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。

セット価格販売承り中
お申込は最寄りの
営業担当者まで

日外アソシエーツ

No.KD0086

2020年1月

レファレンスセット・選

現代外国人名録（7点セット）30%OFF
KP00018334 9784816925832 現代外国人名録 2016
KP00018333 9784816923524 現代外国人名録 2012
KP00018332 9784816920844 現代外国人名録 2008
KP00018331 9784816918186 現代外国人名録 2004
KP00018330 9784816915987 現代外国人名録 2000

セールスID：KS00000018
全7巻
同時アクセス1 税込¥786,500
同時アクセス3 税込¥1,179,750

KP00018329 9784816913648 新訂現代外国人名録 96
KP00018328 9784816911224 現代外国人名録

日本の新聞、雑誌、図書などに執筆者として登場したり、記事中に取り上げられたりして日本人に馴染みのある外国人を収録する人名
録である。現在活躍中の人物を中心に、すでに現役を引退した人物や物故者も一部含む。

企業不祥事事典（2点セット）15%OFF
KP00024454 9784816927171
企業不祥事事典 2 : ケーススタディ2007-2017
KP00024453 9784816920615
企業不祥事事典 : ケーススタディ150

セールスID：KS00000027
全2巻
同時アクセス1 税込¥26,862
同時アクセス3 税込¥40,293

贈収賄、架空取引、異物混入、不正入札、顧客情報流出、システム障害…後を絶たない企業不祥事。事件の背景、発端、その後の
経緯、会社の対応、警察・検察の動き、裁判等を詳述。

昭和災害史事典（6点セット）18%OFF
KP00019133 9784816913372 昭和災害史事典 : 総索引
KP00019132 9784816913129 昭和災害史事典 5 : 昭和56年～昭和63年
KP00019131 9784816912832 昭和災害史事典 4 : 昭和46年～昭和55年
KP00019130 9784816911927 昭和災害史事典 3 : 昭和36年～昭和45年
KP00019129 9784816911385 昭和災害史年表事典 2 : 昭和21年～昭和35年

セールスID：KS00000028
全6巻
同時アクセス1 税込¥205,700
同時アクセス3 税込¥308,550

KP00019128 9784816913365 昭和災害史事典 1 : 昭和2年～昭和20年

昭和期62年間にわたる災害記録の集大成。天災から社会的災害まで、各種災害・事故の記録を年表形式に排列。概略や具体的な
データまで知ることができる。

平成災害史事典（6点セット）17%OFF
KP00021729 9784816927805 平成災害史事典：総索引
KP00019138 9784816927669 平成災害史事典 : 平成26年～平成30年
KP00019137 9784816924620 平成災害史事典 : 平成21年～平成25年
KP00019136 9784816921674 平成災害史事典 : 平成16年～平成20年
KP00019135 9784816918452 平成災害史事典 : 平成11年～平成15年

セールスID：KS00000029
全6巻
同時アクセス1 税込¥229,900
同時アクセス3 税込¥344,850

KP00019134 9784816915413 平成災害史事典 : 平成元年～平成10年

平成に起きた、台風、豪雨、豪雪、地震、噴火、地滑り、雪崩などの自然災害（天災）、および火災、工場・鉱山災害、各種交通機
関の事故、公害・被曝、伝染病、食中毒、薬害・医療事故、山岳遭難、戦争災害などの社会的災害（人災）を収録の対象とした。
災害別一覧、都道府県別一覧付き。

トピックス年表事典 政治・経済（7点セット）8%OFF
KP00019144 9784816925191 海洋・海事史事典 : トピックス 古代-2014

セールスID：KS00000030
全7巻

KP00019143 9784816925535 資源・エネルギー史事典 : トピックス1712-2014
KP00019142 9784816922381 日本交通史事典 : トピックス 1868-2009
KP00009285 9784816921506 日本経済史事典 : トピックス 1945-2008

同時アクセス1 税込¥302,500
同時アクセス3 税込¥453,750

KP00019141 9784816922558 国際紛争・内戦史事典 : トピックス 1901-2009
KP00019140 9784816927232 日本安全保障史事典 : トピックス 1945-2017
KP00019139 9784816925825 日本議会政治史事典 : トピックス 1881-2015

政治・経済の歴史トピックスを集めた事典のセット

トピックス年表事典 社会（4点セット）12%OFF
KP00019148 9784816923814 日本ジャーナリズム・報道史事典 :トピックス 1861-2011
KP00019147 9784816923166 日本教育史事典 : トピックス 1868-2010
KP00019146 9784816921551 日本国際交流史事典 : トピックス 1853-2008

セールスID：KS00000031
全4巻
同時アクセス1 税込¥181,500
同時アクセス3 税込¥272,250

KP00019145 9784816925986 日本女性史事典 : トピックス 1868-2015

現代社会史の様々なトピックを網羅した事典セット

トピックス年表事典 文化・芸術（6点セット）7%OFF
KP00019152 9784816925993 日本児童文学史事典 : トピックス 1945-2015
KP00019151 9784816926402 スポーツ史事典 : トピックス 2006-2016 日本／世界
KP00009283 9784816919855 日本スポーツ事典 : トピックス 1964-2005
KP00019155 9784816920912 日本芸能事典 : 50年の記録

セールスID：KS00000032
全6巻
同時アクセス1 税込¥254,100
同時アクセス3 税込¥381,150

KP00019150 9784816925085 日本音楽史事典 : トピックス 1868-2014
KP00019149 9784816922923 日本出版文化史事典 : トピックス 1868-2010

出版・芸能・スポーツ等のトピックスをまとめた事典セット

トピックス年表事典 科学・技術（4点セット）11%OFF
KP00010180 9784816922039 天文・宇宙開発事典 : トピックス 古代-2009

セールスID：KS00000033
全4巻

KP00019154 9784816924613 科学技術史事典 : トピックス 原始時代-2013
KP00009284 9784816920332 環境史事典 : トピックス 1927-2006

同時アクセス1 税込¥133,100
同時アクセス3 税込¥199,650

KP00019153 9784816924316 日本医療史事典 : トピックス 1722-2012

科学・環境・医療等のトピックをまとめた事典セット

郷土史関連セット（10点セット）10%OFF
KP00020835 9784816924491 日本の祭神事典 : 社寺に祀られた郷土ゆかりの人びと
KP00020834 9784816926907 地名でたどる郷土の歴史 : 地方史誌にとりあげられた地名文献目録
KP00020833 9784816927300 人物レファレンス事典 郷土人物編 . 第II期（2008-2017）
KP00020832 9784816923883 郷土博物館事典
KP00020831 9784816925795 郷土ゆかりの人々 : 地方史誌にとりあげられた人物文献目録

セールスID：KS00000034
全10巻
同時アクセス1 税¥871,200
同時アクセス3 税込¥1,306,800

KP00020830 9784816927294 郷土に伝わる民俗と信仰 : 地方史誌にとりあげられた民俗文献目録
KP00020829 9784816926686 郷土・地域文化の賞事典
KP00020828 9784816927393 郷土・地域をしらべる レファレンスブック
KP00020827 9784816922954 郷土ゆかりの人物総覧 : データブック・出身県別3万人
KP00020826 9784816921223 人物レファレンス事典 郷土人物編

郷土に関するトピックを集大成。地域研究に必須の事典セット。

※セットのお申込みは弊社営業担当にて承ります。セット名・セール
スID・同時アクセス数をお知らせ願います。
※単品販売も承っております。詳しくはお問い合わせください。

株式会社紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501 Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp

