
学術認証フェデレーションと連携 

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

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

 
 

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 
 
 

https://elib.maruzen.co.jp/ 

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 

● 表示価格は税抜きです。 

No.2019-483 

2019年11月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

2019年 新規配信タイトル 

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 

土壌微生物学 （1） （※） 豊田 剛己 2018 9784254435719 ¥7,920  ¥15,840  1030590887 

土壌生態学 （2） （※） 金子 信博 2018 9784254435726 ¥7,920  ¥15,840  1030590888 

錯体化合物事典 
著編者名 錯体化学会 発行年 2019 冊子版ISBN 9784254141054  

同時1アクセス（本体） ¥95,700 同時3アクセス（本体） ¥191,400 商品コード 1030831436 

ＥＬ材料、太陽電池、ポリエチレン合成の触媒、光合成、制癌剤など、錯体化合物の活用は他領域にわたり、学問としての発
展には目覚ましいものがある。錯体化学は物性物理、ナノ材料、生物など幅広い分野を包含する基礎学問として重要性がま
すます高まっている。初心者から専門家まで幅広い関心に堪えるよう注目される重要な化合物を約700取り上げ、物質ごとに
１頁で簡潔に名称・合成法・構造・性質・機能・例・関連物質などをまとめた。 

実践Pythonライブラリー  

実践土壌学シリーズ  

物理学基礎シリーズ  

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 

数値計算の基礎/HPC/フーリエ・ウェーブレット解析 
 （ 計算物理学 1） 

R.H. Landau 2018 9784254128925 ¥17,820  ¥35,640  1029973284 

物理現象の解析・シミュレーション （ 計算物理学 2） R.H. Landau 2018 9784254128932 ¥15,180  ¥30,360  1029973285 

Pythonによる数理最適化入門  並木 誠 2018 9784254128956 ¥10,560  ¥21,120  1029973286 

Kivyプログラミング ―Pythonでつくるマルチタッチアプリ― 原口 和也 2018 9784254128963 ¥10,560  ¥21,120  1030515231 

Pythonによるファイナンス入門  中妻 照雄 2018 9784254128949 ¥9,240  ¥18,480  1028700616 

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 

力学 入門編 （1） （※） 滝川 昇 2018 9784254138115 ¥8,250  ¥16,500  1030682580 

力学 発展編 （2） （※） 滝川 昇 2018 9784254138122 ¥7,920  ¥15,840  1030682581 

2冊揃価格 
同時１アクセス 

(本体) 
¥15,840 

同時３アクセス 
(本体) 

¥31,680 

2冊揃価格 
同時１アクセス 

(本体) 
¥16,170 

同時３アクセス 
(本体) 

¥32,340 

5冊揃価格 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 

¥63,360 ¥126,720 

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


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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年11月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

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 

世界の中の日本語 : 新装版 （1） 早田 輝洋 2018 9784254516418 ¥11,220  ¥22,440  1029502792 

文字・書記 : 新装版 （2） 林 史典 2018 9784254516425 ¥11,220  ¥22,440  1029502793 

音声・音韻 : 新装版 （3） 上野 善道 2018 9784254516432 ¥11,220  ¥22,440  1029502794 

語彙・意味 : 新装版 （4） 斎藤 倫明 2018 9784254516449 ¥11,220  ¥22,440  1029502795 

文法 1 : 新装版 （5） 北原 保雄 2018 9784254516456 ¥11,220  ¥22,440  1029502796 

文法 2 : 新装版 （6） 尾上 圭介 2018 9784254516463 ¥11,220  ¥22,440  1029502797 

文章・談話 : 新装版 （7） 佐久間 まゆみ 2018 9784254516470 ¥11,220  ¥22,440  1029502798 

敬語 : 新装版 （8） 菊地 康人 2018 9784254516487 ¥11,220  ¥22,440  1029502799 

言語行動 : 新装版 （9） 荻野 綱男 2018 9784254516494 ¥11,220  ¥22,440  1029502800 

方言 : 新装版 （10） 江端 義夫 2018 9784254516500 ¥11,220  ¥22,440  1029502801 

10冊揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥112,200 ¥224,400 

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 

グローバリゼーション ―縮小する世界―（1） （※） 矢ケ﨑 典隆 2018 9784254168815 ¥10,560  ¥21,120  1029161117 

ローカリゼーション ―地域へのこだわり―（2） （※） 矢ケ﨑 典隆 2018 9784254168822 ¥10,560  ¥21,120  1029161118 

サステイナビリティ ―地球と人類の課題―（3） （※） 矢ケ﨑 典隆 2018 9784254168839 ¥10,560  ¥21,120  1029728112 

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 

日本民謡事典 1 竹内 勉 2018 9784254500264 ¥26,400  ¥52,800  1030360994 

日本民謡事典 2 竹内 勉 2018 9784254500271 ¥26,400  ¥52,800  1030360995 

日本民謡事典 3 竹内 勉 2018 9784254500288 ¥26,400  ¥52,800  1030360996 

朝倉日本語講座  

日本民謡事典  

シリーズ地誌トピックス  

3冊 
揃価格 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥79,200 ¥158,400 

3冊 
揃価格 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥31,680 ¥63,360 

2019年 新規配信タイトル 

2 



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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年10月 

 世界の地名約48,000を厳選し（日本を除く）、全9巻で大地域別・五十音順に配列。 
 自然・地形・気候から政治・経済・文化まで幅広い視点から解説。豊富な地図・写真も掲載。 
 国・都市等の人文地名、山・川・海等の自然地名、国立公園・生物保護区等の観光名所、遺跡・旧都市等

の歴史地名、世界遺産等の多彩な地名を収録。旧称・通称等の別名も見よ項目として豊富に採録し、検
索の便を向上。 

 教育現場から研究・実務の参考書に。観光・留学・海外出張等の資料に。各種図書館、企業・ 
  官公庁・自治体の必備資料。 

世界地名大事典 全9巻 

グローバル時代の世界を地名から読み解く 
国内最大級の世界地名事典 

【総編集】 竹内啓一（元一橋大） 

【編集幹部】 熊谷 圭知（お茶の水大）・山本 健兒（帝京大） 

【編集委員】 秋山 元秀、小野 有五、加藤 博、菅野 峰明、島田 周平、手塚 章、中川 文雄、 
中村 泰三、中山 修一、久武 哲也、正井 泰夫、松本 栄次、山田 睦男 

全9巻セット特価 
同時1アクセス(本体)：￥1,188,000  同時3アクセス(本体)：￥2,376,000  

商品コード：1030973324 

Maruzen eBookLibraryで 
新規配信！ 

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 

アジア・オセアニア・極 I （第1巻） 2017 9784254168914 ¥158,400 ¥316,800 1030973325 

アジア・オセアニア・極 II （第2巻） 2017 9784254168921 ¥158,400 ¥316,800 1030973326 

中東・アフリカ （第3巻） 2012 9784254168938 ¥116,600 ¥233,200 1030973327 

ヨーロッパ・ロシア I （第4巻） 2016 9784254168945 ¥158,400 ¥316,800 1030973328 

ヨーロッパ・ロシア II （第5巻） 2016 9784254168952 ¥158,400 ¥316,800 1030973329 

ヨーロッパ・ロシア III （第6巻） 2016 9784254168969 ¥158,400 ¥316,800 1030973330 

北アメリカ I （第7巻） 2013 9784254168976 ¥117,700 ¥235,400 1030973331 

北アメリカ II （第8巻） 2013 9784254168983 ¥117,700 ¥235,400 1030973332 

中南アメリカ （第9巻） 2014 9784254168990 ¥176,000 ¥352,000 1030973333 

3 



■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。

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

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp
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