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観 光 学 全 集 

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 

観光学の基礎 （第１巻） 2009 9784562091362 ¥5,280 ¥7,920 1028395302 

観光行動論 （第4巻） 2013 9784562091911 ¥6,160 ¥9,240 1028395303 

観光産業論 （第6巻） 2015 9784562092024 ¥6,160 ¥9,240 1028395304 

観光計画論 （第7巻） 2018 9784562092109 ¥6,160 ¥9,240 1028395305 

観光政策論 （第9巻） 2009 9784562091379 ¥5,280 ¥7,920 1028395306 

5巻揃価格 
同時1アクセス(本体)： ¥29,040 
同時3アクセス(本体)： ¥43,560 

日本観光研究学会 監修 

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。 2018年10月 

明治年間法令全書 内閣官報局 編 

王政復古の大号令以降、明治政府が発
布したすべての法令を収載する、日本
の近代国家形成の軌跡を刻む第一次
史料。日本の法制史、近代史研究の基
本的文献です！ 

第Ⅰ期 明治元年～明治17年＋索引 （30点） 
同時1アクセス(本体)  ¥ 990,000  

同時3アクセス(本体) ¥ 1,485,000 

第Ⅱ期 明治18年～明治26年（30点） 
同時1アクセス(本体)  ¥ 990,000  

同時3アクセス(本体) ¥ 1,485,000 

第Ⅲ期 明治27年～明治31年（30点） 
同時1アクセス(本体)  ¥ 990,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 1,485,000 

第Ⅳ期 明治32年～明治34年（30点） 
同時1アクセス(本体)  ¥ 990,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 1,485,000 

各冊価格  同時1アクセス(本体)：¥ 33,000  同時3アクセス(本体)： ¥49,500 
※各巻の詳細はお問い合わせ下さい。 

書名 発行年 編著者 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 

1 少子化の人口学 2004 大淵 寛 9784562090952  ¥6,160 ¥9,240 1018918488 

2 少子化の社会経済学 2005 大淵 寛 9784562091027  ¥6,160 ¥9,240 1018918489 

3 少子化の政策学 2005 大淵 寛 9784562091041  ¥6,160 ¥9,240 1018918490 

4 国際人口移動の新時代 2006 吉田 良生 9784562091119  ¥6,160 ¥9,240 1018918491 

5 人口減少時代の日本経済 2006 大淵 寛 9784562091126  ¥6,160 ¥9,240 1018918492 

6 人口減少時代の日本社会 2007 阿藤 誠 9784562091201  ¥6,160 ¥9,240 1018918493 

7 人口減少時代の社会保障 2008 兼清 弘之 9784562091300  ¥6,160 ¥9,240 1018918494 

8 世界主要国・地域の人口問題 2010 早瀬 保子 9784562091706  ¥7,040 ¥10,560 1018918495 

9 人口減少時代の地域政策 2011 吉田 良生 9784562091720  ¥6,160 ¥9,240 1018918496 

10 少子化と若者の就業行動 2012 小崎 敏男 9784562091799  ¥6,160 ¥9,240 1018918497 

11 ミクロデータの計量人口学 2012 安蔵 伸治 9784562091836  ¥7,040 ¥10,560 1018918498 

12 世界の人口開発問題 2012 阿藤 誠 9784562091881  ¥7,040 ¥10,560 1018918499 

13 世界の宗教と人口 2013 早瀬 保子 9784562091928  ¥7,040 ¥10,560 1018918500 

14 首都圏の高齢化 2014 井上 孝 9784562091942  ¥7,040 ¥10,560 1018918501 

15 人口高齢化と労働政策 2014 小崎 敏男 9784562091997  ¥7,040 ¥10,560 1018918502 

16 人口減少と少子化対策 2015 高橋 重郷 9784562092031  ¥7,040 ¥10,560 1018918503 

17 ポスト人口転換期の日本 2016 佐藤 龍三郎 9784562092079  ¥7,040 ¥10,560 1022252423 

人口学ライブラリー 

同時1アクセス(本体)： ¥117,760 
同時3アクセス(本体)： ¥167,640 

17巻揃価格 人口および人口問題について、理
論的、実証的に、統計学、経済学、
社会学、医学・生物学、歴史学な
ど多岐にわたる視点から検証する。 
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