
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。 

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！ 

2019年11月 

No.2019-634 

「週刊ダイヤモンド」の2017年度版が 
Maruzen eBook Library に登場！ 

 

書店・販売店で 
販売部数 

 
 
 
 
 
 

100年以上積み重ねた  
信頼の情報源 

No.1 
ビジネス週刊誌 

ABC.1-16 販売会社部数調べ 

2017年(1月～12月)  50冊 揃価格 
同時1アクセス(本体)：￥60,000 
同時3アクセス(本体)：￥90,000 

各冊価格 同時1アクセス(本体)：¥1,405  同時3アクセス(本体)：¥2,811 
※詳細はお問合せください。 

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 
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※詳細はお問合せください。 

グラフやチャート
が充実 

複雑なテーマを分かりやすく伝える誌面づくりが特徴です。 
少ない時間でも効率よくないようがつかめるよう、図版や
チャートなど多用してグラフィカルに掲載。 

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 

週刊ダイヤモンド【2001年】 （平成13年） ¥33,000  ¥49,500  1023016623 

週刊ダイヤモンド【2002年】 （平成14年） ¥33,000  ¥49,500  1023016628 

週刊ダイヤモンド【2003年】 （平成15年） ¥33,000  ¥49,500  1023346970 

週刊ダイヤモンド【2004年】 （平成16年） ¥33,000  ¥49,500  1023347042 

週刊ダイヤモンド【2005年】 （平成17年） ¥33,000  ¥49,500  1023358221 

週刊ダイヤモンド【2006年】 （平成18年） ¥33,000  ¥49,500  1023358222 

週刊ダイヤモンド【2007年】 （平成19年） ¥33,000  ¥49,500  1023358223 

週刊ダイヤモンド【2008年】 （平成20年） ¥33,000  ¥49,500  1023358224 

週刊ダイヤモンド【2009年】 （平成21年） ¥33,000  ¥49,500  1023358225 

週刊ダイヤモンド【2010年】 （平成22年） ¥33,000  ¥49,500  1023358226 

週刊ダイヤモンド【2011年】 （平成23年） ¥33,000  ¥49,500  1023358227 

週刊ダイヤモンド【2012年】 （平成24年） ¥33,000  ¥49,500  1023473852 

週刊ダイヤモンド【2013年】 （平成25年） ¥33,000  ¥49,500  1023473853 

週刊ダイヤモンド【2014年】 （平成26年） ¥33,000  ¥49,500  1023473854 

週刊ダイヤモンド【2015年】 （平成27年） ¥33,000  ¥49,500  1023473855 

週刊ダイヤモンド【2016年】 （平成28年） ※各号ごとの分売が可能です。 ¥60,000  ¥90,000  1029527623 

週刊ダイヤモンド【2017年】 （平成29年） ※各号ごとの分売が可能です。 ¥60,000  ¥90,000  - 

合計価格 ¥615,000 ¥922,500 - 

Maruzen eBook Libraryの電子版「週刊ダイヤモンド」はとっても便利！ 

この1冊で 
ビジネスの 
今がわかる 

経営者・役員クラスを中心に、企業の意思決定層が購読。 
時代を捉えたタイムリーな内容が、ビジネスに役立つと評価 
されてます。 

仕事で役立つ 
高い資料性 

データや分析をたっぷり掲載。編集部が総力を挙げてお届け
する【大特集】は「新書1冊分」とも言われるほど盛りだくさん
の内容です。 

100年以上積み重ねた信頼の情報源 

1913年に何事もすべての客観的数字により判断する、斬新なビジネス誌として誕生し
た『経済雑誌ダイヤモンド』はあらゆる業界に張り巡らせた独自のネットワークを駆使して
ビジネスの最前線でかつやくするあなたに、価値ある情報をお届けします。 

トップの経営者
への豊富な 
インタビュー 

データや分析をたっぷり掲載。編集部が総力を挙げてお届け
する【大特集】は「新書1冊分」とも言われるほど盛りだくさん
の内容です。 

創刊号（大正2年） 

2001年～2017年(各1月～12月) 好評配信中！※単年ごとに販売できます！ 

http://dw.diamond.ne.jp/list/about_dw


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 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年11月 
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※詳細はお問合せください。 

週刊ダイヤモンドは毎号「仕事に効く」タイムリーなビジネス
情報が満載。  

独自の切り口 による徹底した取材記事と豊富なデータ、
見やすいビジュアルで現在の社会情勢を分かりやすく分析・
解析しています。  

現代ビジネスを知る重要な情報源として図書館や研究者
に必備の資料です。  
 

※本誌のみが収録されております。許諾の関係で、一部マスキング
されていたり、掲載されない記事や広告がございます。  

パッケージ・セット価格のご案内 
 セット購入でお安くなります！ 

パッケージ・セット 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（分売不可） 
¥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（分売不可） 
¥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（分売不可） 
¥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（分売不可） 
¥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（各年ごと分売可） 

【セット特価】 
¥624,998  

【セット特価】 
¥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（各年ごと分売可） 

【セット特価】 
¥624,998  

【セット特価】 
¥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（各年ごと分売可） 

【セット特価】 
¥624,998  

【セット特価】 
¥937,497  1027190726 

平成期2 
2001年（平成13年）1月～2016年（平成28年）12月 

17年分 計886冊（各年ごと分売可） 

【揃価格】 
¥555,000  

【揃価格】 
¥832,500  - 

1913年（大正2年）5月～2000年（平成12年）12月  
88年分・約4,000冊セット価格 ¥2,300,000  ¥3,450,000  1027190681 

1913年（大正2年）5月～2017年（平成29年）12月  
105年分・約4,800冊セット価格 ¥2,914,990 ¥4,372,496 - 



■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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