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購入ﾊﾟﾀｰﾝ □1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) □2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF)

の選択 □3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) □4.電子のみ単体選書

著編者名 本多 健一 
底本ISBN 9784642029155 購入済

冊子を購入または発
注の場合は、上記冊
子購入確認にチェッ
クをお願いします。

購入

底本発行年 2013年10月 商品コード □ □

●購入方法について

①出版社毎に上記4パターンから、購入方法をお選びください。

□この注文書をもって当社に書
籍をご注文の場合はチェックを
お願いします。

②全点購入以外の場合は、各書籍毎に冊子体・電子書籍の購入欄にチェックを付けてください。

中近世京都の祭礼と空間構造
出版社 吉川弘文館 電子書籍

電子書籍価格 ¥27,500(＋税) □
冊子定価 ¥10,000(＋税) 冊子購入確認

中近世京都の御霊祭・今宮祭・六斎念仏の実態と変遷を明らかにし、これらを取り巻く当時の都市空
間や地域社会との関係に迫る。歴史地理学の研究手法も用いて諸資料を分析し、歴史的・地域的に
重層性を有した祭礼の空間構造を探究。未着手だった上京や西陣、都市郊外の祭礼とその空間構造
に光をあてることで、京都祭礼文化史の全体像を構築する。

　「電子書籍」には購入パターンによって、割安な価格が設定されています。

　出版社毎に下記4つの購入パターンをお選びいただけます。

●「新刊ハイブリッドモデル」とは
　年間を通じて継続的に「書籍（冊子）」と「電子書籍」をセットでご提供するサービスです。

　その月に刊行する書籍を中心に掲載し、毎月上旬にご案内いたします。

●「電子書籍」お届けについて

　「電子書籍版」のお届けは、カタログ掲載から ２～３ヶ月後を予定しています。

●「電子書籍」価格設定について

１．冊子＋電子セット全点購入 

２．冊子選書＋電子全点購入 

３．冊子選書＋電子選書購入 

４．電子のみ単体選書購入 

冊子＋ 

冊子＋ 

冊子＋ 

新刊電子販売価格 を 30%OFFでご提供いたします 

  新刊電子販売価格 

４つの購入パターン 

新刊電子販売価格 を 20%OFFでご提供いたします 

新刊電子販売価格 を 10%OFFでご提供いたします 

「４.電子のみ単体選書購入」価格は 

当カタログ掲載の「電子書籍価格」です。 

購入を行いたい商品を選択してください。  □に「✔」をお願いします。 

  電子書籍      ・・・  電子をご購入をする場合 

  冊子購入確認  購入済 ・・・・ 既に所蔵もしくは発注済みの場合 

              購入   ・・・・  この注文書にてご注文の場合 

✔ 

✔ ✔ 

購入を行いたいパターンを選択してください。 

 □に「✔」をお願いします。 

この注文書にて当社に書籍を同時購入をする場合は、

□に「✔」をお願いします。  



人文社会編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年4月 商品コード □ □

2016年7月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

時間かせぎの資本主義 いつまで危機を先
送りできるか

みすず書房 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ヴォルフガング・シュトレーク著,鈴木直訳
9784622079262

資本主義の危機を財政出動によって先延ばしする「時間かせぎ」はいまや限界に達している。ギリシャ危機とそ
の前提であるユーロ危機に象徴的に見られるように、国家と市場の民主主義的コントロールはもはや不可能な
のか。1970年代から新自由主義を経て現在にいたるまでの資本・国家・市民の力関係の変化を分析し、資本主
義の限界点での可能性を示唆する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

著編者名 アントネッラ・アンニョリ著,萱野有美訳
9784622079378

『知の広場』（2011年小社刊）の著者、イタリアの図書館アドバイザー、アントネッラ・アンニョリの図書館論、第2
弾。ＳＮＳの時代にあって、人びとのコミュニケーションの広場としての新しい図書館をつくるには？　職員、蔵
書、建物、設備・調度・サインなど、実現のための具体的な例とアドバイスが満載。

みすず書房 電子書籍
拝啓 市長さま、こんな図書館をつくりましょ
う

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

個人の生体認証技術を考えるとき、すぐ思いつくのは指紋である。「終生不変」「万人不同」という特徴をもつ指
紋を生かした指紋法は、19世紀末イギリスの植民地インドで生まれたが、その後、日本の満州国で発展をとげ、
現在に至っている。そこには、犯罪者を含め移動する人々、ひいては全国民を管理・統治しようとする国家の狙
いがあった。実証と構想を併せてその歴史と現在を初めて描いた力作。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

指紋と近代 移動する身体の管理と統治の
技法

みすず書房

¥11,100(＋税)

¥3,700(＋税)

著編者名 高野麻子著
9784622079675

手話を生きる 少数言語が多数派日本語と
出会うところで

みすず書房 電子書籍

¥7,800(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 斉藤道雄著
9784622079743

聞こえないこと、それは「欠陥」として意識しつづけ、絶え間ない努力によって乗り越えなければならない障害で
はない。日本のろう者・ろう児の母語、日本手話で授業を行い、手話と日本語のバイリンガル／バイカルチュラル
ろう教育を実践する日本初にして唯一の学校、明晴学園から見えてくる世界を描く。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  3  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード □ □

¥4,700(＋税)

ストーリー仕立てで学ぶ、開発経済学の入門テキスト。各章では、まず架空の「アスー国」の人々の日常が描か
れ、そこから課題を抽出、開発経済学がどのようなアプローチでそれに迫り、解決策や政策提言を導き出すのか
を叙述します。最新の理論もわかりやすく説明。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

ストーリーで学ぶ開発経済学 (有斐閣ストゥ
ディア)（※）

有斐閣

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 黒崎卓著,栗田匡相著
9784641150348

第二の「戦後」の形成過程 1970年代日本の
政治的・外交的再編

有斐閣

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

電子書籍

相続法の立法的課題

企業変動における労働法の課題

¥12,300(＋税)

¥3,700(＋税)

9784641137332

社会情勢の変化を受け、また平成25年の最高裁判決および法改正を契機として、相続法制の見直しへ向けた
検討が進む。立法的課題、また、現在の理論・実務の到達点はどこにあるのか。法制審議会民法（相続関係）部
会委員・幹事も含む執筆陣による研究成果。

水野紀子編著著編者名

有斐閣

有斐閣

¥15,600(＋税)

¥14,900(＋税)

¥4,500(＋税)

¥7,500(＋税)

¥3,400(＋税)

著編者名 水町勇一郎著
9784641144873

9784641144842

会社や労働関係に一定以上の影響を与えうる企業の変化を広く「企業変動」と捉え、主要な変動局面ごとに生じ
る労働法上の諸課題について具体的検討を行い、それらを総合的かつ多角的に明らかにするとともに、解決の
方向を模索する。

野川忍編,土田道夫編,水島郁子編著編者名

労働法の背景にある歴史や社会等の基盤を踏まえて労働法の理論と動態を明快に描く。多数の事例を通じて
の解説、裁判例の詳細な紹介・分析や理論的考察で、初学者から法曹をめざす人、実務家、研究者まで、幅広
いニーズに応える。判例・立法の動向を反映した最新版。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

著編者名 福永文夫編
9784641149144

日本を取り巻く国際・国内環境が大きく変化した1970年代。田中角栄、三木武夫、福田赳夫、大平正芳の、いわ
ゆる「三角大福」が、国内外に山積する問題をどうとらえ、どう対処してきたかを、新たな史資料、ヒアリング記録
等をもとに明らかにする。

労働法〔第6版〕（※）
有斐閣

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  4  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

現代哲学キーワード (有斐閣双書キーワー
ド)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野家啓一編,門脇俊介編
9784641058880

20世紀以降の現代哲学の全体像を、体系的観点から捉え直すキーワード集。現代哲学の主要な論争点を浮き
彫りにするとともに、哲学書を読む上で不可欠の基本概念について、読み切りスタイルでわかりやすくコンパクト
に解説する。小事典としても必携。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

-  5  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

□

冊子購入確認

岩本憲児著
9784642016544

明治に誕生した時代映画は、大正末期から昭和初期にかけて、世相を反映し変貌を遂げながら魅力を開花させ
ていく。時代背景も登場人物も現実世界からほど遠い映画が、なぜ観客を魅了したのか。無声映画時代に画期
をなした作品を多数取り上げ、今に残る脚本や映像を分析し、講談・小説・剣劇との関係性を探る。貴重写真を
収めた時代映画クロニクル。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

豊臣水軍興亡史
吉川弘文館

¥7,600(＋税)

戦国期、列島各地の海には多様な海上勢力が戦国大名と結びつつ活発な活動を展開した。瀬戸内海の来島(く
るしま)村上氏や伊勢海の九鬼(くき)氏ら海賊衆は、信長亡き後に天下統一をめざす秀吉の水軍（船手衆）として
九州・小田原攻めや朝鮮出兵で活躍、関ヶ原合戦後に解体する。今までとり上げられなかった「海上軍事力」と
いう視点から豊臣政権を見直した好著。

¥2,300(＋税)

著編者名 山内譲著
9784642082969

モノから見たアイヌ文化史
吉川弘文館

吉川弘文館 電子書籍
「時代映画」の誕生 講談・小説・剣劇から時
代劇へ

三十八年戦争と蝦夷政策の転換 (東北の古
代史 4)

吉川弘文館

¥8,000(＋税)

¥2,400(＋税)

著編者名 鈴木拓也編
9784642064903

奈良時代の末、東北は本格的な征夷の時代に突入する。三十八年におよぶ戦争は、北上盆地を制圧して終結
し、蝦夷と国家との関係は新たな段階を迎える。交流・災害・信仰にも注目し、アテルイとその後の東北を描く。

¥14,300(＋税)

¥4,500(＋税)

著編者名

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 関根達人著
9784642082952

アイヌの刀はなぜ切れなくてもよいのか。交易の民である彼らはどうして貨幣を使わなかったのか―。文字によ
る記録を残さなかったアイヌ文化を知るためには、遺された「モノ資料」からの復元が不可欠となる。平安時代の
和鏡から軍服用の米国製金ボタンにいたる遺物を取り上げ、和人との交易と蝦夷地の内国化の視点から、アイ
ヌ文化の歴史に迫る。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

信長軍の合戦史 1560-1582
吉川弘文館 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本史史料研究会監修,渡邊大門編
9784642082976

桶狭間の戦いの勝利で歴史の表舞台に躍り出てから本能寺の変で討たれるまで、天下布武をかかげ戦争に明
け暮れた織田信長。近年の研究成果による新たな人物評をふまえ、信頼性の高い一次史料を中心に用いなが
ら信長軍が繰り広げた合戦を解説する。戦いの経過だけでなく、戦前・戦後の政治情勢など戦略的評価にも目を
配り、信長の戦争の本質に迫る。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  6  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

華麗な神輿(みこし)渡御(とぎょ)と豪壮な山鉾(やまぼこ)巡行(じゅんこう)で京都に夏の訪れを告げる祇園(ぎお
ん)祭。都市から疫病を退散させ人々の生活を守る目的で始まり、祭りの形式は全国の先駆けとなった。中世戦
乱を乗り越え今日まで、千年続く歴史を描き出す。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

中世京都と祇園祭 疫神と都市の生活 (読み
なおす日本史)

吉川弘文館

¥7,300(＋税)

¥2,200(＋税)

著編者名 脇田晴子著
9784642067157

高学歴だが定職に就いていない、優雅に見える「高等遊民」たち。近代日本社会はいかに彼らを生み出し、どう
向き合ってきたのか。当時の就職事情を教育・産業から構造的に捉え、日本特有の「縁故」採用の成り立ちや高
学歴者の思想と政府の対応など、就職難問題の実態を描く。「いい会社に就職する」のはあたりまえなのか、現
代にも通ずる課題に迫る。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

近代日本の就職難物語 「高等遊民」になる
けれど (歴史文化ライブラリー 428)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名 町田祐一著
9784642058285

相次ぐ戦勝で絶頂期に達した明治国家は、その後どのように変貌し、敗戦による陸海軍崩壊に至ったのか。天
皇と皇族軍人の同調と不和の構図を追いつつ、日露戦後よりアジア・太平洋戦争終結にいたる、天皇を大元帥
とした軍事システムの全盛から崩壊までを描き出す。世界の軍事的緊張のなか、再軍備を余儀なくされている現
代日本社会に警鐘を鳴らす。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

大元帥と皇族軍人 大正・昭和編 (歴史文化
ライブラリー 429)

吉川弘文館

¥6,000(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 小田部雄次著
9784642058292
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年4月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年4月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年4月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年5月 商品コード □ □

感じるスコラ哲学 存在と神を味わった中世

電子書籍

¥7,700(＋税)
大学のIR 意思決定支援のための情報収集
と分析

慶應義塾大学出版会

著編者名 小林雅之編著,山田礼子編著
9784766422795

エビデンスに基づく意思決定と全学的合意形成のために学生募集、教育の質保証、外部評価対応、情報公開、
財務・経営戦略。大学につきつけられた喫緊の課題に対応するためには、学内の様々な情報を収集・分析する
必要がある。大学改革の本丸ともいうべきIRとは何か。その理論と実践を分かりやすく解説する。

¥6,200(＋税)

¥2,000(＋税)

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

慶應義塾大学出版会

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

□

著編者名 山内志朗著
9784766423198

キリスト教を背景とした、キリスト教の内部の思想である「中世哲学＝スコラ哲学」を、「感覚」の次元でとらえる。
ワインの生産、肉食やパン食の普及など、市民生活に根差した文化や習慣の観点からスコラ哲学を考察するこ
とで、西洋中世の生き生きとした側面を明らかにする。すべてのひとに共通する普遍性の次元である「五感」。味
覚、触覚などの身近な感覚をとおして、「感じる」スコラ哲学をかんがえる、画期的な中世哲学入門書。

慶應義塾大学出版会 電子書籍
秩序変動と日本外交 拡大と収縮の七〇年
(慶應義塾大学東アジア研究所叢書)

幕藩制転換期の経済思想
慶應義塾大学出版会

¥15,400(＋税)

¥5,000(＋税)

著編者名 小室正紀編著
9784766423327

19世紀への変わり目、天明から文化に至る40年間、社会は静かに大きく変わろうとしていた。本書は、その時代
の経済思想に焦点をしぼり、さまざまな角度から光をあてる。　商家出身の儒者頼春水、市井の経世論者海保
青陵や本多利明、商人にして測量家の伊能忠敬、両替商鴻池の経営者草間直方など、その時代の経済思想を
さまざまな視点から描き出し、近代へ向けての一歩を問う。

¥13,400(＋税)

¥4,300(＋税)

著編者名

国際秩序が大きく動くなかで、「九条」と「日米安保」という異なる時代環境の産物を抱え続ける日本外交。「拡
大」と「収縮」の誘因がせめぎ合う日本外交の七〇年を振り返り、安保政策の拡大に踏み出した今後を考えるた
めの視座を提供する、注目の一冊。

□

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

著編者名 慶應義塾大学商学部中国語部会編
9784766423143

中級者対象の総合中国語テキストの第2版。激変する現代の姿と古来変わらぬ中国の実像に触れながら、基本
的な読解力、単語力と基本文法の習得を目指す。最新の中国国内及び中国を取り巻く世界情勢の変化に合わ
せて、内容をアップデート。また、読者がウェブページから本書のリスニング音源をスマートフォン等からダウン
ロードできるようにした。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

大学2年生のための中国語 （第2版）
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

添谷芳秀編著
9784766423150

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  8  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年5月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年5月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年5月 商品コード □ □

からだによいオイル 健康と美容をかなえる
油の教科書

井上浩義著
9784766423051

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

著編者名 山田久著
9784766423457

働き方を変えれば、日本が変わる！働く人々が職場や会社を安心して自由に移動できるようになれば、経済に
活力が生まれる。本書は、高い賃金保障に軸足を置いた新たな雇用のあり方や、労使政の連携による就労・再
就職支援システムなど、「成長につながる」方策を提言。柔軟で多様な働き方が、閉塞する日本を救う！

油ドクターによるオイルのバイブル！あなたは、オメガ3がからだにいい理由、EPAやDHAが頭にいい理由を説明
できますか？この本で、オイルの特性・選び方・摂り方や、脂質についての基礎知識を身につけて、豊かな食生
活と健康で安らかな毎日を過ごしましょう。

失業なき雇用流動化 成長への新たな労働
市場改革

慶應義塾大学出版会

¥7,700(＋税)

¥2,500(＋税)

電子書籍

□

会計とは何か？利益の意義や簿記と会計の関係を問い直し、会計および会計学の歴史過程を辿りながら、これ
からの会計研究の在り方を示唆する。会計本質論のエッセンスが凝縮された論攷集。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

会計学の基本問題
慶應義塾大学出版会

¥13,400(＋税)

¥4,300(＋税)

著編者名 友岡賛著
9784766423440

¥1,400(＋税)

著編者名

慶應義塾大学出版会

¥4,400(＋税)

冊子購入確認
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年5月 商品コード □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

¥11,300(＋税)

¥3,500(＋税)

著編者名 園山大祐編著
9784326602926

戦後フランスの中等教育改革により教育の大衆化が進んだが、その後の景気の低迷と重なり、学校から労働市
場への移行の断絶や、教育からの途中離脱が喫緊の政策課題となっている。また、富裕層と庶民階層の二極化
が進み、庶民階層により厳しい結果となっている。なぜこのような結果が現れているのか、日仏の研究者が実証
的に検証する。

教育の大衆化は何をもたらしたか フランス
社会の階層と格差

勁草書房
□

冊子購入確認

9784326451074

著作物の受け手、消費者としての市民の自由である「著作物を楽しむ自由と権利」の視点から、近年の最高裁
判決、下級審判決を取り上げ、その著作権法解釈を憲法上の基礎概念によって批判的に検証する。現在の著
作権法制に表現の自由、消費者法保護の観点から鋭くメスを入れ、新規な座標軸で研究、実務に注目される一
書。

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

電子書籍

著作物を楽しむ自由のために 最高裁著作
権判例を超えて

勁草書房

¥12,400(＋税)

¥4,000(＋税)

¥9,600(＋税)

¥3,000(＋税)

著編者名 西條辰義編著
9784326349128

従来の経済学は、人間の行動原理として利得追求のみを想定してきたが、実際には私達はそのようには振るま
わない。それでは、他に何らかの暗黙のやり方があり、私達はそれを社会の中で使っているのだろうか。証券取
引、バブル、入札といったテーマに実験を適用して、人間行動・経済行動を解明し、よりよい社会をデザインする
試み。

勁草書房 電子書籍
人間行動と市場デザイン (フロンティア実験
社会科学 2)

子育て支援が日本を救う 政策効果の統計
分析

勁草書房

¥8,300(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名 柴田悠著
9784326654000

いま日本に一番効く政策は何か。それは保育サービスを中心とした「子育て支援」だ。短期的には労働生産性・
経済成長率・出生率を高め、子どもの貧困を減らすことができる。また長期的には、財政的な余裕を増やし、貧
困の親子間連鎖を減らし、社会保障の投資効果を高めるのだ。客観的なデータに基づく、統計分析から提言さ
れる政策論！

通信事業者選択の経済分析 スイッチングコ
ストからのアプローチ

勁草書房

¥10,300(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名 中村彰宏著
9784326504268

加入数が一定水準に達し成熟したわが国の携帯電話市場、ブロードバンド市場ではスイッチングコストの存在が
既存事業者から新規参入事業者への契約変更のハードルとなっている可能性は否定できない。この状況が情
報通信市場の競争状況に与える影響を分析することにより、本書は今後のわが国の情報通信市場の発展のた
めに貢献する。

□

著編者名 岡邦俊著

勁草書房 

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  10  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年4月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年8月 商品コード □ □

フランス再興と国際秩序の構想

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

著編者名 宮下雄一郎著
9784326302482

1940年、かつての栄光ある国家はヒトラーに侵略された。本書は、ド・ゴールが立ち上げた抵抗運動の自由フラ
ンスが国際社会と国内で正統性を獲得し、戦後国際秩序を構想して戦勝国の一角を占めるまでを実証的に活写
する。国家の正統性とは？　危機の時代の指導者とは？　そこには、国際政治の本質への示唆が満ち溢れてい
る。

¥19,200(＋税)

¥6,000(＋税)

勁草書房

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

解読不可能といわれたドイツの暗号機エニグマを攻略した史上最強の暗号解読者であり、コンピュータ科学の創
始者であり、同性愛で罪に問われるという数奇な人生を送ったアラン・チューリング。彼は何を考え、何を感じ、そ
して生きたのか。数理物理学者でもある著者アンドルー・ホッジスがチューリングの生涯を鮮やかに描き出す。
はしがきは『ゲーデル、エッシャー、バッハ』（白揚社）のダグラス・ホフスタッターが執筆。

エニグマ　アラン・チューリング伝　下
勁草書房

¥9,100(＋税)

¥2,700(＋税)

著編者名
アンドルー・ホッジス著,

土屋俊訳,土屋希和子訳,村上祐子訳

9784326750542

エニグマ　アラン・チューリング伝　上
勁草書房 電子書籍

¥9,100(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
アンドルー・ホッジス著,
土屋俊訳,土屋希和子訳

9784326750535

チューリングのエニグマ攻略が大戦を終わらせ、世界が冷戦へと向かう頃、コンピュータ開発競争が熱を帯び
た。彼の頭脳もその一角を占める。はたして勝利は誰の手に？　さらに彼は動植物の形態研究にも踏み出して
いく。だが新しい活躍の一方、人生は時代に翻弄される。これは悲劇なのか？　非業の最期まで、著者ホッジス
はチューリングの時間に寄り添い続ける。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

-  11  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

2016年7月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

ソフトウェア開発実践　科学技術シミュレー
ションソフトの設計

東京大学出版会 電子書籍

¥15,400(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤文俊編, 加藤千幸編
9784130624558

天気予報から科学技術、産業などに必要不可欠なシミュレーションソフト。その開発法をプログラミングの初歩か
ら応用まで解説したテキスト。基礎編にあたる前著『ソフトウェア開発入門』（2014年刊）に続き、実践編にあたる
本書は、最も代表的な流体力学と分子動力学ソフトの開発を豊富なサンプルコードとともに解説する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

幾何学II　ホモロジー入門 (大学数学の入門
5)

東京大学出版会 電子書籍

¥10,800(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坪井俊著
9784130629553

図形を分類し、その多様性を知るための手法であり、現代の幾何学を学ぶうえでかかせないホモロジー理論。本
書はその基礎からていねいに解説する教科書である。図版も豊富に掲載し、読者の理解を助ける。また、詳細な
解答の付いた例題・問題も多数。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

フィールドサイエンティスト　地域環境学とい
う発想 (ナチュラルヒストリーシリーズ )

東京大学出版会 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤哲著
9784130601429

アフリカのマラウィ湖、石垣島白保のサンゴ礁、アメリカのコロンビア川流域など、さまざまな地域をフィールドにし
てきたひとりのフィールドサイエンティストが、多様なステークホルダーと協働して「地域環境学」という問題解決
指向の新しい学問を立ち上げていく知的探求の物語。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

東京大学出版会 

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年5月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年8月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

□

著編者名

SAS Enterprise Guide Enterprise
Guide+Enterprise Miner 顧客分析編

オーム社

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

Excelで学ぶ 統計解析入門　-Excel
2016/2013対応版-

オーム社

電子書籍

著編者名 SAS Institute Japan監修,高柳良太著

SAS EGで顧客分析、市場動向をさぐる！SAS社が開発するSAS Baseに含まれているEnterprise Guide(EG)の操
作解説書のシリーズ、「SAS Enterprise Guide」の第5弾、『SAS Enterprise Guide+Enterprise Miner 顧客分析編』
です。本書はSAS Enterprise Guide+Enterprise Minerを使って顧客分析、マーケティング分析を行うものです。ソ
フトの解説のみならず、顧客分析のためのデータ整理の仕方から顧客分析に必要な統計手法を解説します。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

¥10,500(＋税)

電子書籍

菅民郎著
9784274218705

統計解析は最強のツールである！Excelの統計解析機能の活用術を学べる『Excelで学ぶ統計解析入門』のExcel
2016/2013対応版登場！Excel関数を使った例題をとおして学ぶことで統計の基礎知識が身に付くロングセラー『Excelで学ぶ
統計解析入門-Excel2013/l2010対応版-』のExcel2016/2013対応版です。本書は例題を設け、この例題に対して、分析の仕
方と、Excelを使っての解法の両面を取り上げ解説しています。Excelの機能で対応できないものは、著者が開発したExcelア
ドインで対応できます。本書に掲載されているExcelアドインは、(株)アイスタットのホームページからダウンロードできます。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784274050701

¥7,500(＋税)

SAS Enterprise Guide 品質管理編
オーム社 電子書籍

¥10,500(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 SAS Institute Japan監修,高柳良太著
9784274219108

SAS社のソフトウェアであるSAS Enterprise Guideを解説したシリーズ、品質管理編登場！本書はSAS が開発・
販売しているSAS Baseに含まれているEG（Enterprise Guide）の操作解説書のシリーズで統計学における基礎
事項から応用までを扱います。製造業にかかわる研究者・技術者および大学生を対象に、品質データの管理に
必要な統計学的手法をSAS EGを通じてわかりやすく解説します。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

１００万人の給排水
オーム社 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小川正晃編著,瀬谷昌男イラスト
9784274217852

楽しく学べる最高の入門書！ロングセラー『100万人の空気調和』の「給排水」編がリニューアル！「100万人」シリーズ（累計
10万部超え）は、技術本でありながら初心者でも理解できる本として、長年にわたって読者の皆さんから絶大な支持を集め
ています。給排水はなかなかイメージでとらえにくいために難しいと感じている方が多いようですが、本書では、豊富なイラス
トと身近な事例から徹底的にわかりやすく解説し、「読み物」感覚で、だれでも楽しく学べるように工夫しています。※本書は
2005年発行の『100万人の給排水衛生設備』に加筆・修正を加え、書名を変えて発行するものです。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

やさしいリレーとプログラマブルコントローラ
（改訂2版）

オーム社 電子書籍

¥6,900(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡本裕生著
9784274218323

図解！明解！問題を解いて理解！1999年に初版を発行した「やさしいリレーとプログラマブルコントローラ」の改
訂2版です。本書はリレーシーケンスの基礎回路から、プログラマブルコントローラを用いた基本的な回路設計ま
でをやさしく学べる入門書として、学生や技術者など、多くの読者に支持を得ています。本書の特徴である、「問
題を解きながら理解する」形式は踏襲しつつ、問題の大幅な追加を行っています。また、紙面デザインを一新し、
より読みやすい紙面構成となっています。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

  オーム社 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年6月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード □ □

イラスト図解　建築法規
オーム社 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井上国博著,三村大介著
9784274218651

建築法規を豊富なイラストと図で解説！これ1冊で、知りたいことがサクッとわかる！建築に関係する法令は、技術法規的な
要素が強く、内容も多岐にわたり、かつ、非常に複雑になってきており、それが建築法規を学ぶ方には悩みの種です。本書
では、建築法規のなかでも、建築・不動産に関連する業務に必須の重要な内容だけを扱っています。また、図表やイラストを
豊富に用いた見開き頁を見ながら建築法規を学ぶことができます。「建築が専門ではないけれど、基本的なことを知りたい
方」「基本的なことは顧客にサラッと説明できるようになりたい方」におススメの一冊です。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

実務に役立つ　機械設計の考え方×進め方
オーム社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木剛志著
9784274218453

機械設計者に必要な基礎的知識＆方法論をわかりやすく解説した指南書！魅力ある製品は、設計を楽しむことができる技術者から生まれ
ます。本書は、機械設計者に必要な「自ら発想できる」「自ら連携できる」「自ら成長できる」「設計を楽しむ」ための基礎的知識と方法論を、
丁寧かつわかりやすく解説した実務指南書です。機械設計に携わる皆さんが「実際の設計業務や機械の構成要素との結びつき」に関する
基礎を学びつつ、「設計・製造工程の実務で必須の考え方・仕事の進め方」をイラスト・図を豊富に使い、わかりやすく解説しています。若手
技術者や、これから機械設計の現場へ赴く学生の皆さんにもぴったりの一冊です！

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

湯本雅恵監修,青柳稔著,鈴木薫著,
田中康寛著,松本聡著,湯本雅恵著

9784274217425

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

著編者名
湯本雅恵監修,桐生昭吾著,

宮下收著,元木誠著,山﨑貞郎著

9784274218057

「電気電子計測」の要点をしっかり学べる講義ノート！本書は、計測の基本から、電気磁気計測、RLC計測、A-D変換、セン
サといった、電気電子計測を学ぶ上で必須の基本事項について、ポイントを絞ってやさしくていねいにまとめた教科書・参考
書です。実際に計測する際の注意点「やってはいけない！」やポイントをキャラクターが解説したりして、より実践的な記述と
しました。実際の講義であれば先生が適宜示す補足事項や内容理解のためのポイントを、“付せん”や“吹き出し”あるいは
脚注を用いて随所に配してあるので、教科書としても、講義の予習・復習あるいは独習用の参考書としても最適な一冊です。

「電気電子材料」の要点をしっかり学べる講義ノート！本書は、電気・電子系学科の専門課目である「電気電子
材料」に関して、導電体・抵抗材料、半導体材料、誘電体・絶縁体材料、磁性体材料など必ず学ばなければなら
ない事項にポイントを絞ってやさしく丁寧に、深く掘り下げて解説する教科書・参考書です。実際の講義であれば
先生が適宜示す補足事項や内容理解のためのポイントを、“付せん”や“吹き出し”あるいは脚注を用いて随所
に配してあるので、教科書としても、講義の予習・復習あるいは独習用の参考書としても最適な一冊です。

基本からわかる　電気電子計測講義ノート
オーム社

¥6,900(＋税)

¥2,500(＋税)

基本からわかる　電気電子材料講義ノート
オーム社

¥6,900(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年8月号 

2016年6月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

サイバーリスクの脅威に備える  私たちに求
められるセキュリティ三原則 (DOJIN選書
68)

化学同人
□

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

9784759816686

電子書籍

著編者名 松浦幹太著

サイバー空間を安全に利用するための要素技術や、安心して利用するための取り組み方などを丁寧に解説。さ
らに、専門家と一般ユーザが協働して攻撃者に対抗する「防御者革命」というコンセプトにもとづき、安全・安心を
いかに実現するかを考える

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

¥4,800(＋税)

気候を人工的に操作する  地球温暖化に挑
むジオエンジニアリング (DOJIN選書 69)

化学同人 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 水谷広著
9784759816693

地球温暖化を技術の力で解決しようと目論むジオエンジニアリング。本書ではまず、深刻化した地球の今の状況
を確認する。さらに、個々の技術に期待される効果と同時に、それがはらむ問題を解説しながら、私たちにはど
のような選択ができるのかを考えるためのヒントを提供する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

脳のイメージング (ブレインサイエンス・レク
チャー 3)

共立出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
宮内哲著,星詳子著,菅野巖著,

栗城眞也著,徳野博信編

9784320057937

近年、脳機能計測法が多様化・複雑化したことに伴って、医学、実験心理学、情報工学から物理学、数学まで、
あらゆる自然科学分野の研究者によって脳科学の研究が進められている。そこで本書では、医学、工学、心理
学で脳科学に携わる4人の著者が、多くの分野で脳研究を志す人たちへ向け、さまざまな非侵襲脳機能計測法
の計測原理とそれらがどのように脳研究に使われているのかを、カラーの図を用いながらわかりやすく説明す
る。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

行動情報処理 ―自動運転システムとの共
生を目指して―  (共立スマートセレクション
6)

共立出版 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税)

オーストラリアの荒野によみがえる原始生命
(共立スマートセレクション  5)

共立出版 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 杉谷健一郎著,コーディネーター：掛川武
9784320009059

本書は初期地球における生命と地球環境の進化についての教科書であるが、国内外の最新の成果をふんだん
に取り入れていること、従来の教科書で通説とされているような事柄を批判的に検証する視点を提供しているこ
と、そして筆者自身の研究について詳しく解説している点が一般的な教科書とは趣を異にする。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
志甫淳著,新井仁之編,

小林俊行編,斎藤毅編,吉田朋広編

冊子購入確認

著編者名 武田一哉著,コーディネーター：土井美和子
9784320009073

行動情報処理は、人間の行動に伴う様々な情報をセンサで取得し、データとして解析することで、将来の行動を
予測したり、行動に内在する個性・状態・意識を理解したりする技術である。本書では著者のこれまでの研究のう
ち、IT企業と共同で開発を進めた、振り込め詐欺通話を検出する技術を紹介した後、自動車の運転行動に関す
る研究をメインテーマとして取り上げる。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784320111608

本書では、基本的な集合論以外の予備知識をほとんど仮定せずに、環と加群の定義から始め、加群のホモロ
ジー代数的理論、圏の一般論、抽象的なホモロジー代数の理論、層の理論について、古典的かつ基本的な事項
にしぼってそれらをできる限り明快かつ簡潔に説明していく。環上の加群に特有な事象よりも、一般的に成り立
つ抽象的な事象を重視する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

応用のためのウェーブレット (シリーズ応用
数理 5)

共立出版 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥3,300(＋税)

層とホモロジー代数 (共立講座 数学の魅力
5)

共立出版 電子書籍

¥13,200(＋税) □

冊子購入確認

著編者名
日本応用数理学会監修,

山田道夫著,萬代武史著,芦野隆一著

9784320019546

本書はウェーブレット解析の入門書である。フーリエ解析に関しても予備知識は仮定せず、本書を読むために必
要なことは最初から説明している。また、厳密な理論よりも実用的な理解を重視して、ウェーブレット解析を平易
に紹介する。数学的な収束性の議論の一部は単純な計算に置き換え、得られた結論は必要であれば厳密に証
明することが可能である。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年4月 商品コード □ □

冊子購入確認

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松田忠重著,佐藤徹哉著
9784339024906

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

第１部では論理回路が思考回路の基礎でありハードウェア構成の基本要素であることを、第２部では多くの分野
で実用されているＰＩＣを用いマイクロコンピュータのソフトウェアとハードウェアについて解説している。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

学びやすい建築構造力学 力の釣合いから
振動まで（※）

コロナ社 電子書籍

¥14,200(＋税) □

¥4,300(＋税)

新編   マイクロコンピュータ技術入門（※）
コロナ社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

入門 情報リテラシー  - Office2013/2010対
応 - （※）

コロナ社

本書では、インターネット利用のマナー、情報セキュリティ、文書処理（Word）、データ処理（Excel基礎）、データの
可視化（Excel応用）、プレゼンテーション、Webページの活用について、初学者向きにわかりやすく解説した。

著編者名 井口道雄監修
9784339052428

本書は初学者のために、解説には工夫を凝らした図を多用し、わかりやすくやさしく、面白く学べるように書かれ
た入門書である。豊富な例題を解きながら理解できることを重視。静定構造物から不静定構造物までを１冊で網
羅した。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

冊子購入確認

著編者名 高橋参吉監修

電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税)

9784339024937

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

  コロナ社 

-  17  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年8月号 

2016年7月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

¥950(＋税) 冊子購入確認

著編者名 杉本くみ子著,大澤栄子著
9784407337280

・Microsoft Excel2013の演習書　・全86問を掲載　・難易度の高い操作にはヒントを記載　・必要な操作がCheck
で確認できる　・Excel入門の後の活用に最適！　・巻末に各種検定を想定した模擬試験を収録

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

30時間でマスター　パーフェクト演習
Word2013 （※）

実教出版 電子書籍

¥2,700(＋税) □

¥950(＋税)

30時間でマスター　パーフェクト演習
Excel2013 （※）

実教出版 電子書籍

¥2,700(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 杉本くみ子著,大澤栄子著
9784407337273

・Microsoft Word2013の演習書　・全100問を掲載　・難易度の高い操作にはヒントを記載　・必要な操作がCheck
で確認できる　・Word入門の後の活用に最適！　・巻末に各種検定を想定した模擬試験を収録

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年5月 商品コード □ □

2016年7月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年4月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年4月 商品コード □ □

資源論 メタル・石油埋蔵量の成長と枯渇
丸善出版 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西山孝著
9784621300282

メタル・石油資源は枯渇するといわれながら、実際には枯渇することなく現在にいたっているのはなぜでしょう
か。資源経済学の第一人者の著者が、確かなデータに基づいて考察します。資源と経済を考える上で重要な、
資源の価格推移についても詳しく解説。資源の枯渇と消費、環境やリサイクルから資源をめぐるさまざまな事情
や背景を解説し、未来を4つに区分した未来予測も行います。資源に関わる全ての方にお勧めいたします。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

UXデザインの教科書（※）
丸善出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安藤昌也著
9784621300374

UXデザインは、先駆的な人たちが、ユーザーにとって“いいものを提供したい”という想いでチャレンジしてきた成
果の蓄積によって成り立っている、一つの学問領域です。本書では優れたUXをデザインするための理論とプロ
セス、手法に関する知識を体系的に解説します。UXデザインに関わる全ての方々が、学問領域としての背景を
理解し、より良い実践が出来ることを目的とした教科書です。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

消費生活アドバイザー受験合格対策　2016
年版

丸善出版 電子書籍

¥21,500(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
葛西光子編著,高橋美保編著,

大矢野由美子編著,安藤昌代編著

9784621300343

消費生活アドバイザー試験対策本の決定版。各分野に精通したプロが過去の出題傾向を分析し試験対策を的
確に洗い出しており、膨大な試験科目の全重要項目を体系的に理解できるようになっている。学習効果の向上
のため、わずかな時間でポイントを把握できるように、見開きページ完結で解説。試験までにおさえておきたい最
新情報の収集方法をアドバイスし、2次試験対策も詳しく紹介。消費生活専門相談員の試験にも役立つ。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年7月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年5月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年3月 商品コード □ □

□

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

電子書籍

簡潔かつ要点を押さえた、応用栄養学の「教えやすい」教科書。
〔内容〕栄養ケア・マネジメント／食事摂取基準の根拠／成長・発達・加齢（老化）／ライフステージ別栄養マネジ
メント／運動・スポーツと栄養／環境と栄養／他

¥10,600(＋税)

著編者名 竹村和久著,藤井聡著

冊子購入確認

著編者名 江上いすず編著
9784254616569

意思決定の処方  (シリーズ〈行動計量の科
学〉 6)

¥9,000(＋税)

朝倉書店

コンパクト 食品学  ─総論・各論─（※）

地理学の実地調査「地理エクスカーション」を具体例とともに学ぶ入門書。フィールドワークの面白さを伝える。
〔内容〕地理エクスカーションの意義・すすめ方／都市の地形と自然環境／火山／観光地での防災／地域の活
性化／他

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

応用栄養学 （第2版） (栄養科学ファウン
デーションシリーズ 2)（※）

朝倉書店
□

¥2,700(＋税)

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784254128260

現実社会でのよりよい意思決定を支援（処方）する意思決定モデルを、「状況依存的焦点モデル」の理論と適用
事例を中心に解説。意思決定論の基礎的内容から始め、高度な予備知識は不要。道路渋滞、コンパクトシティ
問題等への適用を紹介。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

冊子購入確認

著編者名

9784254163544

地理を学ぼう 地理エクスカーション （※）
朝倉書店 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
伊藤徹哉編,鈴木重雄編,
立正大学地理学教室編

朝倉書店 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税)

青木正編著,齋藤文也編著
9784254610574

管理栄養士国試ガイドラインおよび食品標準成分表の内容に準拠。食品学の総論と各論の重点をこれ一冊で
解説。
〔内容〕人間と食品／食品の分類／食品の成分／食品の物性／食品の官能検査／食品の機能性／食品材料と
特性／食品表示基準／他

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

人間の許容限界事典  （新装版）
朝倉書店 電子書籍

¥95,700(＋税) □

¥29,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山崎昌廣編,坂本和義編,関邦博編
9784254102734

人間の能力の限界について、生理学、心理学、運動学、生物学、物理学、化学、栄養学の７分野より図表を多用し解説(約140項目)。
〔内容〕視覚／聴覚／骨／筋／体液／睡眠／時間知覚／識別／記憶／学習／ストレス／体罰／やる気／歩行／走行／潜水／バランス
能力／寿命／疫病／体脂肪／進化／低圧／高圧／振動／風／紫外線／電磁波／居住スペース／照明／環境ホルモン／酸素／不活性
ガス／大気汚染／喫煙／地球温暖化／ビタミン／アルコール／必須アミノ酸／ダイエット／他

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



医学編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード □ □

医師のためのノンテク仕事術
羊土社 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 前野哲博編
9784758117920

今、求められる技術が身につく！人材育成、業務改善、マネジメント、問題解決の原理原則など高いパフォーマ
ンスを発揮する組織をつくるためのスキルを実践例を交えて解説！さまざまな悩みが劇的に解消される！

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

胸部X線・CTの読み方やさしくやさしく教えま
す！

羊土社 電子書籍

著編者名 中島啓著

「読影手順は？」「どこに異常があるの？」「所見の正しい表現は？」など読影の基本の悩みを解決！手順と解剖
をふまえた簡潔・丁寧な解説で、所見と鑑別が面白いほどわかる！症例問題で理解度チェックもできる！

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

9784758111850

麻酔科専門医をめざす専攻医は必読の、本格的に循環管理を学ぶための入門書！各種循環モニターの原理と
特徴、機器ごとの違いがよくわかる！周術期の麻酔に携わる医師や、臨床工学技士、看護師など、幅広い方に
おすすめ！

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

麻酔科医として必ず知っておきたい周術期
の循環管理

羊土社

¥24,500(＋税)

¥7,400(＋税)

著編者名 国沢卓之編
9784758111164

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



医学編 2016年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年7月 商品コード □ □

2016年7月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年5月 商品コード □ □

臨床病理検討会の進め方・活かし方―CPC
の作法

中山書店 電子書籍

¥24,200(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青笹克之編,菅野祐幸編
9784521744087

CPC（臨床病理検討会）の進め方・活かし方を本格的に解説したわが国で初の書籍！ 臨床と病理の議論の場で
あるCPCを今後どのように診療に活かしていくか。医療の質を高めていくために必要なCPCの効果的な進め方
を、多くの症例から解説する。各症例にはセフルアセスメントを付すなど、若手医師の学習にも配慮し、臨床研修
に必須のCPC研修レポート作成にも役にたつ。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

著編者名

データで読み解く発達障害
中山書店 電子書籍

¥19,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

平岩幹男総編集,岡明編,神尾陽子編,
小枝達也編,金生由紀子編

9784521743714

自閉症スペクトラム障害（ASD）、ADHD、学習障害、Tourette症候群、発達性協調運動障害、選択性緘黙、表出
性言語遅滞、これら発達障害について、いまわかっていることを総説的にまとめた。信頼できるデータに基づく疫
学、検査、自然経過・成人移行、治療・療育の効果、学校対応、行政的支援が紹介され、専門家による国内最高
レベルの編集は、今後改訂を重ねるごとにデータバンクとなるだろう。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  22  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



出版社
電子書籍価格

冊子定価
底本ISBN

底本発行年 2015年7月 商品コード

出版社
電子書籍価格

冊子定価
底本ISBN

底本発行年 2015年4月 商品コード

医薬品の合成戦
略  医薬中間体か
ら原薬まで

化学同人
¥10,900(＋税)
¥4,200(＋税)

著編者名 有機合成化学協会編
9784759816174

この本は、はじめて卒業研究をする人のためのものです。研究室の一
員になると、最初は初めてのことばかりで、頭を悩ますことも多いでしょ

世界を代表する医薬品のうち109の化合物についてその製法と合成に
おける重要な医薬中間体の合成法を解説。それぞれの医薬品と類似

はじめての研究生
活マニュアル 解消
します！理系大学

化学同人
¥3,300(＋税)
¥1,200(＋税)

著編者名 西澤幹雄著
9784759815979
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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】

　八王子営業部 〒192-0081 八王子市横山町1-6  八王子東京海上ビル７階 TEL: 042-642-3711　FAX: 042-642-1171

　大宮営業部 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治生命大宮吉敷町ビル４階 TEL: 048-641-7221　FAX: 048-641-7455

　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&F１ビル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

【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
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【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
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【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 〒862-0975 熊本市中央区新屋敷2-17-17  アメニティ新屋敷１階 TEL: 096-375-3557　FAX: 096-375-3558

　沖縄出張所 〒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
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