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
最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます

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/

学術認証フェデレーションと連携

No.2018-687

2018年 新規配信タイトル
■特許データからビジネスチャンスを探る
本シリーズでは特許情報に基づいて、産業として注目される市場に対してどのような企業がどのような技術
でかかわりをもっているのかを各巻で業種別に紐といています。特許情報を集合データとしてマクロな視点で
みる、あるいは、個々の発明情報に迫ってミクロに内容を掘り下げてみる、さらには、業種別にみる先行企
業の動き、新規参入をねらう企業や異業種、大学研究の状況などを知り、ビジネスチャンス探索の道しる
べとしてご利用ください。

19冊揃価格
同時1アクセス(本体) ：

¥1,003,200

同時3アクセス(本体) ：

¥1,504,800

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

ＥＶ（電気自動車）に取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391744

IoTに取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391745

人工知能に取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391746

次世代高速移動通信に取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391747

ペット産業に取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391748

医療エレクトロニクスに取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391749

スマホに取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391750

駅産業に取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391751

半導体製造装置に取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391752

半導体デバイスに取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391753

高速道路に取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391754

シェアリングサービスに取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391755

クラウド情報に取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391756

エンターテイメントに取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391757

アミューズメントに取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391758

レジャーに取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391759

感情に取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391760

スポーツ産業に取り組む全企業2017

¥52,800

¥79,200

1028391761

植物由来樹脂に取り組む全企業2016

¥52,800

¥79,200

1028391762

● 表示価格は税抜きです。

2018年12月

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

2018年 新規配信タイトル
■フォルムが語る近代日本の歩み特許 シリーズ
明治から第二次世界大戦前の昭和まで時代の特許図面を通じて、日本の近代文化の歩みを見ていきます。特許情報
は公的文書として記録が残されているアーカイブ情報であり、特許図面の形態から近代化によって促された技術革新を目
にすることができ、特許図面を総覧することによって技術革新の大きな潮流を俯瞰することができます。

27冊 揃価格
同時1アクセス(本体) ：
同時3アクセス(本体) ：
書名
自動車の形態史（新版） （第１巻 ）
船の形態史（新版） （第２巻 ）
鉄道の形態史（新版） （第３巻 ）
飛行機の形態史 （第４巻 ）
織機の形態史（明治時代） （第５巻 ）
織機の形態史（大正時代・昭和初期） （第６巻 ）
写真機の形態史 （第７巻 ）
時計の形態史 （第８巻 ）
測定（長さ・距離）の形態史 （第９巻 ）
繰糸の形態史 （第１０巻）
紡績の形態史 （第１１巻）
養蚕の形態史 （第１２巻）
耕耘の形態史 （第１３巻）
脱穀・籾摺の形態史 （第１４巻）
精米の形態史 （第１５巻）
建築物の形態史 （第１６巻）
水工の形態史 （第１７巻）
上下水の形態史 （第１８巻）
製紙の形態史 （第１９巻）
印刷の形態史 （第２０巻）
製本の形態史 （第２１巻）
道路・軌道の形態史 （第２２巻）
掘削の形態史 （第２３巻）
防災の形態史 （第２４巻）
家具の形態史 （第２５巻）
台所用具の形態史 （第２６巻）
衣類の形態史 （第２７巻）

¥891,000
¥1,336,500

同時１アクセス 同時３アクセス
商品コード
（本体）
（本体）
¥33,000
¥49,500 1028391712
¥33,000
¥49,500 1028391713
¥33,000
¥49,500 1028391714
¥33,000
¥49,500 1028391715
¥33,000
¥49,500 1028391716
¥33,000
¥49,500 1028391717
¥33,000
¥49,500 1028391718
¥33,000
¥49,500 1028391719
¥33,000
¥49,500 1028391720
¥33,000
¥49,500 1028391721
¥33,000
¥49,500 1028391722
¥33,000
¥49,500 1028391723
¥33,000
¥49,500 1028391724
¥33,000
¥49,500 1028391725
¥33,000
¥49,500 1028391726
¥33,000
¥49,500 1028391727
¥33,000
¥49,500 1028391728
¥33,000
¥49,500 1028391729
¥33,000
¥49,500 1028391730
¥33,000
¥49,500 1028391731
¥33,000
¥49,500 1028391732
¥33,000
¥49,500 1028391733
¥33,000
¥49,500 1028391734
¥33,000
¥49,500 1028391735
¥33,000
¥49,500 1028391736
¥33,000
¥49,500 1028391737
¥33,000
¥49,500 1028391738

■大学特許 シリーズ
大学特許からビジネスチャンスを探る！本書は大学が出願している最先端の優れた独創的な大学の発
明を大学別かつ技術分野別に掲載しています。大量の特許情報から大学別かつ技術分野別に手早く研
究を探れます。ビジネスの新戦略に、産学連携や共同研究パートナー探しに最適です。

全5冊揃価格
書名

● 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) ：
発行年

冊子版ISBN

¥141,900
¥212,080

同時１アクセス
（本体）

同時３アクセス
（本体）

商品コード

大学特許 米国大学 ナノカーボン編

2018

¥54,780

¥81,400

1028391743

大学特許 2017

2017

9784865737707

¥21,780

¥32,670

1028391740

大学特許 2017電気・電子工学編

2017

9784865737714

¥21,780

¥32,670

1028391741

大学特許米国大学 2016

2016

9784865737448

¥21,780

¥32,670

1028391742

大学特許 2016

2015

9784865736250

¥21,780

¥32,670

● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。

1028391739
2018年12月

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）

好評配信中タイトル
■発明に見る日本の生活文化史 農具シリーズ
日本で特許制度が始まった明治初期から昭和の第二次大戦前までに発明された農具を、当時の特許お
よび特許明細書とともに紹介。2014年発行。

農具１シリーズ（脱穀、籾摺り、精米）
農具1シリーズ
全3巻揃価格
同時1アクセス(本体) ： ¥99,000
同時3アクセス(本体) ：¥148,500

農具1シリーズ オプション資料付
全3巻揃価格
同時1アクセス(本体) ：¥132,000
同時3アクセス(本体) ：¥198,000

農具２シリーズ（耕す、田植え、草取り）
農具2シリーズ
全3巻セット価格（分売可）
同時1アクセス(本体) ： ¥99,000
同時3アクセス(本体) ：¥148,500
商品コード：1025641884

農具2シリーズ オプション資料付
全3巻セット価格（分売可）
同時1アクセス(本体) ：¥132,000
同時3アクセス(本体) ：¥198,000
商品コード：1025641885

農具３シリーズ（荷車、水車、藁打ち・竹割り）
農具3シリーズ
全3巻セット価格（分売可）
同時1アクセス(本体) ： ¥99,000
同時3アクセス(本体) ：¥148,500
商品コード：1025641892
書名

農具1シリーズ

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

商品コード

-

9784907191641

¥33,000

¥49,500

1016141455

籾摺り（第2巻）

-

9784907191665

¥33,000

¥49,500

1016141456

精米（第3巻）

-

9784907191689

¥33,000

¥49,500

1016141457

脱穀 オプション資料（第1巻）

-

-

¥11,000

¥16,500

1016141458

-

-

¥11,000

¥16,500

1016141459

-

¥11,000

¥16,500

1016141460

耕す（第1巻）

橋本 小百合

9784907191702

¥33,000

¥49,500

1025641886

田植え （第2巻）

橋本 小百合

9784907191726

¥33,000

¥49,500

1025641888

草取り （第3巻）

橋本 小百合

9784907191740

耕す オプションCD [資料] （第1巻）
農具2シリーズ
田植え オプション資料（第2巻）
オプション資料付
草取り オプション資料（第3巻）
農具3シリーズ

冊子版ISBN

脱穀（第1巻）

農具1シリーズ
籾摺り オプション資料（第2巻）
オプション資料付
精米 オプション資料（第3巻）
農具2シリーズ

著編者

農具3シリーズ オプション資料付
全3巻セット価格（分売可）
同時1アクセス(本体) ：¥132,000
同時3アクセス(本体) ：¥198,000
商品コード：1025641893

-

¥33,000

¥49,500

1025641890

-

-

¥11,000

¥16,500

1025641887

-

-

¥11,000

¥16,500

1025641889

¥11,000

¥16,500

1025641891

荷車（第1巻）

橋本 小百合

9784907191764

¥33,000

¥49,500

1025641894

踏車・水車 （第2巻）

橋本 小百合

9784907191788

¥33,000

¥49,500

1025641896

藁打ち・竹割り （第3巻）

橋本 小百合

9784907191825

¥33,000

¥49,500

1025641898

¥11,000

¥16,500

1025641895

荷車 オプション資料（第1巻）
農具3シリーズ
踏車・水車 オプション資料 （第2巻）
オプション資料付
藁打ち・竹割り オプション資料（第3巻）
● 表示価格は税抜きです。

-

-

-

-

-

-

¥11,000

¥16,500

1025641897

-

-

¥11,000

¥16,500

1025641899
2018年12月

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）

■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

神奈川静岡営業部

〒244-0805 横浜市戸塚区川上町87-4 東戸塚N&Fビル1 2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

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

【関東甲信越】

【北海道・東北】

【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

大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

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

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

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

【関西】
久太郎町恒和ビル4階

【中四国】

【九州】

◆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

