
丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

 Maruzen eBook Library 
 「週刊ダイヤモンド特集BOOKS」カスタムサブスクリプションパッケージ 

Maruzen eBook Library にあらたなモデルが登場！ 
ダイヤモンド社の人気の新書をサブスクリプションモデルでご提供‼ 

学生用図書におすすめです！ 

本  に出会うあたらしいかたち 

サービス内容詳細は裏面をご覧ください。 

図書館長が選ぶ 「学生に読ませたい新書50選」 など 
毎年自由に選べますので、学生用図書に最適です！ 

更新時にタイトルの入れ替えも自由！ 

＜ご購入の流れ＞ まずは読みたい、読ませたい本を文庫・新書プールよりセレクト！ 

価格モデル 

※表示価格は税抜きとなります。 

ご契約プラン 購読可能冊数 同時 
１アクセス 

同時 
３アクセス 

Aパッケージ 50冊/1年 ¥55,000  ¥82,500   

Bパッケージ 100冊/1年 ¥110,000   ¥165,000  

※表示価格は税抜きとなります。 

特 集 B O O K S 

今後搭載コンテンツが 
続々追加されます！ 

好評配信中! 



下記タイトルを含む約400タイトルの中から選書ができます！ 

丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

・初期導入費は不要！ 
ご契約プランの費用だけでご導入いただけます。図書館システムの改修なども必要ありません。 

・IPアドレスによる認証  
ご契約機関のIPアドレスで認証を行います。複数サイトでも追加の費用は発生しません。 
IPアドレス保有していない機関向けには、ID/パスワード認証で提供します。 

・リモート・アクセス 
外出先・出張先など所属機関の外にいても所属機関が契約しているタイトルを閲覧できます。 

・スマホでも読みやすい画面構成 
小さい画面でも読みやすいリフロータイプでさらに快適な読書を提供します！    

※こちらのモデルは印刷・ダウンロード不可となります。 

その他タイトルに関してましてはお問い合わせください！ 

搭載タイトル 一部抜粋 

どうなる宅配便ヤマトホワイト改革の前途多難 （Vol.136） 上げ下げマンション大調査 （Vol.240） 

落語にハマる! （Vol.137） 新幹線50周年魅惑のJR・鉄道 （Vol.242） 

今年こそ質問しよう!2017年株主総会の歩き方 （Vol.138） 世界が認めたニッポンの酒 （Vol.243） 

乱戦!独立系マンションデベ （Vol.151） いよいよ到来!「派遣・パート2018年問題」完全対策 （Vol.244） 

名古屋教育最強ルート&最新序列 （Vol.156） 新・中国バイブル （Vol.248） 

日本人なら知っておきたい皇室 （Vol.160） 最強のテーマパーク （Vol.253） 

神社の迷宮 （Vol.163） 韓国3大企業サムスン現代自動車ポスコ失速! （Vol.258） 

歌舞伎に誘う （Vol.165） 広島今昔物語 （Vol.261） 

使える!数学 （Vol.167） 太陽光発電バブルの爪痕 （Vol.264） 

凄いネスレ （Vol.170） コンビニ超進化 （Vol.267） 

国税は見ている税務署は知っている （Vol.175） ビジネスに勝つ英語 （Vol.268） 

成功する/失敗するM&A （Vol.176） JA解体農業再生 （Vol.272） 

ニッポンご当地まるごとランキング （Vol.178） 離婚・再婚の損得 （Vol.278） 

百花繚乱ニッポンのリゾート （Vol.180） 知らないと損する給料の秘密 （Vol.280） 

日の丸石油メジャー新生JXTGの規律なき膨張 （Vol.181） 売れる仕組み集客の秘密 （Vol.283） 

FinTech (フィンテック) の正体 （Vol.182） 人気医療の罠 （Vol.288） 

お金の賢者と愚者 （Vol.183） 食べればわかる日本経済 （Vol.293） 

陸vs海vs空乗りもの王者決定戦 （Vol.188） 保険地殻変動! （Vol.295） 

コンビニを科学する （Vol.190） 激烈!流通最終決戦 （Vol.296） 

頭取ランキング （Vol.193） どデカく稼ぐKISSに学ぶ成功の哲学 （Vol.297） 

内乱に沈みゆく名門百貨店三越伊勢丹 （Vol.194） "仕事消失時代"に生き残るビジネスマン （Vol.298） 

中国・ギリシャ本当の危機が始まった! （Vol.198） EV到来で過熱する新・新エネ戦争 （Vol.300） 

追い風は本物か踊り場のOTC(大衆薬) （Vol.209） 「職場の発達障害」最新事情 （Vol.306） 

やっとわかった!経済学 （Vol.213） 富裕層のカネと知恵 （Vol.310） 

霞みゆく財政再建 （Vol.214） 

労基署が狙う （Vol.215） 

「ヤメノキア」が創る北欧フィンランドの新興産業 （Vol.216） 

Excel (エクセル) で数字力を鍛える! （Vol.217） 

本邦初!上場3400社取締役不信任度ランキング （Vol.221） 

いざ都市対決! （Vol.223） 

ASEAN設立50周年巨大市場攻略の鍵 （Vol.224） 

仕事・勉強に効く「集中力」&記憶術・速読術 （Vol.225） 

東電"川村新体制"の苦闘 （Vol.234） 

劇変世界を解く新地政学 （Vol.235） 

地銀の瀬戸際メガバンクの憂鬱 （Vol.238） 

 まずは読みたい、読ませたいタイトルよりセレクト！ 
412冊から選べます！（2019年7月現在） 

    週刊ダイヤモンド社特集BOOKSプール 特 集 B O O K S 



ご契約機関名

希望パッケージ

開始希望時期

講読 タイトル 講読 タイトル

誰が音楽を殺したか? = Who's killing music? （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.1） メットライフアリコ崩壊への足音 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.47）

日銀陥落 ―安倍政権の危険なギャンブル : 要求丸呑みの"舞台裏"―（週刊ダイヤモンド特集
BOOKS Vol.2）

アレルギー花粉症のウソ・ホント ―徹底検証本当に効く治療、クスリ、頼れる医療機関―（週刊ダイヤ
モンド特集BOOKS Vol.48）

円安に乗る! ―株・投信・外貨投資―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.3） サムスン ―日本を追いつめた"二番手商法"の限界―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.49）

国内市場5.7兆円「LGBT市場」を攻略せよ! ―レズビアン/ゲイ/バイ・セクシャル/トランスジェンダー
―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.4）

ど～した!?ドコモ ―iPhoneでも復活できないNTTドコモの迷走―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.50）

SONYを去ったエース社員たちからの提言 ―ヤメソニーに訊け!!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.5）

即効!英語勉強法 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.51）

ソニーの「B面」 ―知られざる黒子事業―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.6） ビジネスパーソンの自転車快適生活 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.52）

SONYを去ったエース社員たちからの提言 : ヤメソニーに訊け!! ; ソニーの「B面」 : 知られざる黒子
事業 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.7）

盛り上がる相続増税ビジネス ―不動産・住宅業界が熱狂―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.53）

マクドナルドはどこへ行く? （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.8） イオン拡大経営の不安 ―成長の序章か崩壊の始まりか―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.54）

中西改革が日立のタブーをぶち壊す （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.9） コマツ「ダントツ経営」の裏側 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.55）

相続・贈与・節税完全ガイド （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.10） Money football! ―統計学が解き明かすサッカーの"新時代"―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.56）

最強の武器「統計学」 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.11） ホンダ、覚醒 ―伊東改革の総仕上げ―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.57）

揺れる動物園挑む水族館 ―存在意義を問い続けた130年―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.12）

いよいよ解禁か!?カジノ狂騒曲 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.58）

シェールが起こす３つの革命 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.13） ゲッティイメージズ ―写真界の"グーグル"知られざる素顔―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.59）

競馬ブーム終焉 ―JRA危機の構造―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.14） ドン・キホーテ異端経営の進化 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.60）

安心できる結婚式 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.15） 亀山は知っている ―液晶王国シャープ栄光と挫折の10年―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.61）

子どもの数を超えた!ペット大国ニッポン （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.16）
"やってみなはれ"世界へ ―佐治サントリーの25年凄みと死角―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.62）

バブル銘柄を見極めろ ―歪む株式市場―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.17） 「話し方」入門 ―口べたは武器に変わる!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.63）

給料は上がるのか?安倍マジックのタネ明かし （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.18） 不眠・不安・疲労 ―職場と家庭のうつ全対策―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.64）

飲む前に読む健康食品・サプリのウソホント （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.19）
100年もたない年金 ―独自試算で判明!本当にもらえる年金額―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.65）

成長続く最後の市場アフリカで勝つ方法 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.20） 今こそ!「嫌われる勇気」 ―仕事に効くアドラー心理学―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.66）

世界最強!新幹線 ―日本の未来を拓けるか―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.21）
ファミレス復権 ―居酒屋千鳥足 : 何が外食の明暗を分けたのか?―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.67）

JRvs私鉄 ―王者JRを猛追する私鉄―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.22） LIXIL藤森改革の真価 ―売上高3兆円は達成可能か―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.68）

原発復活 ―今こそ求められる本当の"出口戦略"―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.23） 増加する大人の発達障害 ―職場はどう向き合うか―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.69）

鉄道新発見! （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.24） 迷宮のソニーモバイル ―平井体制の末路―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.70）

鉄道特集3冊パック （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.25） 復活!新日本プロレス ―死の淵から這い上がった―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.71）

もうダマされない!歯医者の裏側 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.26） 明日は我が身のサイバー脅威 ―国も企業も個人も標的―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.72）

もっと知りたい!ドラッカー （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.27）
Pepper (ペッパー) 大増殖計画 ―ロボット界のiPhoneになれるか?―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.73）

みんなのドラッカー （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.28） HONDA (ホンダ) リコール危機の教訓 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.74）

エッセンシャル版ドラッカー （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.29） インド ―「厄介な超大国」で突破口を開く―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.75）

出産・育児は絶望的産めなきゃ終わりの日本経済 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.30） 解剖稲盛経営 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.76）

東芝 ―"異例の新社長"が背負う二つの宿命―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.31） 空の産業革命ドローンの現実 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.77）

音楽会社じゃない!エイベックスの正体 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.32）
マンション戸建て高く売れる家売れない家 ―不動産業界のカラクリを見抜け!―（週刊ダイヤモンド特
集BOOKS Vol.78）

主役交代ゲームウォーズ （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.33） 試練の住宅産業 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.79）

伝える技術 ―なぜ『伝え方が9割』なのか―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.34） 北欧に学べ ―なぜ彼らは世界一が取れるのか―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.80）

半沢直樹はどこにいる?頼れる銀行頼れない銀行 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.35） SHARP (シャープ) 解体 ―改革なき経営の大罪―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.81）

TPPで"壊滅"するのか?日本農業の真の実力 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.36） みずほ万年3位脱出ミッション （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.82）

実は強いぞ!日本の農業 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.37） トヨタ設計革命の真実 ―VW追撃の狼煙―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.83）

実は強いぞ!日本の農業 . TPPで"壊滅"するのか?日本農業の真の実力 （週刊ダイヤモンド特集
BOOKS Vol.38）

デジタルデトックスのすすめ ―ネット・スマホ中毒が急増中!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.84）

マグロ、ウナギだけじゃない日本の魚が危ない （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.39） 年収1000万円の不幸 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.85）

リニア始動! （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.40） トヨタを本気にさせた水素革命の真実 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.86）

ワインブーム光と影 ―高級品買いあさる中国低価格品浸透する日本―（週刊ダイヤモンド特集
BOOKS Vol.41）

H&M ―脱ファストファッションの野望―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.87）

消費税アップ!家計・景気はどうなる? （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.42） 再興ハイアールアジア ―旧三洋電機の逆襲―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.88）

総力検証!パナソニック最後の賭け （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.43）
ウェブサイト価値ランキング2015 ―企業サイトの事業貢献度測定―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.89）

食卓激変 ―時短とこだわりが市場を創造―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.44） 「統計学」自由自在! （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.90）

目にかかるカネとリスク （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.45） ビジネスマンの必須教養「宗教」を学ぶ （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.91）

ソフトバンクがドコモを抜く日 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.46） 職場の「お荷物」社員 ―オジサン世代に増殖中!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.92）

・下記タイトルリストから50点もしくは100点ご選書をお願いいたします。希望タイトルの「講読」欄にチェック「✔」を入れてください。

「週刊ダイヤモンド特集BOOKS」サブスクリプションパッケージモデル　申し込み用紙

□Aパッケージ(50点)　　　□Bパッケージ（100点）　　　※どちらかにチェック「✔」を入れてください。

　年　　　　　　　　　　月　　　　　　　　日

発注ご担当者印 



講読 タイトル 講読 タイトル

あなたの会社は大丈夫?労基署がやってくる! （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.93） 乱戦!独立系マンションデベ （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.151）

回転寿司止まらぬ進化 ―ビッグデータまで活用―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.94） 儲かる農業 ―攻めに転じる大チャンス―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.152）

自動車レースの経済学 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.95） 背徳のシャープ ―液晶敗戦の全顛末―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.153）

クールJapanコンテンツの現実 (リアル) ―波及市場は50兆円超え?世界を席巻!―（週刊ダイヤモン
ド特集BOOKS Vol.96）

水道クライシス!! ―迫り来る料金大幅値上げ相次ぐ破裂事故 : 大都市も過疎地も、あなたの街も―
（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.154）

脳科学最前線 ―解き明かされる神秘の世界―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.97） 孫子 ―現代に通じる「不敗」の戦略―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.155）

逆風のインドネシア ―通貨安と内需低迷の泥沼―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.98） 名古屋教育最強ルート&最新序列 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.156）

孫正義世界を買う （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.99） 地政学超入門 ―世界史と地図で学ぶ国際情勢―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.157）

NHK英語の秘密TOEICの謎 ―2大英語ブランドその舞台裏を解き明かす―（週刊ダイヤモンド特集
BOOKS Vol.100）

逃げ切り世代 ―駆け込みセーフは何歳まで?―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.158）

もう神の手 (ゴッドハンド) はいらない?がん最前線 ―「薬」「手術」「放射線」変貌するがん三大療法
―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.101）

危ない会社の見分け方 ―隠れ倒産急増!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.159）

コンビニ三国志 ―陣取り合戦熾烈!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.102） 日本人なら知っておきたい皇室 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.160）

ステマ症候群 ―急成長するPR会社ベクトルが掴んだノンクレジット広告の落とし穴―（週刊ダイヤ
モンド特集BOOKS Vol.103）

保活戦線異状アリ ―保育園に入りやすい街はどこだ? : 緊急調査―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.161）

ソニー消滅!! ―尽き果てる"延命経営"―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.104） 食える営業飢える営業 ―大転職時代―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.162）

自衛隊と軍事ビジネスの秘密 ―知られざる22万人の巨大組織と2兆円産業を全解明―（週刊ダイ
ヤモンド特集BOOKS Vol.105）

神社の迷宮 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.163）

ラグビー日本代表エディーに学べ ―世界で勝つ組織論―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.106） 徹底検証アベノミクス ―支持率低迷で正念場―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.164）

究極のダイエット ―燃焼!知られざる2兆円市場―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.107） 歌舞伎に誘う （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.165）

人事部の掟 ―あなたの異動・昇進・昇給はこう決まる!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.108） 旭硝子の"内憂外患" ―日本を代表するグローバル企業?―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.166）

「読書」を極める! （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.109） 使える!数学 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.167）

その節税、ありか、なしか? （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.110） 三菱最強伝説 ―三井、住友を凌駕する「財閥力」―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.168）

シェアリング・エコノミー ―"素人革命"の衝撃―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.111） 三井物産安永改革の前途 ―"三位物産"返上なるか―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.169）

自動車部品WARS (ウォーズ) ―電子化で再編に号砲!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.112） 凄いネスレ （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.170）

無敵の手帳術&情報管理術 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.113） 村田vsTDK ―真逆のスマホ戦略の成否―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.171）

銀座の磁力 ―世界中を惹きつける―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.114） 三井・住友名門烈伝 ―日本をつくった27大財閥の素顔―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.173）

ほつれるアパレル ―構造改革の正念場―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.115）
ウェブサイト価値ランキング2017 ―企業サイトの事業貢献度測定―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.174）

ANA国際線急拡大の野望と死角 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.116） 国税は見ている税務署は知っている （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.175）

広告戦争 ―デジタル空間の覇権をめぐる人脈と金脈―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.117） 成功する/失敗するM&A （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.176）

いまさら聞けないIoTの全貌 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.118） カリスマ退場 ―流通帝国はどこへ向かうのか―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.177）

知られざる宝くじの裏側 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.119） ニッポンご当地まるごとランキング （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.178）

日韓本当の大問題 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.120）
2018年新卒就職戦線総括 ―売り手市場は継続脚光浴びるインターンシップ―（週刊ダイヤモンド特集
BOOKS Vol.179）

流通最後のカリスマ鈴木敏文の破壊と創造 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.121） 百花繚乱ニッポンのリゾート （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.180）

誰がテレビを殺すのか （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.122） 日の丸石油メジャー新生JXTGの規律なき膨張 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.181）

老後リスクの現実 (リアル) ―悲惨でも楽園でもない等身大の明日―（週刊ダイヤモンド特集
BOOKS Vol.123）

FinTech (フィンテック) の正体 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.182）

ホテル戦線異状あり ―空前のバブル到来!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.124） お金の賢者と愚者 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.183）

日本コカ・コーラの限界 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.125） アサヒ巨額買収の勝算 ―アジアより欧州で稼ぐ―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.184）

商社の勝者 ―伊藤忠が商事、物産に仕掛ける下克上―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.126） 退職金・年金 ―知りたくなかった禁断の数字―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.185）

ファイナンス力の鍛え方 ―数式も簿記もいらない!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.127） コンビニATM戦争 ―銀行界も戦々恐々―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.186）

仁義なき「光熱費」争奪戦 ―ガス自由化スタート―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.128） 暴れる地球 ―気候変動の脅威―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.187）

世界を変えるiPS （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.129） 陸vs海vs空乗りもの王者決定戦 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.188）

ニッポン観光大変動 ―新旧入り乱れ―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.130） メガバンクの構造改革 ―経費率悪化からの脱却なるか―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.189）

最新医学部&医者 ―偏差値では分からない!全国81医学部序列マップ―（週刊ダイヤモンド特集
BOOKS Vol.131）

コンビニを科学する （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.190）

ふるさと納税仁義なき戦い ―総務省vs自治体―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.132） ライドシェア ―日系自動車の逡巡―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.191）

第一三共の正念場 ―崖っぷちの国内マンモス―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.134） 紅い人脈 ―中国コンフィデンシャル―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.192）

確率・統計入門 ―ビジネス数学の最終兵器―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.135） 頭取ランキング （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.193）

どうなる宅配便ヤマトホワイト改革の前途多難 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.136） 内乱に沈みゆく名門百貨店三越伊勢丹 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.194）

落語にハマる! （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.137） 疲労の正体 ―最高の睡眠と栄養があなたを変える!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.195）

今年こそ質問しよう!2017年株主総会の歩き方 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.138） サントリーと創業家 ―グローバル化への試練―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.196）

今こそ!「嫌われる勇気」 ―初めてのアドラー心理学―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.139） 飲・食・農乱奪戦 ―狙われるニッポン―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.197）

グーグルが狙うAI覇権 ―進化するアルファ碁―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.140） 中国・ギリシャ本当の危機が始まった! （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.198）

白物家電の逆襲 ―「新星」たちが起こすビッグバン―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.141） 野球用品業界の崖っぷち ―観戦人口増でも競技人口減―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.199）

日本の警察 ―もっと知りたい権力とお金―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.142） 最強の高校 ―中高一貫vs地方名門―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.200）

日の丸ディスプレイ最終決戦 ―経営危機のJDIに鴻海シャープの影―（週刊ダイヤモンド特集
BOOKS Vol.143）

コーヒービジネス大活況 ―サードウェーブの次に来る波―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.201）

どう生きますか逝きますか ―死生学のススメ―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.144）
叱れない上司叱られたい部下 ―「叱り方」を学べば関係が劇的に変わる!―（週刊ダイヤモンド特集
BOOKS Vol.202）

棋士の決断力 ―独占初対談 : 将棋棋士、四段藤井聡太×囲碁棋士、六冠井山裕太―（週刊ダイ
ヤモンド特集BOOKS Vol.145）

世界経済超入門 ―地政学で読み解く覇権争いの衝撃―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.203）

どうする!「実家」の大問題 ―空き家片付け相続まで―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.146）
三井化学 ―創業105年目の大転換 : 脱・石油化学市況連動銘柄―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.204）

岐路に立つネット証券 ―トップ6人が描く未来像―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.147） ゼネコン ―絶好調の先にある深淵―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.205）

勝者のAI戦略 ―人工知能の嘘ホント―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.148） H.I.S.の野望 ―12年ぶりの社長復帰―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.206）

サイバー攻撃に備えよ ―日本に照準!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.149） 今年こそ!お金を学ぶ ―賢く貯める殖やす備える使う―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.207）

金融エリートの没落 ―メガバンク・地銀・証券―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.150） 認知症社会 ―3人に1人がヤバい―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.208）
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追い風は本物か踊り場のOTC(大衆薬) （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.209） 関関同立 ―関西に君臨するトップ私学を完全解剖―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.266）

商社の英語 ―門外不出のサバイバル習得法―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.210） コンビニ超進化 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.267）

政府統計の"ウソ" ―実態からズレるメカニズム―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.211） ビジネスに勝つ英語 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.268）

トヨタvsフォルクスワーゲン ―最強の自動車メーカー―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.212）
2018年注目の企業人事総ざらい ―幹部人事はどうなる?あの会社のその後は?―（週刊ダイヤモンド
特集BOOKS Vol.269）

やっとわかった!経済学 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.213） 国鉄vsJR ―民営化30年の功罪―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.270）

霞みゆく財政再建 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.214） 暗黒のロッテ ―独裁が生んだ腐敗経営―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.271）

労基署が狙う （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.215） JA解体農業再生 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.272）

「ヤメノキア」が創る北欧フィンランドの新興産業 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.216） LINE全解明 ―ビジネスマンの新定番LINEを使いこなせ!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.273）

Excel (エクセル) で数字力を鍛える! （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.217）
"つながる"家電の未来 ―グーグル、アマゾンがCESで激突―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.274）

そうだったのか!ピケティ『21世紀の資本』 ―決定版―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.218） 美術とおカネ全解剖 ―アートの裏側全部見せます。―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.275）

アームvsインテルvsエヌビディア ―半導体の王者に迫る"下克上"―（週刊ダイヤモンド特集
BOOKS Vol.219）

LCC乱気流 ―愛憎渦巻く人間模様―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.276）

知らなきゃ損する夫婦の法律相談 ―子育て・お金・離婚・相続―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.220）

2020年からのニッポン ―人口減少ショック!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.277）

本邦初!上場3400社取締役不信任度ランキング （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.221） 離婚・再婚の損得 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.278）

101年目のタカラヅカ ―ベールに包まれた「継続する力」―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.222）

激変!三菱自動車 ―日産統治改革の果実―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.279）

いざ都市対決! （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.223） 知らないと損する給料の秘密 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.280）

ASEAN設立50周年巨大市場攻略の鍵 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.224） ロボット覇権 ―工場を制するのは誰だ―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.281）

仕事・勉強に効く「集中力」&記憶術・速読術 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.225） 狙われる「老後のカネ」 ―家族で守る!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.282）

豊田通商の大勝負 ―アフリカ最前線ルポ―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.226） 売れる仕組み集客の秘密 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.283）

物流ビジネス大異変 ―佐川男子、クロネコ男子が悲鳴!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.227）
クラシエ ―ドン底でつかんだ教訓 : 旧カネボウ破綻から10年―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.284）

民法大改正 ―知らなきゃ損するサラリーマンの法律入門―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.228）

速習!日本経済 ―思わず誰かに話したくなる―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.285）

ドン・キホーテの挑戦 ―異端から正統へ―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.229） ブリヂストン流非カリスマ経営の極意 ―失敗を糧にした―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.286）

天才・奇才のつくり方 ―お受験・英才教育の真実―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.230） 親と子の介護 ―「医療」「住まい」「食事」の不安を解消―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.287）

東京コンフィデンシャル ―豊洲の深層都政の闇―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.231） 人気医療の罠 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.288）

ロボット・AI革命 ―待ち受けるのは競争か共生か―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.232）
TOTO創業101年目に抱く切迫感 ―徹頭徹尾の自前主義で世界4位―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.289）

復活日立 ―重電メガ再編を生き残れるか―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.233） 「孫家」の教え ―起業家に学ぶ10年後も稼げる条件―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.290）

東電"川村新体制"の苦闘 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.234） フィリップ・モリスの野望 ―iQOSはたばこを変えるのか―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.291）

劇変世界を解く新地政学 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.235）
完全対策事業承継 ―家族と従業員を幸せにする会社の継がせ方―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.292）

安永流三井物産の岐路 ―変革か沈滞か―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.236） 食べればわかる日本経済 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.293）

速効!「営業」学 ―一流講師陣の集中講義―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.237） 公取委の逆襲 ―変質する市場の番人―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.294）

地銀の瀬戸際メガバンクの憂鬱 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.238） 保険地殻変動! （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.295）

ルネサスの岐路 ―復活?日の丸半導体―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.239） 激烈!流通最終決戦 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.296）

上げ下げマンション大調査 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.240） どデカく稼ぐKISSに学ぶ成功の哲学 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.297）

飛べないMRJ ―足並みそろわぬ"官民"二人三脚―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.241） "仕事消失時代"に生き残るビジネスマン （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.298）

新幹線50周年魅惑のJR・鉄道 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.242） がんと生きる ―「仕事」「家庭」「家計」「治療」―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.299）

世界が認めたニッポンの酒 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.243） EV到来で過熱する新・新エネ戦争 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.300）

いよいよ到来!「派遣・パート2018年問題」完全対策 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.244） みずほなぜ過ちを繰り返すのか ―緊急特集―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.301）

子会社「族」のリアル ―誰も触れなかった絶対格差―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.245） 経済ニュースを疑え! ―報道現場の裏側を明かす―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.302）

東芝再生の難題 ―癒えぬ不正会計の爪痕―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.246） コマツの死角 ―ドル箱ICT建機に攻め込むキャタピラー―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.303）

お客をつかむ33の新法則 ―消費増税でも売れる!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.247） 関西流企業の逆襲 ―大阪・京都・神戸はなぜ強い?―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.304）

新・中国バイブル （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.248）
ここまで治る![○超]先端医療 ―がん/花粉症/関節痛/角膜障害/薄毛/認知症/歯周病/心不全/感染
症―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.305）

議決権攻防最前線 ―金融庁vs機関投資家―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.249） 「職場の発達障害」最新事情 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.306）

儲かる農業2017 ―JA解体でチャンス到来!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.250） トヨタ大攻勢 ―豊田章男は何を変えたのか―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.307）

「加工の匠」積水化学の開発力 ―全てはボールペン軸から始まった―（週刊ダイヤモンド特集
BOOKS Vol.251）

人事部vs労基署 ―「働き方」攻防戦―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.308）

百貨店包囲網 ―異業種乱入で盟主危うし!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.252）
おむつ狂騒曲の終焉 ―中国爆買い一服で始まるサバイバル―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.309）

最強のテーマパーク （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.253） 富裕層のカネと知恵 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.310）

知られざる大動脈海底ケーブル ―グーグル・アマゾン・フェイスブックが巨額投資―（週刊ダイヤモ
ンド特集BOOKS Vol.254）

老後破綻を避ける　40代からの「お金」の強化書 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.311）

弁護士裁判官検察官 ―司法エリートの没落―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.255） 揺れる仮想通貨取引所 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.312）

新生ニトリ始動 ―1000店への挑戦―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.256） 三流の東芝　一流の半導体 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.313）

介護のムダ ―高齢者ビジネスのカラクリ―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.257） 中国　撤退か継続か （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.314）

韓国3大企業サムスン現代自動車ポスコ失速! （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.258） VR（バーチャルリアリティ）沸騰 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.315）

学生が行ってみたいインターンシップ人気企業ランキング ―プレシーズンレポート―（週刊ダイヤ
モンド特集BOOKS Vol.. 2019新卒就活戦線 ; 1 259）

「日本経済」入門 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.316）

データ分析 ―勝つための絶対スキル : 文系こそ学べ―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.260） 会計＆ファイナンス超理解 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.317）

広島今昔物語 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.261） ファミリーマート　社長・澤田貴司の苦悩 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.318）

リフォーム&中古住宅 ―カネになる家―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.262） クスリ・健康食品の「ウソ」「ホント」 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.319）

王者タケダの暗雲 ―病める製薬―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.263） 堕ちた金融　証券・銀行の大罪 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.320）

太陽光発電バブルの爪痕 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.264） 関西ペイント 「色」で常識を塗り替える （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.321）

相続と贈与の大問題 ―争続と税金の2大災難に備える!―（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.265）

不動産投資の甘い罠 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.322）



講読 タイトル 講読 タイトル

生活保護　3.7兆円が日本を蝕む （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.323） コンビニクライシス （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.369）

さよならガソリンスタンド （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.324） 損しないマンション×戸建て×中古リノベ （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.370）

攻める睡眠　守る睡眠 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.325） SUBARU　不正の実像 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.371）

新　ニッポンの接待 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.326） ベストホテル＆エアライン （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.372）

大学3年生が選んだ就職人気企業ランキング （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.327） さよならレガシーITシステム （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.373）

ユニクロ　柳井正最後の破壊 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.328） 外食チェーン全格付け （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.374）

心理入門 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.329） 混迷深まるEU （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.375）

レンゴー　業界リーダーの矜持と危機感 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.330） 右派×左派 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.376）

中国に勝つ （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.331） 原発大再編 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.377）

家電敗戦 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.332） 日本食の挑戦 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.378）

白熱！　加熱式たばこ （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.333） 西側の同盟揺るがす「ハイブリッド戦争」 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.379）

金融庁ＶＳ銀行 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.334） 山一・拓銀破綻から20年 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.380）

医師の秘密 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.335） データで見る　2019年就職戦線総括 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.381）

米中貿易戦争の虚実 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.336） キッコーマン （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.382）

六大企業閥の因縁　三井・住友・三菱　芙蓉・三和・一勧 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.337） 造船「敗戦処理」 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.383）

サラリーマンのらくらく起業術 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.338） 温泉　ほっこり経済圏の秘密 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.384）

全国インフラ危険度ランキング （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.339） ウェブサイト価値ランキング2018 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.385）

ロジカルシンキング＆問題解決法 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.340） リーマンショックから10年 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.386）

ビジュアル活用仕事術 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.341）
三菱ケミカルホールディングス　シナジーに乏しき総合化学企業 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS 
Vol.387）

中国「自動車強国」への野望 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.342） 静岡vs浜松　2都ライバル物語 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.388）

家族の介護 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.343） 「職場のRPA」入門 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.389）

身に付く！　英語＆中国語 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.344） 究極の省エネ英語 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.390）

ＮＥＣ　タマネギ経営の果て （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.345） ｅスポーツの爆発力 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.391）

自衛隊　防衛ビジネス　本当の実力 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.346） ビジネスモデルのつくり方 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.392）

ディズニーの「裏側」 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.347） ポーラ遺産騒動の深層 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.393）

ＬＮＧパニック （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.348） 科学とデータで迫る　最強の食事術 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.394）

定年後の歩き方 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.349） 地域ブランド調査2018　魅力ある街のヒミツ （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.395）

あなたの娘は何を考えているのか？ （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.350） 自己流にサヨナラ　仕事超速化の技 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.396）

出光興産 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.351） 新電力サバイバル （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.397）

決算書100本ノック！ （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.352） 廃業or承継 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.398）

世界の海底資源を牛耳るのは誰だ？ （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.353） もがく信金・信組 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.399）

マネー異変！ （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.354） 通勤25分圏外の勝つ街負ける街 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.400）

大学序列 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.355） 行動遺伝学が教える　学力、性格と「遺伝」のホント （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.401）

カネを生む地図 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.356） AI格差 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.402）

台頭するファッションテック （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.357） ニッポンの「魚」が危ない （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.403）

株＆投信　超理解 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.358） 相続を争族にしない （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.404）

「超」健康術 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.359） 動き出した「総合取引所」構想 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.405）

民泊新法の衝撃 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.360） 儲かる農業2018 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.406）

孫正義が知らないソフトバンク （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.361） 跋扈する「新型ヤミ金」 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.407）

日本を呑み込むＡｐｐｌｅ（アップル）の正体 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.362） 現場で役立つ会計力 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.408）

健康保険ランキング （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.363） 副業 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.409）

「独学力」 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.364） 華麗なる「御曹司大学」のヒミツ （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.410）

旧パナソニックvs新パナソニック （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.365） がん医療の表と裏 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.411）

ニッポンの老害　相談役・顧問 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.366） 学生が行ってみたいインターンシップ人気企業ランキング （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.412）

不妊治療最前線 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.367） 神社・仏教　大騒乱 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.413）

ＥＶ覇権 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.368） 2018年『ベスト経済書』 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS Vol.414）
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