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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 2017年1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 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4月 商品コード □ □

近世の朝廷財政と江戸幕府
東京大学出版会 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤雄介著
9784130262422

天皇・朝廷に財政基盤の保証や支援をしつづけていた江戸幕府。限られた朝廷財政関係の史料を駆使して実
態を解明する。幕府の財政状況にも影響されつつも一定水準の支援によって築かれていた朝幕関係を明らかに
するとともに、支援が増大し激動の幕末へと向かう時代の画期を描く。

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。

「家族する」男性たち おとなの発達とジェン
ダー規範からの脱却

東京大学出版会 電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大野祥子著
9784130111430

男性のジェンダー規範に縛られた生き方は変わっていないのか？　生き方を変えた男性たちにはどのような共
通項があるのか？　男性（おとな）の発達という側面から、「男は仕事」という性役割規範から脱して、主体的に家
庭に関与し、家族と応答的にケアし合うようになった男性たちの生き方に迫る。

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。

超大国･中国のゆくえ３ 共産党とガバナンス
東京大学出版会 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菱田雅晴著,鈴木隆著
9784130342933

経済が失速してもなお、中国共産党の支配は持続可能なのか。少子高齢化、都市化、情報化、権利意識の高ま
りといった新たな状況に対し、習近平政権の改革は功を奏するのか。ガバナンスをキーワードに、アクターと制
度・政策の連関のなかで中国政治を読み解く。

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。

英米民事訴訟法
東京大学出版会 電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 溜箭将之著
9784130361484

イギリスとアメリカの民事手続を分かりやすく解説した概説書。民事訴訟を規律する規則について概観したうえ
で、訴訟開始・裁判管轄からトライアル・上訴まで、主要場面を訴訟の流れにあわせ丁寧に説き明かす。イギリス
とアメリカ両法の全体像を描くとともに、比較のなかから共通点と相違点を浮き彫りにした、英米法／民事訴訟法
の必携書。

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。

犯罪被害者の司法参加と量刑
東京大学出版会 電子書籍

¥14,600(＋税) □

¥8,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐伯昌彦著
9784130361491

被害者の司法プロセスへの参加は、裁判で下される判決に影響を及ぼすのか、あるいは及ぼさないのか。本書
は、法社会学および心理学の知見をふまえ、被害者にかかわるどのような要素が量刑判断を左右するのか、実
証的に分析する。従来の研究に見直しを迫る「法と心理学」の到達点。

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。 

-  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 2017年1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 □ □

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6月 商品コード □ □

全国政治の始動 帝国議会開設後の明治国
家

東京大学出版会 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 前田亮介著
9784130262439

帝国議会の開設により誕生した全国規模の利益調整をおこなう政治システムを「全国政治」として、国民国家形
成を描きだす。議会が、地方単位から国家を単位とした議論がおこなわれる場となり、全国共通の新たな基準が
創成されるとともに、藩閥が退潮し、政党が伸長する力学を精査に分析する。

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。

イノベーション・マネジメント プロセス・組織
の構造化から考える

東京大学出版会 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野城智也著
9784130421430

なぜ、日本では思うようにイノベーションが進まないのか？　その疑問に答え、日本変革へ一石を投じる書。現代
イノベーションがもつダイナミズムの構造を、プロセスと組織の「設計図」から読み取っていくことによって、いつで
も、どこでも、だれでもがイノベーションに関与していく「国民皆革」の途を探っていく。東京大学技術経営戦略学
専攻の講義をベースに書籍化。

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。

数学の現在ｉ
東京大学出版会 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 斎藤毅編,河東泰之編,小林俊行編
9784130653114

微積分や線形代数の先には、どのような世界がくりひろげられているのだろう。東大数理の執筆陣が、いま数学
ではどのようなおもしろい研究がおこなわれているのかを、初学者に向けて生き生きと解説。あなたも臨場感あ
ふれる講義に参加してみませんか。【数学の現在・全3巻／ｉ／π／e】

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。

数学の現在π
東京大学出版会 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 斎藤毅編,河東泰之編,小林俊行編
9784130653121

微積分や線形代数の先には、どのような世界がくりひろげられているのだろう。東大数理の執筆陣が、いま数学
ではどのようなおもしろい研究がおこなわれているのかを、初学者に向けて生き生きと解説。あなたも臨場感あ
ふれる講義に参加してみませんか。【数学の現在・全3巻／ｉ／π／ｅ】

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。

数学の現在ｅ
東京大学出版会 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 斎藤毅編,河東泰之編,小林俊行編
9784130653138

微積分や線形代数の先には、どのような世界がくりひろげられているのだろう。東大数理の執筆陣が、いま数学
ではどのようなおもしろい研究がおこなわれているのかを、初学者に向けて生き生きと解説。あなたも臨場感あ
ふれる講義に参加してみませんか。【数学の現在・全3巻／ｉ／π／ｅ】

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。

饗宴　訳と詳解
東京大学出版会 電子書籍

¥10,800(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 プラトン著,山本巍訳・解説
9784130101295

ソクラテスを中心に七人がエロスへの賛美を競った物語――この作品だけが、特定個人との対話でないのはな
ぜか。過去の語りが二重化されているのはどうしてか。そこに書かれなかった未知を読み解く。ギリシア語のテク
ストに徹底的に分け入り、正確な訳と詳細な註で、古典の新たな魅力を甦らせる一冊。

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。

-  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 2017年1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 □ □

インターネット・バイ・デザイン 21世紀のス
マートな社会・産業インフラの創造へ

東京大学出版会 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 江崎浩著
9784130634564

IoT、クラウド、ビッグデータ、ディープラーニングから、それらを活用した生産・交通・電力エネルギーなどのシス
テムまで――つねに進化を続けるインターネットのアーキテクチャを解き明かし、その本質を組み込んだ新しいイ
ンフラ基盤の設計を提唱する。世界的に著名なIPv6専門家による講義。

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。

超大国･中国のゆくえ５　勃興する「民」
東京大学出版会 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 新保敦子著,阿古智子著
9784130342957

急速な経済成長の陰でさまざまな矛盾を抱え、引き裂かれる中国社会。社会の断裂はどのように乗り越えられ
るのか。格差の構造や揺れ動く言論空間、そのなかで苦闘する人々の姿に迫ることを通じて、社会変革を阻む
要因を抉り出し、中国社会のゆくえを考える。

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。

生存時間解析　応用編　SASによる生物統
計

東京大学出版会 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大橋靖雄著,浜田知久馬著,魚住龍史著
9784130623179

生存時間解析の方法論は急速な進歩をとげ、現場におけるSASの重要性も増している。本書は、実務家が実際
の臨床試験で活用できるよう、その最新機能と統計手法について具体例やプログラムをまじえ、詳細に解説す
る。SASの最新バージョンに対応した待望の応用編。

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。

精神医学の哲学１　精神医学の科学と哲学
東京大学出版会 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石原孝二編,信原幸弘編,糸川昌成編
9784130141819

精神障害の分類と診断が難しいなか、哲学や精神医学は精神障害とどのように向き合うのか。思考吹入や妄想
についての哲学的考察に加え、現象学的精神病理学や精神分析の現状、そして現代の精神医学のさまざまな
アプローチの到達点を総観する。

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。

日本人の情報行動２０１５
東京大学出版会 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 橋元良明編
9784130501903

日本人のメディア利用行動やコミュニケーション行動について、厳密な社会統計学的な方法論に基づいた調査
により、メディア環境の大変動を詳細な数値として明快に示す。2015年版では、新たにLINE、facebook、twitter等
のソーシャルメディアや動画サイトの利用実態の貴重な統計を多数収録。

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。

科学的助言 21世紀の科学技術と政策形成
東京大学出版会 電子書籍

¥5,800(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
有本建男著,佐藤靖著,

松尾敬子著,吉川弘之特別寄稿

9784130603164

近年、ますます多くの政策分野で科学的根拠に基づく助言が不可欠になり、関連の議論が世界的に進んでい
る。食品安全、医薬品審査、地震予知、地球温暖化などの事例を紹介しつつ、科学と政治・行政のよりよい協働
に向け、科学的助言の課題と今後の展望を示す。

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。
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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 2017年1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 □ □

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 □ □

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 □ □

戦後民主主義をどう生きるか
東京大学出版会 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三谷太一郎著
9784130033398

「戦後民主主義」とは何か。戦後70年を経てあらためて「戦後」の意味を問い、現代史の深みから日本の民主主
義における個人の生き方について考える。好評既刊『学問は現実にいかに関わるか』、『人は時代といかに向き
合うか』の姉妹編。

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。

キャンパスの国際化と留学生相談 多様性
に対応した学生支援サービスの構築

東京大学出版会 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大西晶子著
9784130111447

政策と連動して進められてきた留学生受け入れの実態と、支援体制の歩みをふまえた上での、留学生相談の現
場からの提言。アンケート調査から実践事例、インタビュー研究まで、様々な次元・側面から得られたデータを統
合して、「日本の」大学に求められる支援のあり方を探る。

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。

精神医学の哲学２　精神医学の歴史と人類
学

東京大学出版会 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木晃仁編,北中淳子編
9784130141826

精神疾患が注目される近現代、精神医学と社会の関係は変わりつづけている。第1部では、表象、専門職、宗
教、メディアという観点から精神医学の歴史を問いなおす。第2部では、人類学の視点から精神医学の実践を捉
えなおす。

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。

会社法
東京大学出版会 電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中亘著
9784130323727

初学者向けの基礎事項から実務家向けの最新トピックまで、会社法のすべてを解き明かした概説書。基本原則
や制度趣旨など初歩から分かりやすく解説するとともに、実務上の運用や争点など実践的な知識も数多く提示
する。丁寧な判例紹介と具体的なケーススタディ、重要論点を掘り下げたコラムなど理解を促す工夫を凝らし、こ
の一冊で完全マスターへと導く。

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。

金融経済学
東京大学出版会 電子書籍

¥10,400(＋税) □

¥6,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清水克俊著
9784130402781

現実経済が急速に複雑化するなかで進展著しい金融経済学。扱う領域もコーポレート・ファイナンス、アセット・プ
ライシング、バンキング、デリバティブ、金融政策と非常に広範囲に及ぶ。本書は、この一冊だけでその領域が拡
大し、高度化する金融経済学の全体を着実に学べるテキスト。練習問題も充実。

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。

日本の動物法　第２版
東京大学出版会 電子書籍

¥5,700(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青木人志著
9784130633468

動物法の決定版！　動物愛護管理法の最新の改正をふまえて改訂。BSEや鳥インフルエンザに係る家畜伝染
病予防法、外来種に係る外来生物法の改正にも対応。さらに「動物の権利」について、法学の視点からの検証を
試みる。

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。
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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 2017年1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 □ □

みすず書房 電子書籍
ミクロストリアと世界史 歴史家の仕事につい
て

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。

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 カルロ・ギンズブルグ著,上村忠男編訳
9784622085454

長年にわたり世界の歴史学を牽引してきた著者の現在を伝える日本語版オリジナル編集の7篇。さまざまな観点
から「歴史とは何か」を考える書でもある。

明治知識人としての内村鑑三 その批判精
神と普遍主義の展開

みすず書房 電子書籍

¥22,500(＋税) □

¥7,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柴田真希都著
9784622085331

「愛国心」について、社会改革の理想、そして非戦論…人類普遍の倫理的価値に支えられた世界を志向し、批判
的活動を展開した明治の知識人、内村鑑三への、精密かつユニークなアプローチ。

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。 

-  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 2017年1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11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 黒沼悦郎著
9784641136939

金融商品取引法は、企業の資金調達と国民の資産形成・運用に資するため、資本市場を規制する法である。各
制度の趣旨・機能を丁寧に論じるとともに、実務の変遷や最先端の議論に言及。現行制度の問題点の指摘や次
代への提案も行う。

福祉行政の基礎 (地方自治・実務入門シ
リーズ)（※）

有斐閣

9784641227170

信頼の情報公開法解説書が最新版に。行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法をはじめとする関係
法令の最新の改正内容に対応し、裁判例を加筆した。情報公開条例や海外の動向も紹介する。学習・実務に必
携の決定版。

宇賀克也著著編者名

分権時代の地方自治実務のバックボーンとなるような基礎知識を提供する書籍シリーズの第一弾。本書では、
社会福祉行政に焦点をしぼり、主要な福祉関連法や行政手法を紹介するとともに、行政学的な視点も交えつ
つ、多岐にわたる「福祉行政」を簡明に示す。

¥17,600(＋税)

¥8,000(＋税)

¥4,700(＋税)

¥2,100(＋税)

著編者名
山口道昭著,北村喜宣編,
山口道昭編,出石稔編

9784641227095

金融商品取引法（※）
有斐閣

電子書籍

数理法務のすすめ（※）

新・情報公開法の逐条解説〔第7版〕 行政機
関情報公開法・独立行政法人等情報公開
法

¥8,400(＋税)

¥3,800(＋税)

9784641125889

「法の行動分析」「法の統計分析」「法の財務分析」の実務上有用性が高いテーマについて、数学的議論を厳密
に行いつつも、具体的な事例を用いて解説することで読みやすさ、わかりやすさとの両立を実現。数理法務の実
践力が身につき、法律家としての技量を高める1冊。

草野耕一著著編者名

有斐閣

有斐閣

¥9,300(＋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

¥2,800(＋税)

労働立法の展開と労働関係の特質を踏まえた労働法体系書。最先端の学説状況と裁判例の的確な分析に基
づき安定した解釈論を提示するとともに、今後の労働法政策をも展望。立法・判例の展開のめざましい非典型雇
用の章については、比較法研究も踏まえて大幅改訂。

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。

労働法〔第3版〕（※）
有斐閣

¥12,400(＋税)

¥5,600(＋税)

著編者名 荒木尚志著
9784641144880

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。



人文社会編 2017年1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 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。

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 赤林英夫編著,直井道生編著,敷島千鶴編著
9784641164734

いま、所得格差の拡大や子どもの貧困、教育機会の不平等を通じた世代間の格差の固定化への懸念が広がっ
ている。子どもの「学び」や「こころ」に影響を与えているものは何か？　追跡調査から得た豊富なデータを駆使し
て、その実態解明に挑む。

著編者名 阿部正浩編著
9784641164727

さまざまな対策が実施されているにもかかわらず、少子化が止まらない日本社会。政府や企業、地方自治体に
よって行われてきた少子化対策について、主に経済学の視点からその有効性と問題点を検証し、持続的社会を
実現するために必要な施策を提示する。

学力・心理・家庭環境の経済分析 全国小中
学生の追跡調査から見えてきたもの

有斐閣

¥10,300(＋税)

¥3,100(＋税)

理論とともに経済統計もしっかり学べる好評テキストの最新版。学習をより進めやすいように章立てを変更し、新
しいトピックスを数多く追加。以下のNLAS マクロ経済学 databaseでは、書籍に用いた図表のデータの最新版を
随時掲載。学生のみならず、社会人にもお薦めの１冊。

少子化は止められるか？ 政策課題と今後
のあり方

有斐閣

¥6,600(＋税)

¥2,000(＋税)

マクロ経済学〔新版〕 (New Liberal Arts
Selection)（※）

有斐閣

¥9,300(＋税)

¥4,200(＋税)

著編者名
齊藤誠著,岩本康志著,

太田聰一著,柴田章久著

9784641053847

コミュニティー・キャピタル 中国・温州企業家
ネットワークの繁栄と限界

有斐閣 電子書籍

¥22,500(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西口敏宏著,辻田素子著
9784641164826

貧しく、学歴がなく、語学が堪能でなく、外国人である等、決して恵まれているとはいえない１人１人でありなが
ら、温州人が繁栄を築くことができたのはなぜか？　最新の社会ネットワーク理論と緻密な調査研究により、その
社会的つながり構造と力学を明らかにする力作。

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。

子どもへの司法面接 考え方・進め方とト
レーニング

有斐閣 電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 仲真紀子編著
9784641174139

司法現場で注目されている子どもの司法面接について、これまでに蓄積されてきた実証的知見に基づきつつ、
その概要を平易に解説する。また、実際の進め方の例を豊富に掲載した。子どもから適切に聞き取りを行うため
の必要な知識と技法を、１冊で学ぶ。付録や資料も充実。

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。
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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 2017年1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11月 商品コード □ □

平安初期の王権と文化
吉川弘文館 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 笹山晴生著
9784642046329

律令制の支配が揺らぐ８～９世紀、武力組織の再編と天皇権力の強化が急務となった。伝統的な国家機構であ
る兵衛、新たに組織された検非違使など、警察機構と王権の不可分な関係を追究する。文化的活動の持つ政治
性にも着目し、『続日本紀』などの国史編纂や、宇多天皇・藤原良房の独自性を照射。摂関・院政期を視野に収
め、古代天皇制の特質に迫る。

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。

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

□

著編者名 河合正治著
9784642067201

政治に意欲を示すものの、近親や有力守護を抑えられず応仁の乱を招いた足利義政。一方で銀閣に見られる
書院造や作庭、室礼など、現代につながる芸能・文化の支援者でもあった。時代の転換点に翻弄された生涯を
描く。

¥2,200(＋税)

9784642068147

足利義政と東山文化 (読みなおす日本史)
吉川弘文館

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

吉川弘文館 電子書籍
平安京はいらなかった 古代の夢を喰らう中
世 (歴史文化ライブラリー 438)

紀州藩主 徳川吉宗 明君伝説・宝永地震・
隠密御用 (歴史文化ライブラリー 439)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名 藤本清二郎著
9784642058391

享保の改革を推進した徳川幕府８代将軍として知られる吉宗。誕生より青年にいたる人格形成期をはじめ、紀州
藩主時代の農政や人材登用の実態、宝永大地震からの復興、情報収集体制の確立など諸政策を明らかにし、
将軍としての施政に与えた影響を探る。従来の明君伝説から解き放ち、ありのままの人物像に迫り、若き日の将
軍前史を描く初めての書。

著編者名 桃崎有一郎著

¥6,000(＋税)

¥1,800(＋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。

□

冊子購入確認

9784642058384

平安京は本当に必要だったのか―。朝廷の壮大な理念が優先され、住む側にとっては不便きわまりなかった都
市。儀礼を演じる劇場として巨大化した“理想の都”は、ついに天皇でさえも空間を持てあまし、やがて縮小をくり
返しながら中世京都へと脱皮していく。「使いにくさ」に目を向け平安京を捉え直した、“千年の都”の本質に迫る
刺激的な一冊。

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。

日清・日露戦争と帝国日本 (日本近代の歴
史 3)

吉川弘文館

¥9,300(＋税)

日清戦争を経て植民地支配がはじまった１９世紀末。軍拡優先の財政運営のもと、帝国化はどのように進められ
たのか。藩閥と政党の対立と協調、地方が牽引した企業勃興、日清戦争から日露戦争へ。帝国化の起点に迫
る。

¥2,800(＋税)

著編者名 飯塚一幸著

電子書籍

¥7,300(＋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。 
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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 2017年1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11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。

¥11,000(＋税)

著編者名 藤本誠著
9784642046343

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。

日本古代の郡司と天皇
吉川弘文館

¥26,400(＋税)

¥9,000(＋税)

著編者名 磐下徹著
9784642046336

白木沢旭児著
9784642038614

日本の古代国家は、地方豪族たちを郡司として編成することで中央集権的な地方支配を目指した。孝徳朝大化
年間に確立された郡司と天皇の関係や、９世紀にいたるまでの任用関連法令の変遷、その地位を持ち回り的に
継承した郡司層の動向などを分析。これらの成立・展開過程や内実を考察し、郡司・郡司制度という切り口から
古代国家像を検証する。

『日本霊異記』『東大寺諷誦文稿』の史料論的考察を基礎とし、中国史料からの影響を踏まえたうえで、地方の
「寺」や「堂」と称される仏教施設での説法の様子や階層性を分析。国家仏教を担っていた僧が在地に関与する
一方、在地の支配者層は積極的に支配手段として仏教を受容していたことを明らかにし、日本古代の在地社会
における仏教の特質に迫る。

古代国家仏教と在地社会 日本霊異記と東
大寺諷誦文稿の研究

吉川弘文館

¥31,900(＋税)

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 有山輝雄著
9784642038607

朝鮮半島への侵出をはかる日本は、それに先立ち情報通信の掌握を構想したが、自力で電信線を敷設する力
をもたなかった。デンマーク大北電信の利害、朝鮮の抵抗、清国・ロシアとの力関係が絡み合う中で、日本は西
欧依存から脱却し、自立的な通信支配をめざす。日本の東北アジア通信覇権形成に至るまでの外交の過程をた
どる、日朝関係の情報通信史。

盧溝橋事件に始まり、８年に及んだ日中戦争の目的はいかなるものだったのか。貿易立国路線から生産重視へ
の転換過程に着目。さらに、華北の工業・農業政策の検討から中国占領地における経済開発〈長期建設・経済
建設〉の実態を明らかにし、戦争の長期化、総力戦の特質を検証する。日中戦争の重要な側面である大陸経済
建設の実態に迫る注目の１冊。

情報覇権と帝国日本Ⅲ 東アジア電信網と
朝鮮通信支配

吉川弘文館

¥14,300(＋税)

¥4,500(＋税)

日中戦争と大陸経済建設
吉川弘文館

¥24,800(＋税)

¥8,500(＋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。



人文社会編 2017年1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10月 商品コード □ □

日本の比較優位――国際貿易の変遷と源
泉

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清田耕造
9784766423747

わが国は国際貿易において、どこに比較優位があるのか。これまでの「お家芸」だった熟練労働集約財の生産と
輸出の比較優位はこれからも維持し続けられるのか。ここ数十年の日本の傾向を分析する上で、伝統的なHO
（ヘクシャー＝オリーン）モデルが今なお有効であることを示し、要素コンテンツ・アプローチ、クロス・インダスト
リー分析、マルチ・コーン・モデルなどからこの国の現状と将来像を焙り出す、画期的研究の集大成！

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 中西恭子著
9784766423822

▼ユリアヌスはなぜキリスト教に背いたのか？やんごとなき生まれの文人が政治に出遭う時、本人さえも予想も
しなかったディストピアが開かれてゆく――。「背教者」として知られる古代ローマの哲人皇帝ユリアヌスの信仰
世界を、精緻な史料分析によって明らかにする意欲作。

ユリアヌスの信仰世界
慶應義塾大学出版会

¥23,100(＋税)

¥7,500(＋税)

¥20,100(＋税)

¥6,500(＋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。

▼刑法理論の根幹にかかわる問題に真正面から挑む未遂犯の処罰根拠論および実行の着手論に関する日本・
ドイツの議論を比較して、我が国解釈論の深化を試みる。未遂犯の主たる処罰根拠を行為の規範違反性に求め
つつ、客観的危険性の観点からその処罰範囲を制約する方向での理論構成を探る、気鋭かつ精緻な理論研
究！

佐藤拓磨 
9784766423792

新たな魚類大系統――遺伝子で解き明か
す魚類３万種の由来と現在

慶應義塾大学出版会

¥7,500(＋税)

¥2,400(＋税)

著編者名
斎藤成也監修,塚谷裕一監修,

高橋淑子監修,宮正樹著

9784766422986

ミトコンドリアゲノム全長配列の高速決定法開発に成功――無謀にもみえた挑戦だったが、著者は数々の困難
を乗り越え、魚類3万種の大系統の概要を世界に先駆けて発表。さらには「深海魚の3つの科が1つに」「ウナギ
の祖先は深海魚」「生きている化石ムカシウナギの発見」「（マグロを含む）新分類群ペラジアの発見」など、国内
外で大きな反響を呼んだ研究成果を次々に発表した。文字どおり魚類学の教科書を書き換えた15年間のストー
リー。

冊子購入確認

□

▼歿後50年。「勇気ある自由人」小泉信三の言葉を再び。今上陛下の御教育係、戦時の慶應義塾長であった小
泉の、日本のモラル・バックボーンとなる数多のエッセイを厳選。「当代の文章家」による東京オリンピック、皇太
子殿下（今上天皇）に関わる現代史の証言として価値の高いエッセイ六十余編。

慶應義塾大学出版会 電子書籍

未遂犯と実行の着手

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。

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

¥8,700(＋税)善を行うに勇なれ
慶應義塾大学出版会

著編者名 小泉信三著
9784766423839

¥2,800(＋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。 
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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 2017年1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10月 商品コード □ □

¥5,200(＋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

□

冊子購入確認

慶應義塾大学出版会

民法の体系［第6版］ ¥16,100(＋税)

1冊で民法を体系的に理解する。司法試験に最適なテキスト。より読みやすくなった最新第6版！
▼民法改正（債権法改正）案に完全対応。▼現行民法の内容はもちろん、いちはやく民法改正案の内容が理解
できる最新版。▼見出し項目を充実させ、理解すべき内容が一目で分かる。より読みやすくなった最新第6版。▼
司法試験に必要となる民法全領域の知識・主要学説・主要判例をこの1冊でカバーする。ロースクール生必携の
基本書。

著編者名 松尾弘著
9784766422771
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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 2017年1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10月 商品コード □ □

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。

勁草書房 電子書籍
パラダイム論を超えて 科学技術進化論の
構築

電子書籍

□

□

著編者名 若松良樹著

冊子購入確認

「正しい政策」がないならどうすべきか 政策
のための哲学

勁草書房

¥10,500(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名 ジョナサン・ウルフ著,大澤津訳,原田健二朗訳
9784326154401

伝統的な哲学は、正義の理論や共通善の説明を作り上げ、それが多くの政策課題についてもつ含意を示すとい
うやり方で、政策の問いを考えてきた。しかし本書は、現実世界で直面する政策課題から出発し、哲学だけでな
く、歴史学、社会学、科学的証拠を使い、なぜいまそれが問題になっているのかを解明し理解することを目指す。

開発途上国における森林保全 経済学と空
間情報科学を融合した学際的研究

勁草書房

¥15,400(＋税)

自由放任主義の乗り越え方 自由と合理性
を問い直す

勁草書房

¥9,600(＋税)

¥3,000(＋税)

9784326154418

自分の利益は自分が一番よくわかっているはず？　しかし、最近のカーネマンらの行動経済学は、それが間違
いだということを示している。では政府の介入を勧めるリバタリアン・パターナリズムが正しいのか？　しかしこの
パターナリズムもまた、誤った合理性を前提にしているのだ。新たな道を開くため、「合理性の観念」を転換させよ
う。

著編者名 高橋遼著
9784326504329

¥4,800(＋税)

¥11,000(＋税)

¥3,400(＋税)

著編者名 中山康雄著
9784326102587

本書はまず第Ⅰ部でクーンのパラダイム論とそれ以降の科学哲学を紹介し、その問題点を指摘する。第Ⅱ部で
は本書が提案する「科学技術進化論」の構想を示す。適切な条件のもとでは科学と技術が互いに関係し合いな
がら共進化することを主張する。第Ⅲ部では科学史からの事例をもとにこの理論を検証。科学活動の全体像を
描き出すことを試みる。

電子書籍

電子書籍

森林資源管理の問題に対して、学術的に取り組むうえで、異なる学問分野におけるアプローチを組み合わせた
学際的研究が重要である。しかし、特に日本において、そのような学際的研究の数は限られている。本書は、日
本における学際的研究の推進・活性化を図るため、学際的アプローチに関して理解を深める機会やツールを提
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。

¥10,500(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名 石川幸一編著,馬田啓一編著,渡邊頼純編著
9784326504312

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。

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。

いまやTPP交渉の大筋合意によって、他のメガFTA交渉も加速することが見込まれる。本書は、ポストTPPの世
界経済秩序を睨み、メガFTA交渉の現状と課題、主要国のメガFTAへの対応、グローバル・サプライチェーンの
効率化を目指す企業の視点から直面する課題など最新の動きを分析する。

メガFTAと世界経済秩序 ポストTPPの課題
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。 
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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 2017年1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7月 商品コード □ □

税法学原論　［第７版］（※）
勁草書房 電子書籍

¥12,800(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北野弘久著,黒川功補訂
9784326403257

長年にわたり民主主義税法学の発展に主導的役割を演じてこられた著者の逝去後、その基本書としてその社会
的使命を果たしてきた本書は、弟子の手により装いも新たに第7版として刊行。「北野税法学」の哲学が収斂され
た体系書であるが、その骨格を変えることなく旧版刊行後の最新法令と新判例等を盛り込み内容の全面的な見
直しを図った。

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。

ASEANの自動車産業 (ERIA=TCER アジア
経済統合叢書 　第７巻)

勁草書房 電子書籍

¥14,300(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西村英俊編著,小林英夫編著
9784326504237

地域工程間分業推進のエンジンともなるべき産業の一つが自動車産業であり、それを支える自動車部品産業の
生産ネットワークの力が、その前進に大きく寄与している。このような工程間分業がなぜASEANで生じ発展してき
たかについて、その中心的存在であるASEANの自動車・同部品産業の現状を明らかにし、かつその将来展望を
提示するのが本書の目的である。

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。
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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 2017年1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 □ □
著編者名 滝島紀子著

9784621300183

電子カルテの普及とともに看護診断の需要は高まり続けています。本書は、看護師の必修科目「看護過程」か
ら、スムーズに「看護診断」が理解できるようにと執筆されました。「看護診断」が実際にどのように使われている
のかを学び、実務レベルまで高めていくことができます。すでに看護診断を使っている看護師から、これから使う
看護学生まで、役に立つ一冊です。

9784621300770

17世紀に微積分学が開花して以来、微分方程式から物理や工学のさまざまな現象を解き明かそうと多くの学者
たちが努力してきました。本書は、素粒子物理を専門とし、物理・数学に卓越した著者が、微分方程式の求積を
主題とし、微分方程式で論じられることをコンパクトにまとめます。高校の微分積分法からぐっと広がる解析学の
世界と、理論物理学的着想を合わせてお楽しみください。

看護過程から理解する看護診断　改訂2版
（※）

丸善出版

¥8,000(＋税)

¥2,400(＋税)

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。

サイエンス・パレット微分方程式-物理的発
想の解析学-

丸善出版

¥3,300(＋税)

¥1,000(＋税)

著編者名 中西襄著

多面体百科
丸善出版 電子書籍

¥19,200(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮崎興二著
9784621300442

多面体研究の第一人者が、多面体のかたち・歴史・性質・種類などを自然界・人工界、芸術界、数学界など各分
野から収集し、多くの図版を紹介しながら解説。自然界や人工界の造形の基礎となり、多角形が入り組みながら
迷路のように組合せられる複雑な外観をもつ多面体のユニークな百科事典。１頁あたり平均１項目を収録し、多
数の珍しい図版と興味深い話題が満載。

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。

発達障害事典
丸善出版 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本ＬＤ学会編
9784621300466

本事典は、知的障害のない発達障害に焦点をあて、理論的な事項から実践的・応用的な事項まで、第一線で活
躍する第一人者が執筆しています。見開き２ページで解説する「中項目主義」のスタイルで編纂し、類似した項目
間を行き来して参照できるように工夫がなされています。教育、心理、医療、福祉、労働、司法、行政などの様々
な分野の専門職の方々、これから発達障害を学ばれる学生・院生の方々にとっても有益な事典です。

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。

群と物理（※）
丸善出版 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤光著
9784621300848

群論の概念を把握し、新しい分野に群論を応用できるように、群の表現を構成するための具体的な方法が記さ
れた一冊。量子力学、ゲージ理論で重要なリー群とリー代数に重点を置いて解説。線形代数と微分・積分の基
礎的な知識はわかりやすく初歩から記載。物理への応用は、力学、量子力学の基礎的な知識で理解できる。ま
た、リー群、リー代数の応用についても述べる。

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 2017年1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10月 商品コード □ □

本書は、世界的にも高く評価される和食の料理、調味料、漬物、菓子類に至る約300項目を取り上げ、各々の食
文化から見た歴史、周辺事情をわかりやすく日本語で説明し、それを平易な英語で紹介します。付録に、和食の
マナーに関する「シーン別Ｑ＆Ａ問答」、「もちもち」「つるつる」といったオノマトペ（擬音語・擬声語）の英語表現な
どを掲載しています。和食を英語で説明する際にすぐに使える事典です。

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。

和食の英語表現事典
丸善出版

¥12,600(＋税)

¥3,800(＋税)

著編者名
亀田尚己著,青柳由紀江著,

J. M. クリスチャンセン著,成瀬宇平編集協力

9784621300664
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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 2017年1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6月 商品コード □ □

電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

物性量子化学  (朝倉化学大系 1)
朝倉書店 電子書籍

¥25,100(＋税) □

¥7,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山口兆著
9784254146318

具体的な物性と関連づけて強相関電子系の量子化学を解説。
〔内容〕物性量子化学基礎理論／物性・機能発現への展開（分子デバイス構築基礎論）／生体分子磁性と生体
機能発現への展開（遷移金属酵素系：光合成の理論的取り扱い）

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。

□

¥2,500(＋税)

山崎昶著

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。

朝倉　数学辞典
朝倉書店

□

¥18,000(＋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。

9784254640434

人間生活の周辺に常にいるにもかかわらず、多くの人が正しい知識を持たないままに暮らしているダニ。本書は
ダニにかかわる多方面の専門家が、正しい情報や知識をわかりやすく、かつある程度網羅的に解説したダニの
入門書である。

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。

冊子購入確認

著編者名

朝倉書店 電子書籍

¥8,300(＋税)

著編者名 鈴木和春編著,重田公子編著,近藤雅雄編著

赤外分光30講  (やさしい化学30講シリーズ
4)

管理栄養士国試ガイドラインに準拠し平易に解説。
〔内容〕栄養ケア・マネジメント／食事摂取基準の基礎的理解／成長・発達・加齢／妊娠期・授乳期／新生児期・
乳児期／成長期／成人期／高齢期／運動・スポーツと栄養／環境と栄養

9784254610581

コンパクト 応用栄養学 （第2版）（※）
朝倉書店

9784254146745

大学でつまずきやすい化学の基礎をやさしく解説。各講末には楽しいコラムも掲載。
〔内容〕赤外線の分類／スペクトルの単位／赤外線分光・測定用の装置とガイド／ランベルト・ベールの法則／
医学への利用／テラヘルツ分光学／黒体輻射／他

電子書籍

大学学部学生から大学院生を対象に、調べたい項目を読めば理解できるよう配慮したわかりやすい中項目の数
学辞典。高校程度の事柄から専門分野の内容までの数学諸分野から327項目を厳選して五十音順に配列し、各
項目は2～3ページ程度の、読み切れる量でページ単位にまとめ、可能な限り平易に解説する。
〔内容〕集合、位相、論理／代数／整数論／代数幾何／微分幾何／位相幾何／解析／特殊関数／複素解析／
関数解析／微分方程式／確率論／応用数理／他

¥9,900(＋税)

著編者名 島野智之編,高久元編

冊子購入確認

著編者名
川又雄二郎編,坪井俊編,
楠岡成雄編,新井仁之編

9784254111255

ダニのはなし  ―人間との関わり―

¥59,400(＋税)

朝倉書店
□

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

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 2017年1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11月 商品コード □ □

¥2,700(＋税)

回帰分析の「正しい」使い方をRで徹底解説！／本書は、「因果分析」を中心テーマに据え、関連する内容がこのテーマに収まるように構成
し、経済学を中心とする社会科学における回帰分析の「正しい」使い方を徹底解説するものです。テーマを回帰分析による因果分析に絞り
込むことで、高校数学程度の知識でも理解できるよう必要とする数学を最小限にとどめ、また多くの分析例に加えて、多数の例題および解
答・解説を収録します。さらに用いられる数学・統計学については、適度な難易度の説明とともに、数値シミュレーションによる直感的・ビ
ジュアル的な解説を多く盛り込みます。また、巻末の付録には、統計処理言語Rのダウンロード方法などを掲載することで、プログラミングマ
ニュアルとしても使用できるよう構成しています。

回路シミュレータLTspiceで学ぶ 電子回路
（第2版）

オーム社

著編者名 渋谷道雄著
9784274219672

LTspiceXVIIを使って電子回路を学ぶ！／本書はLTspice（回路シミュレータのフリーソフト）を使って電子回路を学ぶものです。2016年に
バージョンが変更となり、名称も「LTspiceXVII（エルティー・スパイス・セブンティーン）」となりました。単なる操作マニュアルでなく電子回路の
理論についても解説します。回路の実例は、スイッチング電源、オペアンプ、その他の電子回路など。バージョンXVIIからは各国の文字フォ
ントを利用できるようになったこと、これまで回路図やグラフペインをLTspiceの枠の外には移動できなかったが、それぞれのペインをフロー
ト（枠から分離）にして、好みの位置に置くことができるようになった点など操作性は向上しています。

Rによる 実証分析 －回帰分析から因果分
析へ－

オーム社

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

¥6,400(＋税)マンガでわかる 技術英語
オーム社

電子書籍

星野匡郎著,田中久稔著
9784274219474

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。

9784274219641

¥7,500(＋税) □

著編者名

冊子購入確認

電子書籍

著編者名 坂本真樹著,深森あき作画,トレンド・プロ制作

英語論文必勝法をマンガで学べる！／国際交流の増加や企業の国際進出にともない、世界共通語である英語力は不可欠です。そのなか
で技術英語は研究者や技術者にとって必須であり、論文を読む、書く、の能力向上が求められています。技術系に関わる人は専門的な独
特の表現をする技術英語を使います。本書は技術系企業で技術英語を使う必要が出てきた社会人を主な読者対象としています。技術英
語をマスターする秘訣はまず英語にしやすい日本語を書くこと。そして自分が書きたい内容に近いお手本を見つけることが大切です。本書
は技術英語を読み書きできる２つのスキルの獲得を目指し、やさしく解説していくものです。

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。

□

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

¥9,400(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

子どもに教えるためのプログラミング入門
－ExcelではじめるVisual Basic－

オーム社

¥5,500(＋税)

¥2,000(＋税)

著編者名 田中一成著
9784274219856

著編者名 竹内寿太郎原著,西方正司監修
9784274219702

電気機器設計の定番教科書の改訂3版！／電気機器設計の基本書として、大学の教科書としてはもちろん、広く電気技術者にも親しまれ
てきた『大学課程　電機設計学（改訂2版）』（1993年発行）の改訂版です。1993年の発行後20年あまりが経過したいまも電気機器設計の基
礎理論は変わるものではありません。しかしながらこの間、電気機器を取り巻く材料技術やパワーエレクトロニクスといった分野は目覚まし
い成長を見せ、また関連する規格についてもいくつか改訂されています。本書は、時代に即した電気機器設計の教科書として、また、電機
メーカの若手エンジニアの座右の書となるように、データの見直し、内容の加筆修正をはかり、まとめたものです。

Visual Basicで楽しくプログラミングを学ぼう プログラミング教育必修化もこれで準備OK！／本書はVisual BASICの機能の一
部を使って、「BASICのプログラミングを楽しんでみよう」という方々が最初の第一歩を踏み出すお手伝いをするために書か
れた入門書です。2020年度の新学習指導要領から予定されている「小中学校でのプログラミング教育の必修化」により、こ
れからは先生だけでなく、お父さん、お母さんもプログラムに触れる機会が増えるていくことでしょう。本書は、家族ぐるみでプ
ログラミングを学びたい人たちが、プログラミングの基礎・楽しさを実感するのに最適です。

大学課程 電機設計学（改訂3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。

オーム社

¥7,500(＋税)

¥2,700(＋税)

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。

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 2017年1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11月 商品コード □ □
著編者名

稲田重男著,森田鈞著,
長瀬亮著,原田孝著

9784274219719

ロングセラー教科書『大学課程　機構学』、待望の改訂版！／昭和41（1966）年の初版発行より、50年以上読み
継がれてきた『大学課程　機構学』の改訂2版です。改訂にあたって、「機構の自由度」「運動解析」「瞬間中心」と
いった内容を追加しました。さらに、カムや歯形については、既存の幾何を使った解法のほかに、アドバンスとし
て「数式解法」についても解説し、これまでの内容の一層の充実を図りました。機構学の教科書として最適の1冊
です。

大学課程 機構学（改訂2版）
オーム社

¥6,400(＋税)

¥2,300(＋税)

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。
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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。
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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 □ □

2016年11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 □ □

生から死へ、死から生へ
化学同人 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ベルンド・ハインリッチ著,著桃木暁子訳
9784759818222

動物たちの死体は、それを栄養とする別の生き物(腐食者)たちによって摂取・分解される。本書には鳥類と昆虫
を中心に、キノコなどの菌類や細菌、さらには、かつて腐食者であった人類の祖先までもの死体あさりの様子が
生き生きと描かれる。

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。

シュレーディンガー方程式入門
化学同人

□

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

9784759818307

電子書籍

著編者名 榛葉豊著

量子力学の入門書によく見られる歴史的・哲学的な説明ではなく、「シュレーディンガー方程式」だけに的をしぼ
り、式自体に即して易しく説明する待望の入門書です。「さっぱりわからない」あるいは「これまで何度も挑んでは
跳ね返された」という方から、「理屈はわからないけど使えればいい」と思っている方まで、ぜひ本書で式の意味
を「理解」してみませんか!?

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。

¥5,000(＋税)

植物たちの静かな戦い (DOJIN選書 71)
化学同人 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤井義晴著
9784759816716

植物がつくり出す化学物質によって、周りの植物の生育を妨げたり、逆に生育を促進したり、害虫を寄せつけな
いようにしたりする現象「アレロパシー」。本書では、このようなアレロパシー現象の数々とその作用物質や働きを
紹介しながら、農業や生態系への応用を見据える。

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。

睡眠科学 (DOJIN BIOSCIENCE SERIES
26)

化学同人 電子書籍

¥17,400(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三島和夫編
9784759817270

私たちの意識、行動、思考の根源を司る睡眠・覚醒現象。その特徴や調節メカニズムを明らかにする睡眠科学
は、脳科学のなかでも進展著しい学問領域であり、日本人研究者が多大な貢献をしている。本書では、各領域で
中心的な役割を果たしている一線の研究者が執筆し、睡眠科学のこれまでの進展と、将来目指す方向が示され
ている。学際的な研究分野を見渡せる貴重な一冊。

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。

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 2017年1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 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4月 商品コード □ □

著編者名 内田淳史著
9784320035980

本書では、「複雑系フォトニクス」という学際分野の基礎とその応用について概説する。複雑系フォトニクスとは、
複雑系とフォトニクスの研究分野が融合した学問分野である。複雑系とは、カオスや非線形ダイナミクスに関す
る研究分野であり、一方でフォトニクスとは、レーザや光学に関する研究分野である。各々の研究分野で独自に
発展してきた基礎知識を本書では融合し、複雑系フォトニクス分野として新たに構築することを試みている。

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。

本書は、これから言語学の勉強や研究を始めようという方や、言語学を始めてからまだ日が浅いという方が、
「実験を用いた言語研究」の立場から言語について学び、科学的な研究を行えるようになるための入門書であ
る。言語学、心理学、脳科学など多様な観点からの研究が取り上げられており、最先端の研究トレンドに触れな
がら言語学の基礎を固め、統計的な視点を養うことができる。

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。

複雑系フォトニクス レーザカオスの同期と光
情報通信への応用

共立出版 電子書籍

¥15,900(＋税) □

¥4,800(＋税)

ここから始める言語学プラス統計分析 (クロ
スセクショナル統計シリーズ 4)

共立出版 電子書籍

¥12,900(＋税) □

冊子購入確認

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小泉政利編著,照井伸彦編,

小谷元子編,赤間陽二編,花輪公雄編

冊子購入確認

著編者名 山口喜博著,谷川清隆著
9784320111493

本書は、パラメータの値を変えると、完全可積分系から始まって、馬蹄の存在する系までをつなぐ「可逆で、面積
を保存し、向きを保つ2次元写像の1パラメータ族」を対象とし、周期軌道やホモクリニック軌道の出現を追いなが
ら、これらの持つ位相的エントロピーを計算し、馬蹄にいたるまでの系の複雑さの進化を追う技術を展開・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。

9784320111202

複素関数入門 (共立講座 数学探検 13)
共立出版 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
相川弘明著,新井仁之編,

小林俊行編,斎藤毅編,吉田朋広編

9784320111868

学部１年の微分積分学を予備知識として、正則関数、コーシー・リーマンの関係式、ベキ級数、収束半径、コー
シーの積分定理、コーシーの積分公式、ローラン展開、孤立特異点、留数、偏角の原理、等角写像、一次分数変
換などの複素関数入門に必須の内容を解説。図による直観的な理解と、多数の問題（解答付）による習熟を目
指す。さらに、リーマンの写像定理とビーベルバッハ予想、リーマン予想を取り上げ、これらの技法が大きな結果
の中にどう使われているかを学ぶ。

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。

馬蹄への道―2次元写像力学系入門―
共立出版 電子書籍

¥15,200(＋税) □

¥4,600(＋税)

例題で学ぶ損害保険数理 第2版
共立出版 電子書籍

¥13,600(＋税) □

¥4,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小暮雅一著,東出純著
9784320111523

損害保険数理の理論や手法が、数多くの例題により実践的に学べる学習書として、高評いただいた旧版を最新
情報に即して全面改訂。各章では、まず理論が要約され、その後に例題が続き、詳細な解答が示されており、例
題の理解、解決を体験していくことで、損害保険の商品開発、経営分析に必須である数理的思考の基礎が身に
つくよう工夫されている。

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 2017年1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 □ □
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 小原敦美著

電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税)

9784339033236

行列不等式アプローチによる制御系設計
(システム制御工学シリーズ 23)

コロナ社

線形時不変システムの安定性、受動性、有界実性などの性質を、凸最適化と関連する線形行列不等式（LMI）を
軸に解説した。つぎに、これらの結果のシステム解析、ロバスト制御系設計などへの応用を概説した。

著編者名 小坂学著,岡田志麻著
9784339046465

本書は、３編から構成され、「わかる編」では単位、測定誤差などの基礎を、「ナットク編」では「わかる編」で理解
したことをしっかり納得するためにその理論的裏付けを、「役立つ編」では代表的なセンサとセンシング方法を解
説した。

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、前半で固体全般に共通する基本的事項について、また後半では性質ごとに分類された物質の特性に
ついて解説した。読者の計算プロセスを追っていく負荷を軽くするため、数式の展開を詳しく記しているのが大き
な特徴。

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。

高校数学でマスターする 計測工学 基礎か
ら応用まで（※）

コロナ社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税)

電子物性入門（※）
コロナ社 電子書籍

¥9,600(＋税) □

冊子購入確認

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中村嘉孝著
9784339008784

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 2017年1月号 

2016年12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 □ □

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 □ □

著編者名 平山修平著
9784407337310

「外国人材活用」「国際スポーツ」「グローバル・ビジネス」「地球規模の争いや危機」などの問題について演習で
きます。「グローバル市民」として異なる視点を知り、批判的に考え、情報を振り返る力が身につきます。

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。

集団の中でのメンバーと自分の関わり方がわかる本です。集団の中で自分の役割がわかります。集団を「観る」
目と自分を「活かす」目を養います。集団で何がおこっているかがわかり、よりよい集団にしていくリーダーシップ
のとり方がわかります。

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。

国際コミュニケーション　　地球規模でつな
がる

実教出版 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,800(＋税)

集団コミュニケーション　自分を活かす15の
レッスン

実教出版 電子書籍

¥4,700(＋税) □

冊子購入確認

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浅井亜紀子著
9784407337426

授業力アップ　アクティブラーニング　グルー
プ学習・ICT活用・PBL

実教出版 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
市坪誠編著,油谷英明著,

小林淳哉著,下郡啓夫著,本江哲行著

9784407339314

本書は、アクティブ・ラーニングを想定した授業において、どのように学生たちが能力を伸ばせるようになるか、教員の授業力アップを実現
する「教え方の指導書」です。学生がどのような学習状態となるのか（学習到達目標）を踏まえ、これに到達するための授業構造のあり方
（モジュール）と教え方のアクティビティー（スキル）を解説しています。グループ学習やICT活用、PBLといった授業において、具体的なモ
ジュールとスキルのあり方を章立てて明示しています。教員が自らをフィードバック・セルフチェックできるだけでなく、組織的なアセスメント
が行えるよう、チェックシートの活用を提示し、教え方の更なる向上（PDCAサイクル）が可能となります。上記の結果、単なる教え方や事例
紹介、成功体験の羅列ではなく、本書の方法論を習得した誰もが、学生の能力を確実に伸ばせることとなります。

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。 
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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 2017年1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12月 商品コード □ □

2016年12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11月 商品コード □ □

2016年11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8月 商品コード □ □
著編者名

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

都築豊徳専門編集,青笹克之総編集
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。

新戦略に基づく麻酔・周術期医学　麻酔科
医のための周術期危機管理と合併症への
対応

中山書店 電子書籍

¥29,100(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 横山正尚専門編集,森田潔監修
9784521743264

周術期における安全対策・危機管理は、麻酔科医が日常臨床で常に直面する問題であり、現在の医療現場で
は最も基本となる重要事項として熟知していなければならない。本書では、災害時での対応にも言及して、安全
を確保するための基本を簡潔にまとめ、さらに、危機的状態が予想される重篤な合併症・偶発症について、実臨
床での対応を具体的に解説した。麻酔科医必携の一冊。

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。

Visual栄養学テキスト　人体の構造と機能お
よび疾病の成り立ち　Ⅰ．解剖生理学（※）

中山書店 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
福島光夫編,津田謹輔監修,
伏木亨監修,本田佳子監修

9784521742847

人体の構造と機能について、管理栄養士に必要な知識を頭の先からつま先までをバランスよく簡潔に解説。臨
床栄養学や臨床医学との関連も丁寧に盛り込んだ実践的なテキスト。

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。

Visual栄養学テキスト　人体の構造と機能お
よび疾病の成り立ち　Ⅱ．生化学（※）

中山書店 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
岡純編,田中進編,津田謹輔監修,

伏木亨監修,本田佳子監修

9784521742854

見やすい図表を豊富に用い、人体を構成する「アミノ酸」「たんぱく質」「糖質」「脂質」「核酸」「ビタミン」「ミネラル」
「酵素」「ホルモン」等についてわかりやすく解説。またそれらの代謝を理解することにより、人体の機能の系統的
な知識が得られる。国試ガイドラインに即した構成で、栄養士を目指す方が栄養学の基礎となる生化学を学ぶた
めに最適なテキスト。

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 2017年1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 □ □

□

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 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。

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

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。

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 田中康雄著

生活障害として診る発達障害臨床
中山書店

¥10,900(＋税)

¥4,500(＋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。



医学編 2017年1月号 

2016年12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11月 商品コード □ □

画像強調内視鏡の診断ロジック
羊土社 電子書籍

著編者名 田尻久雄監修,斎藤豊編,炭山和毅編

画像強調内視鏡の入門書が登場！目の前の画像から何を読み取りどう考えるべきか、診断までの「ロジック」を
フローチャートで図解。分類・用語の定義や良いviewの出し方など、キホンから実践まで丸ごと学べる！

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。

¥27,400(＋税) □

¥8,300(＋税) 冊子購入確認

9784758110624

咳の診かた、止めかた
羊土社 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤森勝也編
9784758117951

「色々試しても咳が止まらない」「原因がはっきりしない」など、日常診療でよく出会う「咳」の悩みを、この１冊でま
るごと解決！臨床像などの基礎知識や初期治療のコツといった、診療に活かせるポイントが満載。

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。

一流医学論文５本を教材に、正しい統計の読み取り方が実践的にマスターできます。数式は最小限に、新規手
法もしっかりカバー。怒涛の30講を終えれば「何となく」の解釈が「正しく」へとレベルアップ！

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。

医療統計セミナー　論文読解レベルアップ
30

羊土社

¥12,600(＋税)

¥3,800(＋税)

著編者名 田中司朗著,田中佐智子著
9784758117975

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。
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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。
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〒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
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