
学術認証フェデレーションと連携 

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

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 
 

 

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/ 

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 

● 表示価格は税抜きです。 

No.2019-358 

2019年9月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

書名 著編者 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 

ユング心理学の世界 【スマホ・読上】（※） 樋口 和彦 2019 9784422117072 ¥11,550  ¥17,325  1030856357 

心理療法の光と影 ―援助専門家の《力》―【スマホ・読上】（※） 
A.グッゲンビュール
=クレイグ 

2019 9784422114903 ¥9,900  ¥14,850  1030856353 

壺イメージ療法 ―その生いたちと事例研究―【スマホ・読上】（※） 田嶌 誠一 2019 9784422117010 ¥19,800  ¥29,700  1030856354 

箱庭療法 ―基礎的研究と実践―【スマホ・読上】（※） 木村 晴子 2019 9784422117027 ¥13,860  ¥20,790  1030856355 

内観療法入門 ―日本的自己探求の世界―【スマホ・読上】（※） 三木 善彦 2019 9784422117034 ¥11,550  ¥17,325  1030856356 

東洋的瞑想の心理学 【スマホ・読上】（※） C.G.ユング 2019 9784422114897 ¥11,550  ¥17,325  1030856352 

「創元アーカイブス」創刊にあたって 
「創元アーカイブス」と題し、現代の古典として評価の高い良書を復刊いたします。長年愛読されながら、経年
とともに入手困難となってしまった書籍を、新装・本文組み替えのうえ刊行するものです。人文書を中心にしな
がらも、ジャンルを問わず、研究界・学会にて参照されるべき定評ある基本図書を選定します。また、広く一般
教養に資し、現代においても読む価値を持つ名著や、識者や読者からの要望が多い書籍を精選し、今後定
期的に刊行を続けて参ります。 

◎現代の古典として評価の高い良書を精選し復刊 
◎人文書を中心にジャンルを問わないラインナップ 
◎定期的に刊行予定 

6冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥78,210 ¥117,315 

2019年1月創刊！ 

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 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年9月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

野田 俊作 著 

アドラー心理学を語る 

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 

性格は変えられる 【スマホ・読上】（1） （※） 2016 9784422116310 ¥4,620 ¥6,930 1030856348 

グループと瞑想 【スマホ・読上】（2） （※） 2016 9784422116327 ¥4,620 ¥6,930 1030856349 

劣等感と人間関係 【スマホ・読上】（3） （※） 2017 9784422116334 ¥4,620 ¥6,930 1030856350 

勇気づけの方法 【スマホ・読上】（4） （※） 2017 9784422116341 ¥4,620 ¥6,930 1030856351 

4冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥18,480 ¥27,720 

日本におけるアドラー心理学の第一人者が 
対話形式で平易に著す実践講座 
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書名 著編者 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 

心的現実感(リアリティ)と離人感 ―質問紙と風景構成法から見る新たな心理アセスメント
への展開―【スマホ・読上】（アカデミア叢書） （※） 

松下 姫歌 2019 9784422116471 ¥11,220  ¥16,830  1030856347 

心の援助にいかす精神分析の治療ポイント 
 ―波長合わせと共同作業、治療実践の視点から―【スマホ・読上】 （※） 

平井 孝男 2019 9784422116983 ¥8,250  ¥12,375  1030856389 

Q&Aで学ぶ遊戯療法と親面接の考え方・進め方 【スマホ・読上】 （※） 竹内 健児 2019 9784422117058 ¥9,240  ¥13,860  1030856392 

トラウマへの認知処理療法 ―治療者のための包括手引き―【スマホ・読上】 （※） P.A.リーシック 2019 9784422117003 ¥15,840  ¥23,760  1030856391 

幸せになりたい女性のためのマインドフルネス 
 ―自分らしく輝く8週間のプログラム―【スマホ・読上】 （※） 

ヴィディヤマラ・バーチ 2019 9784422116990 ¥8,580  ¥12,870  1030856390 

意識的な行動の無意識的な理由 ―心理学ビジュアル百科 認知心理学編― 越智 啓太 2018 9784422116846 ¥7,920  ¥11,880  1030856326 

事例研究の考え方と戦略 ―心理臨床実践の省察的アプローチ―【スマホ・読上】 （※） 山本 力 2018 9784422116839 ¥7,260  ¥10,890  1030856386 

赤の書 ―図版版― C.G.ユング 2018 9784422116754 ¥16,500  ¥24,750  1030856325 

病気の子どものこころの世界 ―描画・箱庭・物語づくりから見えてくるもの―【スマホ・読上】 （※） 角田 哲哉 2018 9784422116808 ¥8,910  ¥13,365  1030856385 

危機介入の箱庭療法 ―極限状況の子どもたちへのアウトリーチ―【スマホ・読上】 （※） エヴァ・パティス・ゾーヤ 2018 9784422116907 ¥14,850  ¥22,275  1030856387 

気分障害の臨床を語る ―変わること、変わらないこと―【スマホ・読上】 （※） 神庭 重信 2018 9784422116969 ¥10,890  ¥16,335  1030856388 

からだの痛みを和らげるマインドフルネス 
 ―充実した生活を取り戻す8週間のプログラム―【スマホ・読上】 （※） 

ヴィディヤマラ・バーチ 2018 9784422116761 ¥9,900  ¥14,850  1030856384 

統計嫌いのための心理統計の本 ―統計のキホンと統計手法の選び方―【スマホ・読上】 （※） 白井 祐浩 2017 9784422116259 ¥4,950  ¥7,700  1030447070 

「心は遺伝する」とどうして言えるのか 
 ―ふたご研究のロジックとその先へ―【スマホ・読上】 （※） 

安藤 寿康 2017 9784422430263 ¥4,400  ¥6,600  1030447089 

自己愛的 (ナル) な人たち 【スマホ・読上】 （※） 岡野 憲一郎 2017 9784422116402 ¥3,850  ¥5,500  1030447075 

太陽が破裂するとき ―統合失調症の謎―【スマホ・読上】 （※） クリストファー・ボラス 2017 9784422116396 ¥7,700  ¥11,000  1030447074 

マンダラ・アートセラピー ―密教とユング心理学をつなぐ臨床技法―【スマホ・読上】 
（大阪経済大学研究叢書 第84冊） （※） 

黒木 賢一 2017 9784422116426 ¥7,150  ¥10,450  1030447076 

心理療法の未来 ―その自己展開と終焉について―【スマホ・読上】 （※） 田中 康裕 2017 9784422116709 ¥6,050  ¥8,800  1030447077 

ユング派精神療法の実践 ―西洋人との夢分析の一事例を中心として―【スマホ・読上】 （※） 武野 俊弥 2017 9784422116716 ¥4,950  ¥7,700  1030447078 

働く女性のストレスとメンタルヘルスケア 【スマホ・読上】 （※） 丸山 総一郎 2017 9784422116280 ¥12,100  ¥22,000  1030447072 

基本から研究の最前線まで （心理学ビジュアル百科 正編） 越智 啓太 2016 9784422116228 ¥7,700  ¥11,000  1030447048 

こころ学への挑戦 【スマホ・読上】（こころの未来選書） （※） 吉川 左紀子 2016 9784422112282 ¥6,600  ¥9,350  1030447051 

■新規配信 心理学・精神医学関連■ 
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書名 著編者 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 

自己愛のトランスレーショナル・リサーチ ―理論研究・混合研究法・臨床実践研究に 
よる包括的検討―【スマホ・読上】（アカデミア叢書） （※） 

成田 慶一 2016 9784422116143 ¥9,900  ¥17,600  1030447067 

治療のための精神分析ノート 【スマホ・読上】 （※） 神田橋 條治 2016 9784422116167 ¥5,500  ¥7,700  1030447069 

マインドフル・フォーカシング ―身体は答えを知っている―【スマホ・読上】 （※） デヴィッド・I・ローム 2016 9784422116150 ¥5,500  ¥7,700  1030447068 

共感と自己愛の心理臨床 ―コフート理論から現代自己心理学まで―【スマホ・読上】 （※） 安村 直己 2016 9784422116266 ¥6,600  ¥9,350  1030447071 

ICBT ―インターネット認知行動療法ガイドブック―【スマホ・読上】 （※） ゲルハルト・アンダーソン 2016 9784422116303 ¥6,050  ¥8,800  1030447073 

生い立ちと業績から学ぶ精神分析入門 ―22人のフロイトの後継者たち―【スマホ・読上】 （※） 横川 滋章 2015 9784422116129 ¥6,050  ¥8,800  1030447066 

Q&Aで学ぶ心理療法の考え方・進め方 【スマホ・読上】 （※） 竹内 健児 2015 9784422115979 ¥6,050  ¥8,800  1030447065 

重度情緒障害児への箱庭療法 ―7人の子どもたちの事例をもとに―【スマホ・読上】 （※） リース・滝 幸子 2015 9784422115825 ¥8,250  ¥12,100  1030447062 

心理臨床とセラピストの人生 ―関わり合いのなかの事例研究―【スマホ・読上】 （※） 大村 哲夫 2015 9784422115818 ¥6,050  ¥8,800  1030447061 

ストレス学ハンドブック 【スマホ・読上】 （※） 丸山 総一郎 2015 9784422115856 ¥16,500  ¥24,750  1030856383 

統合失調症の治療ポイント ―14の治癒例を通しての理解―【スマホ・読上】 （※） 平井 孝男 2015 9784422115962 ¥6,050  ¥8,800  1030447064 

緩和ケアという物語 ―正しい説明という暴力―【スマホ・読上】 （※） 岸本 寛史 2015 9784422115931 ¥7,150  ¥10,450  1030447063 

五感の力 ―未来への扉を開く―【スマホ・読上】 （※） グラバア 俊子 2013 9784422115641 ¥4,400  ¥6,600  1030447060 

神田橋條治医学部講義 【スマホ・読上】 （※） 神田橋 條治 2013 9784422115450 ¥6,050  ¥8,800  1030447058 

人間性心理学ハンドブック 【スマホ・読上】 （※） 日本人間性心理学会 2012 9784422115498 ¥8,800  ¥12,650  1030447059 

心とは何か ―カウンセリングと他ならぬ自分―【スマホ・読上】 （※） 氏原 寛 2012 9784422115276 ¥6,050  ¥8,800  1030447057 

神田橋條治精神科講義 【スマホ・読上】 （※） 神田橋 條治 2012 9784422115443 ¥8,250  ¥12,375  1030856382 

いのちの営みに添う心理臨床 ―人が出会い、共に生きるということ―【スマホ・読上】 （※） 竹村 洋子 2011 9784422115085 ¥5,500  ¥7,700  1030447055 

コッホの『バウムテスト「第三版」』を読む 【スマホ・読上】 （※） 山中 康裕 2011 9784422115139 ¥8,250  ¥12,100  1030447056 

河合隼雄と箱庭療法 【スマホ・読上】 （※） 日本箱庭療法学会 2009 9784422114170 ¥4,400  ¥6,600  1030447053 

臨床家のための対人関係療法入門ガイド 【スマホ・読上】 （※） 水島 広子 2009 9784422114248 ¥6,050  ¥8,800  1030447054 

スクールカウンセリングモデル100例 ―読み取る。支える。現場の工夫。―【スマホ・読上】 （※） かしま えりこ 2006 9784422113791 ¥7,700  ¥11,000  1030447052 

■新規配信 心理学・精神医学関連■ 
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7冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥34,650 ¥51,975 

書名 著編者 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 

戦後史の正体 ―1945-2012―【スマホ・読上】（1） （※） 孫崎 享 2012 9784422300511 ¥4,950  ¥7,425  1030856340 

本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」 【スマホ・読上】（2） （※） 前泊 博盛 2013 9784422300528 ¥4,950  ¥7,425  1030856341 

検証・法治国家崩壊 ―砂川裁判と日米密約交渉―【スマホ・読上】（3） （※） 吉田 敏浩 2014 9784422300535 ¥4,950  ¥7,425  1030856342 

核の戦後史 ―Q&Aで学ぶ原爆・原発・被ばくの真実― 
【スマホ・読上】（4） （※） 

木村 朗 2016 9784422300542 ¥4,950  ¥7,425  1030856343 

「日米合同委員会」の研究 ―謎の権力構造の正体に迫る― 
【スマホ・読上】（5） （※） 

吉田 敏浩 2016 9784422300559 ¥4,950  ¥7,425  1030856344 

「日米指揮権密約」の研究 ―自衛隊はなぜ、海外へ派兵されるのか― 
【スマホ・読上】（6） （※） 

末浪 靖司 2017 9784422300566 ¥4,950  ¥7,425  1030856345 

朝鮮戦争は、なぜ終わらないのか 【スマホ・読上】（7） （※） 五味 洋治 2017 9784422300573 ¥4,950  ¥7,425  1030856346 

「戦後再発見」双書 

戦後日本の真実の歴史を描き出し、 
私たちのあるべき姿を問い直す!! 

新聞・雑誌で大反響! 
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創元世界史ライブラ リー  

様々な観点から世界史を考察・探求するシリーズ 

5冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥27,500 ¥38,500 

書名 著編者 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 

歴史の見方 ―西洋史のリバイバル―【スマホ・読上】 （※） 玉木 俊明 2016 9784422203409 ¥5,500  ¥7,700  1030447085 

修道院の歴史 ―聖アントニオスからイエズス会まで―【スマホ・読上】 （※） 杉崎 泰一郎 2015 9784422203393 ¥5,500  ¥7,700  1030447084 

鉄道の誕生 ―イギリスから世界へ―【スマホ・読上】 （※） 湯沢 威 2014 9784422203386 ¥5,500  ¥7,700  1030447083 

ハンザ「同盟」の歴史 ―中世ヨーロッパの都市と商業― 
【スマホ・読上】 （※） 

高橋 理 2013 9784422203379 ¥5,500  ¥7,700  1030447082 

近代ヨーロッパの形成 ―商人と国家の近代世界システム― 
【スマホ・読上】 （※） 

玉木 俊明 2012 9784422203362 ¥5,500  ¥7,700  1030447081 
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書名 著編者 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 

鈴木大拙 【スマホ・読上】（※） 竹村 牧男 2018 9784422800721 ¥3,960  ¥5,940  1030856379 

栄西 【スマホ・読上】（※） 中尾 良信 2017 9784422800714 ¥3,960  ¥5,940  1030856378 

源信 【スマホ・読上】（※） 小原 仁 2016 9784422800707 ¥3,960  ¥5,940  1030856377 

本居宣長 【スマホ・読上】（※） 吉田 悦之 2015 9784422800684 ¥3,960  ¥5,940  1030856375 

千利休 【スマホ・読上】（※） 熊倉 功夫 2015 9784422800691 ¥3,960  ¥5,940  1030856376 

一遍 【スマホ・読上】（※） 今井 雅晴 2014 9784422800677 ¥3,960  ¥5,940  1030856374 

蓮如 【スマホ・読上】（※） 一楽 真 2014 9784422800653 ¥3,960  ¥5,940  1030856372 

蕪村 【スマホ・読上】（※） 藤田 真一 2014 9784422800660 ¥3,960  ¥5,940  1030856373 

二宮金次郎 【スマホ・読上】（※） 二宮 康裕 2013 9784422800646 ¥3,960  ¥5,940  1030856371 

世阿弥 【スマホ・読上】（※） 西野 春雄 2013 9784422800639 ¥3,960  ¥5,940  1030856370 

大伴家持 【スマホ・読上】（※） 鉄野 昌弘 2013 9784422800622 ¥3,960  ¥5,940  1030856369 

芭蕉 【スマホ・読上】（※） 田中 善信 2013 9784422800615 ¥3,960  ¥5,940  1030856368 

最澄 【スマホ・読上】（※） 多田 孝正 2012 9784422800585 ¥3,960  ¥5,940  1030856365 

聖徳太子 【スマホ・読上】（※） 高田 良信 2012 9784422800608 ¥3,960  ¥5,940  1030856367 

鴨長明 【スマホ・読上】（※） 三木 紀人 2012 9784422800592 ¥3,960  ¥5,940  1030856366 

親鸞 【スマホ・読上】（※） 田中 教照 2011 9784422800561 ¥3,960  ¥5,940  1030856363 

一休 【スマホ・読上】（※） 西村 惠信 2011 9784422800578 ¥3,960  ¥5,940  1030856364 

法然 【スマホ・読上】（※） 藤本 浄彦 2010 9784422800530 ¥3,960  ¥5,940  1030856360 

道元 【スマホ・読上】（※） 大谷 哲夫 2010 9784422800547 ¥3,960  ¥5,940  1030856361 

良寛 【スマホ・読上】（※） 中野 東禅 2010 9784422800554 ¥3,960  ¥5,940  1030856362 

空海 【スマホ・読上】（※） 村上 保寿 2009 9784422800516 ¥3,960  ¥5,940  1030856358 

日蓮 【スマホ・読上】（※） 中尾 尭 2009 9784422800523 ¥3,960  ¥5,940  1030856359 

日本人のこころの言葉 

各界第一人者による、わかりやすく深みのある解説 
偉人の至言とその人生を網羅 

日本人の偉大な人物たちが、本当に言い遺したかったこととは何かｰ。 
本シリーズは彼らの生涯とこころの世界を、その「ことば」をもってたどります。 

先人の「ことば」を声に出して味わい、その人生を知ることで、私たちの人生を豊かに導く、珠玉のシリーズ。 

22冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥87,120 ¥130,680 
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4冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥18,480 ¥27,720 

やさしく知りたい先端科学シリーズ 

書名 著編者 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 

ベイズ統計学 （1） 松原 望 2017 9784422400334 ¥5,940  ¥8,910  1030856327 

ディープラーニング （2） 谷田部 卓 2018 9784422400341 ¥5,940  ¥8,910  1030856328 

シンギュラリティ （3） 神崎 洋治 2018 9784422400358 ¥5,940  ¥8,910  1030856329 

フィンテック （4） 大平 公一郎 2019 9784422400365 ¥5,940  ¥8,910  1030856330 

4冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥50,160 ¥75,240 

世界で一番美しい図鑑 

書名 著編者 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 

世界で一番美しい化学反応図鑑 セオドア・グレイ 2018 9784422420080 ¥12,540  ¥18,810  1030856333 

世界で一番美しい深宇宙図鑑 
 ―太陽系から宇宙の果てまで― 

ホヴァート・スヒリング 2016 9784422450018 ¥12,540  ¥18,810  1030856334 

世界で一番美しい分子図鑑 セオドア・グレイ 2015 9784422420066 ¥12,540  ¥18,810  1030856332 

世界で一番美しい元素図鑑 セオドア・グレイ 2010 9784422420042 ¥12,540  ¥18,810  1030856331 
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ウィリアム・メレル・ヴォーリズ関連 

書名 著編者 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 

吾家の設計 【スマホ・読上】（ヴォーリズ著作集 1） （※） W.M.ヴォーリズ 2017 9784422501253 ¥8,250  ¥12,375  1030856380 

吾家の設備 【スマホ・読上】（ヴォーリズ著作集 2） （※） W.M.ヴォーリズ 2017 9784422501260 ¥8,250  ¥12,375  1030856381 

ウィリアム・メレル・ヴォーリズの建築 
 ―ミッション建築の精華― 

山形 政昭 2018 9784422501284 ¥11,880  ¥17,820  1030856335 

書名 著編者 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 

ジェインズヴィルの悲劇 ―ゼネラルモーターズ倒産と企業 
城下町の崩壊―【スマホ・読上】 （※） 

エイミー・ゴールド
スタイン 

2019 9784422360102 ¥7,920  ¥11,880  1030856397 

まわしよみ新聞をつくろう! 【スマホ・読上】 （※） 陸奥 賢 2018 9784422120652 ¥6,600  ¥9,900  1030856393 

近代日本のメディア議員 
 ―<政治のメディア化>の歴史社会学―【スマホ・読上】 （※） 

佐藤 卓己 2018 9784422300733 ¥14,850  ¥22,275  1030856395 

向こう半分の人々の暮らし ―19世紀末ニューヨークの移民 
下層社会―【スマホ・読上】 （※） 

ジェイコブ・リース 2018 9784422360034 ¥8,910  ¥13,365  1030856396 

地図の進化論 ―地理空間情報と人間の未来― 
【スマホ・読上】 （※） 

若林 芳樹 2018 9784422400372 ¥5,940  ¥8,910  1030856398 

本草概説 （東洋医学選書） 岡西 為人 2018 9784422933771 ¥29,700  ¥44,550  1030856339 

昭和の翻訳出版事件簿 【スマホ・読上】 （※） 宮田 昇 2017 9784422930763 ¥7,920  ¥11,880  1030856399 

沖縄戦を生きぬいた人びと 
 ―揺れる想いを語り合えるまでの70年―【スマホ・読上】 （※） 

吉川 麻衣子 2017 9784422300702 ¥5,280  ¥7,920  1030856394 

ブータン ―国民の幸せをめざす王国―【スマホ・読上】 （※） 熊谷 誠慈 2017 9784422360027 ¥4,400  ¥6,600  1030447088 

欧州各国に於ける国家革新運動 ―「リプリント版」内閣情報
部・情報宣伝研究資料第十輯―（創元学術アルヒーフ） 

ヴェルナー・ハース 2017 9784422933740 ¥11,000  ¥19,800  1030447050 

金融革命 ―1985-2008 : 社会構造の大転換!そのメカニズム― 
【スマホ・読上】 （※） 

服部 正喜 2017 9784422300696 ¥6,600  ¥9,350  1030447086 

われらの子ども ―米国における機会格差の拡大― 
【スマホ・読上】 （※） 

ロバート・D・パットナム 2017 9784422360010 ¥8,800  ¥12,650  1030447087 

子どもを育む学校臨床力 ―多様性の時代の生徒指導教育 
相談特別支援―【スマホ・読上】 （※） 

角田 豊 2016 9784422120645 ¥5,500  ¥7,700  1030447080 

産業遺産JAPAN 前畑 洋平 2016 9784422701028 ¥7,920  ¥11,880  1030856337 

刀装具ワンダーランド 川見 典久 2016 9784422710181 ¥7,590  ¥11,385  1030856338 

軍艦島の生活<1952/1970> 
 ―住宅学者西山夘三の端島住宅調査レポート― 

西山夘三記念すまい・
まちづくり文庫 

2015 9784422700991 ¥8,250  ¥12,375  1030856336 

子どもの生活と児童文化 【スマホ・読上】 （※） 川北 典子 2015 9784422120638 ¥4,400  ¥6,600  1030447079 

光のまちをつくる ―水都大阪の実践―【スマホ・読上】 （※） 橋爪 紳也 2015 9784422501208 ¥6,600  ¥9,350  1030447090 

日本国憲法を生んだ密室の九日間 鈴木 昭典 1995 9784422300283 ¥6,600  ¥9,350  1030447049 

ヴォーリズ著作集  
2冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥16,500 ¥24,750 

■新規配信タイトル■ 
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【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　N&Fビル4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

【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  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【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

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 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

【中四国】

　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

【九州】

　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

 

◆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。
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