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大学様向け 
 

2010 年 Springer レクチャーノートシリーズ  

オンラインアーカイブ キャンペーンのご案内 

 

期間

限定

期間

限定

 

下記のとおり、2010 年 Springer レクチャーノートシリーズのオンラインアーカイブコレクション（創刊号から

2004 年まで）を期間限定の割引価格でご提供いたします。 
 

【キャンペーン価格】 

2010 年中にご注文頂いた大学のお客様に限り、通常価格から 10%割引 

割引適用条件 
* 2010 年 12 月 17 日（金）までにご注文書(もしくはご署名付のご注文予定確認書)を、 

弊社へご提出頂くこと。 
 
 
キャンペーン対象パッケージ 
シュプリンガーのレクチャーノートシリーズは、以下の 3 シリーズでの提供になります 
Lecture Notes in Computer Science (LNCS) コンピュータ科学 1973 年創刊 
Lecture Notes in Mathematics (LNM) 数学 1964 年創刊 
Lecture Notes in physics (LNP) 物理学 1969 年創刊 
 
 
 

Springer Lecture Note シリーズとは 
それぞれの分野での最新の研究情報の提供を目的として刊行するブックシリーズで、水準の高い研究モ

ノグラフ、会議録などをテーマ別に収録して刊行され、研究者に高い評価を得ています。論文や会議録な

どの記事の執筆者の中には、その分野の第一人者、ノーベル賞受賞者、フィールズ賞・コール賞受賞者

などが名を連ねており、日本の著名な研究者も執筆しています。 
 ・南部陽一郎博士 （LNP Volume 176 1982 年） 
 ・小柴昌俊博士 （LNP Volume 134 1980 年） 
 ・岩澤健吉博士 （LNM Volume 21 1966 年） 
 ・志村五郎博士 （LNM Volume 54 1968 年） 

 

東京・大学第１ (03)6910-0521 大阪営業部 (06)6843-0161  静岡営業部 (054)253-3015 水戸営業所 (029)227-2461 広島営業所 (082)249-2199 

東京・大学第２ (03)6910-0522 大阪工大 BC(06)6958-2000 東海大 BC  (0463)50-1250 首都北営業部 (048)822-0775 松山営業所 (089)933-2410 

東京・大学第３ (03)6910-0523 京都営業部 (075)221-3310 北海道営業部  (011)-251-7841 宇都宮営業所 (028)600-1002 福岡営業所 (092)437-5353 

東京・官公庁  (03)6910-0525 金沢営業部 (076)231-6210 弘前営業所 (0172)36-3755 首都西営業部 (042)656-6620 熊本営業所 (096)322-5666 

東京・企業    (03)6910-0524 横浜営業部 (045)476-0761 仙台営業所 (022)227-0301 中部営業部 (052)265-0161    鹿児島営業所(099)223-4519 

成蹊学園 BC  (0422)36-0360 湘南営業部 (046)235-0010 千葉営業所 (043)296-0188 岡山営業所 (086)222-7312    沖縄営業所 (098)887-3678 

                 2010.08.01 



 

 

【キャンペーン価格一覧】  買い切り価格 （5 段階の Tier 分類） 

Very Large Large Medium Small Very SmallSeries Title 
シリーズ タイトル 巻数      

Lecture Notes in Computer 
Science 1973-1996 1,188 € 25,756 € 22,397 € 14,778 €7, 389 € 6,264
Lecture Notes in Computer 
Science 1997-2004 2,060 € 46,876 € 40,761 € 26,901 € 13,446 € 11,412
Lecture Notes in Mathematics 
1964-1996 1,640 € 35,798 € 31,128 € 20,538 € 10,269 € 8,712
Lecture Notes in Mathematics 
1997-2004 213 € 4,565 € 3,969 € 2,619 € 1,305 € 1,107
Lecture Notes in Physics 
1969-1996 476 € 9,868 € 8,581 € 5,661 € 2,826 € 2,394
Lecture Notes in Physics 
1997-2004 178 € 3,260 € 2,835 € 1,863 € 927 € 792

 
※各大学の Tier は出版社によって判定されます。 
※ご購入価格は、外価に実勢レートの前月平均を用い、弊社手数料及び消費税を加算した料金となります。 
※買い切りモデルでアーカイブ権が残ります。 
 

【ご契約条件】 
お客様と Springer 本社との間で英文合意書（サイト情報を含む）を交わしていただきます。 

    お支払いは、弊社へお願いいたします。 
 
【お見積・ご発注先】 

お見積のご依頼・お申し込みは、最寄りの弊社営業所までお願いいたします 
 

【その他】 
・冊子体の特別価格(DDP)の設定はございません。 

・MARC21、NACSIS CATP 準拠の MARC RECORD は提供されません。 

 
 
本商品は 1 回買い切りの商品で、アーカイブ権が残り、永続的にアクセスが可能です。但し、SpringerLink 上

のコンテンツにおいて、Springer 社とのカレントのご契約がなくなりました場合には、僅少なメンテナンス料金 
（年間 約 Euro 500）を申し受けます。 
 
この貴重な電子コンテンツを、お得なキャンペーン期間中に是非ともお買い求め頂きますよう、お願い申し上げ

ます。 
 

 

 

 

 


