社
Vue.jsとFirebaseを使って、はじめてのシングルページアプリケーションを作る！

分 野
WOWHoneypotの遊びかた “おもてなし”機能で
サイバー攻撃を観察する！ 【スマホ・読上】（技 学術・1アクセス
術書典シリーズ(NextPublishing)） （※）
学術・3アクセス

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844398394
著編者名
森久 和昭
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2018年 商品コード 1028546613
出版社
ハニーポットを実際に運用して、サイバー攻撃の実態を目の当たりにしてみよう！

今日からはじめる「技術Podcast」完全入門
【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
（NextPublishing）） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
ｉｔｏｐｏｉｄ 他著
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
今すぐあなたもPodcastでアウトプット！

¥4,620(＋税)
¥9,240(＋税)
9784844398462
2018年 商品コード 1028546619

最新ブラウザ対応で気持ちよく書くCSSデザイン
分 野
Chrome、Safari、Firefox、Edge、Internet Explorer 11
学術・1アクセス
対応！ 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
学術・3アクセス
（NextPublishing）） （※）
著編者名
吉川 雅彦 著
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
最新ブラウザ対応で気持ちよくコーディング!

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844398349
2018年 商品コード 1028546621

分 野
子どもと育てるスマートスピーカー 【スマホ・
読上】（技術書典シリーズ（NextPublishing）） 学術・1アクセス
（※）
学術・3アクセス
著編者名
長村 ひろ 著
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
スマートスピーカーを子育てに活用しよう！

底本ISBN
底本発行年

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844398332
2018年 商品コード 1028546622

2018/12/13 現在

誰でもつかえる！ウェブフォント実践マニュ
アル 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
（NextPublishing）） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
大木 尊紀 著
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
ウェブフォントの基礎から最適化まで、なんでもござれの一冊！

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784844398387
2018年 商品コード 1028546623

XIII th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on
分 野
BIOMECHANICS and MEDICINE in SWIMMING
学術・1アクセス
PROCEEDINGS 【スマホ・読上】（NextPublishing）
学術・3アクセス
（※）
Japanese
Society
of
Sciences
in
Swimming
and
Water
Exercise
底本ISBN
著編者名
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
State of the Art of Swimming Science in 21st Century

¥13,200(＋税)
¥26,400(＋税)
9784844398493
2018年 商品コード 1028860017

分 野
いま明かされる！すばる望遠鏡ソフトウェアとの熱き
闘い 開発に秘められた情熱と現実 【スマホ・読上】 学術・1アクセス
【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
残されていた記録から解明された迫真の科学ドキュメント

¥6,600(＋税)
¥13,200(＋税)
9784844398530
商品コード 1028860018

分 野

「第5次エネルギー基本計画」を読み解く 【ス
学術・1アクセス
マホ・読上】（NextPublishing） （※）
著編者名
山家 公雄
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
日本のエネルギー政策の問題点とあるべき姿は？

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784844398578
2018年 商品コード 1028860019

分 野

実践!GeneXusによるシステム開発 【スマホ・
学術・1アクセス
読上】（NextPublishing） （※）

学術・3アクセス
著編者名
JBCC株式会社
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
GeneXusによるシステム開発のノウハウをドリル形式で紹介!!

¥8,250(＋税)
¥16,500(＋税)
9784844398653
2018年 商品コード 1028860020

分 野

人工偽脳AIがつくるのは偽の脳 【スマホ・読
学術・1アクセス
上】（OnDeck Books(NextPublishing)） （※）

学術・3アクセス
著編者名
阿江 忠
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
AIの実体は大したことはないので、何も恐れることはありません。

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784844398646
2018年 商品コード 1028860021

2018/12/13 現在

「Auth0」で作る!認証付きシングルページア
プリケーション 【スマホ・読上】（技術書典シ
リーズ(NextPublishing)） （※）

分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥10,560(＋税)
学術・3アクセス
9784844398417
著編者名
土屋 貴裕
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2018年 商品コード 1028860022
出版社
Auth0を使って、セキュアなシングルページアプリケーションを体験しよう！

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
渋田 達也
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Vue.jsを現場で使いこなすためのTips集！

現場で使えるVue.js tips集 【スマホ・読上】
（技術書典シリーズ(NextPublishing)） （※）

Amazon Web Servicesサーバーレスレシピ
【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
(NextPublishing)） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
矢田 裕基
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
AWSでサーバーレスサービスを設計・構築してみる！

分 野
Haskellで作るWebアプリケーション 【スマホ・
読上】（技術書典シリーズ(NextPublishing)） 学術・1アクセス
（※）
学術・3アクセス
著編者名
岡本 和樹
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
HaskellのウェブアプリケーションフレームワークYesodの入門書！

エンサイクロペディア技術書典シリーズ 【ス
マホ・読上】（技術書典シリーズ
(NextPublishing) 2018夏） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
技術書典シリーズ編集部
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
2018年の最新技術動向がこの１冊に集結！

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844398431
2018年 商品コード 1028860023

¥4,620(＋税)
¥9,240(＋税)
9784844398448
2018年 商品コード 1028860024

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844398516
2018年 商品コード 1028860025

¥13,200(＋税)
¥26,400(＋税)
9784844398547
2018年 商品コード 1028860026

分 野

Swiftで書いておぼえるTDD 【スマホ・読上】
学術・1アクセス
（技術書典シリーズ(NextPublishing)） （※）
著編者名
田中 賢治
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
書きながらおぼえるテスト駆動開発！

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥4,620(＋税)
¥9,240(＋税)
9784844398585
2018年 商品コード 1028860027

2018/12/13 現在

分 野
ネコミミでもわかるフロントエンド開発環境構
学術・1アクセス
築 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
(NextPublishing)） （※）
学術・3アクセス
著編者名
汐瀬 なぎ
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
複雑化したフロントエンド開発環境の構築を１からお手伝い！

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
石井 葵
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
定番BIツールElactickStack最新バージョン対応解説書！

Elastic Stackで作るBI環境 【スマホ・読上】
（技術書典シリーズ(NextPublishing)） （※）

分 野
Vue.jsとFirebaseで作るミニWebサービス 改
訂新版 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ 学術・1アクセス
(NextPublishing)） （※）
学術・3アクセス
著編者名
渡邊 達明
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
人気タイトルをさらにボリューム増の改訂新版！

化学 2018年11月号
著編者名
出版社

化学同人

化学 2018年12月号
著編者名
出版社

化学同人

底本ISBN
底本発行年

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥4,620(＋税)
¥9,240(＋税)
9784844398592
2018年 商品コード 1028860028

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844398608
2018年 商品コード 1028860029

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844398615
2018年 商品コード 1028860030

¥2,200(＋税)
¥3,080(＋税)
商品コード

1028847090

¥2,200(＋税)
¥3,080(＋税)
商品コード

1028973177

2018/12/13 現在

既刊タイトル 新着情報
冊子の刊行から半年以上のタイトルです

建築学
分 野
¥3,960(＋税)
学術・1アクセス
ガウデイの生涯 第2版
¥5,940(＋税)
学術・3アクセス
9784395001330
著編者名
丹下, 敏明
底本ISBN
出版社
彰国社
底本発行年
1982年 商品コード 1028391621
アントニ・ガウデイの生涯を彼の作品を通して解説したもの。個々の作品の生まれる動機や、当時の時代的背
景などを織り込みながら、彼の思想や作品の変遷を述べたもので、ガウデイの入門書として格好のものであ
る。

建築学
分 野
¥14,696(＋税)
学術・1アクセス
¥22,044(＋税)
学術・3アクセス
9784395000845
著編者名
磯崎, 新
底本ISBN
出版社
彰国社
底本発行年
1979年 商品コード 1028391620
建築家および建築をとりまく分野で活躍している芸術家たちについて、1970年以後に書かれた論稿を集積した
作家論集。

建築の地層

家政学、生活科学
分 野
¥5,500(＋税)
学術・1アクセス
¥7,700(＋税)
学術・3アクセス
9784767910475
著編者名
田村, 照子
底本ISBN
出版社
建帛社
底本発行年
2004年 商品コード 1028391625
衣服を人間に最も身近な微小環境と位置づけ，機能的で健康な衣生活が実現できる自立した消費者の育成
を目的に記述。有機的に関連づけた基礎編と応用編で実際的な学習ができるよう構成。

衣環境の科学 （衣の科学シリーズ）

分 野

家政学、生活科学

衣服材料の科学 第3版（衣の科学シリーズ） 学術・1アクセス

¥5,500(＋税)
¥8,250(＋税)
学術・3アクセス
9784767910499
著編者名
島崎, 恒藏
底本ISBN
出版社
建帛社
底本発行年
2009年 商品コード 1028391626
新しい素材，技術，情報を可能な限り取り入れわかりやすく解説。特にニットは十分な理解ができるよう詳説
し，編物とニットのバランスを適切に保った。難解な読みにはルビ，主要な述語には英名を付記。

家政学、生活科学
分 野
¥5,500(＋税)
学術・1アクセス
衣服管理の科学 （衣の科学シリーズ）
¥7,700(＋税)
学術・3アクセス
9784767910482
著編者名
片山, 倫子
底本ISBN
出版社
建帛社
底本発行年
2002年 商品コード 1028391627
大学・短大等の「被服管理学」「被服整理学」の教科書。最新の研究，資料等に基づき洗濯に関すること全般
を述べる。

2018/12/13 現在

家政学、生活科学
分 野
¥5,500(＋税)
学術・1アクセス
衣服製作の科学 （衣の科学シリーズ）
¥8,250(＋税)
学術・3アクセス
9784767910468
著編者名
松山, 容子
底本ISBN
出版社
建帛社
底本発行年
2001年 商品コード 1028391628
被服構成学の入門書・解説書として，衣服の形と設計に関する理論を最新の研究成果を含めて系統的に示す
と共に，実際のもの作りや衣服生産のシステムと課題に対する基礎的理解が得られるように構成。

心理学
分 野
¥5,170(＋税)
学術・1アクセス
¥7,700(＋税)
学術・3アクセス
9784414301878
著編者名
川端, 一光
底本ISBN
出版社
誠信書房
底本発行年
2014年 商品コード 1028494702
様々な統計手法を学んでいく上の基礎的知識を取り上げて解説したテキスト。本書では，記述統計量、相関係
数、正規分布、統計的仮説検定、ｚ検定を重点的に取り上げた。統計学に初めて触れる読者でもスムースに理
解できるよう、数式もできるだけ文字にて説明するなど高度な数式を極力避けて解説している。

心理学のための統計学入門 ―ココロの
データ分析―（心理学のための統計学 1）

分 野

実験心理学のための統計学 ―t検定と分散
学術・1アクセス
分析―（心理学のための統計学 2）

心理学

¥6,380(＋税)
¥9,460(＋税)
学術・3アクセス
9784414301885
著編者名
橋本, 貴充
底本ISBN
出版社
誠信書房
底本発行年
2016年 商品コード 1028494703
知覚、記憶、学習、感覚、認知、動物、感情に関する実験で必要となる概念を示しつつ、平均値の差を求める
実際的な統計手法を示す。帰無仮説や棄却域など、心理学実験で必須の事項を身に付けられる。

分 野

社会心理学のための統計学 ―心理尺度の
学術・1アクセス
構成と分析―（心理学のための統計学 3）

心理学

¥6,820(＋税)
¥10,230(＋税)
学術・3アクセス
9784414301892
著編者名
清水, 裕士
底本ISBN
出版社
誠信書房
底本発行年
2017年 商品コード 1028494704
自尊心、対人魅力、関係へのコミットメントなど、学生に学んでほしい社会心理学理論や概念をジャーナル論
文に似せたストーリーに盛り込み、各種分析法を解説。統計手法は特定のソフトウェアに限定せずに解説して
いるので、汎用性の高い教材となっている。

分 野

教育心理学のための統計学 ―テストでココ
学術・1アクセス
ロをはかる―（心理学のための統計学 4）

教育

¥6,380(＋税)
¥9,460(＋税)
学術・3アクセス
9784414301908
著編者名
熊谷, 龍一
底本ISBN
出版社
誠信書房
底本発行年
2015年 商品コード 1028494705
単語テストから全国規模の学力テスト、心理テストの日本語版標準化など各種テストを例に挙げ、望ましいテ
スト作りに役立つ統計手法を解説。本書では、信頼性係数、項目反応理論、マルチレベル分析、適性処遇交
互作用、特異項目機能などを取り上げた。

分 野
パーソナリティ心理学のための統計学 ―構
造方程式モデリング―（心理学のための統 学術・1アクセス
計学 6）
学術・3アクセス

心理学

¥6,380(＋税)
¥9,460(＋税)
9784414301922
著編者名
尾崎, 幸謙
底本ISBN
出版社
誠信書房
底本発行年
2014年 商品コード 1028494706
パーソナリティ心理学を学ぶ上で使用頻度の高い統計法を取り上げて解説したテキスト。本書は研究論文を
書く大学院生を想定し、学会誌に掲載された論文をベースに統計手法を解説するなど、実践的内容となってい
る。統計手法を学びつつ、パーソナリティ心理学の研究過程も学ぶことができる。

2018/12/13 現在

心理学
分 野
¥6,380(＋税)
学術・1アクセス
¥9,460(＋税)
学術・3アクセス
9784414301939
著編者名
宇佐美, 慧
底本ISBN
出版社
誠信書房
底本発行年
2015年 商品コード 1028494707
欠測データの分析法、モデル選択、潜在成長モデルの母数、区間線形の潜在成長モデルなど、縦断データ分
析の基礎から応用までを、心理学の文脈で分かりやすく解説したテキスト。真の発達軌跡をどうとらえればよ
いのかなど、実際の論文をもとに詳しく手順を説明しており、論文執筆時の参考書としても使える。

発達心理学のための統計学 ―縦断データ
の分析―（心理学のための統計学 7）

心理学
分 野
¥6,380(＋税)
学術・1アクセス
¥9,460(＋税)
学術・3アクセス
9784414301953
著編者名
松田, いづみ
底本ISBN
出版社
誠信書房
底本発行年
2015年 商品コード 1028494708
犯人像絞り込みなど、犯罪捜査で使われる頻度の高い統計手法を取り上げつつ、プロファイラーの仕事内容
も紹介した実践的なテキスト。本書では、多次元尺度法、決定木、ナイーブベイズ、ブートストラップ、数量化理
論、生存時間分析、地理空間分析など、犯罪心理学系の学会でも発表の多い手法を中心に解説。

犯罪心理学のための統計学 ―犯人のココ
ロをさぐる―（心理学のための統計学 9）

数学
分 野
¥3,000(＋税)
学術・1アクセス
(＋税)
学術・3アクセス
9784062574020
著編者名
木下, 栄蔵
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2003年 商品コード 1027984041
順列・確率を習わなかった文系の学生にもよくわかる！ 一見常識と思われていることが確率・統計の手法を
駆使すると以外な事実に辿り着く。ものの見方・発想をガラリと変える確率・統計の基礎から応用までを伝授。
●男と女が出会う機会は●宝くじの賞金総額を予想●今年のプロ野球の順位はどうなる●パチンコ必勝法は
あるのか●電子機器の平均寿命●有名進学校の合格率の信頼性●内閣総理大臣の支持率が気になる

Q&Aで学ぶ確率・統計の基礎 ―実際に直
面する問題をどう解くか―（ブルーバックス
B-1402）

分 野
ゆっくり考えよう!高校・総合学習の数学 ―
教育現場からの提案―（ブルーバックス B- 学術・1アクセス
1428）
学術・3アクセス

数学

分 野
フィールドガイドボルネオ野生動物 ―オラン
学術・1アクセス
ウータンの森の紳士録―（ブルーバックス
B-1498）
学術・3アクセス

動物学

¥2,700(＋税)
(＋税)
9784062574280
著編者名
佐々木, 正敏
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2003年 商品コード 1027984049
数学ほど総合学習にピッタリの素材はない！ 「ピタゴラス数」「百五減算」「にせ金さがし」「ベルヌーイ・オイ
ラーの封筒取り違えの問題」……時間さえあれば楽しく学べ、考える力のつくテーマが数学にはたくさんある。
せっかく導入された「総合的な学習の時間」をどうせなら活かしたいと、現場教師が提案する渾身の20テーマ。

¥6,000(＋税)
(＋税)
9784062574983
著編者名
浅間, 茂
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2005年 商品コード 1027984068
くりくり目玉のメガネザル、大きなお鼻のテングザル、大きくても目がやさしいアジアゾウ、奇っ怪な鳥・サイチョ
ウ、派手なアゲハチョウなど、日本にいちばん近い秘境の動物１５３種類を、解説付きカラー写真で徹底紹
介！

心理学
分 野
¥2,700(＋税)
学術・1アクセス
(＋税)
学術・3アクセス
9784062577731
著編者名
藤沢, 晃治
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2012年 商品コード 1027984125
これまでの悔やまれる判断ミスの原因分析から教訓を学び、判断の指針を作ってこれからの判断に活かし、よ
りよい人生を歩みましょう！

「判断力」を強くする ―正しく判断するため
の14の指針―（ブルーバックス B-1773）

2018/12/13 現在

分 野
世の中の真実がわかる「確率」入門 ―偶然
学術・1アクセス
を味方につける数学的思考力―（ブルー
バックス B-1967）
学術・3アクセス

数学

¥3,000(＋税)
(＋税)
9784062579674
著編者名
小林, 道正
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2016年 商品コード 1027984208
確率だらけの人生を、知的に楽しくサバイバル！ 生命保険のカラクリ、「大地震が起きる確率」、株の値動き、
スマホゲームの「ガチャ」、視聴率や内閣支持率などなど……。「確率」を通して考えると、世の中のさまざまな
真実が見えてきます。本書では、順列・組合せの基礎からベイズの定理まで、直感を裏切る「確率」の世界を
数学の正しい考え方で読み解いていきます。偶然と必然を見極め、人生を渡る基礎力が身につきます！

数学
分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
(＋税)
学術・3アクセス
9784062579735
著編者名
ラリー・ゴニック
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2016年 商品コード 1027984213
解析学の第一歩としての微分積分を、直感的なイラストで完全理解！解析学の最初の難所ε-δ（イプシロ
ン・デルタ）論法を使った極限の定義から微分積分までじっくりと解説。言葉だけではわかりにくい、複雑な概念
や考え方も、目からウロコのイラストですっきり理解。なぜこうなるのか、どんな意味があるのか、なっとくしなが
ら学べる。

マンガ「解析学」超入門 ―微分積分の本質
を理解する―（ブルーバックス B-1973）

分 野
最新Raspberry Piで学ぶ電子工作 ―作って
動かしてしくみがわかる : カラー図解―（ブ 学術・1アクセス
ルーバックス B-1977）
学術・3アクセス

電気工学

¥4,300(＋税)
(＋税)
9784062579773
著編者名
金丸, 隆志
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2016年 商品コード 1027984216
丁寧な解説が好評の『Raspberry Piで学ぶ電子工作』が全ページカラーでリニューアル！ 電子工作の超定番
からスマホやタブレットと連携させる応用まで。さまざまな演習を通して話題のラズパイを使った電子工作を
きっちり学べます。掲載内容は16年5月時点のもので、刊行後の更新情報をサポートページにて公開予定で
す。

物理学
分 野
¥3,600(＋税)
学術・1アクセス
(＋税)
学術・3アクセス
9784062579865
著編者名
中山, 正敏
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2016年 商品コード 1027984222
【電磁気学の理解が面白いほど深まる！】電磁気学の理解のためには数式ではなく、まず電場や磁場を「電
気力線」「磁力線」によって、物理的なモノとして捉えることが大切です。「力線」の運動の法則、その集大成が
電磁気学なのです。本書では、ファラデーによる「力線」の着想を軸に、現代物理につながるように電磁気学を
説明します。スマートフォンやICカードなどの応用技術にも触れ、読めば電磁気学の全体像がよく分かります。

ひとりで学べる電磁気学 ―大切なポイント
を余さず理解―（ブルーバックス B-1986）

総記
分 野
¥3,900(＋税)
学術・1アクセス
(＋税)
学術・3アクセス
9784062579896
著編者名
奈佐原, 顕郎
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2016年 商品コード 1027984225
さまざまな事情からLinuxを使い始める（学び始める）人が増えています。そうしたLinux初心者がまず戸惑うの
は、コマンドを使って操作する点ではないでしょうか。WindowsやMacならマウスを使う操作を、なぜコマンドで
行うのか。本書では、実際に数々のコマンドを打ち込みながら、その理由を学んでいきます。本格的にLinuxを
学び始める前に知っておくと便利なことを、さくっと読める一冊です。

入門者のLinux ―素朴な疑問を解消しなが
ら学ぶ―（ブルーバックス B-1989）

分 野

結果から原因を推理する「超」入門ベイズ統
学術・1アクセス
計 （ブルーバックス B-1998）

数学

¥2,800(＋税)
(＋税)
学術・3アクセス
9784062579988
著編者名
石村, 貞夫
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2016年 商品コード 1027984231
【推理ストーリーを楽しむうちに、ベイズ統計のポイントが分かる！】近年注目を集める新しい統計学「ベイズ統
計」。“原因の確率を結果から予測する”、それがベイズ統計のポイントです。この本では、ミステリー仕立ての
愉快なストーリーを読みながら、「ベイズの定理」を中心に学んでいきます。ベイズ統計のはじめの一歩に最適
です。

2018/12/13 現在

分 野
カラー図解Excel「超」効率化マニュアル ―
面倒な入力作業を楽にする―（ブルーバック 学術・1アクセス
ス B-1999）
学術・3アクセス

総記

¥3,300(＋税)
(＋税)
9784062579995
著編者名
立山, 秀利
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2017年 商品コード 1027984232
Excelを使ううえで避けて通れない「データ入力作業」を早く正確に行える仕組みの作り方を解説します。VBAな
どの高度な機能は使わずに、オートフィルや表示形式、データの入力規則、VLOOKUP関数、OFFSET関数、
条件付き書式などの基本機能を上手に組み合わせ、日付や曜日、金額データの入力などの自動処理を実
現。面倒なデータ入力作業の手間や時間、ミスを激減させ、作業効率を大幅にアップさせます。

数学
分 野
¥3,100(＋税)
学術・1アクセス
(＋税)
学術・3アクセス
9784065020036
著編者名
西来路, 文朗
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2017年 商品コード 1027984236
142857と、先頭の1を末尾に回した428571。２等分して足すと、どちらも答えは999！（142＋857、428＋571）
428571の先頭の4を末尾に回した285714でも同じ現象が！（285＋714＝999）ぐるぐる回る“ダイヤル数”のふ
しぎを生み出すのが素数！？「１÷素数」が描き出す定理と法則を探訪する、初等整数論への新しいアプロー
チ！

素数はめぐる ―循環小数で語る数論の世
界―（ブルーバックス B-2003）

分 野
曲がった空間の幾何学 ―現代の科学を支
える非ユークリッド幾何とは―（ブルーバック 学術・1アクセス
ス B-2023）
学術・3アクセス
著編者名
出版社

宮岡, 礼子
講談社

底本ISBN
底本発行年

数学
¥3,600(＋税)
(＋税)
9784065020234
2017年 商品コード 1027984253

「三角形の内角の和が180度にならない！」「2本の平行線が交わってしまう!?」「うらおもてのない曲面がある？」
「ユークリッド幾何と非ユークリッド幾何って何が違うの？」「そもそも曲面ってなに？」「曲面の曲がり方ってどうやって
測るの？」－－幾何を学びはじめるときにもつ疑問点や難しい概念を、イメージで捉えられるように丁寧に解説してい
きます。現代数学としての幾何を習得するために必要なことがぎっしりつまった幾何入門書。

物理学
分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
(＋税)
学術・3アクセス
9784065020326
著編者名
佐藤, 文隆
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2017年 商品コード 1027984259
アインシュタイン方程式の「トミマツ‐サトウ解」の発見で世界的に知られる著者が、量子力学の本質に迫る！
最先端の量子力学実験は、我々の科学認識に大きな変更を要求している。「観測」とはなにか？ 「物理量」は
実在するのか？二重スリット実験を巧妙に発展させた、最先端の干渉実験はなにを教えてくれるのか？量子
力学の腑に落ちない感覚を見つめ直す、佐藤文隆先生による新しい量子論。

佐藤文隆先生の量子論 ―干渉実験・量子
もつれ・解釈問題―（ブルーバックス B2032）

ひらめきを生む「算数」思考術 ―問題解決
力を高める厳選43題―（ブルーバックス B2033）
著編者名
出版社

安藤, 久雄
講談社

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

数学
¥3,100(＋税)
(＋税)
9784065020333
2018年 商品コード 1027984260

なぜ算数を学ぶのか――スキルアップである。鶴亀算、過不足算、仕事算、……いまではなんとなく解けてしまうかも
しれない。その解法の背景には、論理的思考力が隠されている。問題を把握し、わかりやすい形に変換し、解決への
道筋を計画し、実践する。これは、算数に限らずあらゆる問題解決に共通するプロセスである。あらためて算数の問
題の解き方を学ぶことで、学生から社会人まですべての人に求められるスキルが養われる！

総記
分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
(＋税)
学術・3アクセス
9784065020357
著編者名
神永, 正博
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2017年 商品コード 1027984262
ネットも、携帯も、SUICAなどのカードもみんな暗号で守られている現代社会、でも果たして安全か!? サイバー
空間ではハッカーたちとどのような攻防が繰り広げられているのか、暗号はどのように守られ、あるいは破られ
るのか、その舞台裏を実際に起きた事件や実例をもとに描きながら、社会の隅々に浸透した暗号技術の実態
（どのように実装されているか）と、現代暗号の進化とその仕組みについて分かりやすく解説します。

現代暗号入門 ―いかにして秘密は守られ
るのか―（ブルーバックス B-2035）
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分 野

美しすぎる「数」の世界 ―「金子みすゞの
学術・1アクセス
詩」で語る数論―（ブルーバックス B-2036）

数学

¥3,100(＋税)
(＋税)
学術・3アクセス
9784065020364
著編者名
清水, 健一
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2017年 商品コード 1027984263
「みえぬけれども あるんだよ」――数の宇宙にひそんでいる、思いがけない現象におどろく。ごくありふれた日
常の情景を感性豊かにとらえた金子みすゞの詩。ごくありふれた顔つきに見える数たちもまた、それぞれに個
性的で、ふしぎな性質をもっている。完全数、フェルマー数から、素数定理、相互法則まで。まったく新しいアプ
ローチで数論の魅力を語る入門書。
分 野

世界の名作数理パズル100 ―推理力・直観
学術・1アクセス
力を鍛える―（ブルーバックス B-2039）

数学

¥3,100(＋税)
(＋税)
学術・3アクセス
9784065020395
著編者名
中村, 義作
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2017年 商品コード 1027984266
世界中で多くの人が楽しんでいるパズル。気がつけば簡単に解けるものから、数学などの高度な知識が必要
なものまで、じつに多種多様です。本書は、パズル愛好家さえも唸らせる「名作」ばかり集めました。古典をは
じめ、数学者フェルマーが17世紀に提案した問題や、歴代のパズル書より選びに選び抜いた問題を、推理力
や直観力をフル稼働してお楽しみください。
分 野
理系のための微分・積分復習帳 ―高校の
微積分からテイラー展開まで―（ブルーバッ 学術・1アクセス
クス B-2043）
学術・3アクセス

数学

¥3,300(＋税)
(＋税)
9784065020432
著編者名
竹内, 淳
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2017年 商品コード 1027984270
科学・技術を学ぶ上で、最も重要な数学が、微分と積分です変化を記述する微分、面積や体積、量を計算する
積分。この２つは、科学や工学、さらには経済学でも最も重要な数学です。どちらも、基本はすべて高校で学び
ますが、「あやふやな人」が多いのも、この２つです。法則や定理を正確に理解するために、もう一度、しっかり
復習してみましょう。

数学
分 野
¥3,900(＋税)
学術・1アクセス
(＋税)
学術・3アクセス
9784065020463
著編者名
金, 重明
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2018年 商品コード 1027984272
19世紀前半、フランスの天才数学者エヴァリスト・ガロアが方程式に関して行った考察は、その後の数学や物
理学の発展に重要な役割を占めることになりました。方程式の解の関係性を表すガロア群。具体的な方程式
のガロア群を計算することで、複雑に見えていた解の構造が浮かび上がります。

方程式のガロア群 ―深遠な解の仕組みを
理解する―（ブルーバックス B-2046）

数学
分 野
¥4,300(＋税)
学術・1アクセス
(＋税)
学術・3アクセス
9784065020494
著編者名
逸見, 功
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2018年 商品コード 1027984275
統計学者によって開発された「Ｒ」は、データ解析のスタンダードになりつつあります。本書では補助ソフト「Ｒコ
マンダー」を用いた、コマンド入力のいらない解析の方法を紹介します。データの特徴の把握から、2変数間の
相関の解析、回帰分析による最適なモデルの選択まで、実際のデータ解析の流れを体験することで、操作方
法と統計の考え方が理解できる、初めての人に最適な一冊です。

統計ソフト「R」超入門 ―実例で学ぶ初めて
のデータ解析―（ブルーバックス B-2049）

分 野
カラー図解Raspberry Piではじめる機械学
習 ―基礎からディープラーニングまで―（ブ 学術・1アクセス
ルーバックス B-2052）
学術・3アクセス

総記

¥5,300(＋税)
(＋税)
9784065020524
著編者名
金丸, 隆志
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2018年 商品コード 1027984278
機械学習は、人工知能を支える技術の１つです。本書では、Raspberry Piを使いサポートベクトルマシンや多
層ニューラルネットワークを体験し、機械学習の概念の理解を目指します。最後はディープラーニングの演習も
行います。演習用のプログラムはダウンロードできるので、プログラミング経験なしでも、すぐはじめられます。
機械学習にはScikit-learn、ディープラーニングにはkeras、画像処理にはOpenCVを使用します。
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生物科学、一般生物学
分 野
¥5,000(＋税)
学術・1アクセス
(＋税)
学術・3アクセス
9784065116852
著編者名
平山, 令明
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2018年 商品コード 1027984282
生命とは、無数の「タンパク質分子」が織りなす、驚くほどの秩序を持った化学反応だ。生命の営みに必要な全
ての化学反応が、DNAに書かれている20種類のアミノ酸からなるタンパク質によって行われる。なぜ、そのよう
に働くのか？ 最新バイオサイエンスで明らかにされたタンパク質の働きと働く仕組みを、119点の高精細3Dカ
ラー図版を使って解説。無料分子グラフィック・ソフトウェア『CCP4mg』の使い方も巻末に。

カラー図解分子レベルで見た体のはたらき
―いのちを支えるタンパク質を視る―（ブ
ルーバックス B-2057）

数学
分 野
¥3,700(＋税)
学術・1アクセス
(＋税)
学術・3アクセス
9784065117569
著編者名
徳田, 雄洋
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2018年 商品コード 1027984284
２０世紀中期以降、とくに発展した科学の分野の１つに、アルゴリズムを設計する離散数学があります。離散数
学は連続数学と違い、とびとびの対象物を扱います。そして、アルゴリズムと呼ばれる問題解決の手順を作り
出します。本書では、とくに、「ものを分ける」問題を扱います。参加者全員が好きな対象物、あるいは参加者
全員がきらいな対象物で、分割可能なものを、参加者全員が納得できるように分割する方法を扱います。

離散数学「ものを分ける理論」 ―問題解決
のアルゴリズムをつくる―（ブルーバックス
B-2059）

音楽
分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
(＋税)
学術・3アクセス
9784065116647
著編者名
小方, 厚
底本ISBN
出版社
講談社
底本発行年
2018年 商品コード 1027984285
およそ10年前に刊行されたブルーバックス屈指の人気作が、装いを新たに生まれ変わる。なぜ音楽は音をデ
ジタル化し、ドレミ…を使うことにしたのか？ そもそもドレミ…はどうやって決まったのか？ なぜ特定の和音
は心地よいのか？ 簡単な数学で、知れば知るほどおもしろい音楽の秘密をあばく！

音律と音階の科学 ―ドレミ…はどのように
生まれたか―新装版（ブルーバックス B2060）

分 野

図解マンガフクダ流家庭菜園術 ―プロも納
学術・1アクセス
得!アイデア満載安心安全野菜―

園芸

¥3,520(＋税)
¥5,280(＋税)
学術・3アクセス
9784416615072
著編者名
福田 俊
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2015年 商品コード 1028388799
家庭菜園における有機・無機栽培法100テーマをオールカラーマンガでわかりやすく解説。『日本農業新聞』好
評連載の書籍化

地球科学、地学
分 野
¥3,520(＋税)
学術・1アクセス
¥5,280(＋税)
学術・3アクセス
9784416618158
著編者名
目代 邦康
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2018年 商品コード 1028388827
地層って何？ どうしてそこにあるの？ きれいな縞模様はどうやってできるの？ 基本を知れば、もっと地層の
面白さを堪能できる！

地層のきほん （やさしいイラストでしっかり
わかる）

天文学、宇宙科学
分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
¥4,950(＋税)
学術・3アクセス
9784416617526
著編者名
室井 恭子
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2017年 商品コード 1028388838
惑星ってどんな星？ 宇宙人はいるの？ そんな素朴な疑問をかわいいイラストとわかりやすい文章で答える惑
星の新しいきほんを紹介。

惑星のきほん （ゆかいなイラストですっきり
わかる）
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天文学、宇宙科学
分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
¥4,950(＋税)
学術・3アクセス
9784416617595
著編者名
白尾 元理
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2017年 商品コード 1028388839
もっとも身近な星で親しみのある月。ウサギの形に見える表面の様子や満ち欠けの仕組みなど、月にまつわ
るなぜ？をわかりやすく解説

月のきほん （ゆかいなイラストですっきりわ
かる）

天文学、宇宙科学
分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
¥4,950(＋税)
学術・3アクセス
9784416617618
著編者名
上出 洋介
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2018年 商品コード 1028388840
太陽は何色？ どうやって生まれたの？ 知れば知るほど太陽が身近になる、「太陽のきほん」がまるまるわか
る一冊です！

太陽のきほん （ゆかいなイラストですっきり
わかる）

分 野
¥8,800(＋税)
学術・1アクセス
¥22,000(＋税)
学術・3アクセス
9784839965372
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028352516
出版社
マイナビ
底本発行年
画像処理・画像認識、数値計算、電気・電子回路の動作確認などのテーマについて、C#によるWindowsフォー
ムアプリケーションの作成を通して学ぶことができます。

C# 画像処理・数値プログラミング プレミア
ムブックス版

分 野
Excelからはじめるビッグデータ分析 ―実践
で学ぶ、ビッグデータ活用の基本から分析 学術・1アクセス
方法まで―
学術・3アクセス

総記

¥8,250(＋税)
¥20,625(＋税)
9784839964115
著編者名
針原 森夫
底本ISBN
出版社
マイナビ
底本発行年
2018年 商品コード 1028352517
本書は企業のマーケティング担当の方やデータ分析担当の方向けに、ビッグデータ活用の基本から分析方法
までを解説したものです。データをどのように処理すれば有益な情報、自分の業務に使える解析ができるの
か、そのような現場の悩みに答える1冊です。

電気工学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥11,550(＋税)
学術・3アクセス
9784839964719
著編者名
松山 茂
底本ISBN
出版社
マイナビ
底本発行年
2017年 商品コード 1028352518
「MacBook」「MacBook Air」「MacBook Pro」の使い方がキホンからわかる解説書です。macOS High Sierra（ハ
イシエラ）で説明しています。 最新のMacBook Proに対応しており、そろそろ普及し出したTouch Barの使い方
もしっかり掲載しました。

MacBookマスターブック ―macOS High
Sierra対応版―（MacFan BOOKS）

分 野
macOS High Sierraマスターブック ―基本か
らさまざまな連携までマックOSハイシエラを 学術・1アクセス
網羅―（MacFan BOOKS）
学術・3アクセス

総記

¥5,445(＋税)
¥13,612(＋税)
9784839964702
著編者名
小山 香織
底本ISBN
出版社
マイナビ
底本発行年
2017年 商品コード 1028352519
2017年9月にリリースされた最新のMac OS「High Sierra（ハイシエラ）」の解説書籍です。新機能、アップグレー
ド機能をはじめ、ほぼすべての機能を網羅した、416ページの大ボリュームです。これ1冊でHigh Sierraのすべ
てはバッチリ。
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分 野
PHP7+MariaDB/MySQLマスターブック ―環
境構築から実践的なシステム作成まで完全 学術・1アクセス
習得!―
学術・3アクセス

電気工学

¥7,810(＋税)
¥19,525(＋税)
9784839962340
著編者名
永田 順伸
底本ISBN
出版社
マイナビ
底本発行年
2018年 商品コード 1028352520
2014年発行の『PHP＋MySQLマスターブック』を改訂を望む声にお応えして、PHPの最新バージョン7に完全対
応し、さらに内容を強化した1冊です。MariaDBはMySQLから派生したリレーショナルデータベースシステムで、
MySQLと互換性を保ちます。本書1冊でPHPとMariaDB／MySQLの基本とWebアプリケーションの構築法につ
いて実践的に学習できます。
分 野

ちゃんと使える力を身につけるJavaScriptの
学術・1アクセス
きほんのきほん

総記

¥6,820(＋税)
¥17,050(＋税)
学術・3アクセス
9784839961626
著編者名
大澤 文孝
底本ISBN
出版社
マイナビ
底本発行年
2017年 商品コード 1028352524
JavaScriptは、Webブラウザで実行するプログラムを書くために生まれたプログラミング言語です。ウィンドウを
開いたり、クリックするとページの一部が変わったりするギミックを実現するのに欠かせません。本書では、こ
れからJavaScriptを学ぶ方や、またはJavaScriptを書いたことはあるけれど、いまひとつよく理解できない点が
ある方を対象に、ゼロからJavaScriptを解説します。

総記
分 野
¥9,047(＋税)
学術・1アクセス
¥22,619(＋税)
学術・3アクセス
9784839965136
著編者名
加嵜 長門
底本ISBN
出版社
マイナビ
底本発行年
2018年 商品コード 1028352525
仕組みから実践までわかる、エンジニアのための「ブロックチェーン」解説書。本書は、知識と実践スキルをバ
ランス良く学べるよう、ブロックチェーン界隈の最新情報はもちろん、理解の前提となる暗号学や分散コン
ピューティングに加え、フレームワーク紹介や実践的なサンプルなどを盛り込み、さらに必要となる経済やビジ
ネスの話題にも深く踏み込んで解説しました。

ブロックチェーンアプリケーション開発の教
科書 ―作って学ぶ、暗号通貨とスマートコ
ントラクトの理論と実践―

総記
分 野
¥7,095(＋税)
学術・1アクセス
¥17,737(＋税)
学術・3アクセス
9784839963521
著編者名
立石 賢吾
底本ISBN
出版社
マイナビ
底本発行年
2017年 商品コード 1028352527
プログラマ「アヤノ」と、友達の「ミオ」の会話を通じて、楽しく機械学習を学んでいきます。・そもそも機械学習が
どうして注目を集めているのか？ ・機械学習でできることにはどんなことがあるのか？ ・どんな時に、回帰や
分類を使うと有効なのか？ といった基本から、丁寧に、じっくりと説明していきます。

やさしく学ぶ機械学習を理解するための数
学のきほん ―アヤノ&ミオと一緒に学ぶ機
械学習の理論と数学、実装まで―

作って学ぶiPhoneアプリの教科書 ―
Swift4&Xcode9対応―
著編者名
出版社

森 巧尚
マイナビ

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

通信事業
¥7,920(＋税)
¥19,800(＋税)
9784839964900
2017年 商品コード 1028352532

iPhoneアプリ開発のやさしい入門書、Swift4＆Xcode 9＆iOS 11対応版です。簡単なアプリから人工知能アプリまで、作って
試してみることで、アプリ作りの基本がわかる構成になっています。プログラミングが初めての人、苦手意識がある人でも楽
しく学んでいけるよう、簡単な、すぐに作れるサンプルをいろいろと用意しました。「iPhoneアプリを作る流れを理解する」
「Xcodeを使えるようになる」「プログラミング言語（Swift）を使えるようになる」、この3つが本書の目標です。なるべくやさしく、
わかりやすく

運輸、交通
分 野
¥4,372(＋税)
学術・1アクセス
徹底カラー図解東京メトロのしくみ
¥10,931(＋税)
学術・3アクセス
9784839963842
著編者名
マイナビ出版編集部
底本ISBN
出版社
マイナビ
底本発行年
2017年 商品コード 1028352549
東京の地下に張り巡らされた東京メトロの各路線や駅の構造、走行中のさまざまな車両の詳細（形式図や駆
動方式、制御方式など）について写真＆イラストで詳しく紹介！また、車両工場＆基地や運行、保守のしくみに
ついても詳しく解説します。 路線図には乗っていない連絡線のことや、丸ノ内線に眠る幻のホーム、過去に走
行した車両のことなど、鉄道ファン必見の情報が盛りだくさん。

2018/12/13 現在

分 野

いちばんやさしいJimdoの教本 ―人気講師
学術・1アクセス
が教える本格ホームページの作り方―
著編者名
出版社

学術・3アクセス
赤間 公太郎
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年

電気工学
¥6,534(＋税)
¥13,068(＋税)
9784295002260
2017年 商品コード 1028499582

ホームページ作成サービス「Jimdo（ジンドゥー）」のいちばんやさしい解説書。専門知識は一切不要、マウス操作と文字入力
だけで、パソコン&スマホ両対応の本格的なホームページが作れます。Jimdoの専門家として、セミナーなどでの指導経験の
豊富な著者陣が、実践的なコツを織り交ぜながら丁寧に解説。本書提供のサンプルデータを使いながら、画面付きの手順
解説に沿って操作ができるので、ホームページをはじめて作る人でも安心です。SNSとの連携や検索エンジン対策など、
ホームページの「集客」や運用面も丁寧に解説しています。

分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥10,560(＋税)
学術・3アクセス
9784802090926
著編者名
エクスジェン・ネットワークス
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2016年 商品コード 1028546193
出版社
何から手をつけ、どう進めるか。ITの現場で役立つ情報セキュリティのポイントを網羅

IT管理者のための情報セキュリティガイド
（NextPublishing）

ゲームを作りながら楽しく学べるＰyｔｈｏｎプ
ログラミング （Future Coders
（NextPublishing））

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
田中賢一郎
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
高校生のためのPython入門書

¥4,950(＋税)
¥9,900(＋税)
9784844397533
2017年 商品コード 1028546332

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
那須 理也 著
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Vue.jsで軽量・高速なWebアプリを作る！

¥4,290(＋税)
¥8,580(＋税)
9784844398264
2018年 商品コード 1028546379

Ｈｅｌｌｏ！！ Ｖｕｅ．ｊｓ 最新プログ （技術書
典シリーズ(NextPublishing)）

最新JavaScript開発 ―ES2017対応モダン
プログラミング―（技術書典シリーズ
（NextPublishing））

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
佐々木俊介
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
ECMAScript2017によるJavaScript開発の最新動向を学ぶ！

Advanced engineering mathematics 10th
ed., International student version
著編者名
出版社

Erwin Kreyszig
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥3,300(＋税)
¥6,600(＋税)
9784844397885
2017年 商品コード 1028546396

技術、工学
¥72,100(＋税)
¥108,100(＋税)
9780470646137
2011年 商品コード 1028796797

2018/12/13 現在

Organic Chemistry 11th ed. International
Student Version
著編者名
出版社

Solomons, T. W. Graham
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Chemistry ―The Molecular Nature of
Matter―7th ed. International Student
Version
著編者名
出版社

Brady, James E.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Analytical Chemistry 7th ed.
著編者名
出版社

Christian, Gary D.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Introduction to General, Organic, and
Biochemistry 11th ed.
著編者名
出版社

Hein, Morris
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Electrochemical Methods ―Fundamentals
and Applications―2nd ed.
著編者名
出版社

Bard, Allen J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Physical Chemistry 4th ed.
著編者名
出版社

Silbey, Robert J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥77,000(＋税)
¥115,500(＋税)
9781118323793
2013年 商品コード 1028973227

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥72,600(＋税)
¥108,800(＋税)
9781118717271
2014年 商品コード 1028973229

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥69,700(＋税)
¥104,600(＋税)
9780470887578
2013年 商品コード 1028973230

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥68,400(＋税)
¥102,600(＋税)
9781118501894
2014年 商品コード 1028973232

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥64,800(＋税)
¥97,100(＋税)
9780471043720
2001年 商品コード 1028973233

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥64,300(＋税)
¥96,400(＋税)
9780471215042
2004年 商品コード 1028973234

2018/12/13 現在

Spectrometric Identification of Organic
Compounds 8th ed.
著編者名
出版社

Silverstein, Robert M.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥59,300(＋税)
¥89,000(＋税)
9780470616376
2014年 商品コード 1028973235

分 野

Chemistry ―Structure and Dynamics―5th
学術・1アクセス
ed.
著編者名
出版社

Spencer, James N.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

General Organic and Biological Chemistry
―An Integrated Approach―4th ed.
著編者名
出版社

Raymond, Kenneth W.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

NMR Spectroscopy ―Basic Principles,
Concepts and Applications in Chemistry―
3rd ed.
著編者名
出版社

G&uuml;nther, Harald
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Laboratory Manual for Principles of
General Chemistry 10th ed.
著編者名
出版社

Beran, Jo A.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Organic Structures from Spectra 5th ed.
著編者名
出版社

Field, L. D.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥54,900(＋税)
¥82,300(＋税)
9780470587119
2011年 商品コード 1028973236

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥50,700(＋税)
¥76,100(＋税)
9781118352588
2013年 商品コード 1028973237

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥47,100(＋税)
¥70,600(＋税)
9783527330041
2013年 商品コード 1028973238

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥46,800(＋税)
¥70,200(＋税)
9781118621516
2014年 商品コード 1028973239

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥37,700(＋税)
¥56,600(＋税)
9781118325452
2013年 商品コード 1028973240

2018/12/13 現在

Experiments and Exercises in Basic
Chemistry 7th ed.
著編者名
出版社

Murov, Steven
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

March's Advanced Organic Chemistry ―
Reactions, Mechanisms, and Structure―
7th ed.
著編者名
出版社

Smith, Michael B.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Bioanalytical Chemistry 2nd ed.
著編者名
出版社

Mikkelsen, Susan R.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Modern Organic Synthesis ―An
Introduction―2nd ed.
著編者名
出版社

Zweifel, George S.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Intermediate Organic Chemistry 3rd ed.
著編者名
出版社

Fabirkiewicz, Ann M.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Physical Chemistry ―How Chemistry
Works―
著編者名
出版社

Kolasinski, Kurt W.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥37,500(＋税)
¥56,200(＋税)
9780470423738
2009年 商品コード 1028973241

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥34,600(＋税)
¥51,900(＋税)
9780470462591
2013年 商品コード 1028973242

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥32,500(＋税)
¥48,800(＋税)
9781118302545
2016年 商品コード 1028973244

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥32,500(＋税)
¥48,800(＋税)
9781119086536
2017年 商品コード 1028973245

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥26,000(＋税)
¥39,000(＋税)
9781118308813
2015年 商品コード 1028973247

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥35,100(＋税)
¥52,700(＋税)
9781118751121
2016年 商品コード 1028973248

2018/12/13 現在

The Organic Chem Lab Survival Manual ―
A Student's Guide to Techniques―10th
ed.
著編者名
出版社

Zubrick, James W.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Photochemistry and Photophysics ―
Concepts, Research, Applications―
著編者名
出版社

Balzani, Vincenzo
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Environmental Chemistry ―An Analytical
Approach―
著編者名
出版社

Overway, Kenneth S.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Practical High–Performance Liquid
Chromatography 5th ed.
著編者名
出版社

Meyer, Veronika R.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Organic Structures from 2D NMR Spectra
著編者名
出版社

Field, L. D.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Introduction to Computational Chemistry
3rd ed.
著編者名
出版社

Jensen, Frank
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥34,000(＋税)
¥50,900(＋税)
9781118875780
2016年 商品コード 1028973249

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥32,400(＋税)
¥48,600(＋税)
9783527334797
2014年 商品コード 1028973250

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥31,200(＋税)
¥46,800(＋税)
9781118756973
2017年 商品コード 1028973251

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥29,300(＋税)
¥43,900(＋税)
9780470682173
2010年 商品コード 1028973252

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥27,300(＋税)
¥41,000(＋税)
9781118868942
2015年 商品コード 1028973253

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥27,300(＋税)
¥41,000(＋税)
9781118825990
2017年 商品コード 1028973254

2018/12/13 現在

分 野

Asymmetric Synthesis of Natural Products
学術・1アクセス
2nd ed.
著編者名
出版社

Koskinen, Ari M. P.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Solid State Chemistry and its Applications
2nd ed., Student ed.
著編者名
出版社

West, Anthony R.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Arrow–Pushing in Organic Chemistry ―An
Easy Approach to Understanding Reaction
Mechanisms―2nd ed.
著編者名
出版社

Levy, Daniel E.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Organic Chemistry As a Second Language
―Second Semester Topics―4th ed.
著編者名
出版社

Klein, David R.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

The Art of Problem Solving in Organic
Chemistry 2nd ed.
著編者名
出版社

Alonso–Amelot, Miguel E.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Organic Chemistry As a Second Language
―First Semester Topics―4th ed.
著編者名
出版社

Klein, David R.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥25,000(＋税)
¥37,500(＋税)
9781119976691
2012年 商品コード 1028973255

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥23,400(＋税)
¥35,100(＋税)
9781119942948
2014年 商品コード 1028973256

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥23,400(＋税)
¥35,100(＋税)
9781118991329
2017年 商品コード 1028973257

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥22,300(＋税)
¥33,400(＋税)
9781119110651
商品コード 1028973258

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥19,500(＋税)
¥29,300(＋税)
9781118530214
2014年 商品コード 1028973259

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥22,300(＋税)
¥33,400(＋税)
9781119110668
2016年 商品コード 1028973260

2018/12/13 現在

Volcanoes ―Global Perspectives―
著編者名
出版社

Lockwood, John P.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Visualizing Earth History. (VISUALIZING
SERIES)
著編者名
出版社

Babcock, Loren E.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Environment 9th ed.
著編者名
出版社

Raven, Peter H.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Geographic Information Science and
Systems 4th ed.
著編者名
出版社

Longley, Paul A.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

The Blue Planet ―An Introduction to
Earth System Science―3rd ed.
著編者名
出版社

Skinner, Brian J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Visualizing Earth Science （Visualizing）
著編者名
出版社

Skinner, Brian J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥54,400(＋税)
¥81,500(＋税)
9781405162494
2010年 商品コード 1028973264

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥51,000(＋税)
¥76,500(＋税)
9780471724902
2008年 商品コード 1028973268

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥49,700(＋税)
¥74,500(＋税)
9781118875827
2015年 商品コード 1028973269

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥45,300(＋税)
¥67,900(＋税)
9781118676950
2015年 商品コード 1028973271

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥44,200(＋税)
¥66,300(＋税)
9780471236436
2011年 商品コード 1028973273

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥41,900(＋税)
¥62,800(＋税)
9780471747055
2009年 商品コード 1028973274

2018/12/13 現在

Visualizing Geology, Binder Ready Version
4th ed.（Visualizing）
著編者名
出版社

Murck, Barbara W.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Structural Geology of Rocks and Regions
3rd ed.
著編者名
出版社

Davis, George H.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Global Tectonics 3rd ed.
著編者名
出版社

Kearey, Philip
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

History of Life 5th ed.
著編者名
出版社

Cowen, Richard
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Sedimentology and Stratigraphy 2nd ed.
著編者名
出版社

Nichols, Gary
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Vertebrate Palaeontology 4th ed.
著編者名
出版社

Benton, Michael
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥40,300(＋税)
¥60,500(＋税)
9781118996515
2014年 商品コード 1028973275

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥38,500(＋税)
¥57,800(＋税)
9780471152316
2013年 商品コード 1028973277

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,700(＋税)
¥46,100(＋税)
9781405107778
2009年 商品コード 1028973282

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥27,900(＋税)
¥41,800(＋税)
9780470671726
2013年 商品コード 1028973284

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥27,900(＋税)
¥41,800(＋税)
9781405135924
2009年 商品コード 1028973285

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥26,000(＋税)
¥39,000(＋税)
9781118406847
2014年 商品コード 1028973286

2018/12/13 現在

分 野

The Insects ―An Outline of Entomology―
学術・1アクセス
5th ed.
著編者名
出版社

Gullan, P. J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Fundamentals of Conservation Biology 3rd
ed.
著編者名
出版社

Jr., Hunter, Malcolm L.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥26,000(＋税)
¥39,000(＋税)
9781118846155
2014年 商品コード 1028973287

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥34,700(＋税)
¥52,100(＋税)
9781405135450
2006年 商品コード 1028973291

分 野

An Introduction to Behavioural Ecology 4th
学術・1アクセス
ed.
著編者名
出版社

Davies, Nicholas B.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Global Warming ―Understanding the
Forecast―2nd ed.
著編者名
出版社

Archer, David
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

The Molecular Life of Plants
著編者名
出版社

Jones, Russell L.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Biochemistry and Molecular Biology of
Plants 2nd ed.
著編者名
出版社

Buchanan, Bob B.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥34,700(＋税)
¥52,100(＋税)
9781405114165
2012年 商品コード 1028973292

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥34,700(＋税)
¥52,100(＋税)
9780470943410
2011年 商品コード 1028973293

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥26,800(＋税)
¥40,200(＋税)
9780470870129
2012年 商品コード 1028973297

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥37,700(＋税)
¥56,600(＋税)
9780470714218
2015年 商品コード 1028973298

2018/12/13 現在

Principles of Heat and Mass Transfer 7th
ed. International Student Version
著編者名
出版社

Incropera, Frank P.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Foundations of Heat Transfer 6th ed. /
ISE.
著編者名
出版社

Incropera, Frank P.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Fluid Mechanics 9th ed. SI Version
著編者名
出版社

Fox, Robert W.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Principles of Engineering Thermodynamics
8th ed. SI Version
著編者名
出版社

Moran, Michael J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Engineering Circuit Analysis 11th ed.
International Student Version
著編者名
出版社

Irwin, J. David
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Principles of Electric Machines and Power
Electronics 3rd ed.
著編者名
出版社

Sen, P. C.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥73,600(＋税)
¥110,400(＋税)
9780470646151
2012年 商品コード 1028973299

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥72,600(＋税)
¥108,800(＋税)
9780470646168
2012年 商品コード 1028973300

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥71,300(＋税)
¥106,900(＋税)
9781118961278
2015年 商品コード 1028973301

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥71,000(＋税)
¥106,500(＋税)
9781118960882
2015年 商品コード 1028973302

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥70,000(＋税)
¥104,900(＋税)
9781118960639
2015年 商品コード 1028973303

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥68,700(＋税)
¥103,000(＋税)
9781118078877
2013年 商品コード 1028973304

2018/12/13 現在

分 野

Engineering and Chemical Thermodynamics
学術・1アクセス
2nd ed.
著編者名
出版社

Koretsky, Milo D.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

The Analysis and Design of Linear Circuits
7th ed.
著編者名
出版社

Thomas, Roland E.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Introduction to Electric Circuits 9th ed.
International Student Version
著編者名
出版社

Dorf, Richard C.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Engineering Fluid Mechanics 10th ed. SI
Version
著編者名
出版社

Elger, Donald F.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Antenna Theory and Design 3rd ed.
著編者名
出版社

Stutzman, Warren L.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Advanced Engineering Electromagnetics
2nd ed.
著編者名
出版社

Balanis, Constantine A.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥68,400(＋税)
¥102,600(＋税)
9780470259610
2013年 商品コード 1028973305

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥68,400(＋税)
¥102,600(＋税)
9781118065587
2012年 商品コード 1028973306

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥67,400(＋税)
¥101,000(＋税)
9781118321829
2013年 商品コード 1028973307

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥67,100(＋税)
¥100,700(＋税)
9781118318751
2013年 商品コード 1028973308

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥66,100(＋税)
¥99,100(＋税)
9780470576649
2012年 商品コード 1028973309

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥65,300(＋税)
¥97,900(＋税)
9780470589489
2012年 商品コード 1028973311

2018/12/13 現在

The Architect's Handbook of Professional
Practice 15th ed.
著編者名
出版社

American Institute of Architects,
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥65,000(＋税)
¥97,500(＋税)
9781118308820
2014年 商品コード 1028973312

分 野

Felder's Elementary Principles of Chemical
学術・1アクセス
Processes 4th ed.
著編者名
出版社

Felder, Richard M.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Environmental Engineering ―
Fundamentals, Sustainability, Design―2nd
ed.
著編者名
出版社

Mihelcic, James R.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Theory and Design for Mechanical
Measurements 6th ed.
著編者名
出版社

Figliola, Richard S.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Semiconductor Devices ―Physics and
Technology―3rd ed.
著編者名
出版社

Sze, Simon M.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Embedded Systems ―A Contemporary
Design Tool―1st ed.
著編者名
出版社

Peckol, James K.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥64,800(＋税)
¥97,100(＋税)
9781118092392
2016年 商品コード 1028973313

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥64,300(＋税)
¥96,400(＋税)
9781118741498
2014年 商品コード 1028973314

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥63,200(＋税)
¥94,800(＋税)
9781118881279
2015年 商品コード 1028973315

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥63,200(＋税)
¥94,800(＋税)
9780470537947
2016年 商品コード 1028973316

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥63,000(＋税)
¥94,400(＋税)
9780471721802
2008年 商品コード 1028973317

2018/12/13 現在

Microwave Engineering 4th ed.
著編者名
出版社

Pozar, David M.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Applied Statistics and Probability for
Engineers 6th ed. International Student
Version
著編者名
出版社

Montgomery, Douglas C.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Materials Science and Engineering 9th ed.
SI Version
著編者名
出版社

Jr., Callister, William D.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Deformation and Fracture Mechanics of
Engineering Materials 5th ed.
著編者名
出版社

Hertzberg, Richard W.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Process Dynamics and Control 3rd ed.
International Student Version
著編者名
出版社

Seborg, Dale E.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

An Introduction to Analog and Digital
Communications 2nd ed.
著編者名
出版社

Haykin, Simon
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥63,000(＋税)
¥94,400(＋税)
9780470631553
2011年 商品コード 1028973318

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥63,000(＋税)
¥94,400(＋税)
9781118744123
2014年 商品コード 1028973320

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥62,700(＋税)
¥94,000(＋税)
9781118319222
2014年 商品コード 1028973321

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥62,400(＋税)
¥93,600(＋税)
9780470527801
2012年 商品コード 1028973322

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥61,700(＋税)
¥92,500(＋税)
9780470646106
2011年 商品コード 1028973323

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥61,700(＋税)
¥92,500(＋税)
9780471432227
2006年 商品コード 1028973324

2018/12/13 現在

Water Resources Engineering 2nd ed.
著編者名
出版社

Mays, Larry W.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Analog Integrated Circuit Design 2nd ed. /
ISE.
著編者名
出版社

Carusone, Tony Chan
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Facilities Planning 4th ed.
著編者名
出版社

Tompkins, James A.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Medical Instrumentation ―Application and
Design―4th ed.
著編者名
出版社

Webster, John G.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Information Technology for Management ―
Advancing Sustainable, Profitable Business Growth
―10th ed. International Student Version
著編者名
出版社

Turban, Efraim
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Chemical Reactor Analysis and Design 3rd
ed.
著編者名
出版社

Froment, Gilbert F.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥60,900(＋税)
¥91,300(＋税)
9780470460641
2010年 商品コード 1028973325

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥59,300(＋税)
¥89,000(＋税)
9781118092330
2012年 商品コード 1028973326

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥59,300(＋税)
¥89,000(＋税)
9780470444047
2010年 商品コード 1028973327

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥59,100(＋税)
¥88,600(＋税)
9780471676003
2009年 商品コード 1028973328

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥58,000(＋税)
¥87,000(＋税)
9781118961261
2015年 商品コード 1028973329

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥56,700(＋税)
¥85,100(＋税)
9780470565414
2010年 商品コード 1028973330

2018/12/13 現在

Microelectronics 2nd ed. International
Student Version
著編者名
出版社

Razavi, Behzad
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Engineering Mechanics ―Dynamics―8th
ed.
著編者名
出版社

Meriam, J. L.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Principles of Communications 7th ed.
著編者名
出版社

Ziemer, Rodger E.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥56,200(＋税)
¥84,300(＋税)
9781118165065
2014年 商品コード 1028973331

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥56,200(＋税)
¥84,300(＋税)
9781118885840
2015年 商品コード 1028973332

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥55,400(＋税)
¥83,100(＋税)
9781118078914
2014年 商品コード 1028973333

分 野

Systems Analysis and Design ―An Object–
学術・1アクセス
Oriented Approach with UML―5th ed.
著編者名
出版社

Dennis, Alan
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Engineering Statistics 5th ed. SI Version
著編者名
出版社

Montgomery, Douglas C.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Statistical Quality Control ―A Modern
Introduction―7th ed.
著編者名
出版社

Montgomery, Douglas C.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥54,900(＋税)
¥82,300(＋税)
9781118804674
2015年 商品コード 1028973334

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥54,600(＋税)
¥81,900(＋税)
9780470646076
2011年 商品コード 1028973335

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥54,600(＋税)
¥81,900(＋税)
9781118322574
2012年 商品コード 1028973336

2018/12/13 現在

Construction Management 4th ed.
International Student Version
著編者名
出版社

Halpin, Daniel W.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Numerical Methods for Engineers and
Scientists 3rd ed.
著編者名
出版社

Gilat, Amos
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Remote Sensing and Image Interpretation
7th ed.
著編者名
出版社

Lillesand, Thomas
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Operating System Concepts with Java 8th
ed. International Student Version
著編者名
出版社

Silberschatz, Abraham
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Systems Analysis and Design 6th ed.
著編者名
出版社

Dennis, Alan
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Transport Phenomena Revised 2nd ed.
著編者名
出版社

Bird, R. Byron
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥53,600(＋税)
¥80,400(＋税)
9780470505939
2011年 商品コード 1028973337

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥53,300(＋税)
¥80,000(＋税)
9781118554937
2014年 商品コード 1028973338

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥52,600(＋税)
¥78,800(＋税)
9781118343289
2015年 商品コード 1028973339

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥52,000(＋税)
¥78,000(＋税)
9780470398791
2010年 商品コード 1028973340

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥51,300(＋税)
¥76,900(＋税)
9781118897843
2014年 商品コード 1028973341

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥50,200(＋税)
¥75,300(＋税)
9780470115398
2007年 商品コード 1028973342

2018/12/13 現在

Introduction to Manufacturing Processes
著編者名
出版社

Groover, Mikell P.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Operating System Concepts 9th ed.
International Student Version
著編者名
出版社

Silberschatz, Abraham
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Objects, Abstraction, Data Structures and
Design ―Using C++―
著編者名
出版社

Koffman, Elliot B.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥49,700(＋税)
¥74,500(＋税)
9780470632284
2011年 商品コード 1028973343

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥48,700(＋税)
¥73,000(＋税)
9781118093757
2013年 商品コード 1028973344

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥48,700(＋税)
¥73,000(＋税)
9780471467557
2005年 商品コード 1028973345

分 野

Introduction To Fluid Mechanics 5th ed. SI
学術・1アクセス
Version
著編者名
出版社

Young, Donald F.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Business Data Communications and
Networking 12th ed.
著編者名
出版社

FitzGerald, Jerry
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥48,700(＋税)
¥73,000(＋税)
9780470902158
2011年 商品コード 1028973346

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥46,300(＋税)
¥69,500(＋税)
9781118891681
2014年 商品コード 1028973348

分 野

Chemical Reactions and Chemical Reactors
学術・1アクセス
1st ed.
著編者名
出版社

Roberts, George W.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥45,500(＋税)
¥68,300(＋税)
9780471742203
2008年 商品コード 1028973349

2018/12/13 現在

分 野

Data Structures and Algorithms in C++ 2nd
学術・1アクセス
ed.
著編者名
出版社

Goodrich, Michael T.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Antenna Theory ―Analysis and Design―
4th ed.
著編者名
出版社

Balanis, Constantine A.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Data Structures ―Abstraction and Design
Using Java―2nd ed.
著編者名
出版社

Koffman, Elliot B.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Elementary Principles of Chemical
Processes, Binder Ready Version 4th ed.
著編者名
出版社

Rousseau, Ronald W.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Structural Concrete ―Theory and Design
―6th ed.
著編者名
出版社

Hassoun, M. Nadim
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Data Structures and Algorithms in Python
著編者名
出版社

Goodrich, Michael T.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥45,500(＋税)
¥68,300(＋税)
9780470383278
2011年 商品コード 1028973350

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥45,500(＋税)
¥68,300(＋税)
9781118642061
2016年 商品コード 1028973351

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥44,500(＋税)
¥66,700(＋税)
9780470128701
2010年 商品コード 1028973353

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥44,200(＋税)
¥66,300(＋税)
9781118431221
2015年 商品コード 1028973354

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥44,200(＋税)
¥66,300(＋税)
9781118767818
2015年 商品コード 1028973355

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥44,200(＋税)
¥66,300(＋税)
9781118290279
2013年 商品コード 1028973357

2018/12/13 現在

Big C++ 2nd ed.
著編者名
出版社

Horstmann, Cay S.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Introduction to Information Systems 5th
ed. International Student Version
著編者名
出版社

Rainer, R. Kelly
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Mechanical and Electrical Equipment for
Buildings 12th ed.
著編者名
出版社

Grondzik, Walter T.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Power Electronics ―A First Course―
著編者名
出版社

Mohan, Ned
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Electric Power Systems ―A First Course
―
著編者名
出版社

Mohan, Ned
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥44,200(＋税)
¥66,300(＋税)
9780470383285
2009年 商品コード 1028973358

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥43,200(＋税)
¥64,800(＋税)
9781118808559
2014年 商品コード 1028973359

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥42,900(＋税)
¥64,400(＋税)
9781118615904
2014年 商品コード 1028973360

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥42,200(＋税)
¥63,200(＋税)
9781118074800
2011年 商品コード 1028973361

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥42,200(＋税)
¥63,200(＋税)
9781118074794
2012年 商品コード 1028973362

分 野

Introduction to Finite Element Analysis and
学術・1アクセス
Design
著編者名
出版社

Kim, Nam–Ho
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥42,200(＋税)
¥63,200(＋税)
9780470125397
2008年 商品コード 1028973363

2018/12/13 現在

分 野

Data Structures and Algorithms in Java 6th
学術・1アクセス
ed. International Student Version
著編者名
出版社

Goodrich, Michael T.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

The Architecture of Computer Hardware,
Systems Software, and Networking ―An
Information Technology Approach―5th ed.
著編者名
出版社

Englander, Irv
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Big Java ―Late Objects―
著編者名
出版社

Horstmann, Cay S.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Rocket Propulsion Elements 9th ed.
著編者名
出版社

Sutton, George P.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

C++ for Everyone 2nd ed.
著編者名
出版社

Horstmann, Cay S.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥41,900(＋税)
¥62,800(＋税)
9781118808573
2014年 商品コード 1028973365

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥40,300(＋税)
¥60,500(＋税)
9781118322635
2014年 商品コード 1028973366

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥39,300(＋税)
¥58,900(＋税)
9781118087886
2012年 商品コード 1028973367

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥39,000(＋税)
¥58,500(＋税)
9781118753651
2017年 商品コード 1028973368

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥38,300(＋税)
¥57,400(＋税)
9780470927137
2011年 商品コード 1028973369

分 野

Olin's Construction ―Principles, Materials,
学術・1アクセス
and Methods―9th ed.
著編者名
出版社

Simmons, H. Leslie
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥37,700(＋税)
¥56,600(＋税)
9780470547403
2012年 商品コード 1028973370

2018/12/13 現在

Renewable and Efficient Electric Power
Systems 2nd ed.（Wiley – IEEE）
著編者名
出版社

Masters, Gilbert M.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Java For Everyone ―Late Objects―2nd
ed.
著編者名
出版社

Horstmann, Cay S.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Fundamentals of Building Construction ―
Materials and Methods―6th ed.
著編者名
出版社

Allen, Edward
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Heating, Cooling, Lighting ―Sustainable
Design Methods for Architects―4th ed.
著編者名
出版社

Lechner, Norbert
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Construction Contracting ―A Practical
Guide to Company Management―8th ed.
著編者名
出版社

Clough, Richard H.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Kinematics, Dynamics, and Design of
Machinery 3rd ed.
著編者名
出版社

Waldron, Kenneth J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥37,700(＋税)
¥56,600(＋税)
9781118140628
2013年 商品コード 1028973371

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥37,200(＋税)
¥55,800(＋税)
9781118063316
2012年 商品コード 1028973372

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥35,100(＋税)
¥52,700(＋税)
9781118138915
2013年 商品コード 1028973373

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥35,100(＋税)
¥52,700(＋税)
9781118582428
2014年 商品コード 1028973374

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥35,100(＋税)
¥52,700(＋税)
9781118693216
2015年 商品コード 1028973375

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥33,800(＋税)
¥50,700(＋税)
9781118933282
2016年 商品コード 1028973377

2018/12/13 現在

Structural Design ―A Practical Guide for
Architects―2nd ed.
著編者名
出版社

Underwood, James R.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Designing Interiors 2nd ed.
著編者名
出版社

Kilmer, Rosemary
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Construction Project Scheduling and
Control 3rd ed.
著編者名
出版社

Mubarak, Saleh A.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

The Building Environment ―Active and
Passive Control Systems―3rd ed.
著編者名
出版社

Bradshaw, Vaughn
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Wetlands 5th ed.
著編者名
出版社

Mitsch, William J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

A Global History of Architecture 3rd ed.
著編者名
出版社

Ching, Francis D. K.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥33,800(＋税)
¥50,700(＋税)
9780471789048
2007年 商品コード 1028973378

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥33,800(＋税)
¥50,700(＋税)
9781118024645
2014年 商品コード 1028973379

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥33,800(＋税)
¥50,700(＋税)
9781118846001
2015年 商品コード 1028973380

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥33,800(＋税)
¥50,700(＋税)
9780471689652
2006年 商品コード 1028973381

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥33,800(＋税)
¥50,700(＋税)
9781118676820
2015年 商品コード 1028973382

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥32,500(＋税)
¥48,800(＋税)
9781118981337
2017年 商品コード 1028973383

2018/12/13 現在

Construction Specifications Writing ―
Principles and Procedures―6th ed.
著編者名
出版社

Kalin, Mark
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥31,200(＋税)
¥46,800(＋税)
9780470380369
2010年 商品コード 1028973385

分 野

Building Systems for Interior Designers 3rd
学術・1アクセス
ed.
著編者名
出版社

Binggeli, Corky
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Landscape Architectural Graphic Standards
Student ed.（Ramsey/Sleeper Architectural
Graphic Standards Series）
著編者名
出版社

Hopper, Leonard J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Engineering Design Graphics ―Sketching,
Modeling, and Visualization―2nd ed.
著編者名
出版社

Leake, James
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Fundamental Principles of Polymeric
Materials 3rd ed.
著編者名
出版社

Brazel, Christopher S.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Aircraft Propulsion 2nd ed.
著編者名
出版社

Farokhi, Saeed
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥28,600(＋税)
¥42,900(＋税)
9781118925546
2016年 商品コード 1028973386

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥28,600(＋税)
¥42,900(＋税)
9780470067970
2007年 商品コード 1028973387

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥27,900(＋税)
¥41,800(＋税)
9781118078884
2012年 商品コード 1028973388

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥26,800(＋税)
¥40,200(＋税)
9780470505427
2012年 商品コード 1028973389

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥26,000(＋税)
¥39,000(＋税)
9781118806777
2014年 商品コード 1028973390

2018/12/13 現在

分 野

The Architect's Studio Companion ―Rules
学術・1アクセス
of Thumb for Preliminary Design―6th ed.
著編者名
出版社

Allen, Edward
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Color Drawing ―Design Drawing Skills and
Techniques for Architects, Landscape
Architects, and Interior Designers―3rd ed.
著編者名
出版社

Doyle, Michael E.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥38,600(＋税)
¥57,900(＋税)
9781119092414
2017年 商品コード 1028973391

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥38,600(＋税)
¥57,900(＋税)
9780471741909
2006年 商品コード 1028973392

分 野

Professional Practice for Interior Designers
学術・1アクセス
5th ed.
著編者名
出版社

Piotrowski, Christine M.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Site Engineering for Landscape Architects
6th ed.
著編者名
出版社

Strom, Steven
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Sun, Wind, and Light ―Architectural
Design Strategies―3rd ed.
著編者名
出版社

DeKay, Mark
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥38,600(＋税)
¥57,900(＋税)
9781118090794
2013年 商品コード 1028973393

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥38,600(＋税)
¥57,900(＋税)
9781118090862
2013年 商品コード 1028973395

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥37,100(＋税)
¥55,600(＋税)
9780470945780
2014年 商品コード 1028973396

分 野
Introduction to Computing Using Python ―
学術・1アクセス
An Application Development Focus―2nd
ed.
学術・3アクセス
著編者名
出版社

Perkovic, Ljubomir
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

底本ISBN
底本発行年

¥36,300(＋税)
¥54,400(＋税)
9781118890943
2015年 商品コード 1028973397

2018/12/13 現在

Practical Reliability Engineering 5th ed.
著編者名
出版社

O'Connor, Patrick
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

BIM Handbook ―A Guide to Building Information
Modeling for Owners, Managers, Designers,
Engineers and Contractors―2nd ed.
著編者名
出版社

Eastman, Chuck
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥35,500(＋税)
¥53,300(＋税)
9780470979815
2012年 商品コード 1028973398

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥35,100(＋税)
¥52,700(＋税)
9780470541371
2011年 商品コード 1028973399

分 野

Sustainable Construction ―Green Building
学術・1アクセス
Design and Delivery―4th ed.
著編者名
出版社

Kibert, Charles J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Strategic Management of Information
Systems 5th ed. International Student
Version
著編者名
出版社

Pearlson, Keri E.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥35,100(＋税)
¥52,700(＋税)
9781119055174
2016年 商品コード 1028973400

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥34,000(＋税)
¥50,900(＋税)
9781118322543
2012年 商品コード 1028973401

分 野

Sustainable Urbanism ―Urban Design With
学術・1アクセス
Nature―
著編者名
出版社

Farr, Douglas
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥33,200(＋税)
¥49,700(＋税)
9780471777519
2008年 商品コード 1028973402

分 野

Security Engineering ―A Guide to Building
学術・1アクセス
Dependable Distributed Systems―2nd ed.
著編者名
出版社

Anderson, Ross J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥33,200(＋税)
¥49,700(＋税)
9780470068526
2008年 商品コード 1028973403

2018/12/13 現在

A Guide to Writing as an Engineer 4th ed.
著編者名
出版社

Beer, David F.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Ethics and Technology ―Controversies,
Questions, and Strategies for Ethical
Computing―4th ed.
著編者名
出版社

Tavani, Herman T.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Architectural Drawing ―A Visual
Compendium of Types and Methods―4th
ed.
著編者名
出版社

Yee, Rendow
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Introductory Mathematics for Engineering
Applications
著編者名
出版社

Rattan, Kuldip S.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥32,800(＋税)
¥49,200(＋税)
9781118300275
2013年 商品コード 1028973404

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥32,400(＋税)
¥48,600(＋税)
9781118281727
2013年 商品コード 1028973405

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥31,200(＋税)
¥46,800(＋税)
9781118012871
2012年 商品コード 1028973406

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,500(＋税)
¥45,700(＋税)
9781118141809
2014年 商品コード 1028973407

分 野
Information Storage and Management ―Storing,
Managing, and Protecting Digital Information in
学術・1アクセス
Classic, Virtualized, and Cloud Environments―2nd ed. 学術・3アクセス
著編者名
出版社

EMC Education Services,
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Introduction to Chemical Engineering ―
Tools for Today and Tomorrow―5th ed.
著編者名
出版社

Solen, Kenneth A.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

底本ISBN
底本発行年

¥27,300(＋税)
¥41,000(＋税)
9781118094839
2012年 商品コード 1028973408

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥26,200(＋税)
¥39,200(＋税)
9780470885727
2010年 商品コード 1028973409

2018/12/13 現在

Construction Drawings and Details for
Interiors 3rd ed.
著編者名
出版社

Kilmer, Rosemary
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Residential Interior Design ―A Guide To
Planning Spaces―3rd ed.
著編者名
出版社

Mitton, Maureen
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Requirements Engineering ―From System
Goals to UML Models to Software
Specifications―
著編者名
出版社

van Lamsweerde, Axel
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥25,400(＋税)
¥38,000(＋税)
9781118944356
2016年 商品コード 1028973410

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥25,400(＋税)
¥38,000(＋税)
9781119013976
2016年 商品コード 1028973411

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥24,600(＋税)
¥36,900(＋税)
9780470012703
2009年 商品コード 1028973412

分 野
The Data Warehouse Toolkit ―The
Definitive Guide to Dimensional Modeling― 学術・1アクセス
3rd ed.
学術・3アクセス
著編者名
出版社

Kimball, Ralph
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Building Structures Illustrated ―Patterns,
Systems, and Design―2nd ed.
著編者名
出版社

Ching, Francis D. K.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Architectural Graphics 6th ed.
著編者名
出版社

Ching, Francis D. K.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

底本ISBN
底本発行年

¥23,400(＋税)
¥35,100(＋税)
9781118530801
2013年 商品コード 1028973414

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥21,500(＋税)
¥32,200(＋税)
9781118458358
2014年 商品コード 1028973415

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥21,500(＋税)
¥32,200(＋税)
9781119035664
2015年 商品コード 1028973416

2018/12/13 現在

分 野
A Visual Dictionary of Architecture 2nd ed. 学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
Ching, Francis D. K.
底本ISBN
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル
底本発行年
出版社

¥21,500(＋税)
¥32,200(＋税)
9780470648858
2011年 商品コード 1028973417

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥21,500(＋税)
¥32,200(＋税)
9781118142066
2012年 商品コード 1028973418

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥19,500(＋税)
¥29,300(＋税)
9781118458341
2014年 商品コード 1028973419

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥19,500(＋税)
¥29,300(＋税)
9781118562376
2014年 商品コード 1028973420

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥19,500(＋税)
¥29,300(＋税)
9780470619025
2012年 商品コード 1028973421

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥19,500(＋税)
¥29,300(＋税)
9780470650936
2011年 商品コード 1028973422

Introduction to Architecture
著編者名
出版社

Ching, Francis D. K.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Building Construction Illustrated 5th ed.
著編者名
出版社

Ching, Francis D. K.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Green Building Illustrated
著編者名
出版社

Ching, Francis D. K.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Interior Design Visual Presentation ―A
Guide to Graphics, Models and
Presentation Techniques―4th ed.
著編者名
出版社

Mitton, Maureen
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Data Mining Techniques ―For Marketing,
Sales, and Customer Relationship
Management―3rd ed.
著編者名
出版社

Linoff, Gordon S.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

2018/12/13 現在

Barry's Introduction to Construction of
Buildings 3rd ed.
著編者名
出版社

Emmitt, Stephen
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Web Analytics 2.0 ―The Art of Online
Accountability and Science of Customer
Centricity―
著編者名
出版社

Kaushik, Avinash
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

HTML and CSS ―Design and Build
Websites―
著編者名
出版社

Duckett, Jon
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Engineering Mechanics: Statics 8th ed.
著編者名
出版社

Kraige, L. G.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Calculus ―One and Several Variables―
10th ed.
著編者名
出版社

Salas, Saturnino L.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Calculus ―Single and Multivariable―2nd
ed.
著編者名
出版社

Blank, Brian E.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥18,400(＋税)
¥27,500(＋税)
9781118255421
2014年 商品コード 1028973423

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥15,600(＋税)
¥23,400(＋税)
9780470529393
2009年 商品コード 1028973424

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥11,700(＋税)
¥17,600(＋税)
9781118008188
2011年 商品コード 1028973425

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥56,200(＋税)
¥84,300(＋税)
9781118807330
商品コード 1028973426

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥83,800(＋税)
¥125,600(＋税)
9780471698043
2007年 商品コード 1028973427

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥74,900(＋税)
¥112,400(＋税)
9780470453605
2011年 商品コード 1028973428

2018/12/13 現在

分 野

Principles of Physics 10th ed. International
学術・1アクセス
Student Version
著編者名
出版社

Halliday, David
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Matter and Interactions 4th ed.
著編者名
出版社

Chabay, Ruth W.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Introduction to Physics 10th ed.
International Student Version
著編者名
出版社

Cutnell, John D.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Radiation Detection and Measurement 4th
ed.
著編者名
出版社

Knoll, Glenn F.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Technical Mathematics with Calculus 6th
ed.
著編者名
出版社

Calter, Michael A.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Partial Differential Equations ―An
Introduction―2nd ed.
著編者名
出版社

Strauss, Walter A.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥72,300(＋税)
¥108,500(＋税)
9781118230749
2014年 商品コード 1028973429

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥69,700(＋税)
¥104,600(＋税)
9781118875865
2015年 商品コード 1028973430

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥65,300(＋税)
¥97,900(＋税)
9781118651520
2015年 商品コード 1028973431

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥65,000(＋税)
¥97,500(＋税)
9780470131480
2010年 商品コード 1028973432

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥64,000(＋税)
¥96,000(＋税)
9780470464724
2011年 商品コード 1028973433

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥63,700(＋税)
¥95,600(＋税)
9780470054567
2008年 商品コード 1028973434

2018/12/13 現在

Quantum Mechanics ―Concepts and
Applications―2nd ed.
著編者名
出版社

Zettili, Nouredine
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Discrete Mathematics ―Mathematical
Reasoning and Proof with Puzzles,
Patterns, and Games―
著編者名
出版社

Ensley, Douglas E.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Functions Modeling Change ―A
Preparation for Calculus―5th ed.
著編者名
出版社

Connally, Eric
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Differential Equations: An Introduction to
Modern Methods and Applications 3rd ed.
著編者名
出版社

Boyce, William E.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥61,700(＋税)
¥92,500(＋税)
9780470026786
2009年 商品コード 1028973435

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥60,600(＋税)
¥90,900(＋税)
9780471476023
2005年 商品コード 1028973436

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥59,300(＋税)
¥89,000(＋税)
9781118583197
2014年 商品コード 1028973437

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥58,000(＋税)
¥87,000(＋税)
9781118531778
2015年 商品コード 1028973438

分 野

Modern Algebra ―An Introduction―6th ed. 学術・1アクセス
著編者名
出版社

Durbin, John R.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Principles of Physical Optics
著編者名
出版社

Bennett, Charles A.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥57,000(＋税)
¥85,400(＋税)
9780470384435
2009年 商品コード 1028973439

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥56,700(＋税)
¥85,100(＋税)
9780470122129
2008年 商品コード 1028973440

2018/12/13 現在

Modern Physics 3rd ed.
著編者名
出版社

Krane, Kenneth S.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Applied Calculus 5th ed.
著編者名
出版社

Hughes–Hallett, Deborah
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Statistics ―Principles and Methods―7th
ed.
著編者名
出版社

Johnson, Richard A.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Introduction to Real Analysis 4th ed.
著編者名
出版社

Bartle, Robert G.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Elementary Linear Algebra with
Supplemental Applications 11th ed.
International Student Version
著編者名
出版社

Anton, Howard
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Applied Combinatorics 6th ed.
著編者名
出版社

Tucker, Alan
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥54,400(＋税)
¥81,500(＋税)
9781118061145
2012年 商品コード 1028973441

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥54,400(＋税)
¥81,500(＋税)
9781118174920
2014年 商品コード 1028973442

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥53,600(＋税)
¥80,400(＋税)
9780470904114
2014年 商品コード 1028973443

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥50,700(＋税)
¥76,100(＋税)
9780471433316
2011年 商品コード 1028973444

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥48,900(＋税)
¥73,400(＋税)
9781118677452
2014年 商品コード 1028973446

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥48,700(＋税)
¥73,000(＋税)
9780470458389
2012年 商品コード 1028973447

2018/12/13 現在

Experiments ―Planning, Analysis, and
Optimization―2nd ed.（Wiley Series in
Probability and Statistics）
著編者名
出版社

Wu, C. F. Jeff
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

College Algebra 1st ed.
著編者名
出版社

Axler, Sheldon
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

How Things Work, Binder Ready Version:
The Physics of Everyday Life 6th ed.
著編者名
出版社

Bloomfield, Louis A.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Introduction to Linear Regression Analysis
5th ed.（Wiley Series in Probability and
Statistics）
著編者名
出版社

Montgomery, Douglas C.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Time Series Analysis ―Forecasting and
Control―5th ed.（Wiley Series in
Probability and Statistics）
著編者名
出版社

Box, George E. P.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Categorical Data Analysis 3rd ed.（Wiley
Series in Probability and Statistics）
著編者名
出版社

Agresti, Alan
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥45,800(＋税)
¥68,700(＋税)
9780471699460
2009年 商品コード 1028973448

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥45,000(＋税)
¥67,500(＋税)
9780470470770
2011年 商品コード 1028973449

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥43,500(＋税)
¥65,200(＋税)
9781119013846
2015年 商品コード 1028973450

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥39,300(＋税)
¥58,900(＋税)
9780470542811
2012年 商品コード 1028973452

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥39,000(＋税)
¥58,500(＋税)
9781118675021
2015年 商品コード 1028973453

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥39,000(＋税)
¥58,500(＋税)
9780470463635
2013年 商品コード 1028973454

2018/12/13 現在

分 野

Linear Programming and Network Flows 4th
学術・1アクセス
ed.
著編者名
出版社

Bazaraa, Mokhtar S.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Introductory Statistics 9th ed.
著編者名
出版社

Mann, Prem S.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

An Introduction to Modern Cosmology 3rd
ed.
著編者名
出版社

Liddle, Andrew
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Condensed Matter Physics 2nd ed.
著編者名
出版社

Marder, Michael P.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Applied Linear Regression 4th ed.（Wiley
Series in Probability and Statistics）
著編者名
出版社

Weisberg, Sanford
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Computational Physics ―Problem Solving
with Python―3rd ed.
著編者名
出版社

Landau, Rubin H.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥38,800(＋税)
¥58,100(＋税)
9780470462720
2010年 商品コード 1028973455

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥38,300(＋税)
¥57,400(＋税)
9781119148326
2016年 商品コード 1028973456

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥37,700(＋税)
¥56,600(＋税)
9781118502099
2015年 商品コード 1028973457

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥36,400(＋税)
¥54,600(＋税)
9780470617984
2010年 商品コード 1028973458

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥36,400(＋税)
¥54,600(＋税)
9781118386088
2014年 商品コード 1028973459

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥35,100(＋税)
¥52,700(＋税)
9783527413157
2015年 商品コード 1028973460

2018/12/13 現在

Introduction to Time Series Analysis and
Forecasting 2nd ed.（Wiley Series in
Probability and Statistics）
著編者名
出版社

Montgomery, Douglas C.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Introductory Biostatistics 2nd ed.
著編者名
出版社

Le, Chap T.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Data Mining for Business Analytics ―
Concepts, Techniques, and Applications
with XLMiner―3rd ed.
著編者名
出版社

Shmueli, Galit
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥35,100(＋税)
¥52,700(＋税)
9781118745113
2015年 商品コード 1028973461

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥35,100(＋税)
¥52,700(＋税)
9780470905401
2016年 商品コード 1028973462

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥35,100(＋税)
¥52,700(＋税)
9781118729274
2016年 商品コード 1028973463

分 野

Regression Analysis by Example 5th ed.
学術・1アクセス
（Wiley Series in Probability and Statistics）
著編者名
出版社

Chatterjee, Samprit
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥34,600(＋税)
¥51,900(＋税)
9780470905845
2012年 商品コード 1028973464

分 野

Workshop Statistics ―Discovery with Data
学術・1アクセス
―4th ed.
著編者名
出版社

Rossman, Allan J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

分 野
An Introduction to Optimization 4th ed.
（Wiley Series in Discrete Mathematics and 学術・1アクセス
Optimization）
学術・3アクセス
著編者名
出版社

Chong, Edwin K. P.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

底本ISBN
底本発行年

¥33,300(＋税)
¥50,000(＋税)
9780470542088
2012年 商品コード 1028973465

¥33,100(＋税)
¥49,600(＋税)
9781118279014
2013年 商品コード 1028973466

2018/12/13 現在

Linear Algebra ―Ideas and Applications―
4th ed.
著編者名
出版社

Penney, Richard C.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

分 野
Beginning Partial Differential Equations 3rd ed.
（Pure and Applied Mathematics: A Wiley Series 学術・1アクセス
of Texts, Monographs and Tracts）
学術・3アクセス
著編者名
出版社

O'Neil, Peter V.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Crossing the River with Dogs ―Problem
Solving for College Students―2nd ed.
著編者名
出版社

Johnson, Ken
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Nonparametric Statistics ―A Step–by–
Step Approach―2nd ed.
著編者名
出版社

Corder, Gregory W.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Physics of Solar Cells ―From Basic
Principles to Advanced Concepts―3rd ed.
著編者名
出版社

Würfel, Peter
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

A First Course in Mathematical Physics
著編者名
出版社

Whelan, Colm T.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

¥32,500(＋税)
¥48,800(＋税)
9781118909584
2016年 商品コード 1028973467

底本ISBN
底本発行年

¥31,000(＋税)
¥46,400(＋税)
9781118629949
2014年 商品コード 1028973468

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥27,600(＋税)
¥41,400(＋税)
9780470464731
2012年 商品コード 1028973469

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥38,300(＋税)
¥57,400(＋税)
9781118840313
2014年 商品コード 1028973470

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥37,100(＋税)
¥55,600(＋税)
9783527413126
2016年 商品コード 1028973471

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥31,200(＋税)
¥46,800(＋税)
9783527413331
2016年 商品コード 1028973473

2018/12/13 現在

Introduction to Cosmology 4th ed.
著編者名
出版社

Roos, Matts
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Solid State Physics ―An Introduction―
2nd ed.
著編者名
出版社

Hofmann, Philip
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥27,300(＋税)
¥41,000(＋税)
9781118923320
2015年 商品コード 1028973474

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥27,300(＋税)
¥41,000(＋税)
9783527412822
2015年 商品コード 1028973475

分 野

Bayesian Statistics ―An Introduction―4th
学術・1アクセス
ed.
著編者名
出版社

Lee, Peter M.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Statistics ―An Introduction Using R―2nd
ed.
著編者名
出版社

Crawley, Michael J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥25,000(＋税)
¥37,500(＋税)
9781118332573
2012年 商品コード 1028973476

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥18,400(＋税)
¥27,500(＋税)
9781118941096
2014年 商品コード 1028973477

分 野

Kittel's Introduction to Solid State Physics
学術・1アクセス
Global Edition
著編者名
出版社

ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Introduction to Statistical Investigations,
Binder Ready Version
著編者名
出版社

Tintle, Nathan
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥53,100(＋税)
¥79,600(＋税)
9781119454168
商品コード 1028973478

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥35,900(＋税)
¥53,900(＋税)
9781118172148
2015年 商品コード 1028973479

2018/12/13 現在

Fundamentals of Geographic Information
Systems 4th ed.
著編者名
出版社

DeMers, Michael N.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Introducing Geographic Information
Systems with ArcGIS ―A Workbook
Approach to Learning GIS―3rd ed.
著編者名
出版社

Kennedy, Michael D.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥46,300(＋税)
¥69,500(＋税)
9780470129067
2008年 商品コード 1028973546

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥35,100(＋税)
¥52,700(＋税)
9781118159804
2013年 商品コード 1028973558

農業
分 野
¥4,400(＋税)
学術・1アクセス
¥6,600(＋税)
学術・3アクセス
9784416617267
著編者名
中村 敏樹
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2017年 商品コード 1028388797
多品目少量栽培で成功できる栽培技術・販売テクニックを紹介！家族で1000万円以上かせぐ方法。

多品目少量栽培で成功できる!!小さな農業
の稼ぎ方 ―栽培技術と販売テクニック―
【スマホ・読上付】

分 野

ニュートリノってナンダ? ―やさしく知る素粒
学術・1アクセス
子・ニュートリノ・重力波―【スマホ・読上付】

物理学

¥2,640(＋税)
¥3,960(＋税)
学術・3アクセス
9784416717516
著編者名
荒舩 良孝
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2017年 商品コード 1028388798
2015年のノーベル物理学賞「ニュートリノ振動」、2017年の同賞「重力波の直接観測」をやさしく紹介!

分 野

地球外生命体 ―実はここまできている探査
学術・1アクセス
技術―【スマホ・読上】（マイナビ新書） （※）

天文学、宇宙科学

¥2,337(＋税)
¥5,844(＋税)
学術・3アクセス
9784839965174
著編者名
井田 茂
底本ISBN
出版社
マイナビ
底本発行年
2017年 商品コード 1028352511
本書では、最新の研究や探査を基に、ここ数年で急にホットな話題になった地球外生命体発見の可能性をわ
かりやすく解説し、誰もが知りたいと思う地球外生命体の謎に迫ります。

医学
分 野
¥2,337(＋税)
学術・1アクセス
¥5,844(＋税)
学術・3アクセス
9784839964825
著編者名
佐藤 満春
底本ISBN
出版社
マイナビ
底本発行年
2017年 商品コード 1028352512
排便＝「うんこ」をするという行為は、人間にとって絶対必要な行為です。また、心身の様子を毎日の排便から
知ることは、美容や健康に密接にかかわってきます。うんこについての正しい知識を身につけることは、個人
個人にとって、とてもメリットのある話なのです。身近であるはずなのに、敬遠しがちだったうんこの存在。本書
を通して、皆さんにうんこの持つ大切な役割を理解してもらいたいと思います。

恥ずかしがらずに便の話をしよう 【スマホ・
読上】（マイナビ新書） （※）

2018/12/13 現在

分 野
２０年後、私たちはどんな自動車に乗っているの
か？ ―電気自動車・ハイブリッド車・燃料電池車、そ 学術・1アクセス
¥3,960(＋税)
して自動―【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）
¥7,920(＋税)
学術・3アクセス
9784844397618
著編者名
石川憲二
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2017年 商品コード 1028546411
出版社
新世代のエコカー、自動運転車、シェアリングなどは自動車とその利用のかたちをどのように変えていくの
か？

分 野

Ｅｌａｓｔｉｃ Ｓｔａｃｋで作るＢＩ環境 ―誰でもでき
学術・1アクセス
るデータ分析入門―【スマホ・読上】 （※）

学術・3アクセス
著編者名
石井葵
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
無料BIツール「ELK Stack」はじめてのチュートリアル書籍！

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
塩田 紳二
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Nexus7との賢いつきあい方教えます
iPadでは物足りない人のためのNexus 7スピード入
門 Nexus 7(2012)/(2013)・Android 4.3対応 【スマ
ホ・読上】（NextPublishing） （※）

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784844397809
2017年 商品コード 1028546414

¥3,630(＋税)
¥7,260(＋税)
9784844395911
2013年 商品コード 1028546415

分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥10,560(＋税)
学術・3アクセス
9784802090926
著編者名
エクスジェン・ネットワークス
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2016年 商品コード 1028546417
出版社
何から手をつけ、どう進めるか。ITの現場で役立つ情報セキュリティのポイントを網羅

IT管理者のための情報セキュリティガイド
【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）

分 野
¥990(＋税)
学術・1アクセス
¥1,980(＋税)
学術・3アクセス
インプレスグループ25周年特別企画プロジェクト
9784844398240
底本ISBN
著編者名
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2018年 商品コード 1028546419
出版社
「できるシリーズ」「INTERNET Watch」を生み出した、インプレス伝説の編集者が残したWebを書籍化

Ken's Home Page 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
向井 領治
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
誰でもできるMacでWindowsを使う方法

MacでWindowsを使う本 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784844396017
2013年 商品コード 1028546421

2018/12/13 現在

TensorFlowはじめました ―実践！最新
Googleマシンラーニング ―【スマホ・読上】
（※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Googleの最新機械学習ライブラリを使ってみた！

TensorFlowはじめました 2 ―機械学習で
超解像－Super Resolution―【スマホ・読
上】（NextPublishing） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
有山圭二
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Googleの機械学習で超解像を実現！

Tensor Flowはじめました 3 ―Object
Detection ─ 物体検出―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
有山 圭二
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
好評シリーズ第三弾！機械学習で画像を解析！

¥3,300(＋税)
¥6,600(＋税)
9784802090889
2016年 商品コード 1028546422

¥3,300(＋税)
¥6,600(＋税)
9784844397748
2017年 商品コード 1028546423

¥3,300(＋税)
¥6,600(＋税)
9784844398080
2018年 商品コード 1028546424

分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥10,560(＋税)
学術・3アクセス
9784844395799
著編者名
薬師寺 国安
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2013年 商品コード 1028546425
出版社
本書ではVisual BasicでWPFアプリケーションを開発する基本のサンプルを通じて、Kinectの導入からどのよう
なことができるのかを理解していきます。

Visual BasicによるKinect基本プログラミン
グ 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）

分 野
¥4,290(＋税)
学術・1アクセス
¥8,580(＋税)
学術・3アクセス
9784802090360
著編者名
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2015年 商品コード 1028546428
出版社
地方創生から新ビジネス開発まで、注目の市民参加型オープンイノベーション、そのプロセスがわかる

アイデアソンとハッカソンで未来をつくろう
【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）

あなたの会社がＭ２Ｍ／ＩｏＴでつまづく２５
の理由 【スマホ・読上】（NextPublishing）
（※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
和田篤士
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
M2M/IoTの最前線の担当者が書いた実践的ガイドブック

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784844397717
2017年 商品コード 1028546429

2018/12/13 現在

分 野
イベンターノートがアニサマ出演アーティスト
にインタビューしてみました 【スマホ・読上】 学術・1アクセス
（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス

¥3,300(＋税)
¥6,600(＋税)
9784844397397
著編者名
アニメロサマーライブ
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2016年 商品コード 1028546430
出版社
アニサマファン必読の一冊！アニサマアーティストインタビューを公式フルカラーライブ写真とともに掲載！

分 野
インターネット・サイエンスの歴史人物館 情
報通信技術の礎を築いた科学者たち 【スマ 学術・1アクセス
ホ・読上】（Next Publishing） （※）
学術・3アクセス
著編者名
岩山 知三郎
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
科学技術計算の父 バネバー・ブッシュをはじめ
15名の科学者たちの手探りの努力に触れる

底本ISBN
底本発行年

¥3,630(＋税)
¥7,260(＋税)
9784844395287
2012年 商品コード 1028546432

電気工学
分 野
¥6,600(＋税)
学術・1アクセス
¥13,200(＋税)
学術・3アクセス
9784802090698
著編者名
インターネット白書編集委員会
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2016年 商品コード 1028546434
出版社
技術・ビジネス・社会に変革を起こすインターネット、その現在・過去・未来を展望する20年記念スペシャルエ
ディション

インターネット白書 2016 ―イノベーション
が疾走する―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

分 野
インターネット白書 2017 ―IoTが生み出す
学術・1アクセス
新たなリアル市場―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス

電気工学

¥5,940(＋税)
¥11,880(＋税)
9784844397465
著編者名
インターネット白書編集委員会
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2017年 商品コード 1028546435
出版社
AI、ブロックチェーン、VR、ドローン、コネクテッドカー、5G、LPWAほか、 インターネットによる真の産業変革は
これから始まる！

電気工学
分 野
¥6,930(＋税)
学術・1アクセス
¥13,860(＋税)
学術・3アクセス
9784844398134
著編者名
インターネット白書編集委員会
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2018年 商品コード 1028546436
出版社
デジタル経済は新局面へ、22年目を迎えたIT・デジタル業界の定番資料

インターネット白書 2018 ―デジタルエコノ
ミー新時代の幕開け―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

分 野
エンタープライズアジャイルの可能性と実現
への提言 アンチパターンとその克服事例 学術・1アクセス
【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス
著編者名
エンタープライズアジャイル勉強会
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
エンタープライズアジャイルの戦略と普及のための全てをこの１冊に！

¥4,620(＋税)
¥9,240(＋税)
9784844397281
2016年 商品コード 1028546437

2018/12/13 現在

おとなのIT法律事件簿 弁護士が答える
ネット社会のトラブルシューティング 【スマ
ホ・読上】（Next Publishing） （※）

分 野
¥3,960(＋税)
学術・1アクセス
¥7,920(＋税)
学術・3アクセス
9784844395768
著編者名
蒲 俊郎
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2013年 商品コード 1028546440
出版社
ITの影響によって起きたさまざまな生活やビジネスのトラブルを弁護士が解決。

オリンピックITの挑戦 ―システムが支える
大会の舞台裏―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

分 野
¥4,950(＋税)
学術・1アクセス
¥9,900(＋税)
学術・3アクセス
9784802090582
著編者名
田崎雅彦
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2016年 商品コード 1028546442
出版社
2020年東京大会への課題は何か、元開発者がオリンピックを支えるITの進化史を解説

ゲーム開発が変わる! Google Cloud
Platform 実践インフラ構築 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥9,240(＋税)
学術・3アクセス
9784802090612
著編者名
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2016年 商品コード 1028546448
出版社
導入事例と解説から新しいゲーム開発基盤Google Cloud Platformの全貌に迫る！

これがマストドンだ!使い方からインスタンス
の作り方まで 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
マストドン研究会
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
最速マストドン情報を緊急出版！

¥2,640(＋税)
¥5,280(＋税)
9784844397724
2017年 商品コード 1028546449

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
正確な地図サービスを支えるのは更新し続ける人たちと最新技術！

¥4,950(＋税)
¥9,900(＋税)
9784844397274
2016年 商品コード 1028546454

こんなにスゴイ！ 地図作りの現場 【スマ
ホ・読上】（NextPublishing） （※）

分 野
¥3,960(＋税)
学術・1アクセス
¥7,920(＋税)
学術・3アクセス
9784844398011
著編者名
久枝 穣 著
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2017年 商品コード 1028546456
出版社
10を超えるプロジェクトで移行プログラムの構築からプロジェクトマネジメントまで多くの役割を経験した著者
が、実体験に基づくDos/Don'tsを紹介

システム導入のためのデータ移行ガイドブック
―コンサルタントが現場で体得したデータ移行
のコツ―【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）

2018/12/13 現在

分 野
スマホ白書 2016 ―新たなプラットフォーム
の台頭でコンテンツ戦略が変わる!―【スマ 学術・1アクセス
ホ・読上】（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス
著編者名
モバイル・コンテンツ・フォーラム
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
次の成長モデルを描く鍵がある！

底本ISBN
底本発行年

分 野
テレビのIT革命 中 ―スマートTVをめぐる
韓国・中国メーカーの攻防―【スマホ・読上】 学術・1アクセス
（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス
著編者名
清水 計宏
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
次世代メディアの覇権を握るのはどこか？

底本ISBN
底本発行年

通信事業
¥15,840(＋税)
¥31,680(＋税)
9784802090810
2016年 商品コード 1028546457

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784844395997
2014年 商品コード 1028546459

経済
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥9,240(＋税)
学術・3アクセス
9784802090728
著編者名
日本テレワーク協会
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2016年 商品コード 1028546462
出版社
ワークスタイル変革で人、企業、地域がよみがえる。テレワーク新時代の幕開け。

テレワークで働き方が変わる!テレワーク白
書2016 【スマホ・読上】（NextPublishing）
（※）

ネットと共に成長する出版へ
NextPublishingのすすめ 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
インプレスR&DNextPublishingセンター
底本ISBN
著編者名
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
デジタルファースト宣言！

分 野
ネットと共に成長する出版へNextPublishing
学術・1アクセス
のすすめ パートナー編 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス
インプレスR&DNextPublishingセンター
著編者名
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
デジタルファースト宣言！

底本ISBN
底本発行年

分 野
ネットと共に成長する出版へNextPublishing
学術・1アクセス
のすすめ 著者編 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス
インプレスR&DNextPublishingセンター
著編者名
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
デジタルファースト宣言！

底本ISBN
底本発行年

¥330(＋税)
¥660(＋税)
9784802090605
2016年 商品コード 1028546463

¥330(＋税)
¥660(＋税)
9784802090780
2016年 商品コード 1028546464

¥330(＋税)
¥660(＋税)
9784802090797
2016年 商品コード 1028546465

2018/12/13 現在

分 野
ネットと共に成長する出版へNextPublishing
学術・1アクセス
のすすめ 編集者編 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス
インプレスR&DNextPublishingセンター
著編者名
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
デジタルファースト宣言！

底本ISBN
底本発行年

はじめての技術書ライティング－ＩＴ系技術
―IT系技術書を書く前に読む本―【スマホ・
読上】（NextPublishing） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
向井 領治 著
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
技術系の本を書く前に知っておくべきことを解説

¥330(＋税)
¥660(＋税)
9784802090773
2016年 商品コード 1028546466

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844397977
2018年 商品コード 1028546467

分 野

ひと目で伝わる！ ワンランク上のグラフ作
学術・1アクセス
成術 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）

学術・3アクセス
著編者名
衣袋 宏美
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
この一冊でグラフ資料がみるみる上達

¥3,300(＋税)
¥6,600(＋税)
9784844395805
2013年 商品コード 1028546468

分 野

プライバシー影響評価ガイドライン実践テキ
学術・1アクセス
スト 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
個人情報を適切に運用するための決定版マニュアル！

¥7,260(＋税)
¥14,520(＋税)
9784802090858
2016年 商品コード 1028546470

分 野

プログラミングの基本がJavaScriptで学べる
学術・1アクセス
本 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）

学術・3アクセス
著編者名
佐藤 信正
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
憧れのプログラミングが必ずわかる。教材にもおすすめ。

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
柴田 文彦 著
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
いま注目のWebの技術！

プログレッシブウェブアプリＰＷＡ開発入門
【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）

¥2,970(＋税)
¥5,940(＋税)
9784844397847
2017年 商品コード 1028546471

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844398196
2018年 商品コード 1028546472

2018/12/13 現在

分 野

ベネマ集客術式 毎日１分Ｗｅｂ集客のツボ
学術・1アクセス
【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）

学術・3アクセス
著編者名
Ｔｉｇｅｒ 著
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
毎日1分、365日でWebマーケティングの基礎から応用までを一気に学ぶ

¥5,610(＋税)
¥11,220(＋税)
9784844398066
2017年 商品コード 1028546473

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
ITmedia NEWS編集部
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
マストドンムーブメント激動の２ヶ月をこの１冊に！

¥2,310(＋税)
¥4,620(＋税)
9784844397823
2017年 商品コード 1028546476

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
シャープ株式会社
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
モバイル型ロボット電話「ロボホン」初の書籍化！

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784844397779
2017年 商品コード 1028546480

マストドンつまみ食い日記 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

ロボホンといっしょ。 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

分 野
¥3,082(＋税)
学術・1アクセス
¥6,164(＋税)
学術・3アクセス
9784844395355
著編者名
野々下 裕子
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2012年 商品コード 1028546482
出版社
TwitterやFacebookによるソーシャルビューイングからライブストリーミング、アプリの利用まで、ロンドン五輪期
間中のネットサービスの利用実態を徹底分析。データで振り返るソーシャリンピック元年

ロンドン五輪でソーシャルメディアはどう使われ
たのか ―データで読むソーシャリンピック元年
―【スマホ・読上】（Next Publishing） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
日本セキュリティ監査
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
基礎知識と実務がこの一冊でわかる

¥10,560(＋税)
¥21,120(＋税)
9784844398042
2017年 商品コード 1028546484

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
大津真
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
一週間で学ぶJava言語

¥5,940(＋税)
¥11,880(＋税)
9784802090742
2016年 商品コード 1028546485

情報セキュリティ内部監査の教科書 改訂3
版 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）

楽しく学ぶJava入門 合本 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

2018/12/13 現在

分 野

簡単にできるWeb開発－CSP入門 【スマホ・
学術・1アクセス
読上】（NextPublishing） （※）

学術・3アクセス
著編者名
山本 和子
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Webでデータベースを簡単に作る

分 野
驚異！デジカメだけで月面や土星の輪が撮れる
—ニコンCOOLPIX P900天体撮影テクニック 【ス 学術・1アクセス
マホ・読上】（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス
著編者名
山野泰照
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
P900があれば、だれでもカンタンに月や土星が撮れる！

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
林拓也
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Web制作の基本を理解するための最初の1冊

今、見直すHTML&CSS 改訂版 【スマホ・読
上】（NextPublishing） （※）

分 野
再生可能エネルギーのメンテナンスとリスク
学術・1アクセス
マネジメント 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス

¥5,940(＋税)
¥11,880(＋税)
9784844397960
2017年 商品コード 1028546493

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784802090155
2015年 商品コード 1028546494

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784844397373
2016年 商品コード 1028546495

電気工学

¥5,940(＋税)
¥11,880(＋税)
9784844397984
著編者名
安田 陽
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2017年 商品コード 1028546497
出版社
風力発電・太陽光発電設備のメンテナンスとリスクマネジメントに関する貴重な情報を満載

分 野
仕事で使う人のためのNexus 7セキュリティ入門
BYOD時代のタブレットセキュリティガイド 【スマ 学術・1アクセス
ホ・読上】（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス
著編者名
塩田 紳二
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
Nexus 7初のセキュリティ対策本

自宅・ノートPCインスタンス構築ガイド ―マ
ストドンを持って街へ出よう!―【スマホ・読
上】（NextPublishing） （※）

底本ISBN
底本発行年

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
児島新
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
マストドン・インスタンスを自宅やノートパソコンで！

¥3,630(＋税)
¥7,260(＋税)
9784844395980
2013年 商品コード 1028546498

¥3,300(＋税)
¥6,600(＋税)
9784844397953
2017年 商品コード 1028546500

2018/12/13 現在

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
大津真
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
自分だけのWebサーバを立ち上げよう

初めてのＷｅｂサーバ「Ａｐａｃｈｅ」ＣｅｎｔＯＳ
７編 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）

¥3,696(＋税)
¥7,392(＋税)
9784844397755
2017年 商品コード 1028546502

経済
分 野
¥3,960(＋税)
学術・1アクセス
¥7,920(＋税)
学術・3アクセス
9784844398073
著編者名
斉藤 賢爾
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2017年 商品コード 1028546506
出版社
貨幣経済が終わるとき、企業も人も何を土台にビジネスをするのか、いま話題のブロックチェーンから展望す
る

信用の新世紀 ブロックチェーン後の未来
【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）

分 野
世界の再生可能エネルギーと電力システム
学術・1アクセス
電力システム編 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス
著編者名
安田 陽 著
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
詳細なデータをもとに世界と日本の電力システムの現状を解きほぐす

分 野
世界の再生可能エネルギーと電力システム
学術・1アクセス
風力発電編 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス
著編者名
安田陽
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
詳細なデータをもとに世界と日本の風力発電の現状を解きほぐす

¥2,970(＋税)
¥5,940(＋税)
9784844398257
2018年 商品コード 1028546507

¥2,970(＋税)
¥5,940(＋税)
9784844397625
2017年 商品コード 1028546508

分 野
生活用ＩｏＴがわかる本 ―暮らしのモノをイン
ターネットでつなぐイノベーション―【スマホ・ 学術・1アクセス
読上】（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844397632
著編者名
野城智也
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2017年 商品コード 1028546509
出版社
日常の生活圏内へのIoT導入事例とその際の課題を解説した初のガイドブック！

電気工学
分 野
¥2,310(＋税)
学術・1アクセス
¥4,620(＋税)
学術・3アクセス
9784844398165
著編者名
安田 陽
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2018年 商品コード 1028546510
出版社
送電線は本当に再生可能エネルギーを受け入れることができないのか？

送電線は行列のできるガラガラのそば屋さ
ん? 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）
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分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
¥6,600(＋税)
学術・3アクセス
9784844395812
著編者名
衣袋 宏美
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2013年 商品コード 1028546511
出版社
調査データはビジネス判断の貴重な材料。正しく読み取って仕事力アップ

調査統計データのリテラシー超入門 【スマ
ホ・読上】（NextPublishing） （※）

分 野
¥5,940(＋税)
学術・1アクセス
¥11,880(＋税)
学術・3アクセス
9784844395270
著編者名
藤原 隆弘
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2012年 商品コード 1028546512
出版社
あなたは何で本を読みますか？ スマートフォンやタブレット端末とは違う電子書籍端末の読書機能から次世
代端末に求められる要素技術を解説しています。

電子書籍端末の最新技術 Kindle、koboの読書
機能から次世代端末に求められる要素技術ま
で 【スマホ・読上】（Next Publishing） （※）

日本のICT教育にもの申す! ―教育プラット
フォームによる改革への提言―【スマホ・読
上】（NextPublishing） （※）

分 野
¥3,960(＋税)
学術・1アクセス
¥7,920(＋税)
学術・3アクセス
9784844395942
著編者名
関島 章江
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2013年 商品コード 1028546513
出版社
新時代の教育エコシステムを作る「教育プラットフォーム」構想。子どものために、親、先生、企業がいま、なす
べきことは何か。

分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥10,560(＋税)
学術・3アクセス
9784844395300
著編者名
山谷 剛史
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2012年 商品コード 1028546516
出版社
現地発ITジャーナリストが報告する5億人市場の真実。スマホ、ソーシャルメディア、検閲、反日デモとネット世
論など、日本人が知らない中国インターネット市場がわかる。
日本人が知らない中国インターネット市場[2011.112012.10] 現地発ITジャーナリストが報告する5億人
市場の真実 【スマホ・読上】（Next Publishing） （※）

分 野

僕が伝えたかったこと、古川享のパソコン秘
学術・1アクセス
史 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）

¥4,620(＋税)
¥9,240(＋税)
学術・3アクセス
9784802090100
著編者名
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2015年 商品コード 1028546521
出版社
古川享が見てきたパソコン産業の裏舞台と、そこで輝いていた人たちの記録。

未来を変える通貨 ビットコイン改革論 ―
ビットコイン改革論―新版 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥9,240(＋税)
学術・3アクセス
9784844397526
著編者名
斉藤賢爾
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2017年 商品コード 1028546523
出版社
お金が変われば社会が変わる！ デジタル通貨の研究者がビットコインの仕組みからその課題までを解説

2018/12/13 現在

未来型国家エストニアの挑戦 ―電子政府
がひらく未来―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
未来型国家エストニアから、オープンガバメントの未来を考える！

未来型国家エストニアの挑戦 ―電子政府
がひらく世界―新版 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
ラウル・アリキヴィ
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
未来型国家エストニアから、オープンガバメントの未来を考える！

分 野
仕事で使える！Ｇ Ｓｕｉｔｅ ―クラウド時代の
学術・1アクセス
ビジネス加速ツール活用術―【スマホ・読
上】 （※）
学術・3アクセス
著編者名
佐藤芳樹
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Googleの最先端オフィススイートでビジネスを効率化しよう！

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784802090384
2016年 商品コード 1028546524

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784844397502
2017年 商品コード 1028546525

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844397472
2017年 商品コード 1028546527

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
佐藤芳樹
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Googleの新しいビジネススイートのすべてがこの１冊に！

¥7,260(＋税)
¥14,520(＋税)
9784844397649
2017年 商品コード 1028546528

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
橋口剛
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
クラウド環境のセキュリティーとコンプライアンス管理のために！

¥1,980(＋税)
¥3,960(＋税)
9784844397670
2017年 商品コード 1028546529

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
佐藤芳樹
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
スマートビジネスをGoogleのクラウドパワーで加速する！

¥1,980(＋税)
¥3,960(＋税)
9784844397663
2017年 商品コード 1028546530

仕事で使える！Ｇ Ｓｕｉｔｅ スーパー大全
【スマホ・読上】 （※）

仕事で使える！G Suiteセキュリティー解説
編 【スマホ・読上】 （※）

仕事で使える！G Suite 企業導入編 【スマ
ホ・読上】 （※）

2018/12/13 現在

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
深堀まど佳
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Google Apps Scriptの決定版入門書！

仕事で使える！Ｇｏｏｇｌｅ Ａｐｐｓ Ｓｃｒｉｐｔ
【スマホ・読上】 （※）

分 野
仕事で使える！Google Cloud Platform 最
新クラウドインフラ導入マニュアル 【スマホ・ 学術・1アクセス
読上】 （※）
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
ビックデータ処理からWebサイト運用まで、最新クラウド基盤の最新情報！

分 野
仕事で使える!Googleカレンダー 2016年6月
最新改訂版 ―クラウド時代のスケジュール 学術・1アクセス
管理術―【スマホ・読上】 （※）
学術・3アクセス
著編者名
佐藤芳樹
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
クラウド活用で仕事が変わる！Googleカレンダー仕事術！

仕事で使える！Googleスプレッドシート
Chromebookビジネス活用術 2017年改訂
版 【スマホ・読上】 （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
クラウド活用で仕事が変わる！Googleスプレッドシート仕事術！

仕事で使える!Googleドキュメント
Chromebookビジネス活用術 2017年改訂
版 【スマホ・読上】 （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
深川 岳志
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
クラウド活用で仕事が変わる！Googleドキュメント仕事術！

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784844397762
2017年 商品コード 1028546531

¥2,310(＋税)
¥4,620(＋税)
9784802090735
2016年 商品コード 1028546535

¥2,310(＋税)
¥4,620(＋税)
9784802090834
2016年 商品コード 1028546536

¥1,980(＋税)
¥3,960(＋税)
9784844397939
商品コード 1028546537

¥1,980(＋税)
¥3,960(＋税)
9784844397922
2017年 商品コード 1028546538

サイバーファースト デジタルとリアルの逆
転経済 【スマホ・読上】（#xtech-books
（NextPublishing）） （※）

分 野
¥4,290(＋税)
学術・1アクセス
¥8,580(＋税)
学術・3アクセス
9784844397786
著編者名
江〓浩
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2017年 商品コード 1028546540
出版社
デジタルのルールが実社会のシステムを再定義する！「サイバーファースト」

2018/12/13 現在

分 野
シビックテックイノベーション 行動する市民
エンジニアが社会を変える 【スマホ・読上】 学術・1アクセス
（#xtech-books（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス
著編者名
松崎太亮
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
社会イノベーションを興すデジタルテクノロジー×市民活動

分 野
After Effects自動化サンプルプログラム 上
【スマホ・読上】（Adobe JavaScriptシリーズ 学術・1アクセス
（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス
著編者名
古籏 一浩
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
After Effects等+JavaScript自動化に関する本は世界にこの1冊だけ。

分 野
After Effects自動化サンプルプログラム 下
【スマホ・読上】（Adobe JavaScriptシリーズ 学術・1アクセス
（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス
著編者名
古籏 一浩
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
After Effects等+JavaScript自動化に関する本は世界にこの1冊だけ。

分 野
SDN/OpenFlowで進化する仮想ネットワーク
入門 改訂新版 【スマホ・読上】（Cloudシリー 学術・1アクセス
ズ(Next Publishing)） （※）
学術・3アクセス
著編者名
伊勢 幸一
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
ネットワーク仮想化技術の最新情報を網羅

底本ISBN
底本発行年

¥4,950(＋税)
¥9,900(＋税)
9784844397991
2017年 商品コード 1028546541

総記
¥14,190(＋税)
¥28,380(＋税)
9784844397595
2017年 商品コード 1028546543

総記
¥9,900(＋税)
¥19,800(＋税)
9784844397601
2017年 商品コード 1028546544

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844396253
2014年 商品コード 1028546547

分 野

CloudStack実践ガイド 前編 【スマホ・読
学術・1アクセス
上】（Ciscoシリーズ（NextPublishing）） （※）
著編者名
大削 緑
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
クラウドOSの定番

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
大削 緑
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
クラウドOSの定番を基礎から解説

CloudStack実践ガイド 後編 【スマホ・読
上】（Cloudシリーズ(NextPublishing)） （※）

¥5,940(＋税)
¥11,880(＋税)
9784844395928
2013年 商品コード 1028546548

¥4,950(＋税)
¥9,900(＋税)
9784844395973
2013年 商品コード 1028546549

2018/12/13 現在

分 野
オープンクラウド入門 CloudStack、OpenStack、
OpenFlow、激化するクラウドの覇権争い 【スマホ・読 学術・1アクセス
上】（Cloudシリーズ（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス
著編者名
林 雅之
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
クラウドの勢力図が変わる

¥4,715(＋税)
¥9,431(＋税)
9784844395249
2012年 商品コード 1028546551

企業システムのためのパブリッククラウド入
門 【スマホ・読上】（Cloudシリーズ(Next
Publishing)） （※）

分 野
¥4,950(＋税)
学術・1アクセス
¥9,900(＋税)
学術・3アクセス
9784844395775
著編者名
加藤 章
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2013年 商品コード 1028546552
出版社
「パブリッククラウドを日本企業が業務システムで使う」という視点で、国内外の主要なパブリッククラウド11
サービスの機能や特徴を紹介。

分 野
ＪａｖａＳｃｒｉｐｔゲームプログラミング ―知って
学術・1アクセス
おきたい数学と物理の基本―【スマホ・読
上】（Future Coders（NextPublishing）） （※） 学術・3アクセス
著編者名
田中賢一郎
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
JavaScriptで学ぶ数学と物理の基本

底本ISBN
底本発行年

分 野
Ｐyｔｈｏｎゲームプログラミング ―知っておき
学術・1アクセス
たい数学と物理の基本―【スマホ・読上】
（Future Coders（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス
著編者名
田中賢一郎
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
Pythonで学ぶ数学と物理の基本

底本ISBN
底本発行年

分 野
ゲームを作りながら楽しく学べるＨＴＭＬ５＋ＣＳＳ＋Ｊ
ａｖａＳｃｒｉｐｔプログラミング 改訂版 【スマホ・読上】
学術・1アクセス
（Future Coders（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス
著編者名
田中賢一郎
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
ブラウザですぐ始められる高校生のためのプログラミング入門

分 野
ゲームを作りながら楽しく学べるＰyｔｈｏｎプ
ログラミング 【スマホ・読上】（Future Coders 学術・1アクセス
（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス
著編者名
田中賢一郎
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
高校生のためのPython入門書

底本ISBN
底本発行年

¥8,580(＋税)
¥17,160(＋税)
9784844397557
2017年 商品コード 1028546553

¥8,580(＋税)
¥17,160(＋税)
9784844397571
2017年 商品コード 1028546554

¥4,950(＋税)
¥9,900(＋税)
9784844397519
2017年 商品コード 1028546555

¥4,950(＋税)
¥9,900(＋税)
9784844397533
2017年 商品コード 1028546556

2018/12/13 現在

分 野
¥2,310(＋税)
学術・1アクセス
¥4,620(＋税)
学術・3アクセス
9784802090667
日本電子出版協会レファレンス委員会
底本ISBN
著編者名
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2016年 商品コード 1028546560
出版社
電卓型からCD-ROM、ハンディな専用端末、ダウンロードアプリまで！ “電子出版”の最先端を切り拓いてきた
“電子辞書”の総まとめ

電子辞書のすべて 【スマホ・読上】（JEPA
Books（NextPublishing）） （※）

分 野
¥1,980(＋税)
学術・1アクセス
¥3,960(＋税)
学術・3アクセス
9784802090681
著編者名
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2016年 商品コード 1028546561
出版社
書籍・雑誌を書く人、作る人、売る人にとってぜひ知っておきたい「法律」が、30分でよくわかる必携の一冊！

電子出版時代の著作権入門 【スマホ・読
上】（JEPA Books（NextPublishing）） （※）

これからインターネットに起こる『不可避な12の出来事』 ―
分 野
今後の社会・ビジネスを破壊的に変える「新たなるデジタル
学術・1アクセス
テクノロジー」を読み解く―【スマホ・読上】（NEXT VISION
学術・3アクセス
（NextPublishing）） （※）

総記

¥2,970(＋税)
¥5,940(＋税)
9784844397410
著編者名
ケヴィン・ケリー
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2016年 商品コード 1028546567
出版社
社会を破壊的に変える「デジタルの進化」。その潮流がビジュアルでわかる！

Excelマクロで覚えるプログラミングの勘所
【スマホ・読上】（OnDeck Books
（NextPublishing）） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Excelマクロの初心者を対象に基礎から、応用編まで解説。

¥3,630(＋税)
¥7,260(＋税)
9784844397250
2016年 商品コード 1028546568

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
小山田 和将
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
特許の２つの戦略、プロパテントとアンチパテントを俯瞰する

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784802090704
2016年 商品コード 1028546569

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
Tiger（松本大河）
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
小さな会社が大企業と戦っていくための、Web戦略

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784802090636
2016年 商品コード 1028546570

ITを巡るプロパテント/アンチパテントの潮流 ―パテ
ントプールからパテント・トロール防衛まで―【スマ
ホ・読上】（OnDeck Books（NextPublishing）） （※）

Web集客が驚くほど加速するベネフィットマーケ
ティング「ベネマ集客術」 【スマホ・読上】
（OnDeck Books（NextPublishing）） （※）

2018/12/13 現在

クラウド時代の思考ツールWorkFlowy入門
【スマホ・読上】（OnDeck Books
（NextPublishing）） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
彩郎
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
いま注目のクラウド型アウトラインプロセッサ

¥4,620(＋税)
¥9,240(＋税)
9784802090575
2016年 商品コード 1028546571

分 野
スマホ・タブレットで子どもの能力を開発しよ
学術・1アクセス
う 【スマホ・読上】（OnDeck Books
（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス

¥4,620(＋税)
¥9,240(＋税)
9784802090643
著編者名
瀬戸武生
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2016年 商品コード 1028546573
出版社
子どもたちのどのタイミングでスマホやタブレットを与えるのか？ どう活用させるのか？

ボカロビギナーズ！ボカロでDTM入門 【ス
マホ・読上】（OnDeck Books
（NextPublishing）） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
gcmstyle（アンメルツP）
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
ボカロ初心者のための、本当に最初の一歩の本

分 野
音とコンピュータ ―そのプログラミング、サウン
ドデザインそしてメディアアート―【スマホ・読上】 学術・1アクセス
（OnDeck Books（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス
著編者名
山内 卓哉
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
音とインターフェースを解説するはじめての本

底本ISBN
底本発行年

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
松倉秀実
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
知財を制する者はビジネスを制す

黒船特許の正体 ―Apple、Amazon、Googleの
知財戦略を読み解く―【スマホ・読上】（OnDeck
Books（NextPublishing）） （※）

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784802090599
2015年 商品コード 1028546574

¥5,610(＋税)
¥11,220(＋税)
9784844397267
2016年 商品コード 1028546576

¥2,138(＋税)
¥4,276(＋税)
9784864780032
2012年 商品コード 1028546579

地方議会や教育機関のためのライトライブ
配信のすすめ 【スマホ・読上】（OnDeck
Books（NextPublishing）） （※）

分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
¥6,600(＋税)
学術・3アクセス
9784802090957
著編者名
谷川 正継
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2016年 商品コード 1028546583
出版社
議会、式典、イベントなど数々の配信実績を持つ著者が、誰でも簡単にライブ配信ができるノウハウを公開

2018/12/13 現在

地方創生時代のための IT を活用した情報
発信ガイド 【スマホ・読上】（OnDeck Books
（NextPublishing）） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
取出新吾
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
ITをフルに活用した町おこし

分 野
Azure無料プランで作る!初めてのWebアプリ
ケーション開発 【スマホ・読上】（技術書典シ 学術・1アクセス
リーズ(NextPublishing)） （※）
学術・3アクセス
著編者名
窓川 ほしき
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
JavaScript初心者でもできる！Node.jsとSQLでつくるWebアプリ！

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
榎本温
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
クロスプラットフォーム開発環境Xamarin解説書の決定版！
Essential Xamarin ネイティブからクロスプラット
フォームまで モバイル.NETの世界 【スマホ・読上】
（技術書典シリーズ（NextPublishing）） （※）

分 野
Extensive Xamarin ―ひろがるXamarinの世
学術・1アクセス
界―【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス
著編者名
榎本 温
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
クロスプラットフォーム開発環境Xamarinの世界が広がる！

Hello!! Vue.js 最新プログレッシブフレーム
ワーク入門】 【スマホ・読上】（技術書典シ
リーズ（NextPublishing）） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
那須 理也 著
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Vue.jsで軽量・高速なWebアプリを作る！

分 野
JavaScript AST入門 ソースを解析・加工し
学術・1アクセス
て生産性に差をつける！ 【スマホ・読上】
（技術書典シリーズ（NextPublishing）） （※） 学術・3アクセス
著編者名
佐々木 俊介 著
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
ASTで一段上の生産性向上を！

底本ISBN
底本発行年

¥2,640(＋税)
¥5,280(＋税)
9784802090896
2016年 商品コード 1028546584

¥4,950(＋税)
¥9,900(＋税)
9784844398219
2018年 商品コード 1028546599

¥7,590(＋税)
¥15,180(＋税)
9784844397915
2017年 商品コード 1028546600

¥4,950(＋税)
¥9,900(＋税)
9784844398103
2018年 商品コード 1028546601

¥4,290(＋税)
¥8,580(＋税)
9784844398264
2018年 商品コード 1028546603

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844398226
2018年 商品コード 1028546606

2018/12/13 現在

分 野
OpenLayers4で遊ぼう 無料の地図データを
Webに表示！ 【スマホ・読上】（技術書典シ 学術・1アクセス
リーズ（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス
著編者名
佐藤 奈々子 著
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
無料で使える！Webページに最新地図を表示！

底本ISBN
底本発行年

分 野
Pragmatic Opal Rubyで作るブラウザアプリ
ケーション開発ガイド 【スマホ・読上】（技術 学術・1アクセス
書典シリーズ（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス
著編者名
大崎 瑶 著
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
Rubyで書いてJavascriptに変換！

底本ISBN
底本発行年

分 野
Scalaをはじめよう! ―マルチパラダイム言語
への招待―【スマホ・読上】（技術書典シリー 学術・1アクセス
ズ(NextPublishing)） （※）
学術・3アクセス
著編者名
伊藤 竜一
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Scalaはこわくない！マルチパラダイム言語Scalaの入門書！

分 野
TypeScriptで作るシングルページアプリケー
学術・1アクセス
ション 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
(NextPublishing)） （※）
学術・3アクセス
著編者名
鈴木 潤
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
環境設定から実際の開発手順まで！これでTypeScriptがわかる！

分 野
エンジニア・研究者のためのWordチュートリ
アルガイド 【スマホ・読上】（技術書典シリー 学術・1アクセス
ズ（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス
著編者名
出川 智啓 著
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
スタイルの活用で文書を構造化！数式入り技術文書をWordで書こう！

分 野
サーバーレスでお手軽自動化! Google
Apps Script活用入門 【スマホ・読上】（技術 学術・1アクセス
書典シリーズ（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス
著編者名
中山 貴幸
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
Google Apps Scriptで毎日の仕事をかんたん自動化！

底本ISBN
底本発行年

¥3,300(＋税)
¥6,600(＋税)
9784844398233
2018年 商品コード 1028546608

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784844398141
2018年 商品コード 1028546609

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844398127
2018年 商品コード 1028546610

¥4,620(＋税)
¥9,240(＋税)
9784844398158
2018年 商品コード 1028546611

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844398059
2017年 商品コード 1028546614

¥3,300(＋税)
¥6,600(＋税)
9784844397908
2017年 商品コード 1028546615

2018/12/13 現在

分 野
ソフトウェア技術者のためのＦＰＧＡ入門 機
械学習編 【スマホ・読上】（技術書典シリー 学術・1アクセス
ズ（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス
著編者名
石原 ひでみ 著
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
ソフトウェア技術者のためのFPGAチュートリアル登場！

¥5,940(＋税)
¥11,880(＋税)
9784844398004
2017年 商品コード 1028546616

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
Smips技術と法律プロジェクト
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
テクノロジーと法律に関する最新情報を各分野の専門家が寄稿！

¥3,960(＋税)
¥7,920(＋税)
9784844398097
2018年 商品コード 1028546617

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
親方Project
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
自分の技術を形にしよう！この１冊で本が書ける！

¥4,950(＋税)
¥9,900(＋税)
9784844398202
2018年 商品コード 1028546618

技術と法律 【スマホ・読上】（技術書典シ
リーズ(NextPublishing)） （※）

技術同人誌を書こう! 【スマホ・読上】（技術
書典シリーズ(NextPublishing)） （※）

最新JavaScript開発 ―ES2017対応モダン
プログラミング―【スマホ・読上】（技術書典
シリーズ（NextPublishing）） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
佐々木俊介
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
ECMAScript2017によるJavaScript開発の最新動向を学ぶ！

¥3,300(＋税)
¥6,600(＋税)
9784844397885
2017年 商品コード 1028546620

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
古籏一浩
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
Adobeのアプリを自動化する！

¥10,560(＋税)
¥21,120(＋税)
9784844395959
2013年 商品コード 1028546650

Adobe JavaScriptリファレンス 【スマホ・読
上】（NextPublishing） （※）

分 野
DSP/RTB オーディエンスターゲティング入門 ―ビッ
グデータ時代に実現する「枠」から「人」への広告― 学術・1アクセス
【スマホ・読上】（Next Publishing） （※）
学術・3アクセス
著編者名
横山隆治
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
ビッグデータ時代の最新広告手法「DSP/RTB」初の解説書
アマゾンPODによる印刷書籍とEPUB3による電子書籍で発行

¥5,940(＋税)
¥11,880(＋税)
9784864780018
2012年 商品コード 1028546653

2018/12/13 現在

アプリビジネスで転ばないためのスマート
フォンプライバシーの基礎知識 【スマホ・読
上】（Next Publishing） （※）

分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥10,560(＋税)
学術・3アクセス
9784844395362
著編者名
寺田眞治
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2012年 商品コード 1028546654
出版社
アプリビジネスを展開する人必読、これだけでは知っておきたいスマートフォンプライバシーの基礎知識。総務
省の「スマートフォン プライバシー イニシアティブ」と業界ガイドラインにもとづいて具体的な実践方法まで解
説。

分 野
顧客を知るためのデータマネジメントプラット
学術・1アクセス
フォーム DMP入門 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）
学術・3アクセス

¥5,280(＋税)
¥10,560(＋税)
9784844395843
著編者名
横山 隆治
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2013年 商品コード 1028546663
出版社
ビッグデータをごみの山にしない。経験から憶測するマーケティングをデータドリブンなマーケティングへと進化
させるデータマネジメントプラットフォーム「DMP」。

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
前田正明
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
米国通信業界歴10年の著者がモバイル市場の最前線を解説

米国モバイル通信市場アウトルック2013
【スマホ・読上】（NextPublishing） （※）

分 野
知らないと始められない電子出版最新用語
学術・1アクセス
集 【スマホ・読上】（OnDeck Books(Next
Publishing)） （※）
学術・3アクセス
著編者名
hon.jp
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
最新用語を知らないと始まらない、最新用語を知らないと始められない

¥7,260(＋税)
¥14,520(＋税)
9784844395904
2013年 商品コード 1028546666

¥3,141(＋税)
¥6,283(＋税)
9784844395232
2012年 商品コード 1028546668

分 野
日本の電子出版を創ってきた男たち ―この声を聞
かずして、電子出版を語るなかれ。―【スマホ・読上】 学術・1アクセス
¥3,078(＋税)
（OnDeck Books（NextPublishing）） （※）
¥6,157(＋税)
学術・3アクセス
9784864780025
著編者名
OnDeck編集部
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2012年 商品コード 1028546671
出版社
日本の電子出版の礎を築いてきた先駆者たちへのインタビューをまとめた一冊。この声を聞かずして、電子出
版を語るなかれ。

分 野
APT対策入門 新型サイバー攻撃の検知と
学術・1アクセス
対応 【スマホ・読上】（Security Series
（NextPublishing）） （※）
学術・3アクセス
著編者名
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
高度で継続的な脅威にどのように対応するか

特定非営利活動法人 日本セキュリティ監査協会 APTによる攻撃対策と情報セキュリティ監査研究会

底本ISBN
底本発行年

¥7,260(＋税)
¥14,520(＋税)
9784844395263
2012年 商品コード 1028546673

2018/12/13 現在

分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥10,560(＋税)
学術・3アクセス
9784844395782
著編者名
セキュリティ対策推進協議会
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
2013年 商品コード 1028546674
出版社
セキュリティ対策を推進するSPREADの情報セキュリティサポーター資格およびマイスター資格を取得するため
の標準テキストです。

SPREAD 情報セキュリティサポーター能力検定
公式テキスト 【スマホ・読上】（Securityシリーズ
(Next Publishing)） （※）

分 野
¥88,000(＋税)
学術・1アクセス
機能材料 【2017年】
¥121,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028388872
出版社
シーエムシー出版
底本発行年
日本で初めての総合機能材料情報誌として1981年の創刊以来，電気，電子，光学，熱，機械，化学，生体，環
境などあらゆる材料・形態の高機能化情報を提供してきました。 弊社の豊富な情報の蓄積とネットワークを
もとに，機能材料関連の動向を深く広範囲に正確に捉え，最新技術開発情報，応用例，創造的な技術を支え
る基礎研究にも注目し，また材料および材料を使った機器の市場情報も充実しています。

2018/12/13 現在

