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サイゾー
『21世紀の資本論』の問題点

『21世紀の資本論』の問題点

増補版 【スマホ・読上】 （※）

著編者名

苫米地 英人

著編者名

発行年

2014

発行年

2015

同時1アクセス（本体）

¥1,320

同時1アクセス（本体）

¥1,320

同時3アクセス（本体）

¥1,980

同時3アクセス（本体）

¥1,980

冊子版ISBN

9784904209653

冊子版ISBN

9784904209653

商品コード

1028350812

商品コード

1028350811

苫米地 英人

アメリカでベストセラーとなった経済書『21世紀の資本論』は「問題」だらけの内容だった!机上の空論に振り
回されないための必須の知識を示しつつ、同書の正しい読み方を伝授する。
同時1アクセス（本体）

ヨハンナ・シュピリ初期作品集

同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

著編者名

ヨハンナ・シュピリ

発行年

2016

¥3,960
¥5,940
9784773410006
商品コード
1022529844

若者向けに警句に満ちた作品を書き続けた、「ハイジ」の著者ヨハンナ・シュピリの初期小説を邦訳。「フローニの墓に一言」など全5作品を収録する。
ほか、処女作出版の経緯や作品についての解説なども掲載。
同時1アクセス（本体）

虚構の歌人藤原定家

同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

著編者名

田中 紀峰

発行年

2015

¥5,500
¥11,000
9784904209615
商品コード
1018868082

定家は「おもしろき」歌を詠む人ではない。むしろ「もののあわれ」や「おもしろさ」を否定するために歌を詠んでいる-。定家の偶像が剝がされるそのと
き、真の実像が浮かびあがる。気鋭の歌人が書き下ろした透徹の藤原定家論。
同時1アクセス（本体）

洗脳広告代理店電通

同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

著編者名

苫米地 英人

発行年

2012

¥2,860
¥5,720
9784904209196
商品コード
1018868081

東日本大震災の報道によって露になった、広告主(スポンサー企業)とメディア、そして広告代理店の癒着構造。この構造を作り上げ、独占的に支配
する巨大広告代理店・電通のメディア洗脳戦略を暴き出す。

なりたい自分になれる就活の極意
―脳機能学者が明かす「自分プロデュース就活術」―
著編者名

苫米地 英人

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年

2011

¥2,640
¥5,280
9784904209110
商品コード
1018868078

投資家向けの情報を使い倒す、企業が求める機能を強みにする、自分を売り込むのは間違い、ゴールがわからない人こそ大企業へ。人事の本音を
読みとり夢をかなえる、超アドバンテージ就活術を伝授する。
同時1アクセス（本体）

ディベートで超論理思考を手に入れる

同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

著編者名

苫米地 英人

発行年

2011

¥3,300
¥6,600
9784904209134
商品コード
1018868079

本当の自由と、人生のあらゆる成功が手に入る! 論理的思考力を身につけ、徹底的に極め、さらに論理を超えることによって、「超人脳」をつくる方法
を公開。 ※書籍版付録のDVDは、ついておりません。

マスコミは、ネットを一体どうしたいのか? ―主要

同時1アクセス（本体）

マスコミ31社への徹底取材でわかった、マスコミとネット
の現実―

同時3アクセス（本体）

著編者名

北島 圭

冊子版ISBN
発行年

2011

¥3,080
¥6,160
9784904209165
商品コード
1018868080

既存のマスコミは攻勢を強めるネットメディアとどう向き合っていこうとしているのか。共存共栄、吸収・併合、あるいは支配か。主要マスコミ31社への
徹底取材を通して見えた現実をまとめる。『電経新聞』連載に加筆し書籍化。

● 表示価格は税抜きです。

● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。
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■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

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5

N&Fビル4階

新立川ビル5階

TEL: 045-827-2571

FAX: 045-827-2579

TEL: 029-851-6000

FAX: 029-851-4310

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

TEL: 019-654-1051

FAX: 019-654-1359

TEL: 052-209-2602

FAX: 052-209-2614

TEL: 076-231-3155

FAX: 076-231-3299

TEL: 06-6251-2622

FAX: 06-6251-2588

TEL: 075-863-5321

FAX: 075-863-5352

TEL: 078-389-5311

FAX: 078-389-5312

FAX: 086-231-4370

JT本町ビル2階

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3

JPR名古屋伏見ビル5階

コンフィデンス金沢5階

【関西】
大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36

久太郎町恒和ビル4階
大日本印刷（株）京都工場内

岩屋ビル

【中四国】
岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50

TEL: 086-231-2262

松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10

TEL: 089-941-5279

FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23

TEL: 082-247-2252

FAX: 082-247-1576

TEL: 092-561-1831

FAX: 092-561-1854

TEL: 095-843-0355

FAX: 095-843-0333

TEL: 096-312-0533

FAX: 096-241-8801

TEL: 098-861-4837

FAX: 098-863-0090

FURUMOTOビル1階
住生平和大通り第2ビル6階

【九州】
福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7

桜ビル辛島町3F

不動産会館ビル6階

◆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

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル

Maruzen eBook Library 担当

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

