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No.2019-106 

2019年3月 

日本最大級の学術専門図書出版社 

３０余年の歳月を費し，６０万以上の調査票を整理編集した一大事典。
収載刀工は２万３０００を超える。実在刀，実録による正確な銘文と変遷
銘等をすべて集録し，古刀剣書等により記事引用したものについては
出典を明示した。その他刀工の門流，尊属別も詳記。 

2003年 発行 
冊子版ISBN：9784639100454 
商品コード：1029834058  

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥79,200  ¥158,400  
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http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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江戸時代年鑑 

遠藤 元男 著 2004年 発行 

同時1アクセス 
（本体） 

¥10,340 
同時3アクセス 

（本体） 
¥20,680 

冊子版ISBN 9784639018605  商品コード 1029834055 

近世の庶民生活を重点に、徳川実記・御触書・禁令などさまざまな歴史資料を駆
使して、一年を1ページにまとめた歴史年表。その年の出来事を「世相」「生活」「宗
教・教育」「芸能・娯楽」「産業・経済」「交通」の6ジャンルに分けて理解しやすくした。
13項目に分類した詳細な索引を付す。 

江戸１０万日全記録 ―実録事件史年表― 

明田 鉄男 著 2003年 発行 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,360 
同時3アクセス 

（本体） 
¥16,720 

冊子版ISBN 9784639017998  商品コード 1029834057 

従来の歴史教科書には決して載ることのない、江戸時代の庶民の生活に関わる事
件・出来事をピックアップ。10万日余りにおよぶ江戸時代の風俗・文化、社会制度
上の出来事をまとめた日録・年表。犯罪、事故、天災をはじめ、仇討ち、心中、営
中刃傷沙汰、極刑鋸引き、駆け落ちなどなど。後世に歌舞伎や浄瑠璃の題材と
なった事件も収載。 

江戸時代好色文芸本事典 

中野栄三 著 1988年 発行 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,160 
同時3アクセス 

（本体） 
¥12,320 

冊子版ISBN 9784639007081  商品コード 1029834059 

まず艶本とは何か、そうして江戸文芸諸書との関連を探り庶民文学との意義を知ろ
うとした。艶本の出現と時代世相のことなど、それはわれわれの生活風俗に決して
無関係のものではない。江戸期庶民文学と艶本の関係を探り、性および生活風俗
などのなかに近世庶民の気質を見る。 
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入門書道 ―基礎から応用まで― 

三宅 相舟 著 1999年 発行 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,060 
同時3アクセス 

（本体） 
¥10,120 

冊子版ISBN 9784639015956  商品コード 1029834054 

篆・隷・楷、行、草の各体と仮名、さらには調和体までの学び方、作品のまとめ方、
印の刻し方、押し方までをやさしく、丁寧に教える。古典を豊富に掲載、手本として、
また鑑賞力を養うために最適。古典には臨書例が付き、学びやすいように配慮。
学校や書塾、さらに独習のためのテキストとして最適。 

斉民要術 ―現存する最古の料理書― 

賈 思勰 著 
太田 泰弘/小島 麗逸/田中 静一 編 

1997年 発行 

同時1アクセス 
（本体） 

¥10,560 
同時3アクセス 

（本体） 
¥21,120 

冊子版ISBN 9784639014706  商品コード 1029834056 

中国、その美食の源流となる古代華北の豊かな食文化を知る。世界最古の農業
書として知られる「齊民要術」。西暦540年頃、中国北魏で編まれたこの大著には
後の世界三大料理の一角、中華料理の濫觴となる豊かな食文化が記されている。
92編、10巻に及ぶ原著から、麹や酒、醤、酢などの醸造法や各種の乳製品の製法
など、「食」に関する箇所を精選し邦訳、解説する。 
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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　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。

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
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