
紀伊國屋書店 学術電子図書館

維持費不要 1冊から購入OK リモートアクセス・学認対応 無償MARC提供

レスポンシブなサイト
デザイン。スマートフォンか
らも快適に閲覧。

無料アプリで本棚作成、
マークやコメント、通知な
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（2018 年中予定）
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SmartPLATONから
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研究・学修・収書の新しいかたち

創業100年　日本評論社
明治期～昭和期  第一級貴重資料  記念復刊

デジタルアーカイブ
①総合雑誌　「日本評論」
②社会経済体系
③現代法学全集
④明治文化全集

No.KD0011
2018 年 8月

社会・文化・経済・政治・法律
（日本国内限定：全機関販売可）

創業100年特価
20～40%OFF

2019年3月末日迄



■総合雑誌「日本評論」全101巻　昭和10年10月号～昭和22年12月号

同時アクセス１　601,524円（税別）　同時アクセス３　902,276円（税別）

●2019年3月末迄　30%OFF 特価

【内容紹介（一部）】

※昭和20年刊行分すべてを含む55冊が欠本となっています。
※全文テキスト検索はできませんが、目次（該当ページへの直リンク付）を付与しています。

1935年10月号（第10巻10号） 【「経済往来」改題飛躍号】■今月の課題　馬場恒吾ほか，■日本文化を再評価する（談話会）　長谷川如是閑ほか，■今月の
人物　村田孜郎ほか，■支那の明暗相を語る夕　村松梢風ほか

1936年10月号（第11巻10号）
【10 月特集号】特集／大変革期の世界，特集／人生及人生哲学　西田幾多郎ほか，■大変革期・世界の戦慄　横田喜三郎ほか，
■公債と増税（座談会）　石橋湛山ほか，■電力国営の問題　清沢列ほか，■風俗時評　北村小松ほか，■蘆花を語る（座談会）　
徳富愛子ほか

1937年7月号（第12巻7号） 【近衛内閣号】特集／次代を造る人々　早瀬利雄ほか，■次代を造るために（座談会）　小泉丹ほか，■近衛内閣と其の批判　
山川均ほか，■青年宰相を鞭撻する　三輪壽壮ほか，■南へ南へ！　杉森孝次郎ほか

1940年11月号（第15巻11号）
【高度国防国家号】 
特集／全日本科学化運動　山本峯雄ほか，■公益と私益　片山利忠ほか，■三国同盟　白鳥敏夫ほか，■アメリカの動向　国
司太郎ほか，■高度国防国家を語る（座談会）　大河内一男ほか，■新人旧人　津久井龍雄ほか "

1942年1月号（第17巻1号）
【大東亜戦争号】■勝利はわれにあり　伊藤正徳ほか，■わが経済の強靭性　本位田祥男ほか，■緊急時局研究会・アメリカ
を抉る　山本峯雄ほか，■第五回日本評論時局研究会・決戦政治の確立　岩淵辰雄ほか，■進め！南へ！！　岡本アキラ★（日
の下に高）★ほか，■戦争の形態（座談会）　石原莞爾ほか

1946年3月号（第21巻3号） ■敗戰日本の理解のために　高橋正雄，■財產税と通貨の數量　鬼頭仁三郎，■『資本論』の輪廓　越村信三郎

昭和10年10月に「経済往来」を改題　日本評論11月号を発刊。500頁をこす総合雑誌となり、「改造」、「中央公論」に比肩する雑誌として、世論をリー
ドした。日本が軍事拡大路線を突き進む中で、いかに政治・経済・社会状況の変化が、「日本評論」に押し寄せてきたか。
時代ごとに論調を辿ることにより、大戦に突き進んだ日本の姿が見て取れる。民主国家としての日本を考えるうえで、必須の一級資料。

巻次・年次 同時アクセス数1
本体価格（税別）

同時アクセス数3
本体価格（税別） ProductID

1935年10月号（第10巻10号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013282

1935年11月号（第10巻11号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013283

1936年1月号（第11巻1号） ¥11,550 ¥17,325 KP00013284

1936年4月号（第11巻4号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013285

1936年5月号（第11巻5号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013286

1936年6月号（第11巻6号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013287

1936年7月号夏季増大号（第11
巻7号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013288

1936年8月号（第11巻8号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013289

1936年10月号（第11巻10号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013290

1937年1月号（第12巻1号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013291

1937年1月号別冊附録（第12巻1
号別冊附録）） ¥4,620 ¥6,930 KP00013292

1937年2月号別冊附録（第12巻2
号別冊附録） ¥2,310 ¥3,465 KP00013293

1937年2月号（第12巻2号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013294

1937年3月号（第12巻3号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013295

1937年4月号（第12巻4号） ¥9,702 ¥14,553 KP00013296

1937年5月号（第12巻5号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013297

1937年6月号（第12巻6号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013298

1937年7月号（第12巻7号） ¥9,702 ¥14,553 KP00013299

1937年8月号（第12巻8号） ¥8,085 ¥12,127 KP00013300

1937年臨時増刊号（第12巻9号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013301

1937年11月号（第12巻12号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013302

1937年12月号別冊附録（第12巻
13号別冊附録） ¥4,620 ¥6,930 KP00013303

1937年12月号（第12巻13号） ¥8,085 ¥12,127 KP00013304

1937年第2臨時号（第12巻14号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013305

1938年1号別冊附録（第13巻1号
別冊附録） ¥4,620 ¥6,930 KP00013306

1938年3月号別冊附録（第13巻3
号別冊附録） ¥5,775 ¥8,662 KP00013307

1938年4月号（第13巻5号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013308

1938年5月号（第13巻6号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013309

1938年7月号（第13巻8号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013310

1938年9月号（第13巻10号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013311

1938年10月号（第13巻11号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013312

1938年11月号（第13巻12号） ¥8,085 ¥12,127 KP00013313

1939年13巻12号別冊付録 ¥4,620 ¥6,930 KP00013314

1938年12月号（第13巻13号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013315

巻次・年次 同時アクセス数1
本体価格（税別）

同時アクセス数3
本体価格（税別） ProductID

1939年2月号別冊附録（第14巻2
号別冊附録） ¥4,620 ¥6,930 KP00013316

1939年4月号（第14巻4号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013317

1939年7月号（第14巻7号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013318

1939年9月号（第14巻9号） ¥9,240 ¥13,860 KP00013319

1939年12月号（第14巻12号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013320

1940年1月号別冊附録（第15巻1
号別冊附録） ¥6,930 ¥10,395 KP00013321

1940年2月号（第15巻2号） ¥8,085 ¥12,127 KP00013322

1940年3月号（第15巻3号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013323

1940年5月号別冊附録（第15巻
第5号別冊附録） ¥5,775 ¥8,662 KP00013324

1940年5月号（第15巻5号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013325

1940年6月号（第15巻6号） ¥3,465 ¥5,197 KP00013326

1940年6月号別冊附録（第15巻6
号別冊附録）） ¥6,930 ¥10,395 KP00013327

1940年7月号（第15巻7号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013328

1940年8月号（第15巻8号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013329

1940年9月臨時号（第15巻9号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013330

1940年10月号（第15巻10号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013331

1940年11月号（第15巻11号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013332

1941年2月号（第16巻2号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013333

1941年3月号（第16巻3号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013334

1941年4月号（第16巻4号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013335

1941年5月号（第16巻5号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013336

1941年6月号（第16巻6号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013337

1941年7月号（第16巻7号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013338

1941年8月号（第16巻8号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013339

1941年9月号（第16巻9号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013340

1941年10月号（第16巻10号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013341

1941年11月号（第16巻11号） ¥5,775 ¥8,662 KP00013342

1941年12月号（第16巻12号） ¥5,775 ¥8,662 KP00013343

1942年1月号（第17巻1号） ¥6,930 ¥10,395 KP00013344

1942年2月号（第17巻2号） ¥5,775 ¥8,662 KP00013345

1942年3月号（第17巻3号） ¥5,775 ¥8,662 KP00013346

1942年4月号（第17巻4号） ¥5,775 ¥8,662 KP00013347

1942年5月号（第17巻5号） ¥4,620 ¥6,930 KP00013348

1942年6月号（第17巻6号） ¥4,620 ¥6,930 KP00013349

1942年7月号（第17巻7号） ¥4,620 ¥6,930 KP00013350

1942年8月号（第17巻8号） ¥4,620 ¥6,930 KP00013351



巻次・年次 同時アクセス数1
本体価格（税別）

同時アクセス数3
本体価格（税別） ProductID

1942年10月号（第17巻10号） ¥4,620 ¥6,930 KP00013352

1942年11月号（第17巻11号） ¥4,620 ¥6,930 KP00013353

1943年2月号（第18巻2号） ¥3,465 ¥5,197 KP00013354

1943年4月号（第18巻4号） ¥3,465 ¥5,197 KP00013355

1943年5月号（第18巻5号） ¥3,465 ¥5,197 KP00013356

1943年7月号（第18巻7号） ¥3,465 ¥5,197 KP00013357

1943年8月号（第18巻8号） ¥3,465 ¥5,197 KP00013358

1943年9月号（第18巻9号） ¥3,465 ¥5,197 KP00013359

1943年10月号（第18巻10号） ¥3,465 ¥5,197 KP00013360

1943年11月号（第18巻11号） ¥3,465 ¥5,197 KP00013361

1943年12月号（第18巻12号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013362

1944年2月号（第19巻2号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013363

1944年3月号（第19巻3号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013364

1944年5月号（第19巻5号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013365

1944年9月号（第19巻9号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013366

1944年10月号（第19巻10号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013367

1944年11月号（第19巻11号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013368

1946年1月号（第21巻1号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013369

巻次・年次 同時アクセス数1
本体価格（税別）

同時アクセス数3
本体価格（税別） ProductID

1946年3月号（第21巻3号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013370

1946年4月号（第21巻4号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013371

1946年5月号（第21巻5号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013372

1946年6月号（第21巻6号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013373

1946年8・9月合併号（第21巻8・9
合併号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013374

1946年11月号（第21巻11号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013375

1946年12月号（第21巻12号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013376

1947年2月号（第22巻2号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013377

1947年5・6月合併号（第22巻6
号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013378

1947年7月号（第22巻7号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013379

1947年8月号（第22巻8号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013380

1947年10,11月号（第22巻10・11
号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013381

1947年12月号（第22巻12号） ¥2,310 ¥3,465 KP00013382

記念特価合計価格 ¥601,524 ¥902,276

通常定価合計価格 ¥859,320 ¥1,288,966

■「社会経済体系」全20巻　1926-1928

イギリス留学を終え、東大経済学部に迎えられた少壮の学者河合栄治郎によって企画された。
広告文には「最新社会科学の一大エンサイクロペディア」と謳われ、1926(大正15)～1928(昭和3)年に全20巻を刊行した。
この体系が弊社を社会科学系出版社として性格づける結果となる。

【主なテーマと著者】
社会経済学・明治財政史（土方成美） 無政府主義 ( 室伏高信 ) 職業婦人問題（奥むめお）

英国経済史・消費組合（本位田祥男） 植民政策 ( 東郷実 ) 法律学（田中耕太郎）

日本経済史（本庄榮治郎） 電気事業 ( 松永安左エ門 ) 家族（戸田貞三）

末期の資本主義・日本資本主義発達史（高橋亀吉） 経済学 ( 高田保馬 ) 小作問題（小平権一）

社会主義史（石川三四郎） マルクス経済学 ( 向坂逸郎 ) 部落問題（有馬頼寧）

労働組合運動（田邊忠男） 株式会社経済論 ( 上田貞次郎 ) 明治外交史の一節 ( 吉野作造 )

労農党分裂を評す・労働争議（赤松克磨） 宗教の本質 ( 佐野勝也 ) 憲法大意 ( 野村淳治 )

財政学（神戸正雄） 社会と教育　特に社会学と教育学の関係 ( 篠原助市 ) インタナショナルの歴史（山川均）

社会哲学・ユートピア社会主義（土田杏村） 芸術論 ( 阿部次郎 ) 法律思想史（小野清一郎）

政治思想史（高橋清吾） 行政学序論 ( 蝋山政道 ) 日本の無産政党運動（麻生久）

明治憲政史（尾佐竹猛） 救貧問題 ( 賀川豊彦 ) 私生子法律問題 ( 穂積重遠 )

宗教と法律・国家哲学（三谷隆正） 日本社会観 ( 下村宏 )

歴史哲学(三木清) ファシズム ( 藤井悌 )

同時アクセス１　202,400円（税別）　同時アクセス３　303,600円（税別）

●2019年3月末迄　20%OFF 特価

巻次・年次 同時アクセス数1
本体価格（税別）

同時アクセス数3
本体価格（税別） ProductID

第１巻 ¥9,856 ¥14,784 KP00009288

第２巻 ¥9,856 ¥14,784 KP00009344

第３巻 ¥9,856 ¥14,784 KP00009345

第４巻 ¥9,856 ¥14,784 KP00009346

第５巻 ¥9,856 ¥14,784 KP00009347

第６巻 ¥9,856 ¥14,784 KP00009348

第７巻 ¥9,856 ¥14,784 KP00009349

第８巻 ¥9,856 ¥14,784 KP00009350

第９巻 ¥9,856 ¥14,784 KP00009351

第１０巻 ¥9,856 ¥14,784 KP00009352

第１１巻 ¥9,856 ¥14,784 KP00009353

巻次・年次 同時アクセス数1
本体価格（税別）

同時アクセス数3
本体価格（税別） ProductID

第１２巻 ¥9,856 ¥14,784 KP00009354

第１３巻 ¥9,856 ¥14,784 KP00009355

第１４巻 ¥9,856 ¥14,784 KP00009356

第１５巻 ¥10,824 ¥16,236 KP00009357

第１６巻 ¥10,648 ¥15,972 KP00009358

第１７巻 ¥10,648 ¥15,972 KP00009359

第１８巻 ¥10,208 ¥15,312 KP00009360

第１９巻 ¥7,304 ¥10,956 KP00009921

第２０巻 ¥14,784 ¥22,176 KP00009922

記念特価合計価格 ¥202,400 ¥303,600

通常定価合計価格 ¥253,000 ¥379,500

※全文テキスト検索はできませんが、目次（該当ページへの直リンク付）を付与しています。



株式会社 紀伊國屋書店
ICT営業本部  電子書籍営業部

〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10
TEL：03-5719-2501　FAX：03-5436-6921

ict_ebook@kinokuniya.co.jp

無料トライアル・各種お問い合わせ・ご注文は最寄りの営業所または下記まで

同時アクセス１　383,680円（税別）　同時アクセス３　575,520円（税別）

同時アクセス１　396,000円（税別）　同時アクセス３　594,000円（税別）

●2019年3月末迄　20%OFF 特価

●2019年3月末迄　40%OFF 特価

巻次・年次 同時アクセス数1
本体価格（税別）

同時アクセス数3
本体価格（税別） ProductID

第１巻 ¥8,184 ¥12,276 KP00009287

第２巻 ¥9,768 ¥14,652 KP00009306

第３巻 ¥8,800 ¥13,200 KP00009307

第４巻 ¥8,536 ¥12,804 KP00009308

第５巻 ¥8,800 ¥13,200 KP00009309

第６巻 ¥9,328 ¥13,992 KP00009310

第７巻 ¥8,712 ¥13,068 KP00009311

第８巻 ¥9,328 ¥13,992 KP00009312

第９巻 ¥8,184 ¥12,276 KP00009313

第１０巻 ¥7,920 ¥11,880 KP00009314

第１１巻 ¥8,184 ¥12,276 KP00009315

第１２巻 ¥9,064 ¥13,596 KP00009316

第１３巻 ¥9,416 ¥14,124 KP00009317

第１４巻 ¥9,064 ¥13,596 KP00009318

第１５巻 ¥9,064 ¥13,596 KP00009319

第１６巻 ¥9,680 ¥14,520 KP00009320

第１７巻 ¥9,856 ¥14,784 KP00009321

第１８巻 ¥8,976 ¥13,464 KP00009322

第１９巻 ¥8,712 ¥13,068 KP00009323

第２０巻 ¥8,624 ¥12,936 KP00009324

第２１巻 ¥9,064 ¥13,596 KP00009325

巻次・年次 同時アクセス数1
本体価格（税別）

同時アクセス数3
本体価格（税別） ProductID

第１巻 皇室篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001151

第２巻 正史篇（上) ¥13,200 ¥19,800 KP00001152

第３巻 正史篇（下) ¥13,200 ¥19,800 KP00001153

第４巻 憲政篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001154

第５巻 自由民権篇（上) ¥13,200 ¥19,800 KP00001155

第６巻 自由民権篇（下) ¥13,200 ¥19,800 KP00001156

第７巻 外交篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001157

第８巻 政治篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001158

第９巻 法律篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001159

第１０巻 経済篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001160

第１１巻 教育篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001161

第１２巻 宗教篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001162

第１３巻 文学芸術篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001163

第１４巻 時事小説篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001164

第１５巻 翻訳文芸篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001165

第１６巻 思想篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001166

巻次・年次 同時アクセス数1
本体価格（税別）

同時アクセス数3
本体価格（税別） ProductID

第２２巻 ¥9,416 ¥14,124 KP00009326

第２３巻 ¥8,360 ¥12,540 KP00009327

第２４巻 ¥9,152 ¥13,728 KP00009328

第２５巻 ¥11,176 ¥16,764 KP00009329

第２６巻 ¥10,824 ¥16,236 KP00009330

第２７巻 ¥10,384 ¥15,576 KP00009331

第２８巻 ¥9,416 ¥14,124 KP00009332

第２９巻 ¥11,088 ¥16,632 KP00009333

第３０巻 ¥10,648 ¥15,972 KP00009334

第３１巻 ¥10,824 ¥16,236 KP00009335

第３２巻 ¥11,440 ¥17,160 KP00009336

第３３巻 ¥11,440 ¥17,160 KP00009337

第３４巻 ¥11,880 ¥17,820 KP00009338

第３５巻 ¥10,824 ¥16,236 KP00009339

第３６巻 ¥11,440 ¥17,160 KP00009340

第３７巻 ¥11,968 ¥17,952 KP00009341

第３８巻 ¥11,440 ¥17,160 KP00009342

第３９巻 ¥14,696 ¥22,044 KP00009343

記念特価合計価格 ¥383,680 ¥575,520

通常定価合計価格 ¥479,600 ¥719,400

巻次・年次 同時アクセス数1
本体価格（税別）

同時アクセス数3
本体価格（税別） ProductID

第１７巻 外国文化篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001167

第１８巻 新聞篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001168

第１９巻 雑誌篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001169

第２０巻 風俗篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001170

第２１巻 文明開化篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001171

第２２巻 社会篇（上) ¥13,200 ¥19,800 KP00001172

第２３巻 社会篇（下) ¥13,200 ¥19,800 KP00001173

第２４巻 雑史篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001174

第２５巻 軍事・交通篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001175

第２６巻 科学篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001176

第２７巻 婦人問題篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001177

第２８巻 農工篇 ¥13,200 ¥19,800 KP00001178

別巻 明治事物起源 (全) ¥26,400 ¥39,600 KP00001179

記念特価合計価格 ¥396,000 ¥594,000

通常定価合計価格 ¥660,000 ¥990,000

■「現代法学全集」全39巻　1928-1931

■「明治文化全集」全28巻＆別巻1

編集代表である末弘厳太郎(東大法学部教授)の学問、法律、社会に対する思想の集約的結実といえる。
「法律の社会化」「法科大学の開放」というスローガンを掲げ、1928(昭和3)～1931(昭和6)年に全39巻を刊行した。
一般法・特別法を網羅し、我が国法律学の粋を結集した法律学全集。予約部数は10万部、いかに当時の専門家も実務家に受け入れられたかを如実に物
語っている。

穂積重遠/末弘厳太郎/我妻栄/田中耕太郎/菊井維大/瀧川幸辰/上杉愼吉/小野清一郎/宮澤俊義/美濃部達吉/杉之原舜一

大正13年11月　明治文化研究会は本郷の吉野作造邸で結成された。同人は、尾佐竹猛、石井研堂、宮武外骨、藤井甚太郎、小野秀雄、井上和雄、石川
巌。前年の震災で灰燼に帰した明治期資料を集積整理し、国民の財産にするために企画、刊行された。当時は部数も少なく、後年大佛次郎がようやくロ
サンゼルスの古書店で入手したというのは、著名な逸話である。　明治期歴史資料の集大成。1927年刊行開始、1930年完結。（1992年復刊を底本）

【主要著者】

※全文テキスト検索はできませんが、目次（該当ページへの直リンク付）を付与しています。


