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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

　「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

●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。

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 □ □
著編者名 本多 健一 

底本ISBN 9784642029155 購入済

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10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 2016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 2016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 2016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 2016年8月 商品コード □ □

西行・慈円と日本の仏教 遁世思想と中世文
化

吉川弘文館 電子書籍

¥7,600(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大隅和雄著
9784642083003

『新古今和歌集』を代表する歌人、西行(さいぎょう)と慈円(じえん)。西行の遁世に憧れつつも天台座主(てんだい
ざす)にまで登りつめた慈円。鎌倉中期に大寺院で仏教の諸宗を学びながらどの宗派にも属さず遁世者として生
きた無住(むじゅう)。これらの僧侶を通して新しい日本仏教史を模索する。日本文化を外来文化と比較し、仏像の
歴史的背景を探りながら、日本固有の文化とは何かを考える。

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。

電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋秀樹編,三谷芳幸編,村瀬信一著
9784642082990

中学生・高校生が学ぶ日本史は不変のものではない。相次ぐ発掘調査や新史料の発見で、人物や事件、時代
のイメージは見直され、教科書の内容は書き改められていく。日本史教科書の現在(いま)を知るために、旧石器
から平成まで４６のテーマを設け、この数十年の記述の変化とその根拠となる研究の進展を教科書の専門家が
解説する。Ｑ＆Ａなどの付録も充実。

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。

ここまで変わった日本史教科書
吉川弘文館

吉川弘文館 電子書籍
江戸のパスポート 旅の不安はどう解消され
たか (歴史文化ライブラリー 432)

幽霊　近世都市が生み出した化物 (歴史文
化ライブラリー 433)

吉川弘文館

¥6,000(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 髙岡弘幸著
9784642058339

美女で髪を伸ばし足元は霞んで見えない―。この幽霊のイメージは、いつ、どのように生まれたのだろうか。なぜ
幽霊は目に見えるのだろうか。文学・芸能、民俗学的資料に描き込まれた幽霊が誘うままに近世社会を旅し、貨
幣経済、家システム、武士と庶民など、三都や城下町という「都市」の生活文化こそが幽霊の〝怖さ〟を生み出
したことを考える。

¥6,000(＋税)

¥1,800(＋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

□

冊子購入確認

柴田純著
9784642058322

街道の整備や旅(はた)籠(ご)の充実などにより、庶民の旅が盛行した江戸時代。旅人は、身許証明であると同時
に、病気や不慮の事故の際に保護を求める文言が記された「往来手形」を携えていた。追放・勘当による無宿者
など、手形の恩恵を受けられない人々の問題にも触れつつ、この旅行難民救済のシステム＝パスポート体制か
らみえる江戸時代の光と影に迫る。

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。

日本中世の権力と寺院
吉川弘文館

¥26,400(＋税)

中世に台頭した武家と寺院。どちらも朝廷・公家ら既存権力との協力関係をテコに、地域における影響を強めて
いく。公家・武家・寺社が複雑に絡み合い、社会の姿が凝縮された六波羅の実態を追究し、幕府の権力行使の
あり方を明らかにする。また、大きな影響力を持ちながらも注目されることが少なかった西山派教団に視点を据
え、その動向を描き出す。

¥9,000(＋税)

著編者名 高橋慎一朗著
9784642029322

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10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 2016年8月 商品コード □ □

寛政期から文化期にかけて、レザノフの来航など西洋諸国の通商要求やフェートン号事件などの紛争が頻発し
た。近世日本が対外的危機に直面するなか、交渉の窓口である長崎に及ぼした影響を軍事と情報の視点から
論じる。オランダによる情報提供や蘭学の発展との関係を踏まえ、幕府の対応を追究。長崎の警備体制や情報
機能に与えた影響を考察する。

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。

近世後期の対外政策と軍事・情報
吉川弘文館

¥28,600(＋税)

¥10,000(＋税)

著編者名 松本英治著
9784642034746

日露戦争の帰趨を決定した日本海海戦。その勝因はバルチック艦隊の進路を予測し、丁字戦法によって迎撃で
きたからというのが定説であった。その後発見された海軍極秘資料から再検討を加え、海戦の舞台裏を解明す
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。

日本海海戦の真実 (読みなおす日本史)
吉川弘文館

¥7,300(＋税)

¥2,200(＋税)

著編者名 野村實著
9784642067171

-  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10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 2016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 2016年7月 商品コード □ □

松田宏一郎著
9784766423532

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

「擬制fiction」という思考の技術は、近代日本の政治思想の担い手たちに、自由、平等、あるいは自治を権利とし
て主張し守る主体を理論的に構成する新たな途を開いた。福澤諭吉、中江兆民から丸山眞男にいたる思想家た
ちの見解とそれら相互の対立を精緻に検討し、近代日本における政治的言説の存立条件を明らかにする。

□

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。

慶應義塾大学出版会

著編者名 早川英男著
9784766423563

黒田東彦日銀総裁が遂行する「異次元緩和」政策は、目標に掲げたインフレ率2％の達成・維持と経済停滞から
の脱却に至らないまま、「マイナス金利」という奥の手を導入した。この先の政策運営に暗雲が漂い始めているな
か、日銀きっての論客と言われた筆者が、日銀を退職後、ついに沈黙を破って持論を開陳する注目の書！

金融政策の「誤解」 “壮大な実験”の成果と
限界

慶應義塾大学出版会

¥7,700(＋税)

¥2,500(＋税)

慶應義塾大学出版会 電子書籍
擬制の論理　自由の不安 近代日本政治思
想論

醤油醸造業と地域の工業化 高梨兵左衛門
家の研究

慶應義塾大学出版会

¥21,100(＋税)

¥6,800(＋税)

著編者名
公益財団法人髙梨本家（上花輪歴史館）監修,

井奥成彦編著,中西聡編著

9784766423495

日本最大の醬油産地である野田の醬油醸造業。最有力の醬油醸造家の一つであり地方資産家ないし事業家で
あった髙梨兵左衛門家の江戸中期から20世紀始めにかけての3万点に及ぶ史料を元に、野田が日本最大の産
地に成長した過程と、髙梨家が地域の経済や社会にいかに貢献し、関東市場といかなる関わりを持ったかを明
らかにする。

¥18,000(＋税)

¥5,800(＋税)

著編者名

□

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

ブラックアース　（下） ホロコーストの歴史と
警告

電子書籍

¥8,700(＋税)
ブラックアース　（上） ホロコーストの歴史と
警告

慶應義塾大学出版会

著編者名 ティモシー・スナイダー著,池田年穂訳
9784766423501

ヒトラーとは何者だったのか ――。限られた資源、土地、食糧をめぐる生存競争の妄想にかられたヒトラーは、
ポーランド、そしてウクライナの肥沃な土壌（ブラックアース）を求めて侵攻し、国家機構を完璧に破壊し始める。
ドイツの絶え間ない生存競争を、ユダヤ人の倫理観や法感覚が妨げると考えたヒトラーは、やがて、人種に基づ
く世界、ユダヤ人のいない世界を構想し、それを現実のものとすべく実行に移した ――。

¥9,300(＋税)

¥3,000(＋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

□

ホロコーストの多くは、戦前のドイツ国境線の外で起きたことであり、ユダヤ人は、現実には死の穴の縁で殺害さ
れ、収容所ではなく、特別なガス殺の設備で殺害されたのだった。そして、殺害に携わったドイツ人の多くはナチ
スではなかったし、そもそも殺害した者のほぼ半分はドイツ人でさえなかった ――。極限状況における悪（イーブ
ル）を問い直し、未来の大虐殺に警鐘を鳴らす世界的ベストセラー。

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

□

著編者名 ティモシー・スナイダー著,池田年穂訳
9784766423518

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。 

-  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10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 □ □

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8月 商品コード □ □

「このままでは、電子書籍の世界で日本語は滅びる」――。日本語の文化を地球規模の情報通信環境のなかで
生き延びさせるために立ち上がった技術者たち。その戦いは、日本語だけではなく、滅亡の危機に瀕する多くの
言語利用者にとっての、かけがえのない希望の灯となった。言語文化の多様性を次の世代のために死守する戦
いの奇跡の物語。

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。

ＥＰＵＢ戦記 電子書籍の国際標準化バトル
慶應義塾大学出版会

¥9,300(＋税)

¥3,000(＋税)

著編者名 小林龍生著
9784766423631

著編者名

慶應義塾大学出版会

¥5,700(＋税)

冊子購入確認

学術書の編集者

橘宗吾著
9784766423525

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。

名古屋大学出版会の編集長として、数々の記念碑的な企画を世に送り出し、日本の学術書出版を牽引する著
者が、編集・本造りの実際について縦横に語る、現役編集者必携、志望者必読のしなやかな鋼の如き編集論。

電子書籍

□

¥1,800(＋税)
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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10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 2016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 2016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 2016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 2016年6月 商品コード □ □

勁草書房 電子書籍

地域産業政策論

イギリスとアメリカ 世界秩序を築いた四百年
勁草書房

¥8,800(＋税)

¥2,700(＋税)

著編者名 君塚直隆編,細谷雄一編,永野隆行編
9784326351688

21世紀をかたちづくったとも言われる、イギリスとアメリカの「特別な関係」。かつての植民地とその宗主国は、な
ぜかくも世界に影響を与える「名コンビ」になったのか？　かつての大英帝国は、なぜリーダーの地位をおとなしく
アメリカにゆずったのか？　一筋縄ではいかない「特別な関係」の四百年を、世界秩序とのかかわりを念頭に描
き出す。

介護・福祉の支援人材養成開発論 尊厳・自
立・リーダーシップの原則（※）

勁草書房

¥7,300(＋税)

¥2,200(＋税)

著編者名
（公社）日本医療社会福祉協会監修,

福山和女編,田中千枝子編

9784326700936

□

著編者名 前田信雄著

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。

¥9,900(＋税)

¥3,000(＋税)

著編者名 太田耕史郎著
9784326504299

国の地域産業政策は地域間の経済格差の是正を主要な目的とするが、都市などのそれは経済資源の有効活
用、産業インフラの強化などを通じた地域の産業振興を目的とする。優れた産業成果を実現する国内外の都市
でのその要因――そこには教育、暮らし、そして本書の特徴的な視点となる事業文化などが含まれる――をヘ
ルシンキ・京都・浜松・熊本ほかの事例をもとに調査し、その政府の有効性を検討する。

国民皆保険への途 先人の偉業百年
勁草書房

¥16,500(＋税)

¥5,300(＋税)

9784326700929

日本の医療保険制度は第二次大戦前夜、総力戦体制に向け国家主導で成立したという通説に対し、本書は20
世紀初頭、農山漁村や都市貧困者の救済として各地に生まれた「無産者診療」にその源泉を見る。この互助組
織が後の国保普及の素地となり、健兵確保のための医療保険拡充等と相まって皆保険制度に結実したことを膨
大な資料から描き出す。

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

医療ソーシャルワーカー、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、ケアマネージャー等、福祉分野の対人
支援職を対象とした人材養成の方法論をまとめたテキスト。①実習生とボランティア、②新人スタッフ、③新任や
ベテランスタッフ、それぞれの段階での課題を分析し、人材開発に関する概念整理、開発体制を稼動させる方法
を概説する。

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。

¥21,600(＋税)

¥7,000(＋税)

著編者名 金森修編著
9784326102525

冊子購入確認

□

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。

『昭和前期の科学思想史』に続き、1940年代後半80年代前半まで、わが国の科学思想史を語る上で欠かせない
重要人物の思想と論点を跡付けるとともに、医療問題の大前提となるインフォームド・コンセント論の発生と成
熟、戦後に成立した〈原爆文学〉の意味までを問う。我が国の科学思想史の過去や現状を俯瞰する上で基礎的
な資料である。

昭和後期の科学思想史
勁草書房

□

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。 

-  7  -

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10月号 

2016年9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8月 商品コード □ □

オスマン朝宮殿の建築史
東京大学出版会 電子書籍

¥18,200(＋税) □

¥6,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川本智史著
9784130668569

近年、イスラーム世界における前近代最大の帝国のひとつであるオスマン朝の重要性が認識されてきたが、統
治の中心となった宮殿の建築についてはいまだ不明な点が多い。本書は、限られた当時の旅行記や絵画などの
史料を駆使し、宮廷・政治制度と儀礼空間の関係性に着目しながら、宮殿群建築の歴史的変遷の過程を明らか
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。

近世日本の「礼楽」と「修辞」　荻生徂徠以後
の「接人」の制度構想

東京大学出版会 電子書籍

¥17,600(＋税) □

¥6,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高山大毅著
9784130362580

荻生徂徠に影響を受けた思想家によって構想された「接人」＝人づきあいの制度を詳細に分析する。よき秩序を
維持し、温雅な交際を実現するための行動と言語の型―「礼楽」と「修辞」とは。博泉、江南、正志齋らが試みた
壮大で精緻な企てを跡づけ、思想史、文学史、文化史研究の新たな地平を拓く。【第5回東京大学南原繁記念出
版賞受賞作】

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。 

-  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10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 □ □

私たちは豊かに生きることに精いっぱいで、「豊かに死ぬ」ために必要なことを、こんなにも知らない。全米75万
人の人生観を変えた、現役外科医が描くベストセラー。

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。

死すべき定め 死にゆく人に何ができるか
みすず書房

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 アトゥール・ガワンデ著,原井宏明訳
9784622079828

みすず書房 電子書籍

昆虫の哲学

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

著編者名 ジャン=マルク・ドルーアン著,辻由美訳
9784622079880

アリストテレス以来、人間は昆虫をどう考えてきたのか?　ファーブルとダーウィンを軸に、社会構造、生物多様
性、環境世界まで論じる刺激的な科学エッセー。

なぜ近代は繁栄したのか 草の根が生みだ
すイノベーション

みすず書房 電子書籍

¥18,500(＋税) □

¥5,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 エドマンド・Ｓ・フェルプス著,小坂恵理訳
9784622079613

近代の繁栄の源泉は、挑戦、自己表現、人間的成長といった個人主義に裏付けられた価値観の誕生と、そこか
ら湧き出る大衆のイノベーション・プロセスへの参画にあるとする、新たな《近代経済》論。

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。 

-  9  -

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10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 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7月 商品コード □ □

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 木庭顕著
9784641125865

法学教室2013年４月号～2015年３月号までの好評連載の待望の単行本化。法律学の学習になじめない学生の
ために著者が実際に行った講義を、紙上で余すところなく再現。「二ボレ」Profと学生たちによる、面白くて鋭い、
白熱した議論が展開される。

税法入門〔第7版〕 (有斐閣新書)（※）
有斐閣

9784641125810

前著『最高裁回想録――学者判事の七年半』から4年。裁判とは何か、裁判実務にとっての法解釈学の意義に
ついて、さらに考察を深め、その本質を見極める。法学教室誌上での蟻川恒正教授・中川丈久教授との対談「藤
田宙靖先生と最高裁判所」を収録。

藤田宙靖著著編者名

わかりやすい対話形式による税法の入門書の決定版。はじめて税法を学ぶ人たちに最適。税法総論から所得
税・法人税・消費税・相続税・その他諸税等税法ほぼ全部を網羅。軽減税率等、最新の法令および統計資料、さ
らには平成28年の税制改正大綱にも対応した最新版。

¥10,200(＋税)

¥4,600(＋税)

¥4,700(＋税)

¥2,100(＋税)

著編者名
金子宏著,清永敬次著,

宮谷俊胤著,畠山武道著

9784641091597

法学再入門　秘密の扉―民事法篇（※）
有斐閣

電子書籍

一歩先への憲法入門（※）

裁判と法律学 「最高裁回想録」補遺

¥4,900(＋税)

¥2,200(＋税)

9784641131965

高校までの学習から一歩進み、自分の力で「考える」ことを意識した憲法の入門書。文章は平明であるが、法学
的な思考や文体にも慣れるよう配慮されている。また、学習内容を確認するチェックポイントを要所に置くなど、
知識の定着にも工夫を凝らしている。

片桐直人著,井上武史著,大林啓吾著著編者名

有斐閣

有斐閣

¥10,900(＋税) □

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

¥3,300(＋税)

『基本民法２ 債権各論』から契約編を抜き出しリニューアル。契約各則から出発し、売買を中心に契約法制のか
たちを概観する。２色刷りで重要ポイントが一目でわかるほか、章ごとにまとめのページを置き、知識の確認と定
着を図っている。債権法改正案にも対応。

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。

新基本民法5　契約編 各種契約の法（※）
有斐閣

¥4,200(＋税)

¥1,900(＋税)

著編者名 大村敦志著
9784641137424

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10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5月 商品コード □ □

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。

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 井村喜代子著,北原勇著
9784641164536

第２次世界大戦後の資本主義は、どのような変貌を遂げてきたのか。激動の戦後世界経済を、圧倒的な軍事力
と生産力・技術開発力で主導してきた米国の世界経済戦略を軸に分析し、世界的金融危機や対テロ戦争に直
面する現代資本主義の変質と展開を理論的・実証的に論じる。

著編者名
岸井大太郎著,大槻文俊著,和田健夫著,
川島富士雄著,向田直範著,稗貫俊文著

9784641220713

経済法の全体像をコンパクトかつ明快に描いたロングセラーの概説書。平成25年改正独禁法の施行（27年４月
１日）にあわせて制定された「意見聴取規則」や、改正された関係政令・規則等を織り込んだほか、判審決の最
新の動向を取り入れてアップデート。

大戦後資本主義の変質と展開 米国の世界
経済戦略のもとで

有斐閣

¥14,900(＋税)

¥4,500(＋税)

図表を駆使しながら労働法の全体像が学習できる初学者向けのわかりやすい入門書。講義用テキストとしては
もちろん独習用教材としても最適。今回、改正された派遣法の内容を刷新した。また、メンタルヘルスに関する記
述も一部追加した。より最新の法令・動向に適用した決定版。

経済法〔第8版〕 独占禁止法と競争政策 (有
斐閣アルマ)（※）

有斐閣

¥6,000(＋税)

¥2,700(＋税)

ベーシック労働法〔第6版補訂版〕 (有斐閣ア
ルマ)（※）

有斐閣

¥4,200(＋税)

¥1,900(＋税)

著編者名
浜村彰著,唐津博著,

青野覚著,奥田香子著

9784641220706

-  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。



理工学編 2016年10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 □ □

著編者名
日本生態学会編,川端善一郎編,

吉田丈人編,古賀庸憲編,鏡味麻衣子編

9784320057463

地球規模の大きな社会問題である感染症は、宿主・病原生物・環境というトライアングルと密接に結びついてい
る。そのため感染症の問題の解決のためには、それぞれの症状や病状ごとに断片的に考えるのではなく、生物
と環境との相互作用を研究するという生態学的な視点が必要不可欠である。本書では、「なぜインフルエンザは
終焉するか」などの疑問を考えるための基礎やヒントを生態学的見地から記述した。

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。

本書は、制御系の解析と設計を、基本的な考え方がわかるように図、例を多く用いて丁寧に解説したテキスト。
増補版では、本文にPID制御の説明、付録にMATLABプログラムを補充した。

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。

感染症の生態学 (シリーズ 現代の生態学
6)

共立出版 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税)

基礎制御工学 増補版 (情報・電子入門シ
リーズ 2)

共立出版 電子書籍

¥8,600(＋税) □

冊子購入確認

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林伸明著,鈴木亮一著

冊子購入確認

著編者名 森真著
9784320111530

数学と物理には切っても切れない縁があり、物理を学ぶことで数学に、数学を学ぶことで物理に、新しい視点を
得ることができる。本書は、「数学から物理を学び、物理から数学を学ぶ」をコンセプトとし、物理から生まれ、物
理のために発展してきた面もある微分方程式を数学・物理の両面から眺めていく。

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。

9784320024496

数学英和・和英辞典 増補版
共立出版 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小松勇作編,

東京理科大学数学教育研究所編

9784320111509

本辞典の初版刊行から30年以上が経過した。その間の新しい数学用語を、学部・大学院修士課程レベルを対象
に増補した。また、掲載用語の見直しを行い、現状では使われない用語は削除するなど行った。和英辞書の部
では、初版では見出し語をローマ字表記であったが、五十音かなに改めるなど、利用者の使いやすさへの配慮
を行った。

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。

自然現象から学ぶ微分方程式
共立出版 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税)

LHCの物理 ―ヒッグス粒子発見とその後の
展開―  (基本法則から読み解く物理学最前
線 7)

共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 須藤彰三監修,岡真監修,浅井祥仁著
9784320035270

本書は、素粒子の基礎原理を簡単にまとめ、素粒子の質量がもつ意味と問題を考え、その問題を解くヒッグス場
を導入する。ここで素粒子の世界の美しい原理と、波としての素粒子、質量の意味などの基礎方程式について考
える。高校や大学教養で学んだ、なんとなく古くさい堅苦しいイメージを払拭してもらうように努めている。

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。

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10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 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 2015年10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。

冊子購入確認

著編者名
轟朝幸著,金子雄一郎著,大沢昌玄著,
長谷部寛著,小沼晋著,川崎智也著

電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税)

9784339052497

土木・交通工学のための統計学 基礎と演習
（※）

コロナ社

大学や高等専門学校などで土木・交通工学を専攻する学生をおもな対象とした統計学の入門書である。統計学
の基礎的な理論や方法をていねいに説明し、土木・交通工学分野で実際に扱う問題を題材として例題や演習問
題を豊富に掲載した。

著編者名
篠田成郎著,藤田一郎著,

児島利治著,寶馨著

9784339052466

実際の流れを例として、水理学を構成する基本的な考え方を視覚的・直感的にわかりやすく説明し、全体をイ
メージしながら学べるものとした。水理学に馴染んでもらうためのコラムも多く設け、章末には充実した演習問題
を掲載した。

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。

本書は、ねじの幾何学、締結部剛性、締め付け特性、静的強度と疲労強度、熱負荷に対する挙動、固有振動特
性などを平易に解説し、材料力学と標準的なCAE手法による“壊れないねじ締結部設計”に必要な基礎知識の
提供を目的とする。

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。

事例・演習でよくわかる水理学 基本をイメー
ジして理解しよう（※）

コロナ社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税)

技術者のための  ねじの力学 ―材料力学と
数値解析で解き明かす―

コロナ社 電子書籍

¥16,500(＋税) □

冊子購入確認

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 福岡俊道著
9784339046441

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 
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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10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 □ □

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 □ □

著編者名 影山明俊著,コスミックエンジン著
9784407337297

　第1編でPhotoshopの基礎、第2編でIllustratorの基礎がそれぞれ学べ、第3編で両アプリケーションを使用した
実践的な活用が学べます。　CC 2015をベースに解説をしています。CS6での操作が異なる場合は、その都度
「CS6 memo」でCS6での説明を行っています。　概ねChapterごとに練習問題を用意していますので、実力の定
着がはかれます。

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。

中学・高校での統計の基本を確認し、医療系の事例のデータをもとにして統計を学ぶ入門書です。 ●授業で扱
う「基本編」と、やや発展的な「応用編」の2段階で学べます。●興味をひく豊富な具体的データで統計を身近にと
らえられます。●各章のはじめに、その章で学ぶキーワード・目的を明示し、その章の課題を設定してその章で
解決していく形式です。●本文には内容・例題の理解を助ける練習問題、章末にはレポート提出できる演習問題
を掲載しています。

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。

CGリテラシー Photoshop＆Illustrator
CC+CS6（※）

実教出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税)

事例でわかる統計　医療系のための統計入
門（※）

実教出版 電子書籍

¥6,100(＋税) □

冊子購入確認

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
景山三平監修,藤井良宜編,佐藤健一編,

冨田哲治編,和泉志津恵編

9784407337136

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10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 □ □

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 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7月 商品コード □ □

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 高橋浩夫著
9784621300558

社会にインパクトを与える企業不祥事がいまだに絶えないのはなぜか？グローバル化に伴う社会規範の変化に
よって新たな不祥事も起こりかねない現代社会において、企業の持続的経営に必要不可欠なもの、それが「ビジ
ネス倫理」である。本書では、我が国でビジネス倫理の企業経営への導入を推進してきた筆者が、これからの持
続的経営においてこの概念がいかに重要なのかを、具体的な事例を盛り込みながら興味深く解説する。

植物学会編の本邦初の植物「学」の事典。生理・遺伝・分類・形態から農業・歴史・社会・生活面まで植物学のあ
らゆる分野を網羅。最先端テクノロジーを含む研究手法、応用編として農業や社会との関わりにおける植物学の
重要項目も掲載。すべての項目を写真や図表を交えながら、2p／4pでわかりやすく解説します。本草学から遺伝
資源などの新しい概念まで、広く学問的な植物学の世界を知りたい方必読の書です。

戦略としてのビジネス倫理入門（※）
丸善出版

¥6,600(＋税)

¥2,000(＋税)

植物学の百科事典
丸善出版

¥66,000(＋税)

¥20,000(＋税)

著編者名
日本植物学会編,

日本育種学会編集協力

9784621300381

カミオカンデとニュートリノ
丸善出版 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木厚人監修
9784621300497

ニュートリノは、宇宙全体の構造や発展にかかわる重要な存在でありながら、相互作用が弱いため観測が難し
く、研究が困難です。日本の研究者たちは、その観測のために新しい装置を開発し、それによって、長年、その
研究で世界をリードしてきました。カミオカンデをはじめとする観測装置をどのように作り上げていったか、ニュー
トリノの謎を解明していく挑戦を、リアルタイムでかかわってきた第一線の研究者たちが紹介します。

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。

ポイントで学ぶ科学英語論文の書き方　改
訂版（※）

丸善出版 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小野義正著
9784621300541

科学論文に必要な内容を過不足なく、また英語的発想で書くことを、実例に即して解説します。科学論文執筆の
意義や、日本人が英語論文を書く上で、初心者がつまづきやすいポイントと改善点、辞書の使い方や文法的テク
ニックまでをわかりやすく解説。著者の大学での集中講義や、大学・企業研究所等での英語論文セミナー、研究
者・技術者の英語論文添削の経験を生かし、最近の事例に基づいた実践的な内容です。

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。

サイエンス・パレット　微生物　目には見えな
い支配者たち（※）

丸善出版 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 NicholasP.Money著,花田智訳
9784621300527

本書は、バクテリアやアーキア（かつては古細菌と呼ばれた分類群）、、カビ、酵母、キノコ、微細藻類、原生生
物、ウイルスにいたるまで、多くの微生物を網羅し、かつ簡潔に解説します。病原菌や発酵にかかわる微生物は
もちろん、自然環境での微生物がどのような役割を担っているのかも解説します。肉眼で見えないものを可視化
する「顕微鏡」のような役割を果たす一冊です。

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。

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。 

-  15  -

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10月号 

2016年9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 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2月 商品コード □ □

一般化線形モデル  (統計解析スタンダード)
朝倉書店 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 汪金芳著
9784254128604

標準的理論からベイズ的拡張、応用までコンパクトに解説する入門的テキスト。多様な実データのRによる詳しい
解析例を示す実践志向の書。
〔内容〕概要／線形モデル／ロジスティック回帰モデル／対数線形モデル／ベイズ的拡張／事例／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。

阿部貴行著
9784254128598

あらゆる分野の統計解析で直面する欠測データへの対処法を欠測のメカニズムも含めて基礎から解説。
〔内容〕欠測データと解析の枠組み／CC解析とAC解析／尤度に基づく統計解析／多重補完法／反復測定デー
タの統計解析／MNARの統計手法

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

朝倉書店 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税)

9784254122145

はじめての 統計データ分析  ―ベイズ的〈ポ
ストp値時代〉の統計学―（※）

朝倉書店 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 豊田秀樹著

欠測データの統計解析  (統計解析スタン
ダード)

統計学への入門の最初からベイズ流で講義する画期的な初級テキスト。有意性検定によらない統計的推測法を
高校文系程度の数学で理解。
〔内容〕データの記述／MCMCと正規分布／2群の差（独立・対応あり）／実験計画／比率とクロス表／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。

ことばの借用〔第2版〕 (日本語ライブラリー)
朝倉書店

□

¥2,600(＋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。

9784254330083

福祉・介護系学生のための解剖生理テキスト。わかりやすい図に基づく丁寧な解説で、人体の機能を理解する。
〔内容〕人体の機能／骨格系／筋系／消化器系／呼吸器系／生殖器系／内分泌系／神経系／小児のからだ
／生体の恒常性／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。

冊子購入確認

著編者名

□

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

電子書籍

外来の言語の語彙を取り入れる「借用」をキーワードに、日本語にとりいれられてきた外来語と外国語の中に外
来語として定着した日本語を分析する。異文化交流による日本語の発展と変容、日本と日本語の国際社会にお
ける位置づけを考える。

¥8,300(＋税)

著編者名 澤口彰子他著

冊子購入確認

著編者名
沖森卓也編著,阿久津智編著,

岡本佐智子著,小林孝郎著,中山惠利子著

9784254516135

人体のしくみとはたらき

¥8,600(＋税)

朝倉書店

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10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 2016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 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 2016年8月 商品コード □ □

冊子購入確認

著編者名
Ivan P. Kaminow著,Tingye Li著,
Alan E. Willner著,木村達也訳

9784274506192

今後の超々大容量・高速光ファイバ通信に関する最先端の研究開発状況がわかる
「光ファイバ通信技術」に関する世界最先端の研究開発状況をまとめた翻訳書です。原著は、第1巻目（1979年発行）以降、7、8年間隔で発行されてきたシリーズ書であり、本書はその第6
巻目にあたります。内容的には、本技術において焦点となる「部品、材料技術分野」と「システム、ネットワーク技術分野」をバランスよく取り上げ、現在、世界第一線で活躍する研究開発者
がそれぞれの得意分野を分担執筆している点が大きな特徴であり、T（テラ）ビット以降の今後の通信容量を持つ超々大容量・高速光通信時代を展望するバイブル的書籍になるもので
す。中でも、クラウド情報などの旺盛なインターネット需要により切迫している従来技術の限界を強く意識して、伝送容量を増加する空間分割多重化やモード分割多重化などの新たな着想
や提案を多面的に報告している点が大きなポイントとなっています。上下巻合計2288頁（全43章）にわたる内容は、当分の間、本技術分野をリードし、世界における開発の指針となるもの
と思われます。研究開発の手助けとなる参考論文も多数収録され、さらに略語集や索引も充実している点も読者の理解を助けます。

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。

絵ときで学ぶディジタル回路の基礎と演習
本書は、工高や高専で学ぶ「情報技術基礎」、「電子技術」、「ハードウェア技術」などの教科書に準拠したディジタル回路の入門書です。本格的なディジタル時代に対応するため、初心者
がディジタル回路の基礎を十分に理解できるように、理論の詳細な記述は避け、大切な事柄の本質をわかりやすく説明するように心がけて執筆されています。第1版は、初版発行以来14
年以上にわたって増刷を続け、多くの読者に受け入れられてきました。今回の改訂では、(1)近年高性能化したCMOS型のディジタルICについての解説を充実させるなど、古くなった技術に
ついての記述を削除・修正した、(2)各章末すべてに演習問題を新設し、読者にとって、より効果的な学習をしやすくした、(3)判型をA5からB5変形判に変更することで大きな誌面とし、本文
文字も大きくし読みやすくした、(4)より理解しやすくなるように全体を推敲し、よりわかりやすくなるようにイラストなどを書き換えた、などを特徴としています。

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。

□

¥40,000(＋税) 冊子購入確認

プログラミング Elixir
オーム社

¥2,500(＋税)

著者の人気講座で練り込まれた「業務ですぐに使えるExcelの操作と統計学」を、７日間の独学で習得できる！
ビジネスマンであれば誰しも職場において多くのグラフやデータを目にしていますが、さてそれでは「これは何に役立つのか？」「これに基づいて次に何を行えばよいのか？」という疑問を
持ったことがあるのではないでしょうか。いくらデータが詳細で、分析が緻密であっても、統計学の知識がないと、それらを活かすことができないのです。また、巷にはデータを分析するため
のツールが数多くありますが、統計学の基礎に関する理解があやふやなままこれらにより分析を実行すると、間違った答えがもっともらしく出てしまうため、かえって危険です。本書は、
データマイニングや統計解析の講演・オンライン講座の講師を数多く務めた著者が、講座の内容を練り込み、統計学の中でも特にビジネスに活用するために必要な知識・手法を厳選し「1
週間」で無理なく独学できるようにまとめたものです。さらに、効率良く学習し、また「身に付ついたつもり」の状態に陥らないように、最も普及しているビジネスツールであるExcelを用い、実
際に手を動かしながら進めていくよう構成しています。「とりあえず操作ができる」レベルの読者でも理解できるように、Excel操作・関数等の解説も並行して行うので、Excelに自信がない方
でも問題ありません。

電験二種攻略　一次重要事項と二次論説
オーム社

著編者名 菅原秀雄著
9784274505935

一次を深く学べば二次論説はクリアできる！
本書は、電験二種一次試験および二次試験の論説対策書です。電験二種の二次試験は難関であり、計算問題以外の論説問題もレベルが高く、答案作成にはそのテーマへの深い理解
力が求められます。一方、一次試験は穴埋め問題が中心でかつ択一式ではありますが、内容的には相当に難易度の高いものであり、これをそのまま二次試験の論説問題の答案としても
妥当な内容が多く見受けられます。本書の第一部では、第二部の二次試験（論説）を見据えながら、一次試験の過去問題の必須用語をジャンルごとに整理し、解説しています。そして第
二部では、二次試験（論説）の過去問題を分析し、実践形式で合格答案の作成方法について解説しています。一次試験で確かな知識を習得し、かつ二次試験の論説対策を兼ねた学習を
することで、電験二種試験対策を効率よく学ぶことができます。なお、電験二種の計算問題については姉妹書『電験二種　計算の攻略』に詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

7日間集中講義！Excel統計学入門 データ
を見ただけで分析できるようになるために

オーム社

電子書籍

著編者名 DaveThomas著,笹田耕一訳,鳥井雪訳

プログラミング言語Elixirを学ぶ！
Elixir（エリクサー）は、並行処理を得意とするプログラミング言語ErlangのVM（エンジン部分）を基盤とし、Erlangよりもなじみやすい文法を採
用したプログラミング言語です。本書は、世界的なRubyプログラマであるDave Thomas氏が書いた、プログラミング言語Elixirの本格的解説
書、“Programming Elixir 1.2” (Pragmatic Bookshelf, 2016) の日本語訳です。通常のプログラミングから、並行処理、さらなる応用へと順を
追って進む構成になっています。本書を読むことで、Elixirらしいプログラミングを学ぶことができます。

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。

□

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

¥7,700(＋税)

電子書籍

米谷学著
9784274218880

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。

9784274219153

¥6,900(＋税) □

著編者名

冊子購入確認

電子書籍

¥10,500(＋税) □

¥3,800(＋税) 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。

絵とき ディジタル回路入門早わかり（改訂2
版）

光ファイバ通信（第6版）
オーム社 電子書籍

¥110,000(＋税)

著編者名 岩本洋著,堀桂太郎著
9784274506000

オーム社 電子書籍

¥6,400(＋税) □

¥2,300(＋税)

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 

-  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10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 □ □

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。

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)

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。 

-  18  -

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。
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医学編 2016年10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 2016年9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9月 商品コード □ □

内視鏡検査室やカテーテル検査室から歯科や小児の検査にいたるまで、あらゆる場面で必要な鎮静・鎮痛の基
本が身につく！臨床の現場でよくある悩みや知りたいことをQ&A形式でズバリ解説、実践で役立つ入門書！

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。

あらゆる場面で使える　鎮静・鎮痛Q&A96
羊土社

¥14,900(＋税)

¥4,500(＋税)

著編者名 安宅一晃編
9784758111171

薬剤師のための薬物療法に活かす検査値
の読み方教えます！ 検査値から病態を読
み解き、実践で活かすためのアプローチ

羊土社 電子書籍

著編者名 野口善令編

検査値の異常をみたときの考え方を、病態、患者背景、処方薬の影響をふまえて解説。症例をもとにした解説
で、処方提案に向けた具体的なアプローチがわかる！検査値異常をきたしやすい薬剤や鑑別疾患など、基礎知
識も充実！

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。

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

9784758109338

排尿障害で患者さんが困っていませんか？
泌尿器科医が教える「尿が頻回・尿が出な
い」の正しい診方と、排尿管理のコツ

羊土社 電子書籍

¥12,300(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 影山慎二著
9784758117944

「じつはおしっこが…」、不意に出会う「尿の悩み」。患者に相談されたら、どこまで診ていますか？基本的な診察
法、注意すべき鑑別診断や薬の使い分けなど、実践的に解説したプライマリ・ケア医のための入門書！

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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医学編 2016年10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 2016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 2016年9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9月 商品コード □ □

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 萬年甫著
9784521744292

脳解剖学者として名高い著者が、1955～1957年の仏留学中に体験した出来事・交友録などを克明に記した日
記。「戦後10年」という復興途上の時期にヨーロッパに渡った青年が、脳解剖学を学ぶ者として、医師として、また
日本人として、何を見て何を感じたかが生き生きとした筆致で綴られる。巻末には愛弟子の岩田誠(女子医大名
誉教授)による「萬年甫 小伝」のほか、著者をよく知る18名のエッセイを掲載。

著編者名 堀井新編,浦野正美編
9784521744322

35におよぶ耳鼻咽喉科疾患の主訴を網羅し、耳鼻咽喉科外来を訪れる患者に潜む危険なサイン、診療上見落
としてはならないポイントを詳述した。主訴から想定できる疾患とその鑑別診断、診断の進め方を、フローチャー
トも用いてわかりやすく解説。特に見逃しやすい疾患については具体的な症例を挙げ、その診断のポイントを掲
載。すべての耳鼻咽喉科医が診断学に精通するための一冊。

滞欧日記　1955～1957
中山書店

¥12,100(＋税)

¥5,000(＋税)

見逃してはいけない耳・鼻・のどの危険なサ
イン

中山書店

¥16,500(＋税)

¥6,800(＋税)

著編者名

生活障害として診る発達障害臨床
中山書店 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

田中康雄著
9784521744285

発達障害診療の第一人者である田中康雄先生の33年間の臨床実践と、そこから得た知と技と哲学を余すところ
なく開陳した１冊。 発達障害を生活障害としてとらえ、生きづらさを抱える当時者に寄り添い、その理解と支援の
実際を、豊富な事例を提示しつつ年代別に詳述。家族、学校関係者への対応や支援、多職種との連携の方法に
ついても、具体例をあげて指南。診察室の臨場感溢れる珠玉の１冊。

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。

癌診療指針のための病理診断プラクティス
腎・尿路／男性生殖器腫瘍

中山書店 電子書籍

¥48,400(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 専門編集：都築豊徳,総編集：青笹克之
9784521742694

泌尿器科腫瘍の対象臓器は腎、尿路系、前立腺で、疾患単位、診断方法、予後因子および治療方法などが大き
く異なる。本書は対象疾患を日常遭遇する疾患のみに絞り、病理像や図を多用することにより、臨床に直結する
病理診断の助けとなるよう編集されている。画像診断、生検手技、標本作製方法にも言及し、病理診断上の重
要項目やその限界も理解できる1冊である。

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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 学生サービスの向上 
インターネット経由でサービスを提供できるため、忙しい学生の時間・場所を 

拘束することなく、本の貸出が行えます。 

 読書活動支援 
これまでの紙の資料ではできなかった書籍への書き込み（アノテーション）で 

深い読書活動を支援します。 

 省スペース化 
紙の書籍に比べて図書コーナーのスペースを取りやすくなるため、来館者に 

ゆとりある空間を提供できます。 

 所蔵資料の保護 
貴重資料の劣化防止や、貸出頻度の高い書籍を保護します。 

書籍・資料の電子化で、利用者の学びを支援。大学図書館は、次世代の「知の宝庫」へー。 

サービスイメージ 
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● 1点からの買い切り型（初期導⼊費は不要）の電⼦書籍をご提供致します。

● タイトル毎に、同時アクセス数(１または３)により価格設定をしております。

● 新刊ハイブリッドモデル（冊⼦と電⼦書籍セット）で、年間を通じて継続的にご提供致します。

● IPアドレスによる認証が⾏えます。

● 全⽂検索等の便利な機能や、印刷、ダウンロードが⾏えます。

● 外出先・出張先などで使えるリモート・アクセス機能や、学認（学術認証フェデレーション）との連携が

⾏えます。

● ディスカバリーサービスと連携が⾏えます。

● 図書館のOPACからのリンクが⾏えます。(MARCは無償提供)

学術・研究機関のための国内最大級の電⼦書籍プラットフォーム
研究・学修でのご利⽤に便利な検索・閲覧機能が充実

Maruzen eBook Library
学術機関向け和書の電子書籍プラットフォーム



電⼦書籍の便利な機能で、研究・学修をサポート致します。
❒ キーワード検索

❒メールでの情報共有 ❒本⽂のダウンロード

❒⾒開き/単ページ表⽰切替

1回の閲覧につき60頁
までダウンロードが可能。
（著作権保護のため）

閲覧している書籍の書名と書籍詳細
ページへのURLメール送信が可能。

ハイライト表示をクリックすると、該当ページにジャンプ。

単ページ表示、⾒開き表示の切り替えが容易に。

Maruzen eBook Library
学術機関向け和書の電子書籍プラットフォーム

丸善株式会社 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）



■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87-4　東戸塚N&Fビル1 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

　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 〒862-0975 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


