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「栄養と料理」 

出版社 
女子栄養大学

出版部 
同時1アクセス

（本体） 
¥17,998 

同時3アクセス
（本体） 

¥40,504 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 12冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約10日 

「発達」 

出版社 ミネルヴァ書房 

同時1アクセス
（本体） 

¥22,000 

同時3アクセス
（本体） 

¥35,200 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 4冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約3ヶ月 

「作業療法ジャーナル」 
出版社 三輪書店 

同時1アクセス
（本体） 

   ¥92,400 

同時3アクセス
（本体） 

¥123,200 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 13冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約2週間 

「脊椎脊髄ジャーナル」 
出版社 三輪書店 

同時1アクセス
（本体） 

¥109,890 

同時3アクセス
（本体） 

¥146,520 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 12冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約2週間 

「地域リハビリテーション」  
出版社 三輪書店 

同時1アクセス
（本体） 

¥39,600 

同時3アクセス
（本体） 

¥52,800 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 6冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約2週間 

冊子版最新号刊行とほぼ同時に電子版で配信！ 

2019-308 

「子どものこころと脳の発達」 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス
（本体） 

¥3,960 

同時3アクセス
（本体） 

¥5,940 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 1冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約2週間 

2020年雑誌（電子版） 年間購読価格一覧 
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「国際金融」 

出版社 外国為替貿易研究会 

同時1アクセス（本体） ¥17,160 

同時3アクセス（本体） ¥43,560 

購読期間 2020年１月～12月 

刊行冊数 12冊 

電子版配信時期 冊子刊行後約10日 

「世界経済評論」 

出版社 文眞堂 

同時1アクセス（本体） ¥11,880 

同時3アクセス（本体） ¥18,820 

購読期間 2020年1月～12月 

刊行冊数 6冊 

電子版配信時期 冊子刊行後約10日 

「一橋ビジネスレビュー」 
出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス（本体） ¥19,800 

同時3アクセス（本体） ¥44,550 

購読期間 2020年1月～12月 

刊行冊数 4冊 

電子版配信時期 冊子刊行後約10日 

「週刊東洋経済」 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス（本体） ¥80,300 

同時3アクセス（本体） ¥180,675 

購読期間 2020年1月～12月 

刊行冊数 52冊（予定） 

電子版配信時期 冊子刊行後約2日 
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2020年雑誌（電子版） 年間購読価格一覧 

冊子版最新号刊行とほぼ同時に電子版で配信！ 
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「商業界」 
出版社 商業界 

同時1アクセス
（本体） 

¥39,600 

同時3アクセス
（本体） 

¥79,200 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 12冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約10日 

「販売革新 」 
出版社 商業界 

同時1アクセス
（本体） 

¥39,600 

同時3アクセス
（本体） 

¥79,200 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 12冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約10日 

「食品商業 」 
出版社 商業界 

同時1アクセス
（本体） 

¥39,600 

同時3アクセス
（本体） 

¥79,200 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 12冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約10日 

「ファッション販売 」 

出版社 商業界 

同時1アクセス
（本体） 

¥39,600 

同時3アクセス
（本体） 

¥79,200 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 12冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約10日 

「飲食店経営」 

出版社 
商業界 

（ｱｰﾙ･ｱｲ･ｼｰ） 
同時1アクセス

（本体） 
¥39,600 

同時3アクセス
（本体） 

¥79,200 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 12冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約10日 

「コンビニ」 

出版社 
商業界 

（ｱｰﾙ･ｱｲ･ｼｰ） 
同時1アクセス

（本体） 
¥39,600 

同時3アクセス
（本体） 

¥79,200 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 12冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約10日 

冊子版最新号刊行とほぼ同時に電子版で配信！ 
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「設備と管理」 
出版社 オーム社 

同時1アクセス
（本体） 

¥49,500 

同時3アクセス
（本体） 

¥59,400 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 12冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約2週間 

「新電気」 
出版社 オーム社 

同時1アクセス
（本体） 

¥47,856 

同時3アクセス
（本体） 

¥57,420 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 12冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約2週間 

冊子版最新号刊行とほぼ同時に電子版で配信！ 

2020年雑誌（電子版） 年間購読価格一覧 
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「電気と工事」 
出版社 オーム社 

同時1アクセス
（本体） 

¥46,200 

同時3アクセス
（本体） 

¥55,440 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 12冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約2週間 

「OHM」 
出版社 オーム社 

同時1アクセス（本体） ¥54,456 

同時3アクセス（本体） ¥65,340 

購読期間 2020年1月～12月 

刊行冊数 12冊 

電子版配信時期 冊子刊行後約2週間 

「人工知能」 
出版社 オーム社 

同時1アクセス（本体） ¥39,600 

同時3アクセス（本体） ¥48,000 

購読期間 2020年1月～12月 

刊行冊数 6冊 

電子版配信時期 冊子刊行後約1ヶ月 
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「生物の科学 遺伝」 
出版社 NTS 

同時1アクセス
（本体） 

¥21,120 

同時3アクセス
（本体） 

¥31,680 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 6冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約2週間 

「化学」 
出版社 化学同人 

同時1アクセス
（本体） 

¥23,650 

同時3アクセス
（本体） 

¥35,200 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 12冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約10日 

「住宅建築」 
出版社 建築資料研究社 

同時1アクセス
（本体） 

¥19,800 

同時3アクセス
（本体） 

¥39,600 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 6冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約2週間 

「日本語文法」 
出版社 くろしお出版 

同時1アクセス
（本体） 

¥15,400 

同時3アクセス
（本体） 

¥23,100 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 2冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約2ヶ月 

冊子版最新号刊行とほぼ同時に電子版で配信！ 
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「現代数学」 
出版社 現代数学社 

同時1アクセス
（本体） 

¥33,558 

同時3アクセス
（本体） 

¥59,988 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 12冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約2週間 

「庭」 
出版社 建築資料研究社 

同時1アクセス
（本体） 

¥13,200 

同時3アクセス
（本体） 

¥26,400 

購読期間 
2020年1月 

～12月 

刊行冊数 4冊 

電子版 
配信時期 

冊子刊行後 
約2週間 

2020年雑誌（電子版） 年間購読価格一覧 
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丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

月刊  保険診療  

2012年9月号 ～2019年11月号 78冊揃価格 

同時1アクセス(本体)：¥154,440 同時3アクセス(本体)：¥308,880 

各冊価格 

同時1アクセス(本体) ¥1,980  同時3アクセス(本体) ¥3,960  

  各巻の詳細はお問合せください。 

2012年9月号以降の号が購入可能です。 
発刊にあわせて毎月追加予定です。 

継続ご注文 
承り中！ 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

  
歯界展望 
【2012年～2018年】 セット 

※1冊単位での購入可 

同時1アクセス（本体） ¥693,000 

同時3アクセス（本体） ¥1,386,000 

1921年1月に「歯苑」という誌名で発刊されて以来、わが国で最も伝統ある歯科雑誌として、 
多く の先生方に読まれ続けています。歯科臨床を取り巻く種々の問題を解決すべく、臨床と
学術を中心に、歯科医療の現状、これからの社会的環境の変化などを考察してそのときど
きにふさわしいテーマを取り上げております。データの裏付けをもった臨床報告やベーシック
な技術習得に必要な情報は、若手の臨床家の先生方にとっても、診療スタイルの確立やス
テップアップのための格好な指針としてご好評をいただいております。 

  
補綴臨床 
【2012年～2018年】 セット 

※1冊単位での購入可 

同時1アクセス（本体） ¥390,500  

同時3アクセス（本体） ¥781,000  

「誰もが安全に」「誰もが安心して」「最も合理的に」治療を行うことができるための情報を発
信するためにリニューアルしました。誌面をＡ4判・オールカラーにして図や写真をより迫力
のあるものにし、「補綴治療のスタンダード」を確立するための雑誌として進取の精神に満ち
た情報をお届けしてまいります。 

  
デンタルハイジーン 
【2012年～2018年】 セット 

※1冊単位での購入可 

同時1アクセス（本体） ¥423,500  

同時3アクセス（本体） ¥847,000 

歯科衛生士さんの活躍の場がますますひろがっています。8020を達成するために、歯周治
療をスムーズにすすめるために、高齢者の口腔ケアを行うために、その存在は不可欠なの
です。「デンタルハイジーン」はそんな時代の歯科衛生士さんを強力にサポートするために、
仕事に役立つ情報をリアルタイムでお届けしています。同時に、多様化する歯科衛生士さん
のライフスタイルをフォローする記事も掲載し、女性が仕事を通して「生きがい」のある生活
をみつけるための企画を多角的にお送りします。 

  
歯科技工 
【2012年～2018年】 セット 

※1冊単位での購入可 

同時1アクセス（本体） ¥577,500  

同時3アクセス（本体） ¥1155,000 

「患者中心の歯科医療」を実現するためには、チェアサイドとラボサイドとのコミュニケーショ
ンが必要不可欠です。超高齢社会の21世紀だからこそ、患者さんの要望に応えるための歯
科技工士の役割もクローズアップされてきています。「歯科技工」は社会・時代がもとめてい
る、読者のニーズに対応した情報をお届けしております。 
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● 表示価格は税抜きです。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

医学のあゆみ 
医学に関する最新情報を基礎・臨床の両面から総合的に幅広い視点で紹介
している医学総合雑誌のパイオニアです。医学専門誌としては国内唯一の 
週刊誌として本邦最大の情報量を誇る。常に時代を先取りした話題を提供。 
他の医学関係マスコミにとっての一次情報源ともなっています。 

2004年～2018年（15年セット、分売可） 
同時１アクセス（本体）：¥3,849,714 
同時３アクセス（本体）：¥7,699,428 

  臨床栄養 
【2007年～2018年】 セット 

※1冊単位での購入可 

同時1アクセス（本体） ¥814,176 

同時3アクセス（本体） ¥1,628,352 

栄養士を取り巻く状況を的確にふまえ、臨床栄養学、栄養学、栄養士制度、栄養行政などの
領域のなかから、今日的テーマを選び、最新の知識・情報を各界の専門家が解説します。 

  
PRACTICE 
【2008年～2018年】 セット 

※1冊単位での購入可 

同時1アクセス（本体） ¥413,820 

同時3アクセス（本体） ¥827,640 

糖尿病医療に関する最新の情報を提供。特集は充実した執筆陣により分かりやすく解説。毎
号糖尿病に関する全領域をカバーし、各領域とも最新の知識や糖尿病医療スタッフが身につ
けるべき基本的な知識が得られます。 

  
J. of CLINICAL REHABILITATION 
【2007年～2018年】 セット 

※1冊単位での購入可 

同時1アクセス（本体） ¥1,030,986 

同時3アクセス（本体） ¥2,061,972 

臨床現場で役立つ実践知識とアプローチ・ポイントが満載。リハビリテーション医学の 
ステップアップを目指す専門誌。リハビリテーションで扱う疾患・障害を斬新な切り口で 
取り上げ、深く内容を掘り下げています。ビジュアルで読みやすい誌面構成です。 

  
Medical Technology 
【2007年～2018年】 セット 

※1冊単位での購入可 

同時1アクセス（本体） ¥783,486 

同時3アクセス（本体） ¥1,566,972 

臨床検査の総合学術情報誌。診療支援の強化や、チーム医療への参画という時代の 
ニーズに即応した知識・情報を、ビジュアルな誌面でお届けしています。 
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丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

新規参加 
出版社 医道の日本社 

書名 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

医道の日本 【2014年】[2014年1月号～12月号セット] ¥32,340  ¥48,510  1030948314 

医道の日本 【2015年】[2015年1月号～12月号セット] ¥32,340  ¥48,510  1030948315 

医道の日本 【2016年】[2016年1月号～12月号セット] ¥32,340  ¥48,510  1030948316 

1938年創刊の鍼灸・手技療法専門誌。 

書名 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

医道の日本200号 復刻版 ¥11,000  ¥16,500  1030948317 

医道の日本300号 復刻版 ¥37,125  ¥55,687  1030948318 

医道の日本500号 復刻版 ¥37,125  ¥55,687  1030948319 

■ 医道の日本 復刻版 も配信開始！ 

（分売不可） 

今後も発刊にあわせて追加予定です。 
ぜひ継続でご注文ください！ 

  各巻の詳細はお問合せください。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

画 像 診 断 

医中誌Web 
リンク 

■ 画像診断 ■ 
  2012～2019年（揃価格）※1冊単位での購入可 
 

  同時１アクセス（本体）：   ¥925,980 
  同時３アクセス（本体）： ¥2,711,940 

近年急速に発展した画像診断領域を、従
来の単純X線撮影、各種造影検査、核医

学との対比も含めて総合的に解説する。
毎号、読みごたえのある特集を主体に、
読者の関心に応える好評連載や投稿論
文で構成し、実際の臨床に役立つ記事内
容を豊富に揃える。放射線科医を中心と
して、一般内科医、一般外科医、脳神経
外科医といった画像診断に携わるすべて
の医師にとって、必携の臨床医学雑誌で
ある。 

学研メディカル秀潤社      
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丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

  各巻の詳細はお問合せください。 

臨床放射線  
各年13号（各月号 + 臨時増刊号）発行 

書名 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

【2007年】 （ 1月増大号 52巻1号～12月号 52巻13号 ） 13号揃価格 ¥103,950  ¥207,900  1015221055 

【2008年】 （ 1月増大号 53巻1号～12月号 53巻13号 ） 13号揃価格 ¥103,950  ¥207,900  1015221056 

【2009年】 （ 1月増大号 54巻1号～12月号 54巻13号 ） 13号揃価格 ¥104,500  ¥209,000  1015221057 

【2010年】 （ 1月増大号 55巻1号～12月号 55巻13号 ） 13号揃価格 ¥104,500  ¥209,000  1015221058 

【2011年】 （ 1月増大号 56巻1号～12月号 56巻13号 ） 13号揃価格 ¥105,325  ¥210,650  1015221059 

【2012年】 （ 1月増大号 57巻1号～12月号 57巻13号 ） 13号揃価格 ¥105,325  ¥210,650  1024920686 

【2013年】 （ 1月増大号 58巻1号～12月号 58巻13号 ） 13号揃価格 ¥108,350  ¥216,700  1024920687 

【2014年】 （ 1月増大号 59巻1号～12月号 59巻13号 ） 13号揃価格 ¥108,350  ¥216,700  1024920688 

【2015年】 （ 1月増大号 60巻1号～12月号 60巻13号 ） 13号揃価格 ¥108,350  ¥216,700  1024920689 

【2016年】 （ 1月増大号 61巻1号～12月号 61巻13号 ） 13号揃価格 ¥109,725  ¥219,450  1024920690 

【2017年】 （ 1月増大号 62巻1号～12月号 62巻13号 ） 13号揃価格 ¥109,725  ¥219,450  1027855732 

【2018年】 （1月号 63巻1号～12月号 63巻13号） 13号揃価格 ¥109,175 ¥218,350 - 

眼   科  

各年13号揃価格 同時1アクセス(本体)：¥115,775 同時3アクセス(本体)：¥231,550 

「画像診断」と「放射線治療」の両面から臨床に役立つ情報が充実。多数
の診療例・症例を毎号掲載。特集・連載も勉強になると大好評。放射線
に関わる幅広い層に愛され続ける老舗雑誌！ 

各年13号（各月号 + 臨時増刊号）発行 

学界のトピックス、診療のコツ、臨床現場からの症例報告。どこから紐解い
ても日々の診療に役立つ内容満載の、気軽に読める眼科専門誌です。 

（分売可） 

（分売可） 

39号揃価格 （2016年1月号58巻1号～2018年12月号60巻13号） 

同時1アクセス(本体)：¥347,325 同時3アクセス(本体)：¥694,650 

156号揃価格 （2007年1月増刊号52巻1号～2018年12月号63巻13号） 

同時1アクセス(本体)：¥1,281,225 同時3アクセス(本体)：¥2,562,450 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


  各巻の詳細はお問合せください。 

金原出版 【和雑誌】 

手   術  

各年13号揃価格 同時1アクセス(本体)：¥115,775 同時3アクセス(本体)：¥231,550 

各年13号（各月号 + 臨時増刊号）発行 

「手術がうまくなりたい」なら必読の雑誌です。食道・胃・肝胆膵・小腸・大
腸・肛門など消化器外科治療のうち、「手術手技」に特化した編集方針。
売り物の「特集」、プラクティカルな論文「手術手技」「手術症例報告」とも、
マニアックなほど深堀りした内容です。 

（分売可） 

小  児  科  

各年13号揃価格 同時1アクセス(本体)：¥112,750 同時3アクセス(本体)：¥225,550 

各年13号（各月号 + 臨時増刊号）発行 

常診療のコツから、今知るべき他科の知識・時事的課題まで。 
査読をクリアした信頼度の高い論文が、豊富な話題をやさしく解説。 
診療の質を上げる、子どもを診るすべての医師のための専門誌です。 

（分売可） 

39号揃価格 （2016年1月号70巻1号～2018年12月号72巻13号） 

同時1アクセス(本体)：¥347,325 同時3アクセス(本体)：¥694,650 

39号揃価格 （2016年1月号57巻1号～2018年12月号59巻13号） 

同時1アクセス(本体)：¥338,250 同時3アクセス(本体)：¥676,500 



  各巻の詳細はお問合せください。 

金原出版 【和雑誌】 

整形・災害外科 

各年13号揃価格 同時1アクセス(本体)：¥108,350 同時3アクセス(本体)：¥216,700 

各年13号（各月号 + 臨時増刊号）発行 

毎号、整形外科のhotな話題を特集企画。幅広い読者層に大好
評！ ライバルはどう考えているの！？ 臨床の話題を実践的に解説。
読んでおもしろく、ためになる、まさに「読むためのジャーナル」！ 

（分売可） 

39号揃価格 （2016年1月号59巻1号～2018年12月号61巻13号） 

同時1アクセス(本体)：¥325,050 同時3アクセス(本体)：¥650,100 

皮膚科の臨床 

各年13号揃価格 同時1アクセス(本体)：¥115,775 同時3アクセス(本体)：¥231,550 

各年13号（各月号 + 臨時増刊号）発行 

全国の臨床現場から寄せられる症例報告を毎月20編以上掲載。研究
発表、論文執筆に必読と好評。さまざまな症例経験があなたの診断の目
を確実に養います。エッセイ憧鉄雑感、臨時増刊号も人気。 

（分売可） 

39号揃価格 （2016年1月号58巻1号～2018年12月号60巻13号） 

同時1アクセス(本体)：¥347,325 同時3アクセス(本体)：¥694,650 

産婦人科の実際 

各年13号揃価格 同時1アクセス(本体)：¥115,775 同時3アクセス(本体)：¥231,550 

各年13号（各月号 + 臨時増刊号）発行 

毎号充実した内容を提供し、産婦人科医の「あれ知りたい！」 
「これ知りたい！」「いま知りたい！」にお応えします。明日からの 
診療に即役立つプラクティカルな知識が満載です。 

（分売可） 

39号揃価格 （2016年1月号65巻1号～2018年12月号67巻13号） 

同時1アクセス(本体)：¥347,325 同時3アクセス(本体)：¥694,650 



● 表示価格は税抜きです。 各巻の詳細はお問い合わせください。 

臨床に、地域に、教育に毎号豊富な内容で応える看護専門雑誌「看護実践の科学」！ 
臨床の現場に直結し、看護実践の視点から医療現場の安全性を捉え、真の患者QOLを考え
ます。2015年には、「看護実践の科学」は第40巻（40周年）を数え、看護関係者の皆様から高
い評価をいただいております。 

本誌編集委員（敬称略・順不同） 
川島みどり（日本赤十字看護大学客員教授） 
陣田泰子（社会福祉法人・恩賜財団済生会横浜市南部病院病院長補佐） 
市川幾恵（昭和大學統括看護部長、看護キャリア開発・研究センター長） 
遊佐千鶴（湘南鎌倉総合病院副院長兼徳洲会グループ本部看護部統括） 

  2005年1月号～2018年12月号までの14年間分のセット _    

  また各１年間のセットをご用意しております。 _       

書名 冊数 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

■看護実践の科学 
【2005年(Vol.30）-2018年（Vol.43）】セット 

182 ¥703,560 ¥1,172,600 1030536551 

・看護実践の科学 【2005年】 13 ¥54,120 ¥90,200 1013261715 

・看護実践の科学 【2006年】 13 ¥54,120 ¥90,200 1013261729 

・看護実践の科学 【2007年】 13 ¥54,120 ¥90,200 1013261743 

・看護実践の科学 【2008年】 13 ¥54,120 ¥90,200 1013261757 

・看護実践の科学 【2009年】 13 ¥54,120 ¥90,200 1013261771 

・看護実践の科学 【2010年】 13 ¥54,120 ¥90,200 1013261785 

・看護実践の科学 【2011年】 13 ¥54,120 ¥90,200 1013261799 

・看護実践の科学 【2012年】 13 ¥54,120 ¥90,200 1013262484 

・看護実践の科学 【2013年】 13 ¥54,120 ¥90,200 1015824475 

・看護実践の科学 【2014年】 13 ¥54,120 ¥90,200 1017802443 

・看護実践の科学 【2015年】 13 ¥54,120 ¥90,200 1020679279 

・看護実践の科学 【2016年】 13 ¥54,120 ¥90,200 1024770380 

・看護実践の科学 【2017年】 13 ¥54,120 ¥90,200 1027446905 

・看護実践の科学 【2018年】 13 ¥58,080 ¥96,800 1030536552 

※1冊単位での購入可 
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丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

各巻の詳細はお問合せください。 

書名 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

【2007年】 12号揃価格 ¥12,540  ¥25,080  1031004536 

【2008年】 12号揃価格 ¥12,980  ¥25,960  1031004549 

【2009年】 12号揃価格 ¥13,860  ¥27,720  1031004562 

【2010年】 12号揃価格 ¥13,860  ¥27,720  1031004575 

【2011年】 12号揃価格 ¥13,860  ¥27,720  1031004588 

【2012年】 12号揃価格 ¥13,860  ¥27,720  1031004601 

【2013年】 12号揃価格 ¥13,860  ¥27,720  1031004614 

【2014年】 12号揃価格 ¥13,860  ¥27,720  1031004627 

【2015年】 12号揃価格 ¥13,860  ¥27,720  1031004640 

【2016年】 12号揃価格 ¥13,860  ¥27,720  1031004653 

【2017年】 12号揃価格 ¥13,860  ¥27,720  1031004666 

【2018年】 12号揃価格 ¥13,860  ¥27,720  1031004679 

書名 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

【2007年】 12号揃価格 ¥13,200  ¥26,400  1031004693 

【2008年】 12号揃価格 ¥13,640  ¥27,280  1031004706 

【2009年】 12号揃価格 ¥14,520  ¥29,040  1031004719 

【2010年】 12号揃価格 ¥14,520  ¥29,040  1031004732 

【2011年】 12号揃価格 ¥14,520  ¥29,040  1031004745 

【2012年】 12号揃価格 ¥14,520  ¥29,040  1031004758 

【2013年】 12号揃価格 ¥14,520  ¥29,040  1031004771 

【2014年】 12号揃価格 ¥14,520  ¥29,040  1031004784 

【2015年】 12号揃価格 ¥14,520  ¥29,040  1031004797 

【2016年】 12号揃価格 ¥14,520  ¥29,040  1031004810 

【2017年】 12号揃価格 ¥14,520  ¥29,040  1031004823 

【2018年】 12号揃価格 ¥14,520  ¥29,040  1031004836 

各誌、各冊毎の 
ご購入が可能です。 
詳細はお問合せください。 

体育の科学 
144号揃価格 

2007年1月号～2018年12月号  

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥164,120 ¥328,240 

保健の科学 
144号揃価格 

2007年1月号～2018年12月号  

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥172,040 ¥344,080 

体育の科学  
各年12号（各月号 ）発行 

保健の科学  
各年12号（各月号 ）発行 

（分売可） 

（分売可） 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

皮膚病診療 

医中誌Web 
リンク 

■ 皮膚病診療 ■ 
2011年～2018年（8年揃価格） 
 

     同時１アクセス（本体）：  ￥748,000 
      同時３アクセス（本体）：￥1,056,000 

発刊以来、本誌は「臨床医のための月刊皮膚病総合雑誌」を標榜し、 
以下の5つを特徴としております。 
 
1）実地診療に役立つ毎号特集形式 
2）カラーでわかりやすく伝える臨床情報 
3）多彩な執筆陣 
4）座談会-著名な臨床家、研究家によるディスカッション 
5）増刊号―通常号に加えてさまざまな情報を、 
  ほかに読者の方から意見や投稿を掲載する「声」 欄も充実しています。 

協和企画      

16 



丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

  各巻の詳細はお問合せください。 

子どものこころ 
 と 
脳の発達 

The Journal of Child & Brain Development 

季刊誌 年2回発行 

Vol.1 No.1～Vol.9No.1 

11冊 揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

￥43,560 ￥65,340 

各冊価格 同時1アクセス(本体) ：￥3,960 同時3アクセス(本体) ：￥5,940 

季刊誌 年4回発行 ※現在 休刊中。 

脳21 
脳と神経の総合学術誌 

Vol.1 No.1～Vol.19 No.4 

全75冊 揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

￥412,500 ￥618,750 

各冊価格 同時1アクセス(本体) ：￥5,500 同時3アクセス(本体) ：￥8,250 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 

女子栄養大学出版部 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

『栄養と料理』は食と健康に前向きに取り組む人の道しるべとなる雑誌です。 
昭和10年の創刊以来、女子栄養大学が提唱する実践的な栄養学 のテキストが
月刊誌に成長し、70年以上にわたり日本人の栄養と健康を見つめてきました。 
これからも時代や世間の風潮に流されることなく、科学的なデータにもとづいた
正しい情報を読者の皆さまに提供し、家庭でできるおいしいバランス栄養食を追
求してまいります。 

2015年5月号以降の号が購入可能です。 
発刊にあわせて毎月追加予定です。 

2015年5月号～2018年12月号（4年揃価格） 
 同時1アクセス(本体) ¥65,843 同時3アクセス(本体) ¥148,178 
2019年1月号～11月号（11冊揃価格） 
 同時1アクセス(本体) ¥16,573 同時3アクセス(本体) ¥37,297 
各冊価格 
 同時1アクセス(本体) ¥1,425 同時3アクセス(本体) ¥3,207 
 1月号・7月号･･･同時1アクセス(本体) ¥1,874  同時3アクセス(本体) ¥4,217 

継続ご注文 
承り中 
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● 表示価格は税抜きです。 
各巻の詳細はお問い合わせください。 

・2010年～2018年（9年セット価格） 
同時１アクセス（本体）：    ¥928,125 
同時３アクセス（本体）： ¥1,392,185 

■ Monthly Book ENTONI 
「わかりやすい」耳鼻咽喉科の新感覚雑誌。日々の診療にすぐに役立つ 
実践的なテーマを、毎号１つにしぼって解説している。図表を多用した 
わかりやすい誌面だけでなく、論文の参考文献にも「summary」を付け、 
掲載論文だけではない広がりのある理解が出来る。 

■瘢痕・ケロイド治療ジャーナル 
本邦初の「瘢痕・ケロイド治療」専門雑誌！ 
 

No.1: ケロイドに対する術後電子線治療の現状と今後の課題 

No.2:瘢痕・ケロイドに対する新しい治療の可能性 ; ケロイドの分類 

No.3:ケロイドの分類 

No.4:傷跡はどこまでなおせるか ; 臓器別線維化疾患の治療戦略 

No.5:ケロイドと肥厚性瘢痕の分類と評価―瘢痕・ケロイド治療研究会の試み― 

No.6:ケロイド・肥厚性瘢痕分類・評価表2011―JSW Scar Scale 2011― 

No.7:第７回瘢痕・ケロイド研究会講演集 

No.8:ケロイド・肥厚性瘢痕の外科的治療 ;我が教室の瘢痕・創傷治癒研究史 

No.9:JSW Scar Scaleの改訂・治療ガイドライン作成に向けて 

No.10:JSW Scar Scaleの改訂・治療ガイドライン作成に向けて 第2回 

No.11:瘢痕・ケロイド診断・治療指針作成に向けて 

No.12:ケロイド・肥厚性瘢痕 診断・治療指針シンポジウム 

No.13: 「ケロイド・肥厚性瘢痕 診断・治療指針 2018」を発刊して 

 

・2010年～2018年（9年セット価格） 
同時１アクセス（本体）： ¥1,007,721 
同時３アクセス（本体）： ¥1,511,577 

・2007年～2019年（13年セット価格） 
同時１アクセス（本体）：  ¥143,319 
同時３アクセス（本体）：  ¥232,056 

■ Monthly Book Orthopaedics 
臨床に特化した総特集形式の整形外科雑誌。毎号、日々の臨床に即した 
１つのテーマにしぼり、全ページにわたって様々な角度から解説している。 
一つ一つの論文に図表を多用し、多くのページを割いているため、読者の 
「ここまで知りたかった」という要望に応える。若手の先生方、 
開業の先生方から絶大な支持を受けている。 
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丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

  各巻の詳細はお問合せください。 

■重症患者ケア 

■小児科学レクチャー ■救急・集中治療 

■Nursing Care＋ 
日常看護の業務の「深いところ」を知りたい人のための雑誌です！ 
 ワンランク上を目指したい全てのナースにおススメです！！  

重症患者ケアについて、臨床に役立つ実践的なテーマを取り上げ、
最新の知識とノウハウを臨床現場で実際に働いているナースへお伝え
するという意図により創刊。重症患者ケアについてより深く学びたい
ナースを主な対象として企画編集されています。 

5冊 揃価格 （分売可） 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥35,640 ¥53,460 

救急・集中治療の総合誌。日常の臨床に必要な知識･情報を徹底
解説！最先端のテクノロジーをわかりやすく解説！グローバルな視点
を重視した編集！ 

小児科の臨床現場で是非とも必要とされるテーマを絞って、シリーズと
して出版。知識欲あふれる専門医をめざす研修医や若手医師だけ
でなく、経験の深い小児科医の先生にとっても、知識の再確認・整理
に有用です。 

全21冊 揃価格 （分売可） 
2012年(Vol.1 No.1)～2017年(Vol.6 No.4)  

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥150,040 ¥225,060 

全19冊 揃価格 （分売可） 
2011年(Vol.1 No.1)～2014年(Vol.4 No.4) 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥234,080 ¥351,120 

48揃価格 （分売可） 
2012年(Vol.24 No.1/2)～2019年(Vol31 No.2) 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥594,000 ¥891,000 

※2011年度+2012年度セット（v.1,no.1-v.3,no.3）12冊セット特価もございます。 

隔月の発刊にあわせて 
追加配信予定！ 

ぜひ継続でのご注文を 
おすすめします! 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

中外医学社 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

【2017年】セット特価 -  -  ¥60,500  ¥121,000  1030939854 

Vol.1 No.1 : De-escalationを総括する 2017 9784498917019 ¥13,750  ¥27,500  1030939855 

Vol.1 No.2 : ケアバンドル 2017 9784498917026 ¥13,750  ¥27,500  1030939856 

Vol.1 No.3 : β-ラクマターゼ 2017 9784498917033 ¥13,750  ¥27,500  1030939857 

Vol.1 No.4 : 呼吸器科の最後の砦で出会う感染症たち 2017 9784498917040 ¥13,750  ¥27,500  1030939858 

Vol.1 No.5 : 薬剤耐性菌からみえる世界 2017 9784498917057 ¥13,750  ¥27,500  1030939859 

【2018年】セット特価 -  -  ¥74,250  ¥148,500  1030939860 

Vol.2 No.1 : 特別対談・青木眞×岩田健太郎 2018 9784498918016 ¥13,750  ¥27,500  1030939861 

Vol.2 No.2 : 抗菌薬の使用動向調査 2018 9784498918023 ¥13,750  ¥27,500  1030939862 

Vol.2 No.3 : 病院の薬剤耐性菌対策を見直そう 2018 9784498918030 ¥13,750  ¥27,500  1030939863 

Vol.2 No.4 : HPVワクチンを考える 2018 9784498918047 ¥13,750  ¥27,500  1030939864 

Vol.2 No.5 : 暮らしのなかの感染症診療 2018 9784498918054 ¥13,750  ¥27,500  1030939865 

Vol.2 No.6 : 世界に出よう，フィールドに出よう 
 ―海外で感染症診療を行うということ 

2018 9784498918061 ¥13,750  ¥27,500  1030939866 

まったく新しい感染症雑誌 
［ジェイ・イデオ］ 

Jounal of Infectious Diseases Educational Omnibus 

「J-IDEO(ジェイイデオ Journal of Infectious Diseases Educational Omnibus)」は感染症診療や感染管理の
専門知識、感染症関連の最新トピック、その他日常診療や臨床研究に役立つ情報などを医師、看護師、薬剤師、臨床
検査技師、すべての医療者に発信する新時代の感染症専門誌です。 

11冊揃価格 
2017年Vol.1 No.1 ～2018年Vol.2 No.6  

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥134,750 ¥269,500 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

医中誌Web 
リンク 

■ 産婦人科治療 ■ 
2009年～2011年刊行分 3年セット（月刊＋増刊）※1冊単位での購入可 
 

同時１アクセス（本体） ： ¥128,700 
同時３アクセス（本体） ： ¥257,400 

産婦人科学上の諸問題をあらゆる角度から解明する日々の親切な臨床相談
相手。産婦人科日常診療上もっとも必要な知識、アップデートな話題を、毎
号わかりやすく解説する。 

永井書店      

22 



● 表示価格は税抜きです。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

※2008年休刊           商品コード：1011601345 

全54冊揃価格 ※1冊単位での購入可 

同時１アクセス（本体）：¥172,370 
同時３アクセス（本体）：¥258,500 

全48冊揃価格 ※1冊単位での購入可 

同時１アクセス（本体）：  ¥80,960 
同時３アクセス（本体）：¥121,440 
※2011年休刊        商品コード：1011594576 

・知りたい旬の情報が得られる 
・現場発信のテーマなので 
    どれも読みやすい 

本誌の特色 

【編集顧問】 日野原重明 

※一部、著作権により電子版には掲載されない記事があります。 

創刊号（2001年）～Vol.11 No.4（2011年） 
増刊号を含む 

・各分野の専門家による執筆 
・EBMの基本と実践が分かる連載 

本誌の特色 

【編集顧問】 井村裕夫 

        日野原重明 

                   福井次矢 

創刊号（2001年）～Vol9（2008年） 
までのすべて 
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● 表示価格は税抜きです。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

No.14～No.62を配信！刊行後、継続的に追加配信されます 

2011年度（No.14）～2019年度（No.62） 

＜全48冊揃価格＞  ※1冊単位での購入可 

同時１アクセス（本体）：¥375,760 同時３アクセス（本体）：¥564,355 

継続ご注文 
承り中 

バックナンバー 

タイトル 発行年 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

2010年度 2010年4月～2011年3月分 ¥35,970 ¥71,940 1026761374 

2011年度 2011年4月～2012年3月分 ¥35,970 ¥71,940 1014255638 

2012年度 2012年4月～2013年3月分 ¥35,970 ¥71,940 1014265901 

2013年度 2013年4月～2014年3月分 ¥35,970 ¥71,940 1018717393 

2014年度 2014年4月～2015年3月分 ¥35,970 ¥71,940 1026761375 

今日、医学・医療を取り巻く環境は大変厳しいものがあります。週刊「日本医事新報」は、
我が国医界で最も歴史と伝統を有し、かつ最大の発行部数を誇る総合医学情報誌であり
ます。日々、医学生涯教育に研鑽し、医院経営にご苦労されている実地医家の良きパート
ナーとして絶大なる信頼と評価を得ている雑誌です。 

※「2011年度～2013年度」に関しましては2018年1月より価格が改定されました。 
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「臨床力」を磨く実践医学雑誌 



● 表示価格は税抜きです。 

25 

日本医事新報アーカイブズ 
1921-1945（大正・昭和前期） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥330,000 発行年 1921～1945年 

同時3アクセス 
（本体） 

¥660,000 商品コード 1026761373 

※本商品は目次のみが検索対象となっております。 

1946年以降  も好評配信中  

タイトル 発行年 同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

1946～1969年度（戦後・高度成長期） 1946～1969年 ¥330,000 ¥660,000 1026831137 

1970～1979年度（1970年代） 1970～1979年 ¥165,000 ¥330,000 1026831138 

1980～1989年度（1980年代） 1980～1989年 ¥165,000 ¥330,000 1026831139 

1990～1999年度（1990年代） 1990～1999年 ¥165,000 ¥330,000 1026831140 

2000～2009年度（2000年代） 2000～2009年 ¥165,000 ¥330,000 1026831141 

1921年～2014年度 
揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥1,499,850 ¥2,999,700 

※詳細はお問合せください。 



● 表示価格は税抜きです。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

歯科医師の先生方に長く愛され，読み継がれてきた歯科界の総合学術雑誌 

 毎号，臨床・学術を中心に最新情報や時宜に適ったテーマを特集として掘り下げ，
より良い歯科医療について読者の先生方とともに考えていきます．また，ベテラン
歯科医師ばかりでなく，臨床研修医やスタッフの方々にも手にとっていただけるよう，
さまざまな情報をよりわかりやすい誌面でお届けいたします． 
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書名 冊数 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

■日本歯科評論 【2010年-2017年】8年セット 96 ¥660,000 ¥1,320,000 1030626357 

 日本歯科評論【2010年】 12 ¥81,400 ¥162,800 1030626358 

 日本歯科評論【2011年】 12 ¥81,400 ¥162,800 1030626371 

 日本歯科評論【2012年】 12 ¥81,400 ¥162,800 1030626384 

 日本歯科評論【2013年】 12 ¥88,000 ¥176,000 1030626397 

 日本歯科評論【2014年】 12 ¥88,000 ¥176,000 1030626410 

 日本歯科評論【2015年】 12 ¥88,000 ¥176,000 1030626423 

 日本歯科評論【2016年】 12 ¥88,000 ¥176,000 1030626436 

 日本歯科評論【2017年】 12 ¥88,000 ¥176,000 1030626449 

※1冊単位での購入可 



丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

最新女性医療 
女性医療の今を伝える専門誌 

－Womens’ Healthcare Update－ 

“女性医療”という視点で女性のライフステージ
に応じた病態・疾患の最新情報をタイムリーに
お届けします！ 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

2014年11月号（Vol.1 No.1）:女性医療について 2014 9784862702319  ¥1,760  ¥2,640  1031096576 

2015年2月号（Vol.2 No.1） : 女性ホルモン療法Update 2015 9784862702326 ¥1,760  ¥2,640  1030973582 

2015年6月号（Vol.2 No.2）:子宮内膜症の薬物療法 2015 9784862702333  ¥1,760  ¥2,640  1031096577 

2015年10月号（Vol.2 No.3）:女性のpeak bone massについて考える 2015 9784862702340  ¥1,760  ¥2,640  1031096578 

2016年6月号（Vol.3 No.2） : 月経前を考える 2016 9784862702364 ¥1,760  ¥2,640  1030973583 

2017年6月号（Vol.4 No.2） : 思春期−その正しい理解と対応 2017 9784862702395 ¥1,760  ¥2,640  1030973584 

2017年10月号（Vol.4 No.3） : 骨粗鬆症治療 case study 2017 9784862702401 ¥1,760  ¥2,640  1030973585 

2018年2月号（Vol.5 No.1） : ホルモン補充療法ガイドライン2017年度版 2018 9784862702418 ¥1,760  ¥2,640  1030973586 

2018年6月号（Vol.5 No.2） : 産婦人科漢方 Up to Date 2018 9784862702425 ¥1,760  ¥2,640  1030973587 

2018年10月号（Vol.5 No.3） : 性分化疾患と女性医療 2018 9784862702432 ¥1,760  ¥2,640  1030973588 

2019年2月号（Vol.6 No.1） : 黄体ホルモン 2019 9784862702449 ¥1,760  ¥2,640  1030973589 

2019年6月号（Vol.6 No.2） : こんなにすごい，ビタミンD 2019 9784862702456 ¥1,760  ¥2,640  1030973590 

12冊揃価格 
（2014年11月号～2019年6月号） 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥21,120 ¥31,680 

号 書名 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

1 Vol.1No.1(2004/4) 2004 9784939048302  1022312375 

2 Vol.1No.2(2004/7) 2004 9784939048319  1022312376 

3 Vol.1No.3(2004/10) 2004 9784939048326  1022312377 

4 Vol.1No.4(2004/12) 2004 9784939048333  1022312378 

5 Vol.2No.1(2005/4) 2005 9784939048340  1022312379 

6 Vol.2No.2(2005/6) 2005 9784939048357  1022312380 

7 Vol.2No.3(2005/9) 2005 9784939048364  1022312381 

8 Vol.2No.4(2005/12) 2005 9784939048371  1022312382 

9 Vol.3No.1(2006/4) 2006 9784939048388  1022312383 

10 Vol.3No.2(2006/7) 2006 9784939048395  1022312384 

11 Vol.3No.3(2006/11) 2006 9784939048401  1022312385 

12 Vol.3No.4(2007/2) 2007 9784939048418  1022312386 

13 Vol.4No.1(2007/5) 2007 9784862700001  1022312387 

14 Vol.4No.2(2007/7) 2007 9784862700018  1022312388 

15 Vol.4No.3(2007/9) 2007 9784862700025  1022312389 

号 書名 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

16 Vol.4No.4(2007/12) 2007 9784862700032  1022312390 

17 Vol.5No.1(2008/3) 2008 9784862700049  1022312391 

18 Vol.5No.2(2008/6) 2008 9784862700056  1022312392 

19 Vol.5No.3(2008/9) 2008 9784862700063  1022312393 

20 Vol.5No.4(2009/2) 2009 9784862700070  1022312394 

21 Vol.6No.1(2009/6) 2009 9784862700087  1022312395 

22 Vol.6No.2(2009/10) 2009 9784862700094  1022312396 

23 Vol.6No.3(2010/3) 2010 9784862700100  1022312397 

24 Vol.6No.4(2010/6) 2010 9784862700117  1022312398 

25 Vol.7No.1(2010/9) 2010 9784862700124  1022312399 

26 Vol.7No.2(2010/12) 2010 9784862700131  1022312400 

27 Vol.7No.3(2011/3) 2011 9784862700148  1022312401 

28 Vol.7No.4(2011/6) 2011 9784862700155  1022312402 

29 Vol.8No.1(2011/10) 2011 9784862700162  1022312403 

全29冊揃価格 
（Vol.1 No.1～Vol.8 No.1） 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

¥159,500 ¥239,250 

商品コード：1022312373 

各冊価格 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 

¥5,500 ¥8,250 

― 脂肪細胞からメタボリックシンドロームまで ― 

脂肪細胞が繰り広げる生体現象を科学する 
新しい学術情報誌 

 

2004年の創刊号から最終号となる8巻1号まで 
全29冊が発売中です！※2011年休刊 

季刊（年3回）発行 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 

日常の病理診断に役立つ実用的テーマを厳選し毎号特集として取り上げ、
臨床との密接な連携を念頭におきつつ、人体病理学の第一線に必要な病理
診断の知識を幅広く解説。 
また、定評ある厳格な査読システムを通過したレベルの高い原著、症例、病
理技術、情報処理などを掲載して、日本の病理診断学の最高水準を提供す
る。カレント・トピックスや 連載も充実した内容。 

人体病理学の新しい潮流を伝える病理学専門誌 

スポーツドクターをはじめとする臨床医、運動生理学、体力医学の研究者、
スポーツリハビリテーション従事者、スポーツ指導者などを対象にしたス
ポーツ医学専門雑誌。スポーツの大衆化に伴って多様化・頻発化・重症化
したスポーツ障害・外傷の予防と治療医学、健康づくりや生活習慣病の予
防・運動療法など、特集では現時点におけるスポーツ医学界の動向をとら
えたテーマを取り上げてわかりやすく解説。 

連載ではスポーツドクターに必要な幅広い領域の知識を具体的に解説。そ
のほか症例報告やスポーツドクターレポート、スポーツ医学Q&A、施設紹
介などの役立つ記事も掲載。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

※1冊単位での購入可 

※1冊単位での購入可 

     

28 

発行年 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

2015年（1月号～12月号＋臨時増刊号） ¥91,520 ¥137,280 1027137544 

2016年（1月号～12月号＋臨時増刊号） ¥94,160 ¥141,240 1027137558 

2017年（1月号～12月号＋臨時増刊号） ¥94,160 ¥141,240 1027509846 

2018年（1月号～12月号＋臨時増刊号） ¥94,160 ¥141,240 1029960201 

発行年 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

2015年（1月号～12月号＋臨時増刊号） ¥81,400 ¥122,100 1026627099 

2016年（1月号～12月号） ¥71,280 ¥106,920 1026627113 

2017年（1月号～12月号） ¥71,280 ¥106,920 1027509820 

2018年（1月号～12月号） ¥71,280 ¥106,920 1029880369 



● 表示価格は税抜きです。 
各巻の詳細はお問い合わせください。 

心エコー図診断を専門とした医学雑誌。近年、進歩の著しい心エコーの最新
情報の提供と、心エコー図診断のレベルアップ、若手医師やソノグラファーの
育成を目的とした編集方針で、毎号臨床に役立つ基礎的・応用的内容の記事
を掲載。 
特集では、一つの特集テーマから臨床の実際へ多角的にアプローチを行い、
心エコー図のための新しい視点、論点を提供する。検査、診療の基礎的な特
集から、心臓の実像に迫る特集、あるいは一病態を詳説した特集まで、心エ
コー図を徹底的に活用するために必携の1冊である。 
そのほか、心エコー図の基本的な撮り方や臨床的な読み方のコツ、臨床診断
への活かし方を解説するFundamental Lesson、新しい技術の紹介と、それをい
かに臨床に応用していくかについてを解説するStep-up Lesson、様々な症例
やホットな話題などを取り上げている。 

難解で理論的になりやすい医学雑誌の欠点を克服すべく、日常診療に直接結び
つく疾患を毎号特集し、第一線の医療で必要な実用的、具体的かつ実際的な知
識を幅広くガイドする内科総合誌。特集では日常診療でよく遭遇する疾患を中心
に、その理解と診断手法、臨床家の腕の見せどころとなる治療法を解説。また
テーマに関連した座談会を設けるなど、読みやすくわかりやすい内容となっている。 
好評の「One Point Advice」では大学医学部・医科系大学の教授、大学病院の部
長などの先生方が日常診療で経験した貴重な事柄を多数掲載。さらに「Q/A コー
ナー」では読者から“専門医にちょっとききたいこと” を募って誌上回答もしている。
そのほか臨床に役立つ連載も充実。 

内科疾患・治療の最新情報をお届けする，内科診療のよきアドバイザー 

※1冊単位での購入可 

※1冊単位での購入可 

29 

発行年 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

2015年（1月号～12月号＋臨時増刊号） ¥82,500 ¥123,750 1027289696 

2016年（1月号～12月号＋臨時増刊号） ¥81,400 ¥122,100 1027289710 

2017年（1月号～12月号＋臨時増刊号） ¥81,400 ¥122,100 1027509860 

2018年（1月号～12月号＋臨時増刊号） ¥82,500 ¥123,750 1030071679 

発行年 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

2015年（1月号～12月号） ¥71,280 ¥106,920 1026810921 

2016年（1月号～12月号） ¥71,280 ¥106,920 1026810934 

2017年（1月号～12月号） ¥71,280 ¥106,920 1027509833 

2018年（1月号～12月号） ¥71,280 ¥106,920 1029880382 



● 表示価格は税抜きです。 各巻の詳細はお問い合わせください。 

作業療法ジャーナル 
若い作業療法士の臨床能力向上に寄与する情報から、臨床に直結する具体

的でトピカルなテーマまで、多岐にわたる情報が満載。作業療法士をはじめと

するリハビリテーション専門職に読まれる、日本で最も伝統ある総合作業療

法専門誌。 

2013 ～2017年 各一年間セット（増刊号含む） ※1冊単位での購入可 

同時1アクセス(本体) ¥81,840 同時3アクセス(本体) ¥109,120 
2018年 一年間セット（増刊号含む） ※1冊単位での購入可 

同時1アクセス(本体) ¥83,820 同時3アクセス(本体) ¥111,760 

2019年 各冊価格 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 同時3アクセス(本体) ¥7,920 

脊椎脊髄ジャーナル 
臨床場面にて直面する困難な問題の解決に役立つ実際的な情報、最先端の

治療方法の検討など、専門誌ならではの情報を提供する。手術アプローチや

手術法を豊富なイラストでわかりやすく解説。脊椎脊髄に関わる整形外科医、

脳神経外科医、神経内科医には必携の雑誌である。脊椎脊髄の領域を網羅

する唯一の専門誌である。 

2015 ・2016・2017年・2018年 各一年間セット（特大号含む） 
 ※1冊単位での購入可 

同時1アクセス(本体) ¥101,310 同時3アクセス(本体) ¥135,080 

2019年 各冊価格 

同時1アクセス(本体) ¥7,590 同時3アクセス(本体) ¥10,120 
（4月特大号のみ 同時1アクセス(本体) ¥17,820 同時3アクセス(本体) ¥23,760） 

地域リハビリテーション 
創刊2006年。高齢者・障がい（児）者が、住み慣れた地域で生き生きと過ごせ

るよう模索・提案する専門誌。毎号の特集では地域リハの実践に直結する重

要なテーマを扱い、連載では医学的な技術・知識講座に加え、社会学、福祉

等の周辺知識、障害当事者のエッセイ等も取り入れ、地域リハにかかわる読

者の「気づき」を提案しています。 

2015 ・2016・2017年・2018年 各一年間セット ※1冊単位での購入可 

同時1アクセス(本体) ¥71,280 同時3アクセス(本体) ¥95,040 

2019年 各冊価格 

同時1アクセス(本体) ¥6,435 同時3アクセス(本体) ¥8,580 
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● 表示価格は税抜きです。 各巻の詳細はお問い合わせください。 

新人看護師からプリセプターまでの看護師の知りたい、学びたいに応えます。 
単なるHow toにとどまらず、最新の文献やガイドラインをもとに看護の根拠と実
践をお届けします。さらに、より実践に役立つ情報をビジュアル的にも見やすく誌
面構成。わかりやすい本誌は臨床現場で従事する看護師必携の一冊です。 

■ 看護技術 ■ 2001年～2018年（18年セット） ※各年毎の購入可 
 

同時１アクセス（本体）： ¥728,640   同時３アクセス（本体）：¥1,821,600 

看護管理者・看護教育者の皆様と共に歩んできた『看護展望』は、雑誌ならではの
多彩に富んだ誌面から、看護界のこれからをとらえます。管理者が抱える問題に 
対する具体的な解決方法を示し、ときに俯瞰的に看護を見渡す本誌は、看護管理
者・看護教育者というこれからの看護界をけん引していく方々の必読誌です。  

■ 看護展望 ■ 2001年～2018年（18年セット） ※各年毎の購入可 
 

同時１アクセス（本体） ： ¥766,260  同時３アクセス（本体） ：¥1,915,650 

患者さんの情報収集から看護過程の展開まで、流れに沿って詳しくじっくり読め
る「ナーシングプロセス」、日々の学習・臨地実習・国試対策にすぐに役立つ情
報を毎号厳選してお届けする「特集」をはじめ、国試対策にコミュニケーションの
コツなどなど、看護学生の毎日に欠かせない内容がもりだくさん！ 

■ クリニカルスタディ ■ 2013年～2018年（6年セット）※各年毎の購入可 
 

同時１アクセス（本体） ： ¥198,000  同時３アクセス（本体） ： ¥495,000 

『看護学生』は、准看護師をめざす学生さんのための学習誌です。授業の予習・ 
復習・実習のノウハウ、准看護師試験対策、進学コース受験対策など、准看護
学生さんが“欲しい”と思う情報をすべて網羅しています。 

■ 看護学生 ■ 2013年～2017年（5年セット） ※各年毎の購入可 
 

同時１アクセス（本体） ：  ¥146,520 同時３アクセス（本体） ： ¥366,300 
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● 表示価格は税抜きです。 

     

・2014年～2018年（５年セット）特価 ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

・2014年～2018年（５年セット）特価 ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

■ PERiNATAL CARE 
 

お産のあり方が変化を余儀なくされている今こそ、周産期スタッフにはより幅広く深い
知識と技術、そして母子に寄り添ったケアが求められています。周産期医療に携わる
助産師・看護師・医師のための専門誌『PERiNATAL CARE』は、最新のトピックスとと
もに、読者のみなさまにより高度な知識と臨床技術を身に付けていただける特集・連
載をお届けします。周産期の今をとらえた旬のラインナップにご期待ください！ 

■ BRAIN NURSING 
 

脳神経疾患病棟のスタッフに必須の知識と技術を、1年を通して学べるような特集を
予定しています。また、第2特集では関連疾患やより専門的なテーマも取り上げます。 
脳神経疾患病棟のスタッフはもちろんのこと、ICUやSCUなどの超急性期看護にか
かわるナースやオペナース、循環器疾患病棟の皆さんにも知ってもらいたい内容が
満載です。 

■ OPE NURSING 
 

手術室に携わる看護師のレベルアップをサポートする専門誌です。器械出し、外回
り、麻酔、薬剤、機器、内視鏡手術などの基礎から最新情報まで現場に即した内容
を、豊富な写真と根拠のある解説でお届けします。新人からベテランナースまで現
場で活躍する皆さんの「わからない」「困った」「知りたい」を徹底的に解消します。 

■ NEONATAL CARE 
 

集中治療が必要な赤ちゃんが年々増加する中、新生児医療・看護の現場ではより専門
性の高い知識と高度な技術を身に付けることが求められています。ますますパワーアッ
プした『NEONATAL CARE』は、NICUで必須の基本知識や看護の要点から最新の治療
法に至るまで、新生児集中治療の「今」にまつわる幅広い内容をお届けし、小さな赤ちゃ
んの未来のために活躍するみなさまを応援します。NICU最前線の話題は『NEONATAL 
CARE』から！ 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

医中誌
Webリンク 
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● 表示価格は税抜きです。 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

■ HEART nursing 
 

超高齢化社会を背景に心疾患患者さんが増加を続ける一方で、急性期病
院の平均在院日数はますます短縮化される今、確かな技術と多岐にわた
る知識を備えた循環器ナースの存在は欠かせないものとなっています。
『HEART nursing』は、「臨床の基礎から最前線まで」を合い言葉に、ス
テップアップを目指す循環器ナースの皆さんを全力サポートします！ 

■ Emergency Care 
 

プレホスピタルから院内まで、一刻一秒を争う救急の現場で働くすべての
医療従事者に読んでいただきたいのが『Emergency Care』です。チーム

ワークがカギとなるだけに読者対象は看護師、医師、救急救命士、救急隊
員と幅広く、救急医療・看護に必須の知識・技術はもちろん、トリアージや災
害医療などの最新情報も網羅してお届けします！ 目の前の患者さんを救
いたいあなたのための、救急医療と看護の専門誌です。 

■ INFECTION CONTROL 
 

感染対策チーム（ICT）メンバーをはじめ、感染対策に関わる全ての医療従
事者のために、「最先端の知見・展望・切り口」と「確かな現場感覚」をバラン
スよく組み合わせ、信頼できる病院感染対策の総合専門誌としての誌面を
ご提供しています。あなたが行うべき感染対策が『INFECTION 

CONTROL』に必ずあります。 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥348,480 同時3アクセス（本体）：¥480,480 

■透析ケア 
 

新人スタッフの問題解決から、ベテランスタッフの知識向上まで、『透析ケア』
はつねに臨床の現場に寄り添ってスタッフをサポート！ 穿刺やプライミング
など透析スタッフが確実に身につけておきたい透析看護手技から、合併症対
策、食事指導などのさらに踏み込んだ知識まで、患者さんの安全な透析や
生活の質向上を実現するためにスタッフが直面する身近な問題を、幅広い
テーマで毎月お届けします。 
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● 表示価格は税抜きです。 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

■消化器外科 NURSING 
 

 『消化器外科 NURSING』は、消化器外科領域の病棟看護に携わるナース
のための専門誌です。 
 （1）専門誌ならではの現場目線で、あなたに必要な消化器外科看護をばっちり解説！ 

 （2）「難しいことこそ、わかりやすく」をモットーに、イラストや写真による図解でケアの 

重要ポイントをらくらくマスター！ 

 （3）基本を押さえたい・ステップアップしたい！ どちらの方にも活用いただける内容です！ 

■泌尿器Care&Cure Uro-Lo 
 

月刊誌「泌尿器ケア」は、2016年から“看護師と医師が一緒に読める専門誌”
として、誌名も『泌尿器Care&Cure Uro-Lo』に変更し、隔月刊誌となり“ビジュ

アルでみえるワンテーママガジン”へと大幅にリニューアルいたします。治療か
ら看護まで、泌尿器科に携わるすべての人がこの専門誌を通してつながって
いく、そんなこれまでにない新スタイルの専門誌をご提供します！ 

■整形外科看護 
 

「明るく楽しく仕事したい！」そんなあなたの「困った！」を解決する最新情報
を、毎号お届けします。写真やイラストを豊富に使った誌面はとても読みやす
く、オールカラーの特集は楽しく学べること間違いなし！ しっかり勉強できる
ものや、ひと息つけるものなど、バラエティに富んだ連載も人気です。新人
ナースから経験を積んだナースまで、知りたいことがきっと載っています！ 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥266,587 同時3アクセス（本体）：¥367,567 

■眼科ケア 
 

社会の高齢化に伴う眼疾患の増加により、眼科医療従事者には、今後いっそ
う幅広い知識が求められると予想されます。『眼科ケア』は、眼科看護師や視
能訓練士、眼科コメディカルなど、すべての眼科スタッフのレベルアップをサ
ポートする専門誌です。疾患や治療の基礎知識をとことんわかりやすく！ 検
査や屈折矯正といった実践力が問われる業務のコツやポイントを、読者のニー
ズを元に「現場発」でお届けします。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 
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● 表示価格は税抜きです。 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

■呼吸器ケア 
 

『呼吸器ケア』は、呼吸ケアにかかわるすべてのスタッフを応援する臨床・
教育専門誌です。ベッドサイドにおける患者アセスメントやケア、人工呼
吸器をはじめとして日々進化する機器の安全な取り扱いとモニタリング、
患者の日常を支えるリハビリテーションや生活指導まで、呼吸ケアスタッ
フに本当に必要な知識と技術をわかりやすく提供します。チーム医療に
携わる幅広い職種の皆さまに最新の情報をお届けする月刊誌です。 

■糖尿病ケア 
 

糖尿病療養指導にかかわる医療スタッフのための専門誌『糖尿病ケア』。
新人からベテランまで幅広い読者が求めるテーマを詰め込み、患者さんへ
よりよい指導を行うために必要な知識・技術・ツールを皆さまのもとへ届け
ます。糖尿病を持つ患者さんとともに、学び、成長するために、そして患者さ
んのやる気を引き出してよりよい行動をスタート・継続してもらうために、本
誌をご活用ください！ 

■ Nursing BUSiNESS 
 

 「管理」にしばられず、より良い病院、病棟運営を行うためには、マネジメン
ト力、ビジネスマインドが必要です。『Nursing BUSiNESS』は、看護師長、
看護部長などの看護管理職者が現場で困っていること、知っておきたいこ
とに応える情報を厳選してお届けします。看護師長と看護部長が一緒に
なって目指すべきマネジメントのかたちを共有し、前進するための情報源と
してぜひ『Nursing BUSiNESS』をご活用ください！ 

■リハビリナース 
 

リハビリテーション医療は、急性期を脱した患者さんにとってその後の生活
の基礎となり、生活の質を左右する重要な役割を果たしています。しかし多
職種がチームとして患者さんにかかわるため、リハビリ看護の専門性やや
りがいが見えにくいのも事実。『リハビリナース』はさまざまな角度からリハ
ビリ看護に必要な知識と技術を取り上げ、新人スタッフからベテランまで、
すべてのリハビリナースのやりがいと実践力アップをサポートします。 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥174,240 同時3アクセス（本体）：¥240,240 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥348,480 同時3アクセス（本体）：¥480,480 

35 



● 表示価格は税抜きです。 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥174,240 同時3アクセス（本体）：¥240,240 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥174,240 同時3アクセス（本体）：¥240,240 

・2014年～2018年（５年セット）特価  ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

■ Nutrition Care 
 

『Nutrition Care』は、臨床における栄養療法の試行錯誤を取り上げ、そ
の試みを共有し、蓄積できる専門誌です。毎日臨床でがんばる管理栄養
士・栄養士のみなさんの“声”に応え、栄養管理の実践的な知識と技術、
栄養ケアのアプローチを確立するための役立つ情報などを提供します。
あらゆる栄養療法を駆使し、患者にアプローチし続ける管理栄養士・栄
養士のみなさんを応援します！ 

■産業保健と看護 
 

2015年大リニューアルした『産業保健と看護』。産業看護職のみならず、企
業における従業員の健康支援に携わる医療看護職、人事労務職、安全衛
生管理者の方まで、より多くの方のお役に立てるジャーナルに生まれ変わ
りました。 

 産業保健従事者のネットワークづくりと情報収集、自主学習の実践書とし
て、働く人の健康を支えるすべての産業保健従事者に必読です。 

■YORi-SOUがんナーシング 
 

「ナースが患者さんによりそう」「本誌が読者のみなさまによりそう」ふたつの
意味と、YO（よ）りよいがん看護をめざし、Ri（り）んしょうで患者さんの、SO

（そ）ばに寄り添うあなたを高める、U（う）てばひびくマガジン、『YORi-SOU 

がんナーシング』。「がんのこと、すぐ答えがほしい」に応えるがん看護領域
の専門誌として、治療・ケアの最新情報、コミュニケーションなど、臨床ナー
スが必要とする幅広いスキルをしっかりサポート。 

“かゆいところに手が届く”選りすぐりの内容をお届けします！ 

■医療と介護Next 
 

超高齢社会を迎えて大きく変貌しようとしているこれからの医療と介護のあ
り方を追求する専門誌です。2025年に向けて厚労省が推し進める地域包括
ケアシステムの主要な担い手である、在宅医療や在宅介護、地域密着型
サービス、自治体、高齢者の住まいの動向を追いかけ、解説します。 

・2015年～2018年（４年セット）揃価格 ※各年毎の購入可 

同時1アクセス（本体）：¥130,944 同時3アクセス（本体）：¥173,184 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

＜商品コード：1027850524＞ 
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丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

2019年 新規配信タイトル 

  各巻の詳細はお問合せください。 

Frontiers in Parkinson Disease 

2015年5月号（Vol.8 No.2） ～ 2018年6月号（Vol.11 No.2） 
季刊毎に購入可 （2018年のみ3，6月） 

13冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥94,380 同時３アクセス(本体)：¥141,570 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥7,260  同時３アクセス(本体)：¥10,890  

脳と循環 

 2015年5月号（Vol.20 No.2） ～ 2017年1月号（Vol.22 No.1） 
年3回刊（1，5，9月）毎に購入可 

6冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥27,720 同時３アクセス(本体)：¥41,580 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥4,620  同時３アクセス(本体)：¥6,930  

喘息・アレルギー 

2015年4月号（Vol.28 No.1） ～  2017年11月号（Vol.30 No.2） 
年2回刊毎に購入可 

6冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥22,440 同時３アクセス(本体)：¥33,660 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥3,740  同時３アクセス(本体)：¥5,610  

CANCER BOARD of the BREAST 

2015年3月号（Vol.1 No.1） ～  2017年8月号（Vol.3 No.2） 
年2回刊毎に購入可 

6冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥39,600 同時３アクセス(本体)：¥59,400 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥6,600 同時３アクセス(本体)：¥9,900 

CARDIAC PRACTICE 

2015年4月号（Vol.26 No.2） ～  2017年12月号（Vol.28 No.4） 
年3回刊毎に購入可 

11冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥55,660 同時３アクセス(本体)：¥83,490 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥5,060  同時３アクセス(本体)：¥7,590  

THE GI FOREFRONT 

2015年6月号（Vol.11 No.1） ～  2018年2月号（Vol.13 No.2） 
年3回刊毎に購入可 

6冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥36,960 同時３アクセス(本体)：¥55,440 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥6,160  同時３アクセス(本体)：¥9,240  

現在休刊中 

現在休刊中 

現在休刊中 

パーキンソン病に焦点をあてた学術情報誌 

全く新しい視座から脳血管障害の諸問題を考える医学・医療雑誌 

喘息に関する最新知見を臨床家の視点で解説 

乳癌の診断から治療までを解説した総合学術誌 

循環器疾患の研究と臨床の現場を結ぶ専門学術誌 

消化管疾患を国際的な感覚で解説した邦文誌 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


  各巻の詳細はお問合せください。 

メディカルレビュー社 【和雑誌】 

WHITE 

2015年5月号（Vol.3 No.1） ～ 2017年11月号（Vol.5 No.2） 
年2回刊毎に購入可 

6冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥31,680 同時３アクセス(本体)：¥47,520 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥5,280  同時３アクセス(本体)：¥7,920  

がん分子標的治療 

2015年3月号（Vol.13 No.1） ～ 2017年12月号（Vol.15 No.4） 
年2回刊毎に購入可 

12冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥66,000 同時３アクセス(本体)：¥99,000 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥5,500  同時３アクセス(本体)：¥8,250  

精神科臨床 Legato 

2015年4月号（Vol.1 No.1） ～2017年10月号（Vol.3 No.4） 
年3回刊毎に購入可 

11冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥48,400 同時３アクセス(本体)：¥72,600 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥4,400  同時３アクセス(本体)：¥6,600  

皮膚アレルギーフロンティア 

2015年7月号（Vol.13 No.2） ～ 2017年11月号（Vol.15 No.3） 
年3回刊毎に購入可 

8冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥35,200 同時３アクセス(本体)：¥52,800 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥4,400 同時３アクセス(本体)：¥6,600 

Cardio-Coagulation 

2015年3月号（Vol.2 No.1） ～ 2018年1月号（Vol.4 No.4） 
季刊毎に購入可 

12冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥66,000 同時３アクセス(本体)：¥99,000 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥5,500  同時３アクセス(本体)：¥8,250  

Epilepsy  

2015年5月号（Vol.9 No.1） ～ 2017年11月号（Vol.11 No.2） 
年2回刊毎に購入可 

7冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥30,800 同時３アクセス(本体)：¥46,200 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥4,400 同時３アクセス(本体)：¥6,600 

女性医療に携わる医師を対象にした，女性のウェルエイジングのための医学雑誌 

がん治療の新しい光「分子標的治療」の最先端情報を発信する 

精神科臨床の向上を目指す総合学術誌 

アレルギー学の最新の進歩を反映させる皮膚アレルギー専門誌 

循環器における抗凝固療法 

てんかんの総合学術誌 



  各巻の詳細はお問合せください。 

Fetal & Neonatal Medicine  

2015年4月号（Vol.7 No.1） ～ 2017年12月号（Vol.9 No.3） 
年3回刊毎に購入可 

9冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥51,480 同時３アクセス(本体)：¥77,220 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥5,720  同時３アクセス(本体)：¥8,580  

アンチ・エイジング医学 

2015年6月号（Vol.11 No.3） ～ 2017年12月号（Vol.13 No.6） 
隔月刊毎に購入可 

16冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥52,800 同時３アクセス(本体)：¥79,200 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥3,300  同時３アクセス(本体)：¥4,950  

インフルエンザ 

2015年4月号（Vol.16 No.2） ～2017年10月号（Vol.18 No.2） 
年4回刊毎に購入可 

7冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥32,340 同時３アクセス(本体)：¥48,510 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥4,620  同時３アクセス(本体)：¥6,930  

The Liver Cancer Journal 

2015年6月号（Vol.7 No.2） ～ 2017年12月号（Vol.9 No.2） 
年2回刊毎に購入可 

7冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥51,700 同時３アクセス(本体)：¥77,550 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥5,500 ～¥8,800 同時３アクセス(本体)：¥8,250 ～¥13,200 

Frontiers in Alcoholism 

2015年7月号（Vol.3 No.2） ～ 2017年7月号（Vol.5 No.2） 
年2回刊毎に購入可 

5冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥26,400 同時３アクセス(本体)：¥39,600 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥5,280  同時３アクセス(本体)：¥7,920  

Frontiers in Glaucoma 

49号（2015年） ～ 54号（2017年） 
年2回刊毎に購入可 

6冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥27,720 同時３アクセス(本体)：¥41,580 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥4,620  同時３アクセス(本体)：¥6,930  

周産期・新生児・小児医療領域に携わるすべての医師へ 

アグレッシブに加齢に対抗する新たな予防医学：日本抗加齢医学会雑誌 

ウイルス学の最新の研究成果から予防医学まで 

肝癌診療基幹ジャーナル 

アルコール依存症と関連問題の新学術誌 

わが国初の眼科領域をテーマとする一般臨床医向けの緑内障定期学術誌 

メディカルレビュー社 【和雑誌】 



  各巻の詳細はお問合せください。 

Diabetes Horizons -Practice and Progress- 

2015年7月号（Vol.4 No.3） ～ 2016年7月号（Vol.5 No.3） 
年4回刊毎に購入可 

5冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥26,400 同時３アクセス(本体)：¥39,600 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥5,280  同時３アクセス(本体)：¥7,920  

Fluid Management Renaissance 

2015年4月号（Vol.5 No.2） ～ 2016年10月号（Vol.6 No.4） 
季刊毎に購入可 

7冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥32,340 同時３アクセス(本体)：¥48,510 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥4,620 同時３アクセス(本体)：¥6.930 

ワクチンジャーナル 

2015年10月号（Vol.3 No.1） ～ 2016年9月号（Vol.4 No.1） 
年2回刊毎に購入可 

2冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥10,560 同時３アクセス(本体)：¥15,840 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥5,280 同時３アクセス(本体)：¥7,920 

Nephrology Frontier 

2015年3月号（Vol.14 No.1） ～  2016年12月号（Vol.15 No.4） 
季刊毎に購入可 

7冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥33,880 同時３アクセス(本体)：¥50,820 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥4,840 同時３アクセス(本体)：¥7,260 

血管医学 

2015年6月号（Vol.16 No.2） ～ 2016年10月号（Vol.17 No.3） 
季刊毎に購入可 

6冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥27,720 同時３アクセス(本体)：¥41,580 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥4,620 同時３アクセス(本体)：¥6,930 

Bella Pelle 

2016年8月号（Vol.1 No.1） ～ 2017年11月号（Vol.2 No.4） 
年4回刊毎に購入可 

6冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥33,000 同時３アクセス(本体)：¥49,500 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥5,500 同時３アクセス(本体)：¥8,250 

HORMONE FRONTIER IN GYNECOLOGY 

2015年3月号（Vol.22 No.1） ～  2017年12月号（Vol.24 No.4） 
季刊毎に購入可 

11冊揃価格 同時１アクセス(本体)：¥55,660 同時３アクセス(本体)：¥83,490 
各冊価格 同時１アクセス(本体)：¥5,060 同時３アクセス(本体)：¥7,590 

現在休刊中 

現在休刊中 

現在休刊中 

現在休刊中 

現在休刊中 

糖尿病診療をグローバルかつローカルに展望する 

新たな時代を迎えた浮腫・電解質異常・体液管理の最新の話題を提供 

ワクチン・予防接種に特化した学術専門誌 

腎疾患の臨床と研究の国内外にわたるup date な情報をtimely に伝える 

血管研究を通じて全臓器の病態研究の再構築を目指す 

美容医療に携わる医師を対象にした，サイエンスによる美の創造を目指す医学雑誌 

生殖医学に新境地を開く産婦人科のパイオニア誌 

メディカルレビュー社 【和雑誌】 



  各巻の詳細はお問合せください。 

2015年6月号（Vol.9 No.1） 
（不定期発行） 

価格 
同時１アクセス(本体) 

¥4,840  
同時３アクセス(本体) 

¥7,260  

冊子版ISBN：9784779214875  商品コード：1030574699 

Cardio-Lipidology 

脂質代謝から考える心血管系 

2015年3月号（Vol.10 No.1） ～ 2015年12月号（Vol.10 No.2） 
各刊毎に購入可 

2冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 

¥9,680 
同時３アクセス(本体) 

¥14,520 

各冊価格 
同時１アクセス(本体) 

¥4,840 
同時３アクセス(本体) 

¥7,260 

International Review of 
Thrombosis 
血栓症関連各科領域における日米欧の専門
医による“領域横断的”血栓症国際雑誌 

感染症道場 

若き医師たちに送る感染症学入門のため
の学術誌 

予防医療 

Surgery Frontier がん免疫療法  
Cancer Immunotherapy 

がん免疫療法の今と明日をみつめる、すべて
の医師へ 

がん患者と対症療法 

QOLの観点から対症療法の今後を模索
する 

感染制御と予防衛生 

現在休刊中 

2015年6月号（Vol.4 No.2） 
（年3回刊行） 

価格 
同時１アクセス(本体) 

¥4,840  
同時３アクセス(本体) 

¥7,260  

冊子版ISBN：9784779214981  商品コード：1030628650 

2015年5月号（Vol.2 No.2） ～2015年10月号（Vol.2 No.3） 
各刊毎に購入可 

2冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 

¥8,800 
同時３アクセス(本体) 

¥13,200 

各冊価格 
同時１アクセス(本体) 

¥4,400 
同時３アクセス(本体) 

¥6,600 

2017年3月号（Vol.1 No.1） ～ 2017年9月号（Vol.1 No.2） 
年2回刊毎に購入可 

2冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 

¥15,400 
同時３アクセス(本体) 

¥23,100 

各冊価格 
同時１アクセス(本体) 

¥7,700 
同時３アクセス(本体) 

¥11,550 

2015年3月号（Vol.22 No.1）～  2015年12月号（Vol.22 No.4） 
季刊毎に購入可 

4冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 

¥21,780 
同時３アクセス(本体) 

¥32,670 

各冊価格 
同時１アクセス(本体) 

¥5,060～¥6,600 
同時３アクセス(本体) 

¥7,590～¥9,900 

現在休刊中 現在休刊中 

グッドエイジングを科学する 

若き医師たちに送る感染症学入門のため
の学術誌 

現在休刊中 

2015年 Vol.26 No.1 
（年1回刊行） 

価格 
同時１アクセス(本体) 

¥5,060  
同時３アクセス(本体) 

¥7,590  

冊子版ISBN：9784779215469  商品コード：1030747825 

2017年9月号（Vol.1 No.1） 
（年2回刊行） 

価格 
同時１アクセス(本体) 

¥4,400 
同時３アクセス(本体) 

¥6,600 

冊子版ISBN：9784779219634  商品コード：1030747840 

食品関連業界に関わる方々を対象とした、
食品の安全確保と衛生管理のための専門
雑誌 

メディカルレビュー社 【和雑誌】 



丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

  各巻の詳細はお問合せください。 

生命科学と医学の最先端総合誌「実験医学」 
1983年創刊号より電子バックナンバーをご提供中！ 

商品 冊数 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

実験医学 【創刊号～2018年】(Vol.1～Vol.36) 
（30％引） 

628  ¥2,614,920  ¥5,229,840  1030265403 

実験医学 【2009年～2018年】(Vol.27～Vol.36) 
（10％引） 

200 ¥1,326,600  ¥2,653,200  1030265404 

実験医学 【2014年～2018年】(Vol.32～Vol.36) 
（5％引） 

100 ¥705,375  ¥1,410,750  1030265405 

商品 冊数 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

実験医学 2018年 20 ¥148,500  ¥297,000  1030265406 

実験医学 2017年 20 ¥148,500 ¥297,000 1027880046 

実験医学 2016年 20 ¥148,500 ¥297,000 1027880045 

実験医学 2015年 20 ¥148,500 ¥297,000 1025233681 

実験医学 2014年 20 ¥148,500 ¥297,000 1023373446 

1年ごとの購入も可能です。（10年セットで10％引、5年セットで5％引の割引価格も用意しています） 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

1999年創刊号より電子バックナンバーをご提供中！ 
5年分セット購入で5％引、18年分全巻セット購入で15％引 

商品 冊数 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

■レジデントノート月刊 【創刊号～2016年度セット】 198 ¥888,624 ¥1,777,248 1030265407 

■レジデントノート月刊 【2012～2016年度セット】 60 ¥300,960 ¥601,920 1030265408 

レジデントノート月刊 【2016年度】 12 ¥63,360 ¥126,720 1030265409 

レジデントノート月刊 【2015年度】 12 ¥63,360 ¥126,720 1027880050 

レジデントノート月刊 【2014年度】 12 ¥63,360 ¥126,720 1027880049 

レジデントノート月刊 【2013年度】 12 ¥63,360 ¥126,720 1025233678 

◆ 創刊より約20年、研修医にもっとも読まれてきた研修医のための雑誌です。 
 

1999年春、研修医に真に役立つ新しい雑誌として「レジデントノート」は創刊しました。現場で
すぐに役立つことをモットーとし、ビジュアルで斬新な誌面と分かりやすい解説で、創刊以来大変
なご好評をいただいています。 
 

◆ とことん現場主義を貫いた企画と紙面構成を目指しています。 
 

・臨床の第一線で活躍の医師らによる、日常診療で困ることに対応した実践的な「特集」記事 
・救急や病棟での診療の基本や薬の使い方、画像診断や研修医指導など、臨床のコツたっぷり
の充実した「連載」記事 
・イラスト・表を多用した、“忙しいときでも一目で重要なポイントがわかる”と定評があるレイアウト 
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● 表示価格は税抜きです。 

生きた英語が楽しく学べる リスニング強化の決定版！ 

書名 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

2016年4月号-2017年3月号セット特価 ¥24,288 ¥36,432 1028350944 

2017年4月号-2018年3月号セット特価 ¥24,288 ¥36,432 1028350957 

2018年4月号-2019年3月号セット特価 ¥24,288 ¥36,432 1028350970 

各巻価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥2,530 ¥3,795 

※1冊単位で購入可。各巻の詳細はお問い合わせください。 

2019年4月以降の 
新刊も続々配信！ 

音声データも 
Maruzen eBook Libraryに 

搭載予定! 
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丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

  各巻の詳細はお問合せください。 

『思 想』創刊号～300号 

本誌は1921年（大正10）年の創刊以来、哲学・歴史学・社会諸科学の最新の成果を
読者に広く提供し、揺るぎない評価を得て来ました。和辻哲郎・林達夫らによって、学
問的であると同時にアクチュアルであることという本誌のバックボーンは形成されまし
たが、それは今日に至るまで脈々と生き続けています。分野を超えて問題を根源的
に考え抜こうとする人々にとって、最良の知のフォーラムです。 
今回は、創刊号（1921年発行）から300号（1949年発行）まで。 
以降も、順次電子化予定。 

 
 

商品コード：1025649036 

好評配信中  

 【執筆者（抜粋）】 
  安倍能成          
  茅野蕭々                  
  岸田劉生 
  九鬼周造 
  高村光太郎 
  佐藤春夫 
  三木清 
  室生犀星 
  小宮豊隆 
  西田幾多郎 
  石原純 
  倉田百三 
  大西克礼 
  中勘助 
  斎藤茂吉 
  寺田寅彦 
  田辺元 
 

中井正一 
豊島与志雄 
矢内原忠雄 
柳宗悦 
中谷宇吉郎 
アインシュタイン 
アラン 
 ： 
ほか 
 
 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

¥1,320,000 ¥2,200,000 創刊号～300号バックナンバー            

            ※分売不可 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

新規参加 
出版社 

大正7年（1918年）の創刊以来、100年以上の長い
歴史をもつ、印刷に関わるデザイン・科学・技術専門誌。
印刷・製版・製本・デザイン・出版に関する国内外の情
報・関連技術も積極的に紹介した多角的な誌面構成。 

書名 書名 

印刷雑誌（2016年01月号）《特集：印刷と画像の未来》 印刷雑誌（2018年01月号）《特集：未来への印刷／『印刷雑誌』創刊100年》 

印刷雑誌（2016年02月号）《特集：紙の価値・情報の価値》 印刷雑誌（2018年02月号）《特集：環境とパッケージ》 

印刷雑誌（2016年03月号）《特集：寒さと乾燥の印刷現場》 印刷雑誌（2018年03月号）《特集：色管理のすすめ》 

印刷雑誌（2016年04月号）《特集：フレキソの進化とバリアフィルム》 印刷雑誌（2018年04月号）《特集：軟包装の改善》 

印刷雑誌（2016年05月号）《特集：印刷教育と印刷産業》 印刷雑誌（2018年05月号）《特集：印刷企業の差別化戦略》 

印刷雑誌（2016年06月号）《特集：紙とデジタル保存》 印刷雑誌（2018年06月号）《特集：工場管理と環境・人》 

印刷雑誌（2016年07月号）《特集：インクジェットの新技術》 印刷雑誌（2018年07月号）《特集：印刷企業の差別化戦略2》 

印刷雑誌（2016年08月号）《特集：印刷技術の未来を探る - drupa2016 -》 印刷雑誌（2018年08月号）《特集：印刷の価値上げる製本》 

印刷雑誌（2016年09月号）《特集：包装を取り巻く現状》 印刷雑誌（2018年09月号）《特集：特殊な印刷技術》 

印刷雑誌（2016年10月号）《特集：プロの製版技術》 印刷雑誌（2018年10月号）《特集：IGASに見る印刷産業》 

印刷雑誌（2016年11月号）《特集：新聞技術の行方》 印刷雑誌（2018年11月号）《特集：フレキソ製版材料の革新》 

印刷雑誌（2016年12月号）《特集：印刷会社と災害対策》 印刷雑誌（2018年12月号）《特集：インクジェットの進展》 

印刷雑誌（2017年01月号）《特集：日本の未来を支える印刷産業》 印刷雑誌（2019年01月号）《特集：日本の未来を支える印刷》 

印刷雑誌（2017年02月号）《特集：注目集めるパッケージ》 印刷雑誌（2019年02月号）《特集：最近の新しい技術》 

印刷雑誌（2017年03月号）《特集：印刷の応用PE》 印刷雑誌（2019年03月号）《特集：フレキソの未来像》 

印刷雑誌（2017年04月号）《特集：特殊加工の世界》 印刷雑誌（2019年04月号）《特集：新聞印刷の技術進化》 

印刷雑誌（2017年05月号）《特集：印刷の見え方を考える》 印刷雑誌（2019年05月号）《特集：印刷企業の差別化戦略3》 

印刷雑誌（2017年06月号）《特集：IJ技術を追う》 印刷雑誌（2019年06月号）《特集：技術を見直す》 

印刷雑誌（2017年07月号）《特集：環境と湿し水》 印刷雑誌（2019年07月号）《特集：紙を見直す》 

印刷雑誌（2017年08月号）《特集：オフセット印刷機を見直す》 

印刷雑誌（2017年09月号）《特集：印刷管理とインキ装置の周辺》 

印刷雑誌（2017年10月号）《特集：デジタル印刷を考える》 

印刷雑誌（2017年11月号）《特集：色の基本を見直す》 

印刷雑誌（2017年12月号）《特集：オフセット印刷機を見直す2》 

各価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

￥5,390 ￥10,780 

43揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥231,770 ¥463,540 

2019年7月以降も 
配信予定！ 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
https://www.japanprinter.co.jp/


● 表示価格は税抜きです。 

 

 

 

書名 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

国際金融 【2004年4月～2016年3月】セット特価 ¥158,400  ¥396,000  1021582882 

国際金融 【2004年4月～2005年3月】 ¥22,000  ¥55,000  1012955058 

国際金融 【2005年4月～2006年3月】 ¥22,000  ¥55,000  1012956359 

国際金融 【2006年4月～2007年3月】 ¥13,200  ¥33,000  1012956578 

国際金融 【2007年4月～2008年3月】 ¥13,200  ¥33,000  1012981876 

国際金融 【2008年4月～2009年3月】 ¥13,200  ¥33,000  1012981933 

国際金融 【2009年4月～2010年3月】 ¥13,200  ¥33,000  1012995087 

国際金融 【2010年4月～2011年3月】 ¥13,200  ¥33,000  1012995119 

国際金融 【2011年4月～2012年3月】 ¥13,200  ¥33,000  1012995155 

国際金融 【2012年4月～2013年3月】 ¥13,200  ¥33,000  1012995229 

国際金融 【2013年4月～2014年3月】 ¥13,200  ¥33,000  1015682366 

国際金融 【2014年4月～2015年3月】 ¥13,200  ¥33,000  1018095773 

国際金融 【2015年4月～2016年3月】 ¥13,200  ¥33,000  1020571605 

国際金融 【2016年4月～2017年3月】 ¥17,160  ¥43,560  1024254161 

国際金融 【2017年4月～2018年3月】 ¥17,160  ¥43,560  1026901561 

国際金融 【2018年4月～2019年3月】 ¥17,160  ¥43,560  1027913946 

国際金融 【2019年4月～2020年3月】 ¥17,160  ¥43,560  1029833982 

機関誌 『国際金融』                                                                         

・ 外国為替、貿易ならびに国際金融に関する専門家の論考、解説。 
・ 関係法令の解説。 
・ 諸外国の経済・貿易・金融情勢に関する最新の研究論文、情報。   
・ 時事問題に関するコラム 

■掲載内容 

 

 

 
各月号価格 同時１アクセス(本体): ¥1,430 同時３アクセス(本体): ¥3,630 

最新号を冊子の発売と同時に配信開始！継続購読承ります！ 

昭和25年4月15日に「外国為替」の題名で創刊され、その後昭和39年に「国際金融」に改題され、
今日に至っています。外国為替、貿易ならびに国際金融に関する最も権威のある専門誌として、また、
関係業務に携わる方々や大学・研究機関には欠くことのできない専門誌として広く愛読されておりま
す。また、研修などの教材としても利用されています。 

 

 

 ■機関誌 『国際金融』とは… 

世界経済・貿易問題・通貨情勢等を、実績のある主要研究機関・専門家から最新の論考・解説をご寄稿いただい
ております。特に中国に関するものは、中国の研究機関にお願いした信頼性の高い研究結果を掲載しております。 

■最近の編集方針 
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  各巻の詳細はお問合せください。 

http://www.fetr.or.jp/


● 表示価格は税抜きです。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

著編者 日本音韻論学会 

各巻価格 
同時１アクセス(本体)  ¥8,360  同時３アクセス(本体) ¥12,540  

音韻研究 17巻～21巻 

５巻揃価格 
同時１アクセス(本体) ¥41,800  同時３アクセス(本体) ¥62,700  

開拓社 

「日本音韻論学会」の学会誌。多方面にわたる音韻研究が一堂に会した
高水準の論文集となっている。 

著編者 日本語用論学会編集部 

各巻価格 
同時１アクセス(本体)  ¥8,360  同時３アクセス(本体) ¥12,540  

語用論研究 第10号～第18号 

「日本語用論学会」の学会誌。語用論の研究は意味論、統語論、社会言語学、
心理言語学、認知言語学、それに日本語学をはじめとするさまざまな語学教育
などの活動が交差する領域を占める。これらの分野の論考等を掲載。 

著編者 英語語法文法学会 

各巻価格 
同時１アクセス(本体)  ¥8,360  同時３アクセス(本体) ¥12,540  

英語語法文法研究 第9号～第24号 

「英語語法文法学会」の学会誌。現代英語の語法および文法研究に関する
論文を多数収録し、個別言語としての英語の具体的な語彙や構文などの
特性を明らかにする。語法ノートや書評なども掲載。 
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9巻揃価格 
同時１アクセス(本体) ¥75,240  同時３アクセス(本体) ¥112,860 

１6巻揃価格 
同時１アクセス(本体) ¥133,760  同時３アクセス(本体) ¥200,640  



● 表示価格は税抜きです。 

月刊 生徒指導 

学校で起きる様々な現象に対して、生徒指導部の教師のために
具体的な解決方法を示す。学校生活はもちろん、家庭に起因する
まで原因にアプローチします。 

2010年～2016年刊行分 （合計81冊）を配信中！ 

書  名 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 

月刊 生徒指導 全81冊揃価格 ¥145,904 ¥222,392 

～  2010年4月号－2016年12月号まで一冊単位でご購入できます ～ 

【各冊の価格】 

同時1アクセス（本体）：¥1,727～¥1,980 同時3アクセス（本体）：¥2,590～¥3,520 

※詳しい価格・お見積もりはお問い合わせください 

教育改革・学校改革の羅針盤！ 

書  名 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 

月刊 高校教育 全81冊揃価格 ¥170,489 ¥268,261 

～ 2010年4月号－2016年12月号まで一冊単位でご購入できます ～ 

【各冊の価格】 

同時1アクセス（本体）：¥2,002～¥2,629 同時3アクセス（本体）：¥3,003～¥4,180 

※詳しい価格・お見積もりはお問い合わせください 

高校の現状や展望、学習指導要領の改訂についてなど、義務教
育改革の指針を論じる。全国の教育者が現場に即した興味深い 
テーマで論じる！ 

2010年～2016年刊行分 （合計81冊）を配信中！ 

月刊 高校教育 
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https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027402/wicket:pageMapName/wicket-5
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027401/wicket:pageMapName/wicket-5
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027400/wicket:pageMapName/wicket-5
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027406/wicket:pageMapName/wicket-5
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027405/wicket:pageMapName/wicket-5
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027404/wicket:pageMapName/wicket-5


● 表示価格は税抜きです。 

マス・コミュニケーション研究 

経営教育研究  

著編者：日本マス・コミュニケーション学会 

著編者：日本マネジメント学会機関誌委員会 

＜64巻～87巻まで一冊単位でご購入できます＞ 

【各冊の価格】 

同時1アクセス（本体）：¥9,900  同時3アクセス（本体）：¥14,850 

※各巻の詳しい価格・お見積もりはお問い合わせください 

24冊揃価格 

同時1アクセス（本体） ¥237,600 

同時3アクセス（本体） ¥356,400 

＜vol.11-No.1～Vol.21-No. 2まで一冊単位でご購入できます＞ 

【各冊の価格】 

同時1アクセス（本体）：¥6,600 同時3アクセス（本体）：¥9,900 

※各巻の詳しい価格・お見積もりはお問い合わせください 

24冊揃価格 

同時1アクセス（本体） ¥158,400 

同時3アクセス（本体） ¥237,600 
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● 表示価格は税抜きです。 

くろしお出版 

日 本 語 文 法 
日本語文法研究の進展と研究者の育成を図ることを目的として2000年に
発足した日本語文法学会の学会誌。3月末と9月末の年2回刊行（継続中）。 

■1巻1号～19巻1号セット（全36巻）特価 

同時１アクセス（本体） ¥227,700 

同時３アクセス（本体） ¥342,100 

■1巻1号～12巻1号 各巻価格  同時１アクセス(本体) ￥6,600 同時３アクセス(本体) ¥9,900 

■12巻2号～19巻1号 各巻価格  同時１アクセス(本体) ￥7,700 同時３アクセス(本体) ¥11,550 

2019年 

19巻1号まで追加! 
今後も続刊予定です! 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

＜商品コード 1030536541＞ 
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丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

  各巻の詳細はお問合せください。 

雑誌「商業界」は商業の世界に新しい時代をつくりあげ、それによって大衆の豊
かな消費生活を実現していこうとする意欲あるすべての流通産業人、商業人の
ための雑誌です。小売業において大多数を占める中小店を対象にした経営情
報を具体的に提案しています。 

2011年～2018年 各一年間セット（※1冊単位での購入可） 

同時1アクセス(本体) ：¥39,600 同時3アクセス(本体)： ¥79,200 
各冊価格 

同時1アクセス(本体) ：¥3,300 同時3アクセス(本体) ：¥6,600 

月刊「販売革新」はチェーンストアのための経営戦略とITをはじめとする革新的マネ
ジメント技術を、多角的、論理的に紹介する経営専門誌です。豊かで安全な普段の
暮らしを実現するために必要な衣・食・住すべてのマーケティング＆マーチャンダイ
ジング情報を発信します。海外の最新流通情報を的確に提供します。 

2011年～2018年 各一年間セット（※1冊単位での購入可）  

同時1アクセス(本体) ：¥39,600 同時3アクセス(本体) :¥79,200 
各冊価格 

同時1アクセス(本体)： ¥3,300 同時3アクセス(本体) ：¥6,600 

月刊「食品商業」は食品スーパー、食品専門小売業、酒販店などの経営者、店長、
従業員を対象に、豊富な経営知識と最新情報を提供。流通理論の展開に加えて、
実践的な経営実務、多彩な商品知識、精緻な店舗分析記事を掲載しています。 

2011年～2018年 各一年間セット（※1冊単位での購入可）  

同時1アクセス(本体) ：¥39,600 同時3アクセス(本体) ：¥79,200 
各冊価格 

同時1アクセス(本体) ：¥3,300 同時3アクセス(本体) ：¥6,600 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


  各巻の詳細はお問合せください。 

商業界 【和雑誌】 

2011年～2018年 各一年間セット（※1冊単位での購入可）  

同時1アクセス(本体) ：¥39,600 同時3アクセス(本体) ：¥79,200 
各冊価格 

同時1アクセス(本体) ：¥3,300 同時3アクセス(本体) ：¥6,600 

月刊「ファッション販売」はファッションビジネスの「現在」を鋭く分析し、「明日」
の方向性を的確に提案する流通専門誌です。ファッション小売流通業を対象
に、トレンド分析、販売ノウハウ、マネジメント関連の実務記事、マーケティング、
ＭＤ情報を提供いたします。 

2011年～2018年 各一年間セット（※1冊単位での購入可）  

同時1アクセス(本体) ：¥39,600 同時3アクセス(本体) ：¥79,200 
各冊価格 

同時1アクセス(本体) ：¥3,300 同時3アクセス(本体) ：¥6,600 

飲食店経営 
Magazine of the Foodservice Industry 

飲食店経営者のための経営専門誌。新進企業の動向や、最新のITツール
など、経営に役立つ情報を掲載。 

2011年～2018年 各一年間セット（※1冊単位での購入可）  

同時1アクセス(本体) ：¥39,600 同時3アクセス(本体) ：¥79,200 
各冊価格 

同時1アクセス(本体) ：¥3,300 同時3アクセス(本体) ：¥6,600 

コンビニ経営者のための経営専門誌。新進企業の動向や、最新のITツール
など、経営に役立つ情報を掲載。 

各月の発刊にあわせて追加配信されます！ 
ぜひ継続でご注文くださいませ！ 



丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

  各巻の詳細はお問合せください。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 
各巻価格 同時1アクセス(本体)  ￥2,090 同時3アクセス(本体) ￥4,180 

特別編集巻価格のみ 同時1アクセス(本体)  ￥2,750 同時3アクセス(本体) ￥5,500 

25巻揃価格 
同時1アクセス(本体) ￥54,230 

同時3アクセス(本体) ￥108,460 

1 ひみつの京都へ （Vol.1(2014/Summer) 14 レトロの町で。 （ Vol.14(2017Autumn) 

2 小さい旅みつけた （Vol.2(2014/Autumn) 15 こころとカラダにやさしい宿 （ Vol.15(2018Winter) 

3 あったか時間はじまります（Vol.3(2015/Winter) 16 花と緑の旅 （ Vol.16(2018Spring) 

4 電車に乗って春色さがし （Vol.4(2015/Spring)） 17 三度目の京都 （ Vol.17(2018Summer) 

5 こころうるおう沖縄の森カフェ、海カフェへ(Vol.5(2015Summer) 18 旅とクラフト （ Vol.18(2018Autumn) 

6 ふわり、誘われ香りをめぐる京都（Vol.6(2015Autumn) 19 温泉×○○ （ Vol.19(2019Winter) 

7 やさしく、心地いい灯りと温（Vol.7(2016Winter) 20 お茶にしよう （ Vol.20(2019Spring) 

8 はじまりの港町 （ Vol.8(2016Spring) 21 アートな瀬戸内たび （ Vol.21(2019Summer) 

9 島がよんでいる。 （ Vol.9(2016summer) 22 わざわざ行きたい♪おいしい旅 （ Vol.22(2019Autumn) 

10 そろそろ、ひとり旅。 （ Vol.10(2016Autumn) 23 いま気になる東京案内 （特別編集） 

11 “泊まる”を楽しむ （ Vol.11(2017Winter) 24 甘いしあわせ京都案内 （特別編集） 

12 道くさ電車にのって。 （ Vol.12(2017Spring) 25 週末おでかけ東京からの小さな旅 （特別編集） 

13 奥に満ちる。 （ Vol.13(2017Summer) 

2014年5月に誕生した、ことりっぷの季節号。旅好きな人にもっと旅してほしいという想いから 
四季折々のとっておきの旅先をことりっぷ目線で毎号掘り下げて特集しています。 

Magazine 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 

月刊  大法輪  
月刊 「大法輪」がついに電子でリリースいたします！ 

各年毎の購入も可能です。 

同時1アクセス(本体) ¥22,968 

同時3アクセス(本体) ¥34,452 

タイトル 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード リリース予定 

第1期 平成期 平成元年～平成29年 （29年分） ¥666,072 ¥999,108 1028203378 【配信中】 

第2期 昭和後期 昭和38年～昭和63年 （26年分） ¥598,000  ¥897,000  - 2019年度刊行予定 

第3期 昭和前期 昭和9年（創刊号）～昭和37年（29年分） ¥667,000  ¥1,000,500  - 2020年度刊行予定 

※第２期、第３期の価格は予価になります。詳細はお問い合わせください。 

バックナンバーもリリース予定! 

平成30年1月号から各号ずつご提供も致します。 

各号価格  
同時1アクセス（本体）￥2,000 同時3アクセス（本体）￥3,900 

「大法輪」新刊が毎月配信! 毎月の継続購入が 
おすすめです! 

毎月の新刊に加え、バックナンバーとして第1弾「平成期」から、 
以降「昭和後期」「昭和前期」と三回にわたり刊行予定です。 

大法輪【平成期(平成元年～29年)】 

同時1アクセス(本体) ¥666,072 

同時3アクセス(本体) ¥999,108 

商品コード 1028203378 
※各巻詳細はお問い合わせ下さい。 
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● 表示価格は税抜きです。 

（1952年9月号～2017年5月号） 

在家仏教 バックナンバー 

戦後間もなくから発行されてきた月刊誌『在家仏教』が 
電子版で新規搭載！ 

1952年刊行の創刊号から2017年5月まで刊行の 

全777冊がコンプリート！ 

時代に相応し、在家の仏教の信仰の深みをだれにでも開き、 

教えてくれる雑誌で、幅広い購読層からご指示をいただいております。 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥550,000 ¥825,000 1027228644 

※1冊単位で購入可。各号の詳細はお問い合わせください。 

※現在休刊 
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● 表示価格は税抜きです。 

20世紀の日本の歩みを"経済"の視点から 
とらえた歴史的記事の数々を、 
Maruzen eBook Libraryで 

ご覧いただけます。 
単なるビジネス誌の枠を超えた貴重資料 
としておすすめのコレクションです！ 

2017年以降も提供予定！ 

「週刊ダイヤモンド」の 
創刊号（大正2年）1913年から 

2016年までの約4,800冊が 
Maruzen eBook Libraryで揃います！ 

No.1 
 100年以上積み重ねた  

信頼の情報源  

書店・販売店で 

販売部数 

ビジネス週刊誌 
ABC.1-16 販売会社部数調べ 

（創刊号）1913年～2016年 104年分セット特価 

同時1アクセス(本体)：￥2,854,990 

同時3アクセス(本体)：￥4,282,496 
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  各巻の詳細はお問合せください。 



● 表示価格は税抜きです。 

1946年～2016年分は単年ごとに購入できます。 
※各巻の詳細に関しましてはお問い合わせください。 

書名 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

大正期： 
1913年（大正2年）5月～1926年（大正15年）12月 
 （14年分 計377冊） 

¥199,991 ¥299,992 1027190682 

昭和期1： 
1927年（昭和2年）1月～1932年（昭和7年）12月 
 （6年分 計233冊） 

¥169,994 ¥254,991 1027190683 

昭和期2： 
1933年（昭和8年）1月～1938年（昭和13年）12月 
 （6年分 計232冊） 

¥169,994 ¥254,991 1027190684 

昭和期3： 
1939年（昭和14年）1月～1945年（昭和20年）12月 
 （7年分 計235冊） 

¥169,994 ¥254,991 1027190685 

昭和期4： 
1946年（昭和21年）1月～1967年（昭和42年）12月 
 （22年分 計1,115冊） 

¥624,998 ¥937,497 1027190686 

昭和期5： 
1968年（昭和43年）1月～1983年（昭和58年）12月 
 （16年分 計821冊） 

¥624,998 ¥937,497 1027190709 

昭和期6/平成期1： 
1984年（昭和59年）1月～2000年（平成12年）12月 
 （17年分 計836冊） 

¥624,998 ¥937,497 1027190726 

平成期2： 
2001年（平成13年）1月～2015年（平成27年）12月 
 （15年分 計737冊） 

¥495,000 ¥742,500 - 

■セット価格 

1913年（大正2年）5月～2000年（平成12年）12月 
【88年分セット】 約4,000冊揃価格 

¥2,299,990 ¥3,449,996 1027190681 

1913年（大正2年）5月～2015年（平成27年）12月 
【103年分セット】  約4,800冊揃価格 

¥2,794,990  ¥4,192,496  - 

価格のご案内 ※セットもお安くなります！ 

2016年 単年価格 

同時1アクセス(本体)：￥60,000 同時3アクセス(本体)：￥90,000 

商品コード：1029527623 

※詳細はお問合せください。 
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● 表示価格は税抜きです。 

ハーバード･ビジネス･レビュー 

同時１アクセス（本体） ¥4,195 同時３アクセス（本体） ¥8,390 

各 巻 価 格   

※（別冊2016年１月号は同時１アクセス（本体）¥1,995、同時３アクセス（本体）¥3,990となります） 

同時１アクセス（本体）¥132,040 同時３アクセス（本体）¥264,080 

2 0 1 4 年 1 2 月 号 ～ 2 0 1 7 年 6 月 号  

全 3 2 冊 揃 価 格   

※（別冊2016年１月号 同時１アクセス（本体）¥1,995、同時３アクセス（本体）¥3,990 を含む価格となります） 

■世界最古のマネジメント誌 『Harvard Business Review』 

『Harvard Business Review』（HBR）とは、ハーバード・ビジネススクールの教育理念に基づいて、1922年、同校の機関誌として創

刊された世界最古のマネジメント誌です。 

■世界最高峰の執筆陣 

ハーバード・ビジネススクールの教授陣をはじめ、世界各国のトップ・ビジネススクールの教授陣、グローバル企業の経営者、戦

略コンサルティング・ファーム の一流コンサルタント、グローバル企業のCEO、さらには、ノーベル賞受賞者、脳科学や心理学の研

究者、科学者や歴史家など、さまざまな斯界の権威たちが 寄稿しています。横断的に最先端の知見をカバーできるのは、本誌な

らではのメリットです。 

■新しいコンセプトをいち早く 

戦略、マーケティング、リーダーシップ、人材マネジメント、イノベーション、オペレーション管理など、ビジネスの主要分野について、

経営者はもちろん、経営学、経済学、心理学、脳科学、芸術、歴史など、さまざまな分野の論客の寄稿やインタビューをいちはやく

掲載。その多くは、HBRでリリースされたあと、のちに加筆されて書籍としてまとめられ、ベストセラーとなっています。 

創刊号1976年（昭和51年）から 

2014年11月号までのバックナンバーも

Maruzen eBook Libraryで提供予定‼ 

ご期待ください！ 

※詳細はお問合せください。 
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丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

  各巻の詳細はお問合せください。 

冊子と同時に電子も提供中! 
電子版への切り替えもおすすめします！ 

『東洋経済新報』（現『週刊東洋経済』）は、日清戦争後に下関条約が締結された1895年に創刊され、
以来現在まで続く我が国最古の経済誌です。 

2018年1月号より 
冊子と同時配信!! 

新しい情報がすぐ届きます！ 
詳細はお問い合わせください。 

1895年～2018年（明治28年～平成30年）バックナンバー 
 

同時1アクセス(本体) ￥4,117,691  
同時3アクセス(本体) ￥6,347,312 

期間毎（パート）でもご購入が可能です。 

書名 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

■東洋經濟新報 第１期 フルセット ¥1,389,999  ¥2,084,999  1023699181 

東洋經濟新報 第１期 明治期セット ¥419,999  ¥629,999  1023699182 

東洋經濟新報 第１期 大正期セット ¥324,999  ¥487,499  1023699183 

東洋經濟新報 第１期 昭和期Ⅰセット ¥189,999  ¥284,999  1023699184 

東洋經濟新報 第１期 昭和期Ⅱセット ¥189,999  ¥284,999  1023699185 

東洋經濟新報 第１期 昭和期Ⅲセット ¥279,999  ¥419,999  1023699186 

■東洋經濟新報 デジタルアーカイブズ 第２期フルセット ¥2,499,992  ¥3,749,988  1024433690 

東洋經濟新報 デジタルアーカイブズ 第２期 1946(昭和21)年－1967(昭和42)年 セット ¥624,998  ¥937,497  1024433691 

東洋經濟新報 デジタルアーカイブズ 第２期 1968(昭和43)年－1983(昭和58)年 セット ¥624,998  ¥937,497  1024433692 

東洋經濟新報 デジタルアーカイブズ 第２期 1984(昭和59)年－1999(平成11)年 セット ¥624,998  ¥937,497  1024433693 

東洋經濟新報 デジタルアーカイブズ 第２期 2000(平成12)年－2015(平成27)年 セット ¥624,998  ¥937,497  1024433694 

■週刊東洋経済 2016年1月-12月 (平成28年) ¥75,900  ¥170,775  1028657339 

■週刊東洋経済 2017年1月-12月 (平成29年) ¥75,900  ¥170,775  1028657340 

■週刊東洋経済 2018年1月-12月 (平成30年) ¥75,900  ¥170,775  1028657341 

■週刊東洋経済 2019年1月-12月 (平成31年-令和元年) ¥78,100  ¥175,725  1028847079 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMlfS4s9PWAhVBs5QKHSBrBBQQjRwIBw&url=http://www.aviationwire.jp/archives/77137&psig=AOvVaw0mv4uCTEe1kKEjeVW7cpVm&ust=1507083873872723
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD7cnwstPWAhXEVZQKHchhDRMQjRwIBw&url=https://magazine.dmkt-sp.jp/magazine/0007/0016/00007932&psig=AOvVaw0ibHjsPiWvqhQ6JyheJQIk&ust=1507082462508226


● 表示価格は税抜きです。 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

会社四季報 フルセット ¥799,999 ¥1,199,999 1023902555 

会社四季報 昭和期Ⅰ（1936年～1961年） ¥249,999 ¥374,999 1023902556 

会社四季報 昭和期Ⅱ（1962年～1987年） ¥249,999 ¥374,999 1023902557 

会社四季報 1988年～2016年（4集・9月まで） ¥299,999 ¥450,000 1023902558 

■ＤＶＤ購入機関向け特典！ 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

会社四季報 フルセット（DVD購入済特価） ¥599,999 ¥900,000 1023902559 

会社四季報 昭和期Ⅰ（1936年～1961年）（DVD購入済特価） ¥199,999 ¥299,999 1023902560 

会社四季報 昭和期Ⅱ（1962年～1987年）（DVD購入済特価） ¥199,999 ¥299,999 1023902561 

デジタルアーカイブス 
好評配信中！ 

～戦前からの上場企業分析記事を網羅～ 

2.26事件が起きた1936(昭和11)年6月に誕生した「会社四季報」。企業情報誌の定番として、企業・業界
調査、株式投資、就活企業研究に広く活用されています。個別の会社紙面のみならず、巻頭・巻末特
集、株主優待欄、売買手数料欄など、全ページが収録対象です。また、年集からの検索のほかに、
2014年以降の誌面は記事部分のテキスト検索が可能となります。本アーカイブズは日本の産業史を紐
解く上で貴重な学術資料となるでしょう。 
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● 表示価格は税抜きです。 

各巻価格：59巻2号(2011年秋号)～65巻2号(2017年秋号) 

同時１アクセス(本体)：￥4,400 同時3アクセス(本体) ：￥9,900  

 各巻価格：65巻3号(2017年冬号)～ 67巻1号(2019年夏号) 

同時１アクセス(本体) ：￥6,600 同時3アクセス(本体) ：￥14,850  

人気のビジネス誌「一橋ビジネスレビュー」がMaruzen eBook Libraryで好評配信中！ 

2011年秋号（59巻2号）からのバックナンバーも取り揃えております！それ以前の巻号も提供！ 

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

年間購読価格（季刊年4回） 

同時1アクセス（本体）：￥19,800 
同時3アクセス（本体）：￥44,550 

※1冊単位での購入可 

年間購読が 
お買い得‼ 

単冊購入価格に比べて 

25%off!! 

※詳細はお問合せください。 
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丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

  各巻の詳細はお問合せください。 

「日経サイエンス」がMaruzen eBook Libraryに新規搭載！ 

創刊号 （1971年10月号）から2018年12月号までの567冊を一挙搭載！ 
今後2019年1月号以降の巻号、別冊も追加予定です！ 

創刊号~2018年12月号・アーカイブセット価格 

同時1アクセス(本体)：¥913,000  同時3アクセス(本体)：¥1,369,500 

各巻価格 同時1アクセス(本体)：¥2,970  同時3アクセス(本体)：¥4,400 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682555/b/1486236/
https://t21.nikkei.co.jp/g3/CMN0F16.do?functionId=search&functionParam=menuId%3darticle%26mediaCode%3dNSA%26kijiTerm%3Dal&keyword=DA=20081201
https://t21.nikkei.co.jp/g3/CMN0F16.do?functionId=search&functionParam=menuId%3darticle%26mediaCode%3dNSA%26kijiTerm%3Dal&keyword=DA=20070701
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  各巻の詳細はお問合せください。 

日経サイエンス誌は、1845年に創刊された長い歴史と伝統を持つ米国の科学雑誌「SCIENTIFIC AMERICAN」
の日本版で、世界の最先端の科学技術動向を日本の読者に届けています。 
ノーベル賞受賞者など国内外の世界トップクラスの科学者をはじめ、社会科学、軍事技術、考古学、心理学、動物
学なども含む幅広い分野の専門家や一流のサイエンスライターが記事を執筆。 
その質の高さは多くの読者の支持を集めています。また、美しい図版とわかりやすい文章は、日ごろ科学に馴染みのな
い一般読者にとっても、必ずや科学を身近で楽しいものとし、あなたに心地よい知的興奮を感じさせるでしょう。 
 
SCIENTIFIC AMERICAN誌は，米国のほかに日本を含めて世界の14の言語（ドイツ版、フランス版、イタリア版、
スペイン版、ポーランド版、中国版、台湾版、アラビア版、ブラジル版など）が発行されており、世界をリードする指導的
立場にいる人々を中心に、950万人以上の人たちが日経サイエンスの読者と同じ“知識と感動”を共有する仲間に
なっています。 

■日経サイエンスはこんな方にお勧めです！ 
・科学のいろんな分野の話を知りたい！ 
・世界の最先端の科学技術動向をウォッチしたい！ 
・外国のお客様の相手をする時に、気の利いた知的な話題がほしい！ 

セットでのご購入が大変お買い得！ 
図書館の新たなコレクションに最適です！ 

※1971年10月号の創刊号から1990年9月号までの誌名は「サイエンス」です。 

日経サイエンス 【和雑誌】 



● 表示価格は税抜きです。 

日 本 評 論 社 

日 本 評 論 
総合雑誌  

総合雑誌「日本評論」が  
Maruzen eBook Libraryに搭載！ 

※1冊単位での購入可。各巻の詳細はお問い合わせください。 

同時1アクセス(本体)    ￥859,320 
同時3アクセス(本体) ￥1,288,980 

1935(昭和10)年10月号～1947(昭和22)年12月号  

全101巻揃価格 

1926年に創刊した総合雑誌「経済往来」を引き継いで1935(昭和10)年10
月号から改題。『改造』『中央公論』に次ぐ第三の総合雑誌といわれた。
時局に翻弄されつつ、もがきながらも、最後は「大東亜戦争号」に行き着
いた過程を辿る。 

※詳細はお問合せください。 
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● 表示価格は税抜きです。 

からだの科学・こころの科学  

271号-278号（2011－2013） バックナンバー 

難解になりがちな医学知識をわかりやすく、正確に読者に提供する医
学教養誌。医学の細分化にともない、見失いがちな全体像をEBMの
観点に立ち解説。（2013年6月 278号をもって休刊中） 

書名 著編者 発行年 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

機能からみた運動器疾患のすべて （271） 井原 秀俊 2011 ¥5,656 ¥8,484 1016907123 

子どもの発育・発達と病気 （272） 五十嵐 隆 2012 ¥6,600 ¥9,900 1016907124 

関節リウマチの最新治療 （273） 川合 眞一 2012 ¥5,029 ¥7,543 1016907125 

婦人科がんの最新医学 （274） 瀧澤 憲 2012 ¥5,656 ¥8,484 1016907126 

ホルモン (内分泌) の病気 （275） 石橋 みゆき 2012 ¥5,656 ¥8,484 1016907127 

身近な感染症とその治療・対策 （276） 柴 孝也 2013 ¥6,600 ¥9,900 1016907128 

乳がんのすべて （277） 中村 清吾 2013 ¥5,656 ¥8,484 1016907129 

アルツハイマー病の最新知識 （278） 山田 正仁 2013 ¥6,600 ¥9,900 1016907130 

心理学・精神医学の分野をリードする隔月刊誌。誌面の多くを占める
「特別企画」において「こころ」の問題を深く解説。臨床・実践に基づい
た高度な情報・知識をできるだけわかりやすく読者に提供する。 

162号-173号（2012－2013） バックナンバー 
174号-179号（2014－2015） バックナンバー 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

子どものうつ （162） 青木 省三 2012 9784535140622 ¥4,085 ¥6,128 1016907140 

特別支援教育はいま （163） 田中 康雄 2012 9784535140639 ¥3,771 ¥5,658 1016907141 

誤診 （164） 宮岡 等 2012 9784535140646 ¥4,085 ¥6,128 1016907142 

トラウマ （165） 加藤 寛 2012 9784535140653 ¥3,771 ¥5,658 1016907143 

赤ちゃんの精神保健 ―地域ではぐくむ乳幼児のこころ―（166） 渡辺 久子 2012 9784535140660 ¥4,398 ¥6,597 1016907144 

身体表現性障害 ―体にあらわれるこころの病気―（167） 宮岡 等 2013 9784535140677 ¥4,085 ¥6,128 1016907145 

精神疾患は軽症化しているのか （168） 福田 正人 2013 9784535140684 ¥4,715 ¥7,073 1016907146 

職場のうつ （169） 井上 幸紀 2013 9784535140691 ¥4,085 ¥6,128 1016907147 

いじめ再考 （170） 滝川 一広 2013 9784535140707 ¥4,085 ¥6,128 1016907148 

成人期の発達障害 （171） 青木 省三 2013 9784535140714 ¥4,398 ¥6,597 1016907149 

暴力の心理 （172） 斎藤 環 2013 9784535140721 ¥4,398 ¥6,597 1016907150 

精神科クリニック ―現状とこれから―（173） 細田 真司 2014 9784535140738 ¥4,085 ¥6,128 1016907151 

「特別企画」自閉症スペクトラム （174） 本田 秀夫 2014 9784535140745 ¥4,398 ¥6,597 1023891557 

「特別企画」思春期の"悩み以上、病気未満" （175） 山登 敬之 2014 9784535140752 ¥4,059 ¥6,088 1023891558 

「特別企画」家族療法とブリーフセラピー （176） 東 豊 2014 9784535140769 ¥4,059 ¥6,088 1023891559 

「特別企画」うつの心理療法 ―その真実―（177） 黒木 俊秀 2014 9784535140776 ¥4,059 ¥6,088 1023891560 

「特別企画」治療のゆきづまり ―"次の一手"を工夫する―（178） 原田 誠一 2014 9784535140783 ¥4,059 ¥6,088 1023891561 

「特別企画」不眠症 （179） 仙波 純一 2015 9784535140790 ¥4,059 ¥6,088 1023891562 

8冊（271-278号） 
揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

¥47,454 ¥71,181 1016907122 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

こころの科学【162号～173号】 揃価格 ¥49,968 ¥74,952 1016907139 

こころの科学【174号～179号】 揃価格 ¥24,693 ¥37,041 1023891556 
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● 表示価格は税抜きです。 

あの『世界経済評論』が続々配信！ 
1953年創刊、2015年1月に惜しまれつつ終刊した『世界経済評論』が、一般社団法人世界経済研
究協会より一般財団法人国際貿易投資研究所に引き継がれ、待望の復刊を果たしました！ 

編集企画には、馬田啓一 杏林大学客員教授、浦田秀次郎 早稲田大学教授、江夏健一 早稲田大学名誉教授、木村福成 慶應義塾大学教授、 
田中素香 中央大学名誉教授、松下満雄 東京大学名誉教授 が参加。さらに、有識者による「世界経済評論評議会」を新設。 
河合良秋氏、小枝至氏、今野秀洋氏、畑中富男氏、薮中三十二氏、鰐淵美恵子氏が就任。「世界経済評論」に、第三者の立場から率直な意
見を寄せる。 

23冊揃価格 同時1アクセス(本体) ¥45,540 同時3アクセス(本体) ¥68,310 

各巻価格 同時1アクセス(本体) ¥1,980 同時3アクセス(本体) ¥2,970 

これからの経済を 
学ぶうえでの必携誌！ 

毎号発行と共に電子版が 
購読できます！ 
※本誌は隔月発行です 

  書名 商品コード     書名 商品コード 

1 メガFTA時代の海外事業戦略 （2016年1/2月号） 1020526025 13 EU新次元と企業戦略 （2018年1/2月号） 1026602066 

2 加速する中国の対外進出 ―協調と軋轢― （2016年3/4月号） 1022220915 14 国際人材 ―グローバル経営の核心―（2018年3/4月号） 1027010691 

3 米国の挑戦 ―積年の社会問題と太平洋新時代― （2016年5/6月号） 1022220917 15 2030年のグローバル経済と経営 ―第4次産業革命の衝撃―（2018年5/6月号） 1027384150 

4 EUの選択 ―エゴノミクスと改革の果てに― （2016年7/8月号） 1022220919 16 米国経済の快と怪 （2018年7/8月号） 1027853030 

5 原油安と中東ジオエコノミクスの波動 （2016年9/10月号） 1022295924 17 海外戦略再編の時代へ （2018年9/10月号） 1028499629 

6 金融ビジネスが世界経済を動かす （2016年11/12月号） 1023037284 18 キャッシュレス社会の到来 （2018年11/12月号） 1029489920 

7 汎アジアの新たな発展 ―経済開発と地域の融合―（2017年1/2月号） 1023959671 19 過熱するトレード&テクノ・バトル （2019年1/2月号） 1029489921 

8 トランプ維新への疑問と現実 （2017年3/4月号） 1024054902 20 グローバル経済界 ―動揺から新秩序へ―（2019年3/4月号） 1029787385 

9 機動拡大するロシアの動線 （2017年5/6月号） 1024557341 21 腕ずく米通商政策の帳尻 （2019年5/6月号） 1030483160 

10 潮目の変化が促す戦略再考 （2017年7/8月号） 1024977317 22 英国・EUの異次元生存戦略 （2019年7/8月号） 1030574731 

11 ASEAN新時代 ―50年の軌跡と持続的発展への期待―（2017年9/10月号） 1025356549 23 インド洋圏へ展開の機運 （世界経済評論 2019年9/10月号） 1030939820 

12 中国的多国籍企業の驀進 （2017年11/12月号） 1026602065 
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● 表示価格は税抜きです。 ※詳細はお問合せください。 

[     ] 
現場の保育者から研究者･学生まで、保育･発達
心理に関わる全ての方に保育･発達心理を中心に
今知っておきたいトピックを特集！！ 

乳幼児期の子どもの発達や、それを支える営みについて、
幅広い視点から最新の知見をお届けします。 
子どもを取り巻く環境が大きく変化する今、現場の保育者
から研究者・学生まで、保育・発達心理にかかわるすべて
の方に役立つ内容です。 

【創刊号(1980年)～160号(2019年)】揃価格 

同時１アクセス（本体）： ¥880,000 

同時３アクセス（本体）：¥1,408,000 
 

【創刊号～139巻揃価格 同時1アクセス(本体)：¥764,500 /同時3アクセス(本体)：¥1,223,200/商品コード：1016467198】 

医中誌Webと 
リンクしています！ 

各号価格 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,800 

継続注文も 
承っております! 
ぜひご活用ください。 
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● 表示価格は税抜きです。 

書名 同時3アクセス(本体) 商品コード 

ジュリスト・論究ジュリスト【2012年版】 
（ジュリスト：1436～1448号、論究ジュリスト：1～3号） 

¥28,600  1016391443 

ジュリスト・論究ジュリスト【2013年版】 
（ジュリスト：1449～1461号、論究ジュリスト：4～7号） 

¥34,100  1016391444 

ジュリスト・論究ジュリスト【2014年版】 
（ジュリスト：1462-1474号、論究ジュリスト：8～11号） 

¥34,100  1019613776 

ジュリスト・論究ジュリスト【2015年版】 
（ジュリスト：1475-1487号、論究ジュリスト：12～15号） 

¥34,100  1021933258 

ジュリスト・論究ジュリスト【2016年版】 
（ジュリスト：1488-1500号、論究ジュリスト：16～19号） 

¥34,100  1024920670 

ジュリスト・論究ジュリスト【2017年版】 
（ジュリスト：1501-1513号、論究ジュリスト：20～23号） 

¥34,100  1027378893 

ジュリスト・論究ジュリスト【2018年版】 
（ジュリスト：1514-1526号、論究ジュリスト：24-27号） 

¥36,300  1030441902 

『ジュリスト』は、「ビジネスロー」を中心とした特集と判例記事を中
心に、日常業務に直接的に生かせる法律情報誌、『論究ジュリス
ト』は、幅広い法分野・法事象を対象に核心にせまる論理考察を
行う法律学究誌、『法学教室』は法学を確実に身につけたい人の
学習法律雑誌です。 

雑誌バックナンバー 

ジュリスト 

ジュリスト・ 
   論究ジュリスト 

法学教室 

書名 同時3アクセス(本体) 商品コード 

ジュリスト 【2004年版】（1260-1281号） ¥26,400  1016291369 

ジュリスト 【2005年版】（1282-1303号） ¥26,400  1016291906 

ジュリスト 【2006年版】（1304-1325号） ¥28,600  1016293889 

ジュリスト 【2007年版】（1326-1347号） ¥24,200  1016298901 

ジュリスト 【2008年版】（1348-1369号） ¥24,200  1016311220 

ジュリスト 【2009年版】（1370-1391号） ¥24,200  1016376528 

ジュリスト 【2010年版】（1392-1413号） ¥24,200  1016378598 

ジュリスト 【2011年版】（1414-1435号） ¥24,200  1016379508 

ジュリスト 【2012年版】（1436-1448号） ¥13,200  1016388175 

ジュリスト 【2013年版】（1449-1461号） ¥15,400  1016391442 

ジュリスト 【2014年版】（1462-1474号） ¥15,400  1019613774 

ジュリスト 【2015年版】（1475-1487号） ¥15,400  1021933256 

ジュリスト 【2016年版】（1488-1500号） ¥15,400  1024920669 

ジュリスト 【2017年版】（1501-1513号） ¥15,400  1027378895 

ジュリスト 【2018年版】（1514-1526号） ¥15,400  1030441899 

書名 同時３アクセス(本体) 商品コード 

■法学教室【2006-2018年度版】 ¥196,900  1030441903 

法学教室 【2006年度版】（307-318号） ¥20,900  1016457952 

法学教室 【2007年度版】（319-330号） ¥23,100  1016462180 

法学教室 【2008年度版】（331-342号） ¥20,900  1016467453 

法学教室 【2009年度版】（343-354号） ¥23,100  1016479794 

法学教室 【2010年度版】（355-366号） ¥23,100  1016495982 

法学教室 【2011年度版】（367-378号） ¥23,100  1016498147 

法学教室 【2012年度版】（379-390号） ¥23,100  1016500194 

法学教室 【2013年度版】（391-402号） ¥23,100  1016502151 

法学教室 【2014年度版】（403-414号） ¥23,100  1019613778 

法学教室 【2015年度版】（415-426号） ¥23,100  1021933260 

法学教室 【2016年度版】（427-438号） ¥23,100  1024920671 

法学教室 【2017年度版】（439-450号） ¥23,100  1027378899 

法学教室 【2018年度版】（451号-462号） ¥23,100  1030441904 
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丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

新規参加 
出版社 

BUSINESS LAW JOURNAL 

ビジネス上の課題を効率的に解決することを最優先の視点としたリーガルビジネス誌。 
法律の解説のみならず、法務担当者への取材記事やインタビュー記事、 

有識者の匿名コメントも掲載。理想的な「べき論」ではなく、実務に直結する情報を提供します。 

2008年4月の創刊号から2018年3月までを 
Maruzen eBook Libraryにてご提供いたします‼ 

書名 同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

■BUSINESS LAW JOURNAL： 
10年アーカイブ版(2008年4年-2018年3月) 

¥1,045,000  ¥1,567,500  1028975478 

■BUSINESS LAW JOURNAL： 
5年アーカイブ版(2013年4月-2018年3月) 

¥533,500  ¥800,250  1028975479 

  各巻の詳細はお問合せください。 

※受注後生産のため注文から約2~3ヶ月での納品となります 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

書名 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

平成18年版（2567-2614） ¥115,500  ¥184,800  1023576747 

平成19年版（2615-2662） ¥115,500  ¥184,800  1023576748 

平成20年版（2663-2710） ¥115,500  ¥184,800  1023576749 

平成21年版（2711-2758） ¥115,500  ¥184,800  1023576750 

平成22年版（2759-2806） ¥115,500  ¥184,800  1023576751 

平成23年版（2807-2854） ¥115,500  ¥184,800  1023576752 

現場で活かせる安全衛生関係の情報が満載！ 

安全・衛生・教育・保険の総合実務誌 

書名 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

平成25年版（2177-2200） ¥115,500  ¥184,800  1030271761 

平成26年版（2201-2224） ¥115,500  ¥184,800  1030271762 

平成27年版（2225-2248） ¥115,500  ¥184,800  1030271763 

平成28年版（2249-2272） ¥115,500  ¥184,800  1030271764 

平成29年版（2273-2296） ¥115,500  ¥184,800  1030271765 

平成30年版（2297-2320） ¥115,500  ¥184,800  1030271766 

平成25年～平成30年 揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

 ¥693,000  ¥1,108,800 

平成18年～平成30年版（2567-3190号） 揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥1,430,000  ¥2,288,000  1030541284 

書名 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

平成24年版（2855-2902） ¥115,500  ¥184,800  1023576753 

平成25年版（2903-2950） ¥115,500  ¥184,800  1023576754 

平成26年版（2951-2998） ¥115,500  ¥184,800  1023576755 

平成27年版（2999-3046） ¥115,500  ¥184,800  1023576756 

平成28年版（3047-3094） ¥115,500  ¥184,800  1024300924 

平成29年版（3095-3142） ¥115,500  ¥184,800  1026988200 

平成30年版（3143-3190） 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥115,500  ¥184,800  1030134672 

昭和26年創刊の人事・賃金・労務の総合情報紙 

平成30年度版が 
追加されました！ 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

未来材料 
21世紀の材料開発の道を切り拓く！ 

技術革新が進む中、研究開発に大きく役立つ異業種・異分野と
の交流をテーマにしている。第一線の現場で活躍する専門家か
ら多角的な視点で材料の未来について解説！ 
今後、発刊に合わせて随時追加予定です。 

■ 未来材料 ■ 
2012～2013年（１５冊セット） ※1冊単位での購入可。 

 同時１アクセス（本体）：¥125,400 
 同時３アクセス（本体）：¥188,100 
 

各冊価格  同時1アクセス(本体) ：¥8,360 同時3アクセス(本体) ：¥12,540 

『生物の科学 遺伝』が2016年にリニューアルしました。「生物」の
知識は多くの分野と関わっており、人間の生活や環境にまでつ
ながっています。執筆者にはこのことを念頭に、最先端の話題を
ご提供いただきます。サイエンスの世界だけでなく、実学の話題
にも触れていただき、生物、生命についていろいろな角度から
議論できればと考えております。タイムリーな特集企画にご期待
ください。 
※著作物利用許諾の都合上、印刷・テキストコピー不可となります。 

「生物」を知って「生命」を守る 
創刊71周年『生物の科学 遺伝』がリニューアル 

■生物の科学 遺伝■ 年6回発刊(奇数月) 
2016年から最新号を冊子と同時に配信開始（隔月刊行）!! 
 

各号  同時1アクセス(本体) ：¥3,520 同時3アクセス(本体) ： ¥5,280 

生物の科学 遺伝（※） 
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● 表示価格は税抜きです。 各巻の詳細はお問い合わせください。 
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ロボットコンテスト参加者をはじめ、ロボットを製作する方、したい方、ロボッ
トに興味がある方のためのロボット総合情報誌。電子工作やロボット工作の
基礎、ビギナーのためのロボットキットの紹介から本格的なロボコンで優勝
したロボットの解剖記事まで、さまざまなロボット製作記事が満載。他にもロ
ボットの研究開発、関連技術の動向や、ロボコン情報など、読み応え満点の
隔月刊誌です。 

2014年～2019年（No.91～125） 揃価格： 
同時1アクセス（本体） ¥99,550 同時3アクセス（本体）¥119,460 

人工知能 
一般社団法人 人工知能学会 編集・発行。 
話題の人工知能の粋を集めた学会誌です。 
人工知能に関する専門家からのさまざまな研究結果、レポートを
載せ、この分野における最新の情報を掲載しています。 

Vol.31 No.1（2016年1月号）～Vol.34 No.3（2019年5月号） 揃価格： 
同時1アクセス（本体）¥138,600 同時3アクセス（本体）¥166,320 

電気設備の開発・保守管理、電力・エネルギー、省エネ・新エネ、情報通信、
輸送交通、ナノテク・材料など、最新の技術動向を解説。 
エネルギー政策、環境・安全対策、電気関連法規・基準の改訂、技術者育
成、知的財産権などの情報を提供。 
電験一・二種、技術士受験者のための資格情報と学習記事を掲載。 

2018年11月号～2019年8月号 揃価格： 
同時1アクセス（本体） ¥42,790 同時3アクセス（本体）¥51,370 

オーム社 



● 表示価格は税抜きです。 各巻の詳細はお問い合わせください。 
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複合化するビルの快適な環境と衛生の確保／ビル管理のあり方
を解説。空調・給排水・電気・防災設備・マンション管理などの新し
い情報を提供。ビル管理技術者試験（国家試験）等の受験案内・
試験対策もカバー。 

電験三種、エネルギー管理士試験などのライセンス・法令関係を解説。電気
理論や電気数学などの基礎学習をサポート。自家用電気設備の設計・保
守・トラブル対策など現場実務に即した記事を掲載。電力システムや再生可
能エネルギー、電気鉄道に関する技術を解説。学生、新人電気技術者のた
めのサポート情報を掲載。 

電気設備の施工、施工管理、設計に携わる方に、現場実務の基本から新し
い施工技術および最新の機器・資材等の情報を提供。 
安全対策、トラブルシュート、関連法規等の情報を提供。 
電気工事士試験を受験される方には、受験最新情報と出題された試験問題
の解答・解説をスピーディーかつ的確に提供。 

2018年12月号～2019年9月号 揃価格： 
同時1アクセス（本体） ¥37,246 同時3アクセス（本体）¥44,748 

2018年12月号～2019年9月号 揃価格： 
同時1アクセス（本体） ¥41,030 同時3アクセス（本体） ¥49,236 

2018年11月号～2019年8月号 揃価格： 
同時1アクセス（本体） ¥39,853 同時3アクセス（本体） ¥47,784 



● 表示価格は税抜きです。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

化学同人 

C H E M I S T R Y 

21世紀の化学はさまざまな周辺領域に広がりながら新しい学問を生みだし続けています．
本誌は，第一線で活躍する研究者が解説した「注目の論文」や「最新のトピックス」をはじめ，
研究に役立つスキルの向上を目的とした連載講座，研究者自身の人柄や研究姿勢などを
テーマに独自の切り口で編集した記事を多数掲載． 

書名 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

【2015年度】2015年4月号～2016年3月号 ¥23,100  ¥34,540  1024586383 

【2016年度】2016年4月号～2017年3月号 ¥23,100  ¥34,540  1025228672 

【2017年度】2017年4月号～2018年3月号 ¥23,100  ¥34,540  1028499900 

【2018年度】2018年4月号～2019年3月号 ¥23,100  ¥34,540  - 

【2019年度】2019年4月号～2020年3月号 【継続配信中】 ¥23,100  ¥34,540  - 

※著作権などの理由により、掲載されていない箇所がございます。 

継続注文も 
承っております! 

最新の情報から話題のトピックスまで，研究者がいちばん知りたい， 
化学のおもしろい情報を満載した総合誌 

2015年4月号以降の号が購入可能です。今後、発刊にあわせて随時追加予定です。 
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丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

  各巻の詳細はお問合せください。 

歴史ある数学雑誌バックナンバーが創刊号から最新号まで電子版で揃います!! 

1968年5月号(創刊号)～1978年4月号の10年分が、 
Maruzen eBook Library にて発売中！ 
本文検索もできます。ぜひご購入をご検討ください。 

価格 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 

各冊 ¥2,750 ¥4,950 

1年分(5％off) ¥31,399 ¥56,499 

10年分(10％off) ¥297,000 ¥534,600 

現代数学 
（ 創刊号執筆者：森 毅   矢野健太郎 など ） 

【推薦の言葉】 
 

 

 

 

50年前の 『 現代数学 』 誌の電子化を喜ぶ  
 

 

 

 

 

東京工業大学 理学院数学系教授 黒川信重先生 

月刊雑誌『現代数学』は1968年5月に創刊されたユニークな
数学雑誌である。間もなく創刊50周年を迎える。この機会に
創刊号以来の初期『現代数学』が創刊号から10年間分が電

子化される。これは、半世紀前の雑誌を読むことが一般には
困難な状況の中で夢のようなことである。私は創刊当時、高
校生であった。毎月『現代数学』によって、数学の最先端に背
伸びして接することが楽しみであった。『現代数学』には時代
の息吹も感じることができた。その頃は世界中が学生運動等
で動いていたのである。『現代数学』はゆっくりとした語り口の
談義も魅力的である。数学は古びることはない。50年前から
の『現代数学』を読み直して未来を見つめよう。 
 

 

 

数学3大雑誌の1つ！ 

BASIC数学 
1978年5月号～1998年5月号の20年分(241冊)が、
Maruzen eBook Library にて発売中！ 
雑誌「現代数学」とあわせてご購入をご検討ください。 

 

 

 

 

 

東京工業大学 理学院教授 加藤文元先生 

初期の『現代数学』が電子化されるということで大変嬉しく思う。
当時の一線の数学者たちの快刀乱麻を断つような記事を読むと、
電子ブックの向こうから錚々たる人々の生き生きとした知性の躍
動が感じられる。数学を勉強する人々や教師の方々に参考とな
るばかりではなく、数学を文章で印象的に説明するためには、こ
ういうふうにすればよいのだという実例の宝庫でもある。できるだ
け多くの人たちに推奨したいと思う。 

価格 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 

各冊 ¥2,750 ¥4,950 

1年分(5％off) ¥31,399 ¥56,499 

20年分(20％off) ¥532,999 ¥971,999 

現代数学社 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
http://www.gensu.co.jp/index.php


  各巻の詳細はお問合せください。 

現代数学社 【和雑誌】 

現代数学 
2013年4月号から最新号まで、 
電子版でMaruzen eBook Library にて発売開始！ 
継続でのご注文もご検討ください！ 

価格 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 

各冊 ¥2,799 ¥4,999 

1年分(5％off) ¥31,399 ¥56,499 

全巻セット ¥424,600 ¥770,999 

1998年6月号～2013年3月号の約15年分(178冊)が、 
Maruzen eBook Library にて発売開始！ 
雑誌「現代数学」とあわせてご購入をご検討ください。 

価格 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 

各冊 ¥2,799 ¥4,999 

1年分(5％off) ¥31,399 ¥56,499 

創刊号から最新号までバックナンバーが電子版で揃います!! 



丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

  各巻の詳細はお問合せください。 

2007年4月号～2019年10月号を配信。 
今後随時追加予定です。 

＜価格＞ 各号 同時1アクセス（本体） ¥3,300 
 同時3アクセス（本体） ¥6,600 

文化としての住まいを考える建築専門誌 
住宅にかかわる専門家向けに深く掘り下げた特集で 

最新の住宅をビジュアルに紹介します。 

デザインに加えて、素材や技術に関する情報も豊富に掲載

し、平面図や断面図といった基本図面からディテールまで、 

設計者・施工者の実務に直接役立つ詳細なデータを 

盛り込んでいます。 

また、住宅をとりまく社会状況を踏まえ、 

地域・風土に根差して優れた仕事をしている 

各地の設計者・施工者を積極的に取り上げます。 

今後、各月の発刊に 

あわせて追加配信されます。

ぜひ継続でのご注文を 

よろしくお願いいたします。 

全国各地を丁寧に取材し、地域固有の自然・風土・文化に根差し
て作られた庭、代表的な作庭家の技や人物そのものと主要作品、
伝統を現代に生かす試み、自然の造形や現代アートとのコラボ
レーション、大型イベントやプロジェクトなど、様々な視点から多様
性を引き出す庭など、住宅庭園から茶庭、坪庭、そして公園まで、
あらゆる庭を紹介します。 
写真はすべて庭園専門のカメラマンによる撮影で、美しい空間をリ
アルに再現します。 

庭 
庭園を愛好する人たち、造園に携わる 

すべての人たちに贈る、日本で唯一の庭園雑誌。 

2009年9月号～2019年冬号を配信。 
今後随時追加予定です。 
＜価格＞ 各号 同時1アクセス（本体） ¥3,300 
           同時3アクセス（本体） ¥6,600 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

ファイン化をめざす化学業界人の必読誌！ 

【はじめに】 

月刊ファインケミカルは国内唯一の専門情報誌として，1972年以来40年にわ
たって，アカデミアとインダストリーをつなぐ役割を果たして参りました。変化の激
しい先端産業のイノベーションを支える各種ファインケミカル関連の研究開発の
指針とご活用いただけると考えております。 

 

◇２つの柱◇ 

① 産業応用を前提とした技術情報 

学会誌にはない柔軟な発想，分野横断的な切り口の構成により，研究開発に携
わる読者の広い視野とアイデアの発露を目的としています。 

② 対象を絞り込んだ実用的マーケット情報 

蓄積された情報・調査網をもとに，見えにくいファインケミカル関連の動向を捉え，
「仕事に直結する」情報を提供しています。 

 

＜特集／R&D＞ 

有機合成の話題を中心に，医薬・農薬・化粧品・電子材料・機能材料等の先端
分野での応用研究を産学のキーパーソンが解説します。画期的・創造的な先端
技術から，産業化が期待できる研究，次世代のリーダー研究者，ユニークな研
究など，技術情報を弊誌独自の視点で構成しています。 

 

＜マーケット情報／ケミカルプロフィル＞ 

ファインケミカル分野や機能中間体についての技術動向，市場規模，メーカー動
向，価格などのデータをシーエムシー出版独自に調査して掲載します。これが
読めるのは月刊ファインケミカルだけ。 

「月刊ファインケミカル」年間購読 

 シーエムシー出版は1961年の設立以来、ファインケミカルをはじ
め、エレクトロニクス、バイオテクノロジー、新素材から環境、医療等
まで、多岐にわたり常に各分野をリードする技術・マーケットレポート
を発行しており、成長戦略を担う研究開発者のための最新産業情
報を日々お届けしています。 
 
 国内唯一の専門情報誌として創刊45年を迎えた雑誌『ファイン
ケミカル』をはじめ、『機能材料』『BIO INDUSTRY』の3誌を発行
など月刊誌も充実しています。 
 

・同時1アクセス（本体）： 

  ¥154,000 

 

・同時3アクセス（本体）： 

  ¥187,000 

取扱年度：2008年版～2018年版 

各年 価格 
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● 表示価格は税抜きです。 

・同時1アクセス（本体）： 

  ¥88,000 

 

・同時3アクセス（本体）： 

  ¥121,000 

「月刊機能材料」年間購読 

【はじめに】 

 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。 

 

【構成および内容】 

＜特集＞ 

最先端材料を中心に複数項目で解説。専門の企業や大学の研究開発者による執筆。 

＜Material Report ●R＆D ●Review ＞ 

機能材料の製法から，用途開発に至る各段階の研究動向，評価，新しい機能につい
てR＆D，Reviewで毎号詳しく解説。 

＜機能材料マーケットデータ＞ 

注目される材料や機器の生産状況，メーカー動向などをコンパクトにまとめた市場情
報。 

＜連載・シリーズ＞ 

様々な分野に視野を広げたユニークな研究・動向を連載。 

 

ニーズとシーズを結ぶ新材料情報誌！ 

「月刊BIO INDUSTRY」年間購読 

【はじめに】 

 月刊BIO INDUSTRYは，“バイオテクノロジーの産業化”に役立つ技術情報，市場
情報を満載した専門誌です。 

 医薬・医療／食品／化成品・化粧品／資源・環境・エネルギー／機器・試薬／農林
水産・畜産など，幅広い分野の研究者・企画開発者に向けて，最先端の情報をご紹
介しています。「最先端の研究成果の把握」 「他分野の情報収集や新規参入」 「ニー
ズ・シーズの探索」 「事業化・製品化の情報収集」など、さまざまな目的に応じた内容
となっています。  

 

＜特集＞ 

各分野で注目のテーマに焦点を当て，要素技術から製品応用，市場・開発動向まで，
網羅的に詳述。 

＜BIO R＆D＞ 

製品開発に繋がるシーズや開発事例を紹介。 

＜BIO BUSINESS＞ 

特定のテーマの市場動向を調査，解説。 

＜その他＞ 

連載，トピックスなど，話題の情報を紹介。 

工業化をめざすバイオ情報専門誌！ 

・同時1アクセス（本体）： 

  ¥99,000 

 

・同時3アクセス（本体）： 

  ¥132,000 

取扱年度：2008年版～2018年版 

取扱年度：2007年版～2018年版 

各年 価格 

各年 価格 

各巻の詳細はお問い合わせください。 
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● 表示価格は税抜きです。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

彰国社 

1946年４月号の創刊から60年余、建築を文化としてとらえ、 

建築と社会の問題を追い続けた『建築文化』。 

建築のさまざまな局面を深く掘り下げてきた戦後を代表する建築雑誌である。 

バックナンバーセットの第二弾として、 

誌面が大きくなり海外建築の動向も取り上げるようになった66号から100号までを電子化。 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

建築文化 バックナンバーセット  第1号 ～第100号 揃価格  ¥737,000  ¥1,105,500  － 

  第一弾 第1号 ～第65号 （1946年～1952年、分売不可） ¥429,000  ¥643,500  1025641972 

  第二弾 第66号～第100号 （1952年～1955年、分売不可） ¥308,000  ¥462,000  1028391619 

バックナンバーセットの第二弾として、 
あらたに６６号から１００号までが電子化されました。 
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● 表示価格は税抜きです。 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

福祉介護テクノプラス 
これまで福祉用具は、高齢者や障害者の方を対象として機器開発されてきまし
たが、昨今では予防を目的とした機能も求められており、心身ともに健康を考
えたものづくり、ユニバーサルデザインの要求やリハビリ機能など多様なニー
ズに対応した製品開発が期待されています。しかし現実としては機器がなかな
か使われていない、高機能であるのに使いこなせていない、使い方や選び方
の基準が明確でない等の問題点があります。 

 

「福祉介護テクノプラス」は、福祉・介護に対しその在り方を真剣に考え、福祉
用具・機器の機能性の向上や使い易さなどの工夫とその技術開発を願い、福
祉用具・機器の情報・開発の専門誌として発刊しています。 

■ 福祉介護テクノプラス ■ 
2009年～2018年（10年セット）※1冊単位での購入可 

 同時1アクセス（本体）：¥88,000 同時3アクセス（本体）：¥176,000 
 

2014年～2018年（5年セット） ※1冊単位での購入可 

 同時1アクセス（本体）：¥66,000 同時3アクセス（本体）： ¥132,000 
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■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。
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