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旺文社

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

7日間完成英検1級予想問題ドリル 5訂版 2019 9784010948910 ¥8,096 ¥12,144 1031840244

7日間完成英検準1級予想問題ドリル 5訂版 2019 9784010948927 ¥6,468 ¥9,702 1031840245

7日間完成英検2級予想問題ドリル 5訂版 2019 9784010948767 ¥5,676 ¥8,514 1031840246

7日間完成英検準2級予想問題ドリル 5訂版 2019 9784010948774 ¥5,060 ¥7,590 1031840247

7日間完成英検3級予想問題ドリル 5訂版 2019 9784010948781 ¥4,664 ¥6,996 1031840248

7日間完成英検4級予想問題ドリル 4訂版 2019 9784010948798 ¥4,224 ¥6,336 1031840249

7日間完成英検5級予想問題ドリル 4訂版 2019 9784010948804 ¥3,652 ¥5,478 1031840250

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

2020年受験用 数学(私立大編) 2019 9784010366141 ¥17,996 ¥26,994 1031840237

2020年受験用 数学(国公立大編) 2019 9784010366158 ¥19,184 ¥28,776 1031840238

2020年受験用 数学(追加掲載編) 2019 9784010366165 ¥13,332 ¥19,998 1031840239

2020年受験用 物理 2019 9784010366202 ¥18,788 ¥28,182 1031840240

2020年受験用 化学 2019 9784010366219 ¥18,788 ¥28,182 1031840241

2020年受験用 生物 2019 9784010366226 ¥18,788 ¥28,182 1031840242

2020年受験用 理科(追加掲載編) 2019 9784010366233 ¥13,332 ¥19,998 1031840243

7日間完成 英検予想問題ドリル シリーズ

2020年 新規配信タイトル

7冊揃価格

同時１アクセス
（本体）

同時３アクセス
（本体）

¥37,840 ¥56,760

2020年受験用

全国大学入試問題正解 シリーズ

7日間で短期完成！
本番形式の予想問題を解くことで、合格
に向けた総仕上げができる問題集。

7冊揃価格
同時１アクセス

（本体）
同時３アクセス

（本体）

¥120,208 ¥180,312

旺文社 編

旺文社 編



● 表示価格は税抜きです。 2020年10月

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

2019年受験用 数学（私立大編） 2018 9784010365946 ¥17,996 ¥26,994 1030945440

2019年受験用 数学（国公立大編） 2018 9784010365953 ¥19,184 ¥28,776 1030945441

2019年受験用 数学（追加掲載編） 2018 9784010365960 ¥13,332 ¥19,998 1030945442

2019年受験用 物理 2018 9784010366004 ¥18,788 ¥28,182 1030945443

2019年受験用 化学 2018 9784010366011 ¥18,788 ¥28,182 1030945444

2019年受験用 生物 2018 9784010366028 ¥18,788 ¥28,182 1030945445

2019年受験用 理科（追加掲載編） 2018 9784010366035 ¥13,332 ¥19,998 1030945446

2018年受験用 数学（私立大編） 2017 9784010365748 ¥17,996 ¥26,994 1030945433

2018年受験用 数学（国公立大編） 2017 9784010365755 ¥19,184 ¥28,776 1030945434

2018年受験用 数学（追加掲載編） 2017 9784010365762 ¥13,332 ¥19,998 1030945435

2018年受験用 物理 2017 9784010365809 ¥18,788 ¥28,182 1030945436

2018年受験用 化学 2017 9784010365816 ¥18,788 ¥28,182 1030945437

2018年受験用 生物 2017 9784010365823 ¥18,788 ¥28,182 1030945438

2018年受験用 理科（追加掲載編） 2017 9784010365830 ¥13,332 ¥19,998 1030945439

2017年受験用 数学（私立大編） 2016 9784010365540 ¥17,996 ¥26,994 1030945426

2017年受験用 数学（国公立大編） 2016 9784010365557 ¥19,184 ¥28,776 1030945427

2017年受験用 数学（追加掲載編） 2016 9784010365564 ¥11,308 ¥16,962 1030945428

2017年受験用 物理 2016 9784010365601 ¥18,788 ¥28,182 1030945429

2017年受験用 化学 2016 9784010365618 ¥18,788 ¥28,182 1030945430

2017年受験用 生物 2016 9784010365625 ¥18,788 ¥28,182 1030945431

2017年受験用 理科（追加掲載編） 2016 9784010365632 ¥13,332 ¥19,998 1030945432

2016年受験用 数学（私立大編） 2015 9784010365045 ¥17,996 ¥26,994 1030945423

2016年受験用 数学（国公立大編） 2015 9784010365052 ¥19,184 ¥28,776 1030945424

2016年受験用 数学（追加掲載編） 2015 9784010365069 ¥11,308 ¥16,962 1030945425

2015年受験用 数学（私立大編） 2014 9784010364642 ¥17,996 ¥26,994 1030945420

2015年受験用 数学（国公立大編） 2014 9784010364659 ¥19,184 ¥28,776 1030945421

2015年受験用 数学（追加掲載編） 2014 9784010364666 ¥10,516 ¥15,774 1030945422

2014年受験用 数学（私立大編） 2013 9784010364345 ¥17,996 ¥26,994 1030945417

2014年受験用 数学（国公立大編） 2013 9784010364352 ¥19,184 ¥28,776 1030945418

2014年受験用 数学（追加掲載編） 2013 9784010364369 ¥10,516 ¥15,774 1030945419

2013年受験用 数学（私立大編） 2012 9784010364147 ¥17,996 ¥26,994 1030945414

2013年受験用 数学（国公立大編） 2012 9784010364154 ¥19,184 ¥28,776 1030945415

2013年受験用 数学（追加掲載編） 2012 9784010364161 ¥10,516 ¥15,774 1030945416

大学受験対策書としてだけで
なく入試資料としても高い評価
を得ています。

全国大学入試問題正解 シリーズ

100人の人物でわかる日本史 ―大学受験入門―

旺文社 著 2013年発行

同時１アクセス（本体) ¥4,400 本書は、小・中学校で学んだ、誰でも聞いたことがある日本
史の人物100人と、高校日本史の基礎となる重要事項だけ
を結びつけて覚えるための参考書です。日本史の重要人
物100人のイメージイラストと、高校の教科書で学ぶ重要事
項を結びつけることで、ビジュアルで直感的に人物と重要事
項、日本史の流れがわかる構成になっています。

同時３アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784010338544

商品コード 1030945413

好評配信中タイトル

旺文社 編
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● 表示価格は税抜きです。 2020年10月

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

TOEFL ITPテストリーディング問題攻略 2016 9784010941911 ¥8,096 ¥12,144 1030945453

TOEFL ITPテストリスニング問題攻略 2016 9784010941928 ¥9,284 ¥13,926 1030945454

TOEFL iBTテスト本番模試 2015 9784010944462 ¥11,308 ¥16,962 1030945455

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

大学入試合格のためのTEAP技能別問題集
リーディング/リスニング

2016 9784010940990 ¥6,072 ¥9,108 1030945451

大学入試合格のためのTEAP技能別問題集
ライティング/スピーキング

2016 9784010941003 ¥6,072 ¥9,108 1030945452

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

大学生活マネジメント・ブック 2015 9784010527467 ¥4,400 ¥6,600 1030945449

大学生のための失敗しない大人のマナー 2015 9784010527474 ¥4,400 ¥6,600 1030945450

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

大人のためのとってもやさしい中学英語 2011 9784010527108 ¥8,096 ¥12,144 1030945447

大人のためのとってもやさしい中学数学
（佐藤 寿之 著）

2011 9784010527115 ¥8,888 ¥13,332 1030945448

旺文社 編考える大人の学び直しシリーズ

2冊揃価格
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体）

¥16,984 ¥25,476

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

英検1級英作文問題 改訂版 2017 9784010948514 ¥7,656 ¥11,484 1030945456

英検準1級単語・熟語問題 改訂版 2018 9784010948521 ¥7,260 ¥10,890 1030945457

英検準1級リーディング問題 改訂版 2018 9784010948538 ¥7,260 ¥10,890 1030945458

英検準1級リスニング問題 改訂版 2018 9784010948545 ¥8,492 ¥12,738 1030945459

英検準1級ライティング問題 2018 9784010948552 ¥7,260 ¥10,890 1030945460

2冊揃価格
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体）

¥8,800 ¥13,200

2冊揃価格
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体）

¥12,144 ¥18,216

3冊揃価格
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体）

¥28,688 ¥43,032

5冊揃価格
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体）

¥37,928 ¥56,892

大学生活+2選書 旺文社 編

TOEFLテスト大戦略シリーズ 旺文社 編

英検分野別ターゲット シリーズ 旺文社 編

大学入試合格のためのTEAP技能別問題集 旺文社 編

好評配信中タイトル

3



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10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 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

英検準1級でる順合格問題集 新試験対応版 ―文部科学省後援― 2017 9784010949115 ¥5,676 ¥8,514 1030945468

英検2級でる順合格問題集 新試験対応版 ―文部科学省後援― 2016 9784010942802 ¥4,840 ¥7,260 1030945469

英検準2級でる順合格問題集 新試験対応版 ―文部科学省後援― 2017 9784010949122 ¥4,840 ¥7,260 1030945470

英検3級でる順合格問題集 新試験対応版 ―文部科学省後援― 2017 9784010949139 ¥4,840 ¥7,260 1030945471

でる順合格問題集 シリーズ

書名 著編者名 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

1フレーズで2コ覚えるTOEICテスト英単語ワードコネクト 【スマホ・読上】 （※） 内田 諭 2015 9784010940136 ¥4,048 ¥6,072 1030945472

1フレーズで2コ覚えるTOEFLテスト英単語ワードコネクト 【スマホ・読上】 （※） 内田 諭 2015 9784010940143 ¥4,840 ¥7,260 1030945473

大学入試合格のためのTEAP英単語ターゲット 【スマホ・読上】 （※） 旺文社 2016 9784010940945 ¥5,676 ¥8,514 1030945474

でる順パス単英検 シリーズ

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

でる順パス単英検1級 ―文部科学省後援―【スマホ・読上】（旺文社英検書） （※） 2012 9784010947029 ¥6,864 ¥10,296 1030945479

でる順パス単英検準1級 ―文部科学省後援―【スマホ・読上】（旺文社英検書） （※） 2012 9784010947036 ¥6,468 ¥9,702 1030945480

でる順パス単英検2級 ―文部科学省後援―第4版 【スマホ・読上】（旺文社英検書） （※） 2012 9784010947043 ¥5,236 ¥7,854 1030945481

でる順パス単英検準2級 ―文部科学省後援―【スマホ・読上】（旺文社英検書） （※） 2012 9784010947050 ¥4,840 ¥7,260 1030945482

でる順パス単英検3級 ―文部科学省後援―【スマホ・読上】（旺文社英検書） （※） 2012 9784010947067 ¥4,400 ¥6,600 1030945483

でる順パス単英検4級 ―文部科学省後援―【スマホ・読上】（旺文社英検書） （※） 2012 9784010947074 ¥4,048 ¥6,072 1030945484

でる順パス単英検5級 ―文部科学省後援―【スマホ・読上】（旺文社英検書） （※） 2012 9784010947081 ¥3,828 ¥5,742 1030945485

4冊揃価格

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体）

¥20,196 ¥30,294

旺文社 編

7冊揃価格

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体）

¥35,684 ¥53,526

旺文社 編

好評配信中タイトル

書名 著編者名 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

英単語ターゲット1900 ―大学入試出る順―5訂版 【スマホ・読上】（大学JUKEN新書） （※） 宮川 幸久 2011 9784010339176 ¥4,048 ¥6,072 1030945475

英単語ターゲット1400 ―大学入試出る順―4訂版 【スマホ・読上】（大学JUKEN新書） （※） 宮川 幸久 2011 9784010339213 ¥4,048 ¥6,072 1030945476

英単語ターゲット1200 ―高校必修受験準備―【スマホ・読上】（大学JUKEN新書） （※）
ターゲット
編集部

2011 9784010339237 ¥3,432 ¥5,148 1030945477

英熟語ターゲット1000 ―大学入試出る順―4訂版 【スマホ・読上】（大学JUKEN新書） （※） 花本 金吾 2012 9784010339497 ¥4,048 ¥6,072 1030945478

英単語ターゲット シリーズ

4冊揃価格

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体）

¥15,576 ¥23,364

旺文社 編
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