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● 表示価格は税抜きです。

No.2020-139

2020年7月

68巻揃価格
※2020年7月時点の搭載タイトル数です。

同時1アクセス(本体) 同時1アクセス(本体)

¥168,190 ¥252,285
詳細は次頁以降をご参照ください。

選りすぐりの小説、ノンフィクションの叢書を電子書籍で



● 表示価格は税抜きです。 2020年7月

書名 発行年 冊子版ISBN
同時1アクセス

(本体)
同時1アクセス

(本体)
商品コード

ヘンリー六世 第1部 （1） 1983 9784560070017 ¥2,090 ¥3,135 1013736620

ヘンリー六世 第2部 （2） 1983 9784560070024 ¥2,310 ¥3,465 1013736621

ヘンリー六世 第3部 （3） 1983 9784560070031 ¥2,200 ¥3,300 1013736622

リチャード三世 （4） 1983 9784560070048 ¥2,750 ¥4,125 1013736623

間違いの喜劇 （5） 1983 9784560070055 ¥1,430 ¥2,145 1013736624

タイタス・アンドロニカス （6） 1983 9784560070062 ¥2,090 ¥3,135 1013736625

じゃじゃ馬ならし （7） 1983 9784560070079 ¥2,090 ¥3,135 1013736626

ヴェローナの二紳士 （8） 1983 9784560070086 ¥1,760 ¥2,640 1013736627

恋の骨折り損 （9） 1983 9784560070093 ¥2,090 ¥3,135 1013736628

ロミオとジュリエット （10） 1983 9784560070109 ¥2,420 ¥3,630 1013736629

リチャード二世 （11） 1983 9784560070116 ¥2,200 ¥3,300 1013736630

夏の夜の夢 （12） 1983 9784560070123 ¥1,650 ¥2,475 1013736631

ジョン王 （13） 1983 9784560070130 ¥2,090 ¥3,135 1013736632

ヴェニスの商人 （14） 1983 9784560070147 ¥1,980 ¥2,970 1013736633

ヘンリー四世 第1部 （15） 1983 9784560070154 ¥2,200 ¥3,300 1013736634

ヘンリー四世 第2部 （16） 1983 9784560070161 ¥2,310 ¥3,465 1013736635

から騒ぎ （17） 1983 9784560070178 ¥1,760 ¥2,640 1013736636

ウィンザーの陽気な女房たち （18） 1983 9784560070185 ¥1,870 ¥2,805 1013736637

ヘンリー五世 （19） 1983 9784560070192 ¥2,420 ¥3,630 1013736638

ジュリアス・シーザー （20） 1983 9784560070208 ¥2,090 ¥3,135 1013736639

お気に召すまま （21） 1983 9784560070215 ¥1,980 ¥2,970 1013736640

十二夜 （22） 1983 9784560070222 ¥1,870 ¥2,805 1013736641

ハムレット （23） 1983 9784560070239 ¥2,750 ¥4,125 1013736642

トロイラスとクレシダ （24） 1983 9784560070246 ¥2,640 ¥3,960 1013736643

終わりよければすべてよし （25） 1983 9784560070253 ¥2,090 ¥3,135 1013736644

尺には尺を （26） 1983 9784560070260 ¥2,090 ¥3,135 1013736645

オセロー （27） 1983 9784560070277 ¥2,640 ¥3,960 1013736646

リア王 （28） 1983 9784560070284 ¥2,640 ¥3,960 1013736647

マクベス （29） 1983 9784560070291 ¥1,980 ¥2,970 1013736648

アントニーとクレオパトラ （30） 1983 9784560070307 ¥2,860 ¥4,290 1013736649

コリオレーナス （31） 1983 9784560070314 ¥2,860 ¥4,290 1013736650

アテネのタイモン （32） 1983 9784560070321 ¥1,870 ¥2,805 1013736651

ペリクリーズ （33） 1983 9784560070338 ¥1,980 ¥2,970 1013736652

シンベリン （34） 1983 9784560070345 ¥2,640 ¥3,960 1013736653

冬物語 （35） 1983 9784560070352 ¥2,420 ¥3,630 1013736654

テンペスト （36） 1983 9784560070369 ¥1,760 ¥2,640 1013736655

ヘンリー八世 （37） 1983 9784560070376 ¥2,530 ¥3,795 1013736656

ウィリアム・シェイクスピア 著

シェイクスピア全集

全37巻揃価格
同時1アクセス(本体) 同時1アクセス(本体) 商品コード

¥81,400 ¥122,100 1013736657
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● 表示価格は税抜きです。 2020年7月● 【EPUBリフロー】版、【スマホ・読上】版、タイトル末尾の（※）はダウンロード・印刷できません。

幸福論 【スマホ・読上】（白水Uブックス） （※）

同時1アクセス（本体） ¥2,860

同時3アクセス（本体） ¥4,290

冊子版ISBN 9784560720981 

著編者名 アラン 発行年 2008 商品コード 1028391563

抽象思考を重ねるのでなく、日常的な場面の中から幸福への合理的な道筋を見つけだす。デカルトやスピノザの情念論・感情論をふまえ
て「幸福とは何か」を追究したアラン畢生の名著。

時間と自由 【スマホ・読上】（白水Uブックス 1100） （※）

同時1アクセス（本体） ¥2,860

同時3アクセス（本体） ¥4,290

冊子版ISBN 9784560721001 

著編者名 アンリ・ベルクソン 発行年 2009 商品コード 1028391564

時間を、時計のような区切られた点の集まりではなく意識の内的持続の中に見る。19世紀実証主義哲学を批判し、人間の意識と科学の因
果律の違いを説いた、ノーベル賞哲学者の代表作。

大衆の反逆 【スマホ・読上】（白水Uブックス） （※）

同時1アクセス（本体） ¥2,860

同時3アクセス（本体） ¥4,290

冊子版ISBN 9784560721018 

著編者名 ホセ・オルテガ・イ・ガセット 発行年 2009 商品コード 1028391565

オルテガは、現代が歴史上の一大転換期であることを見抜き、その危機の克服をめざして警鐘を鳴らし続けた。本書は、現代を大衆の時
代と断定し、20世紀の本質を衝いた名著である。

存在と苦悩 【スマホ・読上】（白水Uブックス 1112） （※）

同時1アクセス（本体） ¥2,860

同時3アクセス（本体） ¥4,290

冊子版ISBN 9784560721124 

著編者名 アルトゥール・ショーペンハウアー 発行年 2010 商品コード 1028391572

主著『意志と表象としての世界』などから、有名な「音楽の形而上学」を中心に、認識論・人生論・道徳論・芸術論等を抽出編集した。ショー
ペンハウアー入門にふさわしい一冊。

孤独と人生 【スマホ・読上】（白水Uブックス 1113） （※）

同時1アクセス（本体） ¥3,080

同時3アクセス（本体） ¥4,620

冊子版ISBN 9784560721131 

著編者名 アルトゥール・ショーペンハウアー 発行年 2010 商品コード 1028391573

「いっさいの生は苦しみである」とみなしつつも、苦悩に満ちた生を快くすごす方策を説いた、ショーペンハウアーの幸福論。自身の哲学を
現実の日常生活の中に具体的に応用した一冊

ジョット、マザッチョほか 【スマホ・読上】

（白水Uブックス . 芸術家列伝 ; 1  1 : 1122） （※）

同時1アクセス（本体） ¥3,300

同時3アクセス（本体） ¥4,950

冊子版ISBN 9784560721223 

著編者名 ジョルジョ・ヴァザーリ 発行年 2011 商品コード 1028391576

ルネサンス美術を知るうえで最も重要、かつ読み物としての面白さを兼ね備えたヴァザーリの『列伝』。その中よりフラ・アンジェリコなど前期
ルネサンスを代表する９名の画家を収録。

ボッティチェルリ、ラファエルロほか 【スマホ・読上】

（白水Uブックス . 芸術家列伝 ; 2  2 : 1123） （※）

同時1アクセス（本体） ¥3,300

同時3アクセス（本体） ¥4,950

冊子版ISBN 9784560721230 

著編者名 ジョルジョ・ヴァザーリ 発行年 2011 商品コード 1028391577

ルネサンス美術を知るうえで最も重要、かつ読み物としての面白さを兼ね備えたヴァザーリの『列伝』。その中よりボッティチェルリなど後期
ルネサンスを代表する６名の画家を収録。

レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ 【スマホ・読上】

（白水Uブックス . 芸術家列伝 ; 3  3 : 1124） （※）

同時1アクセス（本体） ¥3,300

同時3アクセス（本体） ¥4,950

冊子版ISBN 9784560721247 

著編者名 ジョルジョ・ヴァザーリ 発行年 2011 商品コード 1028391578

ルネサンス美術を知るうえで最も重要、かつ読み物としての面白さを兼ね備えたヴァザーリの『列伝』は、長い間古典として読み継がれてき
た。その中よりルネサンスの二大巨匠を収録。
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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。 2020年7月● 【EPUBリフロー】版、【スマホ・読上】版、タイトル末尾の（※）はダウンロード・印刷できません。

書名 所編者 発行年 冊子版ISBN
同時1アクセス

(本体)
同時1アクセス

(本体)
商品コード

初版グリム童話集 1 【スマホ・読上】（白水Uブックス） （※） ヤーコプ・グリム 2007 9784560071649 ¥2,090 ¥3,135 1028391549

初版グリム童話集 2 【スマホ・読上】 （白水Uブックス） （※） ヤーコプ・グリム 2007 9784560071656 ¥2,090 ¥3,135 1028391550

初版グリム童話集 3 【スマホ・読上】（白水Uブックス） （※） ヤーコプ・グリム 2008 9784560071663 ¥1,980 ¥2,970 1028391551

初版グリム童話集 4 【スマホ・読上】 （白水Uブックス） （※） ヤーコプ・グリム 2008 9784560071670 ¥2,090 ¥3,135 1028391552

初版グリム童話集 5 【スマホ・読上】 （※）（白水Uブックス） ヤーコプ・グリム 2008 9784560071687 ¥2,090 ¥3,135 1028391553

南十字星共和国 【スマホ・読上】
（白水Uブックス . 海外小説 : 永遠の本棚） （※）

ワレリイ・ブリューソフ 2016 9784560072059 ¥3,300 ¥4,950 1028391561

裏面 ―ある幻想的な物語―【スマホ・読上】
（白水Uブックス . 海外小説 : 永遠の本棚） （※）

アルフレート・クビーン 2015 9784560071984 ¥3,300 ¥4,950 1028391558

彼らは廃馬を撃つ 【スマホ・読上】
（白水Uブックス . 海外小説 : 永遠の本棚） （※）

ホレス・マッコイ 2015 9784560072004 ¥2,200 ¥3,300 1028391559

第三の魔弾 【スマホ・読上】
（白水Uブックス . 海外小説 : 永遠の本棚） （※）

レオ・ペルッツ 2015 9784560072011 ¥3,520 ¥5,280 1028391560

ゴーレム 【スマホ・読上】
（白水Uブックス . 海外小説 : 永遠の本棚） （※）

グスタフ・マイリンク 2014 9784560071908 ¥3,740 ¥5,610 1028391555

エドウィン・ドルードの謎 【スマホ・読上】
（白水Uブックス . 海外小説 : 永遠の本棚） （※）

チャールズ・ディケンズ 2014 9784560071915 ¥3,740 ¥5,610 1028391556

スウィム・トゥー・バーズにて 【スマホ・読上】
（白水Uブックス . 海外小説 : 永遠の本棚） （※）

フラン・オブライエン 2014 9784560071946 ¥3,740 ¥5,610 1028391557

ぼくのともだち 【スマホ・読上】
（白水Uブックス . 海外小説の誘惑） （※）

エマニュエル・ボーヴ 2013 9784560071847 ¥2,200 ¥3,300 1028391554

ワインが語るフランスの歴史 【スマホ・読上】
（白水Uブックス） （※）

山本 博 2009 9784560721032 ¥2,860 ¥4,290 1028391567

布の歳時記 【スマホ・読上】（白水Uブックス） （※） 黒田 杏子 2009 9784560721056 ¥2,860 ¥4,290 1028391568

澁澤龍彦との日々 【スマホ・読上】（白水Uブックス） （※） 澁澤 龍子 2009 9784560721070 ¥2,420 ¥3,630 1028391569

ドン・ジョヴァンニ音楽的エロスについて 【スマホ・読上】
（白水Uブックス 1086） （※）

ゼーレン・キルケゴール 2006 9784560720868 ¥2,090 ¥3,135 1028391562

ノルマン騎士の地中海興亡史 【スマホ・読上】
（白水Uブックス 1102） （※）

山辺 規子 2009 9784560721025 ¥2,860 ¥4,290 1028391566

シチリア歴史紀行 【スマホ・読上】（白水Uブックス 1108） （※） 小森谷 慶子 2009 9784560721087 ¥2,860 ¥4,290 1028391570

ビザンツ皇妃列伝 ―憧れの都に咲いた花―【スマホ・読上】
（白水Uブックス 1109） （※）

井上 浩一 2009 9784560721094 ¥2,860 ¥4,290 1028391571

社会契約論 【スマホ・読上】（白水Uブックス 1117） （※） ジャン=ジャック・ルソー 2010 9784560721179 ¥2,640 ¥3,960 1028391574

フランス小説の扉 【スマホ・読上】（白水Uブックス 1119） （※） 野崎 歓 2010 9784560721193 ¥2,860 ¥4,290 1028391575

カモメに飛ぶことを教えた猫 改版 【スマホ・読上（※） ルイス・セプルベダ 2019 9784560072233 ¥1,980 ¥2,970 1030593797
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