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KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト
機能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。

社史で見るシリーズ 社史で見る日本経済史 搭載済みのもの全22巻
同時アクセス１：¥745,800（本体価格） 同時アクセス３：¥1,235,850（本体価格）

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00018348 社史で見る日本経済史 2 東京電気株式会社五十年史 199711 ¥34,100 ¥51,150

KP00018349 社史で見る日本経済史 9 倉敷紡績株式会社回顧六十五年 199802 ¥34,100 ¥51,150

KP00018350 社史で見る日本経済史 18 内外綿株式会社五十年史 199910 ¥34,100 ¥51,150

KP00018351 社史で見る日本経済史 19 京都織物株式会社五十年史 199910 ¥34,100 ¥51,150

KP00018352 社史で見る日本経済史 20 宝田二十五年史 199910 ¥34,100 ¥51,150

KP00018353 社史で見る日本経済史 21 大阪電灯株式会社沿革史 199910 ¥34,100 ¥51,150

KP00018354 社史で見る日本経済史 22 大同電力株式会社沿革史 199910 ¥34,100 ¥51,150

KP00018355 社史で見る日本経済史 23 東京瓦斯五十年史 199910 ¥34,100 ¥51,150

KP00018356 社史で見る日本経済史 24 藤本ビルブローカー証券株式会社三十年史 199910 ¥34,100 ¥51,150

KP00018357 社史で見る日本経済史 25 明治生命五十年史（付 明治生命四十周年記念） 199910 ¥34,100 ¥51,150

KP00018358 社史で見る日本経済史 27 郡是製絲六十年史 200012 ¥34,100 ¥51,150

KP00018359 社史で見る日本経済史 29 大日本人造肥料株式会社五十年史 200012 ¥34,100 ¥51,150

KP00018360 社史で見る日本経済史 33 建業回顧ー三菱電機株式会社社史 満30周年記念出版 200012 ¥34,100 ¥51,150

KP00018361 社史で見る日本経済史 36 トヨタ自動車２０年史　上 200905 ¥34,100 ¥51,150

KP00018362 社史で見る日本経済史 37 トヨタ自動車２０年史　下 200905 ¥34,100 ¥51,150

KP00028061 社史で見る日本経済史 34-35 立業貿易録（三菱商事） 200905 ¥62,700 ¥125,400

KP00028062 社史で見る日本経済史 38 日石五十年（日本石油） 200905 ¥8,250 ¥16,500

KP00028063 社史で見る日本経済史 39 東京石川島造船所五十年史 200910 ¥26,400 ¥52,800

KP00028064 社史で見る日本経済史 40 澁澤倉庫株式会社三十年小史／澁澤倉庫六十年史 200910 ¥52,800 ¥105,600

KP00028065 社史で見る日本経済史 42 住友銀行三十年史 200910 ¥21,450 ¥42,900

KP00028066 社史で見る日本経済史 43 明治火災海上保険株式会社五十年史 200910 ¥42,900 ¥85,800

KP00028067 社史で見る日本経済史 53
日本楽器製造株式会社の現況／山葉寅楠翁／山葉の繁

り
201105 ¥19,800 ¥39,600
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KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。
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社史で見るシリーズ 社史で見る日本経済史 2022年2月追加配信分全24巻
同時アクセス１：¥694,650 （本体価格） 同時アクセス３：¥1,389,300（本体価格）

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出
版年月

「同時アクセス数1」
の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」
の販売価格(本体価)

9784843335123 社史で見る日本経済史 44 日立鉱山史 201009 ¥37,950 ¥75,900 

9784843335147 社史で見る日本経済史 46 アイデアの５０年：早川電機工業（株）５０年史 201009 ¥11,550 ¥23,100 

9784843335154 社史で見る日本経済史 47 東洋工業株式会社三十年史 201009 ¥31,350 ¥62,700 

9784843335161 社史で見る日本経済史 48 横濱護謨製造株式会社四十年史 201009 ¥46,200 ¥92,400 

9784843336021 社史で見る日本経済史 49 東京瓦斯七十年史 201105 ¥52,800 ¥105,600 

9784843336038 社史で見る日本経済史 50 藤田組の五十年 201105 ¥23,100 ¥46,200 

9784843336045 社史で見る日本経済史 51 函館船渠株式会社四十年史 201105 ¥29,700 ¥59,400 

9784843336052 社史で見る日本経済史 52 不二家：五十年の歩み 201105 ¥19,800 ¥39,600 

9784843337554 社史で見る日本経済史 56 北日本汽船株式会社二十五年史 201110 ¥39,600 ¥79,200 

9784843337561 社史で見る日本経済史 57 大日本セルロイド株式会社史 201110 ¥21,450 ¥42,900 

9784843337578 社史で見る日本経済史 58 新潟鐵工所四十年史 201110 ¥16,500 ¥33,000 

9784843342015 社史で見る日本経済史 60 大丸二十年史 201305 ¥21,450 ¥42,900 

9784843342022 社史で見る日本経済史 61 日本発送電株式会社大観 201305 ¥36,300 ¥72,600 

9784843342039 社史で見る日本経済史 62 日本通運株式会社事業大要 201305 ¥33,000 ¥66,000 

9784843342046 社史で見る日本経済史 63 七十年史 若松築港株式会社 201305 ¥29,700 ¥59,400 

9784843343364 社史で見る日本経済史 64 松屋発展史 201309 ¥21,450 ¥42,900 

9784843343388 社史で見る日本経済史 66 伊藤萬五十年史 201309 ¥21,450 ¥42,900 

9784843343395 社史で見る日本経済史 67 日本綿花株式会社五十年史 201309 ¥23,100 ¥46,200 

9784843345658 社史で見る日本経済史 72 東海遠洋漁業株式会社三十年史 201404 ¥41,250 ¥82,500 

9784843345962 社史で見る日本経済史 74 輝く大阪三越 開設三十周年記念 201409 ¥16,500 ¥33,000 

9784843345986 社史で見る日本経済史 76 新聞広告四十年史 博報堂四十年記念 201409 ¥29,700 ¥59,400 

9784843346006 社史で見る日本経済史 78 中日実業株式会社三十年史 201409 ¥31,350 ¥62,700 

9784843350348 社史で見る日本経済史 86 回顧六十年 201607 ¥29,700 ¥59,400 

9784843350355 社史で見る日本経済史 87 萬年社四十年史要 201607 ¥29,700 ¥59,400 
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社史で見るシリーズ 社史で見る日本経済史 植民地篇 揃全36巻
同時アクセス１：¥1,045,000（本体価格） 同時アクセス３：¥1,567,499 （本体価格）

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00004690 社史で見る日本経済史 植民地編 第１巻
台湾商工銀行誌　台湾商工銀行十年誌　台湾商工銀行

現況おしらせ
200110 ¥29,854 ¥44,781

KP00004691 社史で見る日本経済史 植民地編 　第２巻
京城日報社誌　朝鮮郵船株式会社二十五年史　朝鮮米

穀倉庫株式会社
200110 ¥29,854 ¥44,781

KP00004692 社史で見る日本経済史 植民地編 　第３巻 朝鮮運送株式会社十年史 200110 ¥29,854 ¥44,781

KP00004693 社史で見る日本経済史 植民地編 　第４巻 満洲市場株式会社二十年史 200110 ¥29,854 ¥44,781

KP00004694 社史で見る日本経済史 植民地編 　第５巻 満洲中央銀行十年史 200110 ¥29,854 ¥44,781

KP00004695 社史で見る日本経済史 植民地編 　第６巻 台湾倉庫株式会社二十年史 200207 ¥29,854 ¥44,781

KP00004696 社史で見る日本経済史 植民地編 　第７巻 裏南洋開拓ト南洋興発株式会社／南洋開拓拾年誌　他 200207 ¥29,854 ¥44,781

KP00004697 社史で見る日本経済史 植民地編 　第８巻 （朝鮮興業株式会社）既往十五年事業概説 200207 ¥29,854 ¥44,781

KP00004698 社史で見る日本経済史 植民地編 　第９巻 朝鮮勧農株式会社々誌 200207 ¥29,854 ¥44,781

KP00004699 社史で見る日本経済史 植民地編 　第１０巻 東亜煙草株式会社小史／朝鮮煙草元売捌株式会社誌 200207 ¥29,854 ¥44,781

KP00004700 社史で見る日本経済史 植民地編 　第１１巻（上） 株式会社立石商店廿五年沿革史 200207 ¥14,927 ¥22,390

KP00004701 社史で見る日本経済史 植民地編 　第１１巻（下） 丁子屋小史 200207 ¥14,927 ¥22,390

KP00004702 社史で見る日本経済史 植民地編 　第１２巻 鴨緑江林業誌 200207 ¥29,854 ¥44,781

KP00004703 社史で見る日本経済史 植民地編 　第１３巻 鞍山製鉄所事業概観 200207 ¥29,854 ¥44,781

KP00004704 社史で見る日本経済史 植民地編 　第１４巻 満洲電線株式会社開業五周年 200207 ¥29,854 ¥44,781

KP00004705 社史で見る日本経済史 植民地編 　第１５巻 鮮満拓殖株式会社　満鮮拓植株式会社　五年史 200207 ¥29,854 ¥44,781

KP00004706 社史で見る日本経済史 植民地編 　第１６巻 新高略史／昭和製糖株式会社十年誌 200307 ¥29,854 ¥44,781

KP00004707 社史で見る日本経済史 植民地編 　第１７巻
京城電気株式会社二十年沿革史／伸び行く京城電気／

開城電気株式会社沿革史
200307 ¥29,854 ¥44,781

KP00004708 社史で見る日本経済史 植民地編 　第１８巻 平壌電気府営誌／新義州電気株式会社二十五年史 200307 ¥29,854 ¥44,781

KP00004709 社史で見る日本経済史 植民地編 　第１９巻
咸南合同電気株式会社沿革史／江界水力電気株式会社

沿革史
200307 ¥29,854 ¥44,781

KP00004710 社史で見る日本経済史 植民地編 　第２０巻 撫順炭坑 200307 ¥29,854 ¥44,781

KP00004711 社史で見る日本経済史 植民地編 　第２１巻 大連汽船株式会社二十年略史 200307 ¥29,854 ¥44,781

KP00004712 社史で見る日本経済史 植民地編 　第２２巻 国際運輸株式会社二十年史 200307 ¥29,854 ¥44,781

KP00004713 社史で見る日本経済史 植民地編 　第２３巻
大田電気株式会社沿革史／朝鮮瓦斯電気株式会社発達

史
200409 ¥29,854 ¥44,781

KP00004714 社史で見る日本経済史 植民地編 　第２４巻 大興電気株式会社発達史／大興電気株式会社沿革史 200409 ¥29,854 ¥44,781

KP00004715 社史で見る日本経済史 植民地編 　第２５巻
株式会社朝鮮商業銀行沿革史／朝鮮信託株式会社十年

史
200409 ¥29,854 ¥44,781

KP00004716 社史で見る日本経済史 植民地編 　第２６巻 株式会社仁川米豆取引所沿革 200409 ¥29,854 ¥44,781

KP00004717 社史で見る日本経済史 植民地編 　第２７巻 朝鮮棉業株式会社沿革史 200409 ¥29,854 ¥44,781

KP00004718 社史で見る日本経済史 植民地編 　第２８巻 満洲興業銀行誌／満洲興業銀行実務誌 200409 ¥29,854 ¥44,781

KP00004719 社史で見る日本経済史 植民地編 　第２９巻 満業並在満関係会社事業概要／満業ノ概要 200409 ¥29,854 ¥44,781

KP00004720 社史で見る日本経済史 植民地編 　第３０巻 東亜勧業株式会社拾年史 200409 ¥29,854 ¥44,781

KP00004721 社史で見る日本経済史 植民地編 　第３１巻 東亜旅行社満洲支部十五年誌 200409 ¥29,854 ¥44,781

KP00004722 社史で見る日本経済史 植民地編 　第３２巻 原田商事四十年史 200409 ¥29,854 ¥44,781

KP00004723 社史で見る日本経済史 植民地編 　第３３巻 大連取引所信託株式会社略史 200409 ¥29,854 ¥44,781

KP00004724 社史で見る日本経済史 植民地編 　第３４巻 台湾日日三十年史 200409 ¥29,854 ¥44,781

KP00004725 社史で見る日本経済史 植民地編 　第３５巻 （基隆軽鉄株式会社）創業二十年史 200409 ¥29,964 ¥44,946
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社史で見るシリーズ 社史で見る日本のモノづくり 全8巻
同時アクセス１：¥242,000 （本体価格） 同時アクセス３：¥363,000（本体価格）

写真集成 近代日本の建築 第Ⅵ期 藤井厚二建築著作集 全10巻
同時アクセス１：¥218,240 （本体価格） 同時アクセス３：¥436,480（本体価格）

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00004726 社史で見る日本のモノづくり 第１巻 味の素沿革史 200310 ¥30,250 ¥45,375

KP00004727 社史で見る日本のモノづくり 第２巻 めんづくり味づくり　明星食品30年の歩み 200310 ¥30,250 ¥45,375

KP00004728 社史で見る日本のモノづくり 第３巻 野田醤油株式会社二十年史 200310 ¥30,250 ¥45,375

KP00004729 社史で見る日本のモノづくり 第４巻 神鋼三十年史 200310 ¥30,250 ¥45,375

KP00004730 社史で見る日本のモノづくり 第５巻 松下電器産業株式会社　創業三十五年史 200310 ¥30,250 ¥45,375

KP00004731 社史で見る日本のモノづくり 第６巻 川崎造船所四十年史 200310 ¥30,250 ¥45,375

KP00004732 社史で見る日本のモノづくり 第７巻 日本鋼管株式会社三十年史 200310 ¥30,250 ¥45,375

KP00004733 社史で見る日本のモノづくり 第８巻 七十五年の歩み　大日本印刷株式会社史 200310 ¥30,250 ¥45,375

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出版
年月

「同時アクセス数1」の販
売価格(本体価)

「同時アクセス数3」の販
売価格(本体価)

KP00042980藤井厚二建築著作集 1 日本の住宅（藤井厚二自筆原稿）
写真集成 近代日
本の建築 28

202011 ¥30,580 ¥61,160 

KP00042981藤井厚二建築著作集 2 聴竹居図案集／続聴竹居図案集
写真集成 近代日
本の建築 29

202011 ¥36,080 ¥72,160 

KP00042982藤井厚二建築著作集 3 聴竹居作品集二／鉄筋混凝土の住宅
写真集成 近代日
本の建築 30

202011 ¥27,720 ¥55,440 

KP00042983藤井厚二建築著作集 4 聴竹居スケッチブック 1・2
写真集成 近代日
本の建築 31

202011 ¥5,280 ¥10,560 

KP00042984藤井厚二建築著作集 5 床の間（第一刷・増補）
写真集成 近代日
本の建築 32

202011 ¥15,180 ¥30,360 

978484335893
1 

藤井厚二建築著作集 6 扇葉荘／扇葉荘小景
写真集成 近代日
本の建築 33

202108 ¥25,300 ¥50,600 

978484335894
8 

藤井厚二建築著作集 7 藤井厚二滞欧日記（大正7年11月〜大正9年8月）
写真集成 近代日
本の建築 3４

202108 ¥15,620 ¥31,240 

978484335895
5 

藤井厚二建築著作集 8 住宅に就いて 一〜三（私家版）
写真集成 近代日
本の建築 3５

202108 ¥6,600 ¥13,200 

978484335896
2 

藤井厚二建築著作集 9 THE JAPANESE DWELLING-HOUSE
写真集成 近代日
本の建築 3６

202108 ¥36,080 ¥72,160 

978484335897
9 

藤井厚二建築著作集 10 藤井厚二著作・関係文献選集（藤井厚二研究会編）
写真集成 近代日
本の建築 3７

202108 ¥19,800 ¥39,600 
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写真集成 近代日本の建築 第Ⅴ期 清水組彩色設計図集 全4巻
同時アクセス１：¥132,000 （本体価格） 同時アクセス３：¥264,000（本体価格）

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00031125 清水組彩色設計図集 1 住宅／室内並家具電燈
写真集成　近代

日本の建築 24
202007 ¥33,000 ¥66,000

KP00031126 清水組彩色設計図集 2 銀行
写真集成　近代

日本の建築 25
202007 ¥33,000 ¥66,000

KP00031127 清水組彩色設計図集 3 会社・商店・事務所
写真集成　近代

日本の建築 26
202007 ¥33,000 ¥66,000

KP00031128 清水組彩色設計図集 4
学校　図書館　病院／公共会館　娯楽場　旅館　料理

店／工場　倉庫

写真集成　近代

日本の建築 27
202007 ¥33,000 ¥66,000

写真集成 近代日本の建築 第Ⅳ期 清水組建築写真集 全4巻
同時アクセス１：¥115,500 （本体価格） 同時アクセス３：¥231,000（本体価格）

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00031586 清水組　明治期建築写真集
写真集成　近代日

本の建築 20
201710 ¥22,000 ¥44,000

KP00031587 清水組　住宅建築図集 1
写真集成　近代日

本の建築 20
201710 ¥44,000 ¥88,000

KP00031588 清水組　住宅建築図集 2
写真集成　近代日

本の建築 20
201710 ¥27,500 ¥55,000

KP00031589 清水組　ホテル建築図集
写真集成　近代日

本の建築 20
201710 ¥22,000 ¥44,000

写真集成 近代日本の建築 近代日本の建築 第Ⅰ期清水組 工事年鑑 全７巻
同時アクセス１：¥169,400 （本体価格）同時アクセス３：¥338,800（本体価格）

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00031579 清水組　工事年鑑 昭和十年版
写真集成　近代

日本の建築 1
201106 ¥24,200 ¥48,400

KP00031580 清水組　工事年鑑 昭和十一年版
写真集成　近代

日本の建築 2
201106 ¥24,200 ¥48,400

KP00031581 清水組　工事年鑑 昭和十二年版
写真集成　近代

日本の建築 3
201106 ¥24,200 ¥48,400

KP00031582 清水組　工事年鑑 昭和十三年版
写真集成　近代

日本の建築 4
201203 ¥24,200 ¥48,400

KP00031583 清水組　工事年鑑 昭和十四年版
写真集成　近代

日本の建築 5
201203 ¥24,200 ¥48,400

KP00031584 清水組　工事年鑑 昭和十五年版
写真集成　近代

日本の建築 6
201203 ¥24,200 ¥48,400

KP00031585 清水組　工事年鑑 昭和十六年版
写真集成　近代

日本の建築 7
201203 ¥24,200 ¥48,400
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写真集成 近代日本の建築 第Ⅲ期竹中工務店建築写真集 全5巻
同時アクセス１：¥143,000 （本体価格） 同時アクセス３：¥286,000（本体価格）

写真集成 近代日本の建築 第Ⅱ期伊東忠太建築資料集 全7巻
同時アクセス１：¥182,600 （本体価格） 同時アクセス３：¥365,200（本体価格）

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00042968 伊東忠太建築資料集 阿修羅帖 第一巻(大正9年 国粋出版社)／解題・解説
写真集成　近代

日本の建築 8
201306 ¥27,500 ¥55,000

KP00042969 伊東忠太建築資料集 阿修羅帖 第二巻(大正9年 国粋出版社)／解説
写真集成　近代

日本の建築 9
201306 ¥27,500 ¥55,000

KP00042970 伊東忠太建築資料集 阿修羅帖 第三巻(大正10年 国粋出版社)／解説
写真集成　近代

日本の建築 10
201306 ¥27,500 ¥55,000

KP00042971 伊東忠太建築資料集 阿修羅帖 第四巻(大正10年 国粋出版社)／解説
写真集成　近代

日本の建築 11
201306 ¥27,500 ¥55,000

KP00042972 伊東忠太建築資料集 阿修羅帖 第五巻(大正10年 国粋出版社)／解説
写真集成　近代

日本の建築 12
201306 ¥27,500 ¥55,000

KP00042973 伊東忠太建築資料集 余の漫画帖から(大正11年 実業之日本社)／解題・解説
写真集成　近代

日本の建築 13
201401 ¥17,600 ¥35,200

KP00042974 伊東忠太建築資料集
伊東忠太建築作品(伊東博士作品集刊行会 昭和16年 城

南書院)／解題・解説

写真集成　近代

日本の建築 14
201401 ¥27,500 ¥55,000

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00042975 竹中工務店建築写真集
竹中工務店 承業弐拾五年記念帖 大正十三年五月（附

「収録建物一覧」）

写真集成　近代

日本の建築 15
201508 ¥28,600 ¥57,200

KP00042976 竹中工務店建築写真集
竹中工務店 建築写真帖 昭和二年九月（附「収録建物一

覧」）

写真集成　近代

日本の建築 16
201508 ¥28,600 ¥57,200

KP00042977 竹中工務店建築写真集
竹中工務店 建築写真帖 第二輯 昭和六年六月（附「収

録建物一覧」）

写真集成　近代

日本の建築 17
201508 ¥28,600 ¥57,200

KP00042978 竹中工務店建築写真集
竹中工務店 建築写真集 第三輯 昭和十年七月（附「収

録建物一覧」）

写真集成　近代

日本の建築 18
201508 ¥28,600 ¥57,200

KP00042979 竹中工務店建築写真集

竹中工務店 建築写真集 第四輯 昭和十四年九月（附

「収録建物一覧」／解説・「収録建物解題」「竹中工

務店施工主要建物地図」

写真集成　近代

日本の建築 19
201508 ¥28,600 ¥57,200

雑誌総目次関係タイトル
販売価格はそれぞれの価格をご参照ください。

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出版
年月

「同時アクセス数1」の販
売価格(本体価)

「同時アクセス数2」の販
売価格(本体価)

KP00030496『少年倶楽部・少年クラブ』総目次 上
書誌書目シリーズ
84

200808 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030497『少年倶楽部・少年クラブ』総目次 中
書誌書目シリーズ
84

200808 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030498『少年倶楽部・少年クラブ』総目次 下
書誌書目シリーズ
84

200808 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030499『少女倶楽部・少女クラブ』総目次 上
書誌書目シリーズ
92

201003 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030500『少女倶楽部・少女クラブ』総目次 下
書誌書目シリーズ
92

201003 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030501戦前期『サンデー毎日』総目次 上
書誌書目シリーズ
82

200703 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030502戦前期『サンデー毎日』総目次 中
書誌書目シリーズ
82

200703 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030503戦前期『サンデー毎日』総目次 下
書誌書目シリーズ
82

200703 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030504戦前期『週刊朝日』総目次 上
書誌書目シリーズ
78

200605 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030505戦前期『週刊朝日』総目次 中
書誌書目シリーズ
78

200605 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030506戦前期『週刊朝日』総目次 下
書誌書目シリーズ
78

200605 ¥55,000 ¥82,500 
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映画芸術研究 全9巻
同時アクセス１：¥204,600（本体価格） 同時アクセス３：¥409,200（本体価格）

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00031841
映画芸術研究 第一輯（1933年4月）／第二

輯（1933年5月）
第１巻 映画芸術研究 202007 ¥20,900 ¥41,800

KP00031842
映画芸術研究 第三輯（1933年7月）／第四

輯（1933年8月）
第２巻 映画芸術研究 202007 ¥18,700 ¥37,400

KP00031843
映画芸術研究 第五輯（1933年10月）／第

六輯（1933年11月）
第３巻 映画芸術研究 202007 ¥24,200 ¥48,400

KP00031844
映画芸術研究 第七輯（1933年12月）／第

八輯（1934年2月）
第４巻 映画芸術研究 202007 ¥20,900 ¥41,800

KP00031845
映画芸術研究 第九輯（1934年7月）／第十

輯（1934年10月）
第５巻 映画芸術研究 202007 ¥24,200 ¥48,400

KP00041814
映画芸術研究 第十一輯（1934年12月）／

第十二輯（第三年第一輯）（1935年1月）
第６巻 映画芸術研究 202101 ¥26,400 ¥52,800

KP00041815
映画芸術研究 第三年第二輯（1935年2月）

／第三年第三輯（1935年4月）
第７巻 映画芸術研究 202101 ¥25,300 ¥50,600

KP00041816
映画芸術研究 第三年第四輯（1935年5月）

／第三年第五輯（1935年6月）
第８巻 映画芸術研究 202101 ¥22,000 ¥44,000

KP00041817
映画芸術研究 第三年第六輯（1935年7月）

／第三年第七輯（1935年9月）
第９巻 映画芸術研究 202101 ¥22,000 ¥44,000

芸術関係タイトル
販売価格はそれぞれの価格をご参照ください。

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00013657 昭和前期音楽家総覧 上巻 現代音楽大観 200804 ¥55,000 ¥82,500

KP00013658 昭和前期音楽家総覧 中巻 現代音楽大観 200804 ¥55,000 ¥82,500

KP00013659 昭和前期音楽家総覧 下巻 現代音楽大観 200804 ¥55,000 ¥82,500

KP00018124 近代日本芸能年表
上　舞台芸能　映画　下　レコード　ラジオ　物故者

資料／索引
201307 ¥39,600 ¥59,400

KP00027007 日本戦前映画論集 映画理論の再発見 201811 ¥10,560 ¥21,120

KP00029446 マンガ研究 vol.26 202003 ¥3,960 ¥5,940

KP00044743 マンガ研究 vol.27 202103 ¥3,960 ¥7,920

文化映画研究 全５巻
同時アクセス１：¥86,900 （本体価格） 同時アクセス３：¥173,800（本体価格）

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

9784843360941
文化映画研究 第1巻第1号（1938年3月）

〜第1巻第6号（1938年12月）
1 文化映画研究 202109 ¥17,380 ¥34,760

9784843360958
文化映画研究 第2巻第1号（1939年1月）

〜第2巻第6号（第5号）（1939年6月）
2 文化映画研究 202109 ¥17,380 ¥34,760

9784843360965

文化映画研究 第2巻第7号（第6号）

（1939年7月）〜第2巻第11号（1939年

12月）

3 文化映画研究 202109 ¥17,380 ¥34,760

9784843360972
文化映画研究 第3巻第1号（1940年1月）

〜第3巻第6号（1940年6月）
4 文化映画研究 202109 ¥17,380 ¥34,760

9784843360989
文化映画研究 第3巻第7号（1940年7月）

〜第3巻第11号（1940年12月）／解説
5 文化映画研究 202109 ¥17,380 ¥34,760
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内閣調査室海外関係資料 焦点 既刊全19巻（以降続刊）
同時アクセス１：¥418,000（本体価格） 同時アクセス３：¥836,000（本体価格）

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00035105
焦点　第1号〜第20号（昭和38年3月13日

〜7月20日）
1

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
202011 ¥22,000 ¥44,000

KP00035106
焦点　第21号〜第39号（昭和38年7月29

日〜12月2日）
2

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
202011 ¥22,000 ¥44,000

KP00035107
焦点　第40号〜第55号（昭和38年12月9

日〜昭和39年4月13日）
3

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
202011 ¥22,000 ¥44,000

KP00035108
焦点　第56号〜第71号（昭和39年4月20

日〜8月3日）
4

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
202011 ¥22,000 ¥44,000

KP00035109
焦点　第72号〜第86号（昭和39年8月10

日〜11月16日）
5

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
202011 ¥22,000 ¥44,000

KP00035110
焦点　第87号〜第105号（昭和39年11月

23日〜昭和40年4月12日）
6

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
202011 ¥22,000 ¥44,000

9784843359181
焦点　第106号〜第118号（昭和40年4月

19日〜7月20日）
7

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
202107 ¥22,000 ¥44,000

9784843359198
焦点　第119号〜第131号（昭和40年7月

26日〜10月18日）
8

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
202107 ¥22,000 ¥44,000

9784843359204
焦点　第132号〜第144号（昭和40年10月

25日〜昭和41年1月31日）
9

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
202107 ¥22,000 ¥44,000

9784843359211
焦点　10　第145号〜第156号（昭和41年

2月7日〜4月25日）
10

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
202107 ¥22,000 ¥44,000

9784843359228
焦点　11　第157号〜第169号（昭和41年

5月2日〜7月25日）
11

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
202107 ¥22,000 ¥44,000

9784843359235
焦点　12　第170号〜第180号（昭和41年

8月1日〜10月10日）
12

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
202107 ¥22,000 ¥44,000

9784843359242
焦点　13　第181号〜第190号（昭和41年

10月17日〜12月19日）
13

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
202107 ¥22,000 ¥44,000

9784843359259
「焦点」　14　第191号〜第198号（昭和

42年1月16日〜3月6日）
14

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
20211228 ¥22,000 ¥44,000

9784843359266
「焦点」　15　第199号〜第206号（昭和

42年3月13日〜5月15日）
15

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
20211228 ¥22,000 ¥44,000

9784843359273
「焦点」　16　第207号〜第214号（昭和

42年5月22日〜7月10日）
16

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
20211228 ¥22,000 ¥44,000

9784843359280
「焦点」　17　第215号〜第222号（昭和

42年7月17日〜9月11日）
17

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
20211228 ¥22,000 ¥44,000

9784843359297
「焦点」　18　第223号〜第230号（昭和

42年9月18日〜11月6日）
18

内閣調査室海外関

係資料「焦点」
20211228 ¥22,000 ¥44,000

9784843359303

「焦点」　19　第231号〜第238号（昭和

42年11月13日〜昭和43〈1968〉年1月

15日）

19
内閣調査室海外関

係資料「焦点」
20211228 ¥22,000 ¥44,000
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日本人の海外活動に関する歴史的調査 全23巻（24冊）
同時アクセス１：¥¥825,000 （本体価格）同時アクセス３：¥1,237,488 （本体価格）

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00004734
日本人の海外活動に関する歴史的

調査
第1巻（総論）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004735
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第2巻（朝鮮篇

1）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004736
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第3巻（朝鮮篇

2）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004737
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第4巻（朝鮮篇

3）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004738
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第5巻（朝鮮篇

4）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004739
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第6巻（台湾篇

1）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004740
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第7巻（台湾篇

2）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004741
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第8巻 1（台湾篇

3-1）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004742
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第8巻 2（台湾篇

3-2）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004743
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第9巻（台湾篇

4）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004744
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第10巻（台湾篇

5）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004745
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第11巻（樺太

篇）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004746
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第12巻（南洋群

島篇）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004747
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第13巻（満洲篇

1）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004748
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第14巻（満洲篇

2）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004749
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第15巻（満洲篇

3）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004750
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第16巻（満洲篇

4）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004751
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第17巻（北支

篇）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004752
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第18巻（中南支

篇）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004753
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第19巻（海南島

篇）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004754
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第20巻（南方篇

1）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004755
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第21巻（南方篇

2）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004756
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第22巻（欧米

篇）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562

KP00004757
日本人の海外活動に関する歴史的

調査

第23巻（総目

録）

Kinokuniya on

demand series
200201 ¥34,375 ¥51,562
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近代欧米渡航案内記集成 全12巻
同時アクセス１：¥409,200 （本体価格）同時アクセス３：¥613,800（本体価格）

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00018336 近代欧米渡航案内記集成 1 西洋旅案内／海外出稼案内 200007 ¥34,100 ¥51,150

KP00018337 近代欧米渡航案内記集成 2 青年之渡米最近視察苦学者の天国／海外苦学案内 200007 ¥34,100 ¥51,150

KP00018338 近代欧米渡航案内記集成 3 最新正確布哇渡航案内／最近渡米策 200007 ¥34,100 ¥51,150

KP00018339 近代欧米渡航案内記集成 4 最近渡米案内／渡米の秘訣 200007 ¥34,100 ¥51,150

KP00018340 近代欧米渡航案内記集成 5 立身致富海外渡航案内 200007 ¥34,100 ¥51,150

KP00018341 近代欧米渡航案内記集成 6 米国旅行案内 200007 ¥34,100 ¥51,150

KP00018342 近代欧米渡航案内記集成 7 欧米視察案内 200007 ¥34,100 ¥51,150

KP00018343 近代欧米渡航案内記集成 8 欧州旅行案内 200007 ¥34,100 ¥51,150

KP00018344 近代欧米渡航案内記集成 9 千五百円三ヶ月間欧米見物案内 200007 ¥34,100 ¥51,150

KP00018345 近代欧米渡航案内記集成 10 米国旅行案内 200007 ¥34,100 ¥51,150

KP00018346 近代欧米渡航案内記集成 11 欧米大学生活 200007 ¥34,100 ¥51,150

KP00018347 近代欧米渡航案内記集成 12 欧羅巴案内 200007 ¥34,100 ¥51,150

抗日・排日関係史料上海商工会議所『金曜会パンフレット』（全11巻・別巻１）
同時アクセス１：¥435,600 （本体価格）同時アクセス３：¥653,400 （本体価格）

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00012657 抗日・排日関係史料
第1巻　1929

（昭和4）年
上海商工会議所『金曜会パンフレット』 200512 ¥36,300 ¥54,450

KP00012658 抗日・排日関係史料
第2巻　1930

（昭和5）年
上海商工会議所『金曜会パンフレット』 200512 ¥36,300 ¥54,450

KP00012659 抗日・排日関係史料
第3巻　1931

（昭和6）年
上海商工会議所『金曜会パンフレット』 200512 ¥36,300 ¥54,450

KP00012660 抗日・排日関係史料
第4巻　1932

（昭和7）年
上海商工会議所『金曜会パンフレット』 200512 ¥36,300 ¥54,450

KP00012661 抗日・排日関係史料
第5巻　1933

（昭和8）年
上海商工会議所『金曜会パンフレット』 200512 ¥36,300 ¥54,450

KP00012662 抗日・排日関係史料
第6巻　1934

（昭和9）年
上海商工会議所『金曜会パンフレット』 200702 ¥36,300 ¥54,450

KP00012663 抗日・排日関係史料
第7巻　1935

（昭和10）年
上海商工会議所『金曜会パンフレット』 200702 ¥36,300 ¥54,450

KP00012664 抗日・排日関係史料
第8巻　1936

（昭和11）年
上海商工会議所『金曜会パンフレット』 200702 ¥36,300 ¥54,450

KP00012665 抗日・排日関係史料
第9巻　1937

（昭和12）年
上海商工会議所『金曜会パンフレット』 200702 ¥36,300 ¥54,450

KP00012666 抗日・排日関係史料
第10巻　1938

（昭和13）年
上海商工会議所『金曜会パンフレット』 200702 ¥36,300 ¥54,450

KP00012667 抗日・排日関係史料
第11巻　1939

（昭和14）年
上海商工会議所『金曜会パンフレット』 200702 ¥36,300 ¥54,450

KP00012668 抗日・排日関係史料
別巻　総目次・索

引・解説
上海商工会議所『金曜会パンフレット』 200702 ¥36,300 ¥54,450
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シリーズこころとからだの処方箋 全16巻
同時アクセス１：¥61,600 （本体価格）同時アクセス３：¥92,400 （本体価格）

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00027011 ストレスマネジメント 「これまで」と「これから」
シリーズこころと

からだの処方箋 1
200509 ¥3,850 ¥5,775

KP00027012 ボーダーラインの人々 多様化する心の病
シリーズこころと

からだの処方箋 2
200509 ¥3,850 ¥5,775

KP00027013 成人期の危機と心理臨床 壮年期に灯る危険信号とその援助
シリーズこころと

からだの処方箋 3
200512 ¥3,850 ¥5,775

KP00027014 迷走する若者のアイデンティティ
フリーター、パラサイト・シングル、ニート、ひきこ

もり

シリーズこころと

からだの処方箋 4
200512 ¥3,850 ¥5,775

KP00027015 青少年のこころの闇 情報社会の落とし穴
シリーズこころと

からだの処方箋 5
200604 ¥3,850 ¥5,775

KP00027016 高齢者の「生きる場」を求めて 福祉、心理、介護の現場から
シリーズこころと

からだの処方箋 6
200604 ¥3,850 ¥5,775

KP00027017 思春期の自己形成 将来への不安のなかで
シリーズこころと

からだの処方箋 7
200610 ¥3,850 ¥5,775

KP00027018 睡眠とメンタルヘルス 睡眠科学への理解を深める
シリーズこころと

からだの処方箋 8
200606 ¥3,850 ¥5,775

KP00027019 高齢期の心を活かす 衣・食・住・遊・眠・美と認知症・介護予防
シリーズこころと

からだの処方箋 9
200606 ¥3,850 ¥5,775

KP00027020 抑うつの現代的諸相 心理的・社会的側面から科学する
シリーズこころと

からだの処方箋 10
200610 ¥3,850 ¥5,775

KP00027021 非行 彷徨する若者、生の再構築に向けて
シリーズこころと

からだの処方箋 11
200706 ¥3,850 ¥5,775

KP00027022 「働く女性」のライフイベント そのサポートの充実をめざして
シリーズこころと

からだの処方箋 12
200704 ¥3,850 ¥5,775

KP00027023 不登校 学校に背を向ける子どもたち
シリーズこころと

からだの処方箋 13
200708 ¥3,850 ¥5,775

KP00027024 虐待と現代の人間関係 虐待に共通する視点とは
シリーズこころと

からだの処方箋 14
200712 ¥3,850 ¥5,775

KP00027025 被害者心理とその回復 心理的援助の最新技法
シリーズこころと

からだの処方箋 15
200803 ¥3,850 ¥5,775

KP00027026 家族心理臨床の実際 保育カウンセリングを中心に
シリーズこころと

からだの処方箋 16
200806 ¥3,850 ¥5,775

雑誌総目次関係タイトル
販売価格はそれぞれの価格をご参照ください。

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出版
年月

「同時アクセス数1」の販
売価格(本体価)

「同時アクセス数2」の販
売価格(本体価)

KP00030496『少年倶楽部・少年クラブ』総目次 上
書誌書目シリーズ
84

200808 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030497『少年倶楽部・少年クラブ』総目次 中
書誌書目シリーズ
84

200808 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030498『少年倶楽部・少年クラブ』総目次 下
書誌書目シリーズ
84

200808 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030499『少女倶楽部・少女クラブ』総目次 上
書誌書目シリーズ
92

201003 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030500『少女倶楽部・少女クラブ』総目次 下
書誌書目シリーズ
92

201003 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030501戦前期『サンデー毎日』総目次 上
書誌書目シリーズ
82

200703 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030502戦前期『サンデー毎日』総目次 中
書誌書目シリーズ
82

200703 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030503戦前期『サンデー毎日』総目次 下
書誌書目シリーズ
82

200703 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030504戦前期『週刊朝日』総目次 上
書誌書目シリーズ
78

200605 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030505戦前期『週刊朝日』総目次 中
書誌書目シリーズ
78

200605 ¥55,000 ¥82,500 

KP00030506戦前期『週刊朝日』総目次 下
書誌書目シリーズ
78

200605 ¥55,000 ¥82,500 
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ゆまに書房 学術単行本シリーズ
販売価格はそれぞれの価格をご参照ください。

ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出

版年月

「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00006185
あるジャーナリストの敗戦日記 ―

1945〜1946―
200508 ¥4,290 ¥5,610

KP00006186
クーデターとタイ政治 ―日本大使

の1035日―
201004 ¥2,420 ¥3,190

KP00006187 サムライ異文化交渉史 200704 ¥2,970 ¥3,850

KP00006188 パロールの復権 ロシア・フォルマリズムからプラーグ言語美学へ 199911 ¥10,890 ¥16,390

KP00006189
マッカーサーと戦った日本軍 ―

ニューギニア戦の記録 ―
200908 ¥5,500 ¥7,150

KP00006190
宰相たちのデッサン ─幻の伝記で

読む日本のリーダー―
200706 ¥3,300 ¥4,290

KP00006191 幕末維新の文人と志士たち 200807 ¥5,500 ¥7,150

KP00006192
網野史学の越え方 ―新しい歴史像

を求めて―
200304 ¥2,310 ¥3,080

KP00006193 野上弥生子とその時代 200905 ¥5,500 ¥7,150

KP00006194 近代日本の地方統治と「島嶼」 200911 ¥16,060 ¥20,790

KP00006195 血の報復 「在満」中国人作家短篇集 201607 ¥6,050 ¥7,920

KP00006196 将軍遠藤三郎とアジア太平洋戦争 201503 ¥19,360 ¥25,190

KP00006197 西崖　中国旅行日記 201601 ¥14,080 ¥18,260

KP00006198 帝国日本と植民地大学 201402 ¥29,040 ¥37,840

KP00006199 台湾植民地史の研究 201503 ¥9,240 ¥11,990

KP00018363 年表でみるモノの歴史事典 上 199511 ¥34,100 ¥51,150

KP00018364 年表でみるモノの歴史事典 下 199511 ¥34,100 ¥51,150

KP00027008 通訳酬酢
近世日朝交流史

料叢書 1
201710 ¥12,760 ¥25,520

KP00027009 一九三九年の在日朝鮮人観 201710 ¥6,160 ¥12,320

KP00027010 植民地期台湾の銀行家・木村 匡 201701 ¥6,160 ¥12,320
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ProductID 書籍-タイトル 書籍-巻次・年次 書籍-副書籍名 書籍-シリーズ名
プリント版出
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「同時アクセス数1」

の販売価格(本体価)

「同時アクセス数3」

の販売価格(本体価)

KP00032983 ビジュアル　日本のお金の歴史 江戸時代 202010 ¥5,500 ¥11,000

KP00032984 ビジュアル　日本のお金の歴史 飛鳥時代〜戦国時代 202010 ¥5,500 ¥11,000

KP00032985 ビジュアル　日本のお金の歴史 明治時代〜現代 202010 ¥5,500 ¥11,000

KP00034977 ビジュアル　都道府県別　日本の地理と気候 北海道・東北・関東編 202008 ¥6,160 ¥12,320

KP00034978 ビジュアル　都道府県別　日本の地理と気候 中部・近畿編 202010 ¥6,160 ¥12,320

KP00044023 ビジュアル　都道府県別　日本の地理と気候 中四国・九州・沖縄 編 202101 ¥6,160 ¥12,320

KP00034979 こんなに恐ろしい核兵器 1 核兵器はこうしてつくられた 201812 ¥5,060 ¥10,120

KP00034980 こんなに恐ろしい核兵器 2 核兵器のない世界へ 201901 ¥5,060 ¥10,120

KP00044024 日本人と動物の歴史 1 家畜 201709 ¥6,160 ¥12,320

KP00044025 日本人と動物の歴史 2 野生動物 201710 ¥6,160 ¥12,320

KP00044032 日本人と動物の歴史 3 鳥 201711 ¥6,160 ¥12,320

KP00044026 聞こえにくい人のSOS

知っておきたい障

がいのある人の

SOS 1

201505 ¥6,600 ¥13,200

KP00044027 学びにくい人のSOS

知っておきたい障

がいのある人の

SOS 2

201505 ¥6,600 ¥13,200

KP00044028 見えにくい人のSOS

知っておきたい障

がいのある人の

SOS 3

201505 ¥6,600 ¥13,200

KP00044029 体を動かしにくい人のSOS

知っておきたい障

がいのある人の

SOS 4

201505 ¥6,600 ¥13,200

KP00044030 理解されにくい人のSOS

知っておきたい障

がいのある人の

SOS 5

201505 ¥6,600 ¥13,200

KP00044031 被災地の人のSOS

知っておきたい障

がいのある人の

SOS 別巻

201505 ¥6,600 ¥13,200

ゆまに書房 ビジュアルシリーズ
販売価格はそれぞれの価格をご参照ください。
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