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紙書籍のＷＥＢマーケティングサービス

「NetGalley（ネットギャリー）」
今後は各リージョナルチェーン書店と地域のメディア
や企業・団体などと連携を図り、新たな販売網を作り
上げていきたいと考えています。
文 / 株式会社メディアドゥ 藤吉 信仁
直近の２年間では、図書館関係者と
教育関係者の登録者数が大幅増加。
２０２１年１月にリリースした公式
閲覧アプリ「 NetGalley Shelf
（ネッ
ト ギ ャ リ ー シ ェ ル フ ）」 も 新 規 登 録
者拡大の後押しとなっている。

「NetGalley（ ネ ッ ト ギ ャ リ ー）
」は
2008 年に米国 Firebrand（ファイヤー
ブランド）グループの NetGalley LLC
社が開始した web を使った書籍のマー
ケティングサービスです。日本版は
2017 年にリリースされ、株式会社メ
ディアドゥが運営会社として事業展開
を行っております。現在は、米国、ド
イツ、フランス、日本、イギリスでサー
ビス展開されています。
サービス概要
ネットギャリーのサイト（https://
www.netgalley.jp/）では、出版社が掲
載した発売前の本のゲラやおすすめ
の既刊本を閲覧することができます。
サービスを利用するには無料の会員登
録が必要です（出版社は掲載点数に応
じた月額課金制であり、読み手の会員
は無料で利用ができます）
。読み手の
会員は登録後、掲載作品の閲覧リクエ
ストができるようになり、出版社がそ
のリクエストを承認すると、作品の全
文データがダウンロードできます。閲

覧後は、サイトを通じてレビューや評
価を出版社に直接届けることができま
す。出版社は会員からのフィードバッ
クを、販売展開やプロモーションで活
用できます。書店員や図書館司書は、
新刊書籍が全文閲覧できるツールとし
て選書の下読みに利用しています。ま
た、ダウンロードデータには、印刷不
可、コピー不可、55 日間の閲覧制限
などを施すことが可能であり、またセ
キュリティがかかっているため、出版
社や著者にとってもご安心いただけま
す。契約出版社にはアカウントが発行
され、単品ごとに、書名、作家名、内
容紹介文、ISBN などの基本書誌を入力
し、表紙画像と本文データ（PDF）を
アップロードすると、サイトに掲載さ
れ、リクエストの受付が開始されます。
利用状況
2021 年 5 月時点では、60 社の出版
社が利用しており、約 220 点の作品が
リクエストを受け付けています。出版
社はいつでも掲載作品を更新すること

ができるため、サイトには常に新しい
作品が掲載されています。登録会員数
は約 7,800 名、5 タイプの会員から構
成されています（書店関係者、図書館
関係者、教育関係者、メディア関係者、
一般レビュアーの中から登録時に属性
を選びます）
。特に、
直近の 2 年間では、
図書館関係者と教育関係者の登録者数
が 3.5 倍へと大幅増加しており、現在
では約 1,500 名となりました。
図書館関係者と教育関係者の登録が
日々増えている背景として、新型コロ
ナウイルスの影響により、全国の新刊
図書展示会の開催中止が相次いだこと
が挙げられます。事前に見本を手に
取って、内容を確認する機会が激減し
てしまった昨年、各出版社はネット
ギャリーに絵本や児童読み物、学習資
料書籍などの掲載を積極的に行い、図
書館関係者へ新刊情報を提供しまし
た。エリアによっては、展示会の会場
が遠方で行けなかったり、近くに書店
がなかったりと、日々大変な思いを
して新刊情報を収集されていた方も、
ネットギャリーを利用することで、い
つでもどこでも新刊情報を得ることが
できるようになりました。
公式閲覧アプリのリリース
2021 年 1 月にリリースした公式閲
覧アプリ「NetGalley Shelf（ネットギャ
リーシェルフ）
」も新規登録者拡大の後
押しとなっています。これまでネット
ギャリーでダウンロードした本文デー
タは、
外部サービスの ID を取得し、
リー
ダーアプリに認証させるなど、閲覧が
できるようになるまでに複数のステッ
プがあり、その煩雑さに苦労される方
も多くいました。しかし、公式閲覧ア
プリを使うと、外部サービスへの登録
は不要となり、ネットギャリーのログ
イン ID を使って初期設定を行うだけ
で閲覧できるため、ユーザーの負担が
大幅に軽減されました。閲覧アプリは、
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地元書店と郷土本を拡販
2020 年 11 月上旬に、徳島県那賀
町木頭地区（旧木頭村）が舞台の実話
をもとにした小説『奇跡の村 木頭と
柚子と命の物語』
（麻井みよこ著）が
ＫＡＤＯＫＡＷＡから刊行され、徳島
県で 7 店舗を展開するリージョナル
チェーン書店の平惣と提携し、ネット
ギャリーを使った販売プロモーション
が行われました。発売前プロモーショ
ンとして、徳島新聞や四国放送、ラジ
オ局、タウン誌などの各メディアに同
書の宣伝や PR を行い、さらには学校
や官庁などの外商顧客にも案内を強化
して、予約注文を受け付けました。
発売日からは、各店舗でオリジナル
POP を付けて大きく売り場展開し、徳
島新聞をはじめ各地域メディアに取り
上げられたことも功を奏し、同書は平
惣の年間ベストセラーで売上 1 位（19
年 11 月 24 日～ 20 年 11 月 23 日まで）
を獲得しました。11 月初旬発売にもか
かわらず、
『鬼滅の刃』
（集英社）関連
書を抑え、年間ベスト 1 位にランクイ
ンしたことはどれだけ大きな反響だっ
たか、想像ができるかと思います。
ネットギャリーで事前に本書の内容
を知ることにより、書店では売り先や
売り方をより具体的にイメージするこ
とができ、発売日まで念入りな販売準
備を行うことができます。また、ゲラ
を読んだスタッフはオリジナル POP
を作成し、同書が入荷したタイミング
で商品に添えることで、お客様への訴
求を強めることができます。地域のメ
ディア関係者にゲラを事前に読んでも
らおうとしても、紙媒体のゲラを一人
一人に届けるには大きなコストがかか
ります。
ネットギャリーであれば、少ないコ
ストで、一人でも多くの関係者に発売
前に読んでもらうことができます。郷
土本を売り伸ばしていくために地元の
書店と一緒になって取り組んだ今回の
事例をモデルケースとし、今後は各
リージョナルチェーン書店と地域のメ
ディアや企業・団体などと連携を図り、
ネットギャリーを介したコミュニティ
を構築し、新たな販売網を作り上げて
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『奇跡の村 木頭と柚子と命の物語』（麻井
みよこ著）がＫＡＤＯＫＡＷＡから刊行さ
れ、徳島県で７店舗を展開するリージョナ
ル チ ェ ー ン 書 店 の 平 惣 と 提 携 し、 ネ ッ ト
ギャリーを使った販売プロモーションが行
われ、平惣の年間ベストセラーで売上１位
を獲得した。

現時点ではベータ版としてリリースを
しており、ユーザーからの声を集めて、
さらなる改良に努めています。
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いきたいと考えています。
メディアドゥ、Firebrand グループを
子会社化
2021 年 1 月、メディアドゥは、米
国マサチューセッツ州に拠点を持つ
ファイヤーブランド・グループの買
収を発表しました。ファイヤーブラ
ンド・グループは代表者であるフラン
シス・トゥーランが 1987 年にクオリ
ティ・ソリューションズ・インクを創
業し、主に二つの事業を手掛けており
ます。その一つであるファイヤーブラ
ンド事業は、書籍の書誌情報（メタ
データ）を中核とした出版 ERP 事業、
情報配信事業、電子書籍配信事業の複
合事業を展開、米国出版大手２社を含
め 100 社以上の顧客が利用するシェア
No.1 サービスです。年間解約率は 0％
で、出版社にとって、なくてはならな
いサービスとなっています。北米のみ
ならず、英独などの欧州でもサービス
を展開しています。もう一つの事業が、
ネットギャリー事業です。サービス概
要は日本版と同じですが、米国出版大
手 5 社すべてを含む 500 社以上の出版
社に加え、作家も個人で契約して利用
しており、登録会員は 50 万人超。全
米書店協会や全米図書館協会とも連携
を図り、業界全体として活発に利用さ
れているほか、ブログや SNS で書評を
拡散する WEB インフルエンサーの利
用も盛んです。米国ネットギャリーで
は、オーディオブックを会員へ提供す
るサービスが昨年にリリースされ、新
たにオーディオブック出版社の利用も
拡大しています。
メディアドゥは今回の買収を通じ
て、北米で進む出版のデジタル化の
ノウハウを国内出版業界に導入する
こと、そしてファイヤーブランドが北

米に持つ顧客ネットワークを活用する
ことで、グループの国際事業拡大を推
進することを目指しています。ネット
ギャリー事業を展開する大元である
ファイヤーブランド・グループがメ
ディアドゥ・グループに参画したこと
を背景に、スピードを一層上げて日本
向けのオリジナル機能の開発に注力し
てまいります。
紙出版の取次大手トーハンとの資本提携
さらに、メディアドゥは 2021 年 3
月、紙出版の取次大手・株式会社トー
ハンと資本業務提携を発表しました。
本提携の目的は、書店の紙の出版物を
接点として、デジタルコンテンツを活
用した全く新しい体験を生み出し、市
場拡大・出版の新市場創出を図ること
です。テクノロジーと電子書籍に広い
知見を持つメディアドゥと、全国各地
の書店との関係が深く紙出版物に多く
の知見を有するトーハンが手を組むこ
とで、これらが実現できると確信する
に至り、本提携を締結することとなり
ました。
メディアドゥは 2,200 の出版社と
150 の電子書店を繋ぐ、国内の電子書
籍取次最大手です。電子書籍の黎明期
から流通を担い、蓄積してきた知見と
テクノロジーを駆使し、近年は紙の出
版市場を含む出版業界全体のデジタル
トランスフォーメーション（DX）と
市場拡大、出版の新たなマーケット創
出に必要とされる存在になることを目
指しています。直近の具体的な取り組
みとしては、コンテンツの権利保護や
資産化、マーケティング強化などを目
指したブロックチェーン技術を活用す
るプラットフォーム開発や、電子・紙
の出版物の売上と印税を統合管理し業
務効率化を図る出版社向けシステムの
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開発などに注力しています。メディア
ドゥが提供するブロックチェーンのプ
ラットフォームなどのテクノロジーを
活用することで、紙の出版物の販売を
担ってきた書店が今後、紙の出版物と
デジタルを組み合わせた「新しい体験」
を提供する場に発展していくことを目
指しています。
一方で、トーハンは 3,000 の出版社
と 5,000 の書店を結び、創立以来 70
余年にわたり紙出版物の取次及び流通
を担ってきた、流通総額の約３分の１
以上を占める業界を代表する企業で
す。中期経営計画「REBORN」におい
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ては「本業の復活」と「事業領域の拡大」 社、書店および電子書店と共有するこ
の二方針を掲げ、最近では返品減少と
とも目指しています。
書店経営の健全化を目指し、ニーズに
応じた適正な流通を行う「マーケット
このように、ネットギャリーは新し
イン型流通」を提唱し、出版流通の構
いステージに踏み出しています。今後
造改革に意欲的な取り組みを行ってい
の国内でのネットギャリーの展開にご
ます。
注目いただければ幸いです。サービス
トーハンが推進するマーケットイン
に関するお問い合わせは下記メールア
型流通では、ネットギャリーをさらに
ドレスへお気軽にお寄せください。
活用することによる相乗効果で、業界
Mail: netgalley@mediado.jp
の大きな課題である返品状況の改善を （ふじよし のぶと／株式会社メディ
目指します。さらに、両社が持つ電子
アドゥ 出版ソリューション本部 出
と紙の販売情報を一元化し、電子と紙
版事業開発部 NetGalley 課）
の統合的なマーケティング情報を出版

新刊ダイジェスト

表示されている値段は本体価格となっております。ご購入には別途、消費税がかかります。

『絹と十字架 －長崎開港から鎖国まで』●松尾龍之介著
正保 4 年（１６４７）６月２４日、二艘の
ガレオン船が長崎に入港する。サント・ジョア
ン号とサント・アンドレ―号。スペインからの
独立を成し遂げたポルトガルが日本との国交再
開のため、国王の国書を携え三年半にわたる航
海の末にやって来た。乗船するのはオマーン司
令官と船長そして特使のソウザ。一方応対する
日本側は長崎奉行馬場太郎左衛門と西吉兵衛以
下三名のオランダ通詞。交渉はソウザと吉兵衛
の二人が中心となって進行していく。時は徳川
家光の治世。「鎖国（海禁）」政策が推し進めら
れ、今やここ長崎では中国とオランダのみの貿
易に制限されていた。今回のポルトガル船の来
航もオランダ商館からの情報で事前に幕府の知
るところとなり厳戒態勢が敷かれた。
本書の表紙絵『正保四年長崎警備の図』には

『リビア戦争

その時の緊迫した様子が描かれている。この警
備図は描写に多少の違いがあるが、同じ構図の
ものが複数現存しており、正保 4 年の出来事
が当時いかに大事件だったかを物語っている。
港内に停泊する特使の船を和船が取り囲む。河
口には逃亡できないよう船橋がつくられ、まさ
に一触即発の事態。果たして交渉の行方は。日
葡関係の終焉の瞬間が今まさに起ころうとして
いる。本書は１７世紀という世界がグローバル
化していく激動の時代に日本がいかにして諸外
国との交渉を行っていったかを、一人の南蛮通
詞（のちのオランダ通詞）西吉兵衛を主人公に
据え物語風に描いてみせた出色の書である。
（Ｉ）
◆ 2200 円・四六判・317 頁・弦書房・福岡・
202104 刊・ISBN9784863292260

カダフィ殺害誌』●山田文訳 / マクシミリアン・フォーテ著
北アフリカ・リビアで、40 年に及んで独裁
政権を敷いたムアンマル・カダフィに、欧米諸
国が張り付けたレッテルは、＜中東の狂犬＞＜
国際テロの黒幕＞であろう。そして、独裁者の
末路がいつもそうであるように、2011 年のア
ラブの春の一つともいわれるリビア内戦の混乱
の中、私刑にも等しく処刑され、無残な姿は今
もネット上にさらされている。内戦は人権活動
弁護士の釈放を求める反政府デモをきっかけ
に始まったが、この機をとらえた北大西洋条
約機構（NATO）の軍事介入により戦争状態と
なった。カナダの政治人類学者である著者は、
NATO の軍事介入の理由はなぜか、いつからは
じまりどのような形態をとったのか、NATO 加
盟の政治家が主張するような人命救助・人道主
義によるものであったのか、あるいは、単なる

石油を巡る戦争に過ぎなかったのかと問い、膨
大な公開された内部文書、報道発表、民間や独
立系機関の情報分析、戦中・戦後にリビヤで過
ごしたジャーナリストや人権団体メンバーのリ
ポートを精査し、読み解いていく。
巻末にはそれらが 30 ｐにわたってリスト
アップされ圧倒される。それにより、欧米、特
に米国外交政策の継続的な好戦主義化と新しい
軍事的人道主義の台頭と論じる。軍事介入は戦
争をエスカレートさせ、直接・間接に無数の市
民を殺害し、以前にも増して深刻な混乱と紛
争をもたらしている。500 ｐを超す大冊だが、
ドキュメンタリーのように引き込まれる。
（飯澤文夫）
◆ 4300 円・四六判・525 頁・感覚社・202104 刊・
ISBN9784909828002
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『夜想 # 山尾悠子』●山尾悠子特集編集委員会編 / 山尾悠子著
「誰かが私に言ったのだ／世界は言葉ででき
ていると」
『遠近法・補遺』に出てくるこのフレー
ズは幻想小説家・山尾悠子の創作の核心をつい
たものとされている。大学在学中に「ＳＦマガ
ジン」のＳＦ三大コンテスト小説部門の最終候
補に残り、20 歳で「ＳＦマガジン」の女流作
家特集でデビュー。作品集、ジュブナイル、歌
集も出版し、溢れる才能で多くのファンを得る
も、1985 年以降、休筆期間に入り、伝説的作
家と見なされるが、1999 年に復活し、2000
年には豪華な『山尾悠子作品集成』も出版され
る。さらに 2018 年に刊行された『飛ぶ孔雀』
で泉鏡花文学賞、芸術選奨文部科学大臣賞、日
本ＳＦ大賞と三冠を達成。
本書はそんな完全復活を祝うかの如く、金井
美恵子、川上弘美らによるエッセイや数多くの

評論で最新作『山の人魚と虚ろの王』を含む新
旧の作品群に光を当てていく。年譜に付け足す
本人の書下ろしや、掌編２編、インタビューや、
卒論が泉鏡花だったというから、喜びもひとし
おの鏡花賞受賞スピーチも収録。
また人形作家・中川多理とコラボした『小鳥
たち』の人形や沢渡朔が撮った 20 代の山尾悠
子のモノクロ写真もあり、まさに魅力を余すと
ころなく伝える永久保存版。“奇想と幻想の世
界に圧倒され、右往左往することこそが楽しみ”
“何か巨大な万華鏡を延々と見せつけられてい
るような不可思議な感覚” などと評される空間
に迷い込める醍醐味が読者の心を掴んで離さな
い。（Ｙ）
◆ 2400 円・Ａ５判・247 頁・ステュディオ・パラ
ボリカ・東京・202103 刊・ISBN9784902916454

『長良川鉄道 －奥美濃を駆ける』●曽我隆行著
長良川鉄道は岐阜県の美濃太田駅か
ら、刃物の町関・和紙の里美濃・郡上
踊りで知られる郡上八幡を経て、奥美
濃の北濃駅までを結ぶ 72.1 キロの路
線です。国鉄越美南線として建設され
た当時は、岐阜と福井を結ぶという役
割が期待された路線でしたが、ついに
国境を越えることはありませんでした。今は第
三セクターに移管され、もっぱら地元の人たち
の足や、観光に利用されています。その社名に
もある通り、路線の大半は中部地方屈指の清流
長良川に寄り添うように敷かれており、本書に
収められた写真の中にも多く長良川が写されて
います。白く波立つ瀬、川面にかかる靄、緑に
澱む淵に河原を覆い尽くす雪など、季節や気候
により多彩な表情を見せる長良川はやはりこの

鉄道の最大の魅力であることがよくわかります。
春には桜が咲き誇り、夏には積乱雲が青空に沸
き上がり、秋には紅葉が山を覆い、冬には雪が
一面を白く染めます。それはありふれた風景で
はありますが、長良川が生んだ奥美濃の山峡を
コトコトと走るディーゼルカーの姿をより際立
たせます。長良川鉄道も利用者の減少に悩むロー
カル鉄道ですが、郡上八幡の駅前での郡上踊り
が写された一枚や駅前で雪遊びをする子供たち
を映した一枚も。鉄道が地元の人々の心の中で
は大きい存在であることもうかがわせます。皆
さんにも奥美濃の自然と鉄道の織りなす風景の
素晴らしさを感じていただき、ぜひ鉄道で訪れ
ていただければと思います。
（副隊長）
◆ 2000 円・210mm × 298mm 判・123 頁・岐阜
新聞社・岐阜・202103 刊・ISBN9784877972950

『私的長崎風土記』●倉田明彦著
著者は 1947 年長崎原爆投下後 2 年目に生れた。
自ら被爆二世であることを語っている。そして現
在も県内に住み、長崎市内の医院で診療に当る医
師である。
また、
4年前に出版した第１句集
『青羊歯』
で第 2 回姨捨俳句大賞を受賞した俳人であり、詩
人でもある。今は平和で明るく豊かな自然に富む
長崎であるが、やはり原爆犠牲者や壊滅した町へ
の哀悼と哀惜の思いが、全２７篇の随想と添えら
れた句と詩に色濃く込められている。著者は開業
前、免疫学への興味からその権威多田富雄の門下
となって東大の研究室に入る。さらに米国国立衛
生研究所に留学するという熱心な姿も知ることが
出来る。被爆問題が意識の底にあってのことであ
ろうか。また、著者が日常散歩する道筋に建つ古
い石碑は、天正遣欧使節のひとり千々石ミゲル夫
妻の墓で、そこから、五百年近い昔に長崎からヨー
ロッパへ旅立った１５人の少年たちへ思いを馳せ
る。また禁教下での秘められたキリシタンたちの
埋葬の方法も明かす。ある日は、浦上天主堂近く

()

で南下する鶴の群れを見、また別の日は野母崎で
夥しい数の鶴の北帰行に遭う。大きく旋回して態
勢を組みなおし、円から離れて小さな編隊になっ
て去っていく様を見た著者は、生命の純粋さと生
きることの切なさに感動を極まらせる。
「長崎忌」
では「長崎原爆忌平和祈念俳句大会」に携わる体
験を語り、
ほか「ルドビコ」
「長崎の鐘」
「雑煮」
「島
原」
「伊東静雄と野呂邦暢」などの章からも長崎の
情景が香ってくる。原爆、弾圧、災害など一県が
背負うには過ぎた苛烈さをはらみ、かつ独特の地
形である長崎に生きることを見つめ、命への祈り
の詩で締められる。そこでは、曾祖父、祖父、父
三者の凄惨な被爆が語られ、言葉を失してしまう。
歴史のなかで消され塗り替えられ、変わってゆ
く長崎の様々な姿を、著者の目で見、肌で感じ取っ
たまま綴られてある、風土記としての味わい深く
慈愛に満ちた本であった。
（Ｋ）
◆ 1800 円・ 四 六 判・150 頁・ 紅 書 房・ 東 京・
202104 刊・ISBN9784893813442
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▼例年のことですが、昨年 2020 年（1
月から 12 月まで）の扱い新刊統計が
まとまりましたのでご報告いたしま
(1)『情報の歴史２１』6800 円・編集工学研究所 (2)『石井桃子の日本昔話』700 円・
す。4 月からのコロナ自粛の期間が含
東京子ども図書館 (3)『銀河鉄道の夜・四次稿編 第２巻』1700 円・風呂猫 (4)『愛
まれているにも拘らず、新刊点数は前
しの灯台１００』1900 円・書肆侃侃房 (5)『戦場の漂流者・千二百分の一の二等兵』
年比 4.3％増で、371 社 2,304 点（昨
1800 円・弦書房 (6)『窓の向こう』1500 円・石風社 (7)『ジソウのお仕事 データ
年 376 社 2,209 点）でした。雑誌は、
改訂版』1800 円・フェミックス (8)『奈良通が選んだ 奈良万葉の旅百首』1000 円・
63 社 426 点（昨年 65 社 416 点）で
京阪奈情報教育出版 (9)『自然治癒はハチミツから』2000 円・鉱脈社 (10)『新たな
こちらも微増でした。地域別出版点数
時代の＜日韓連帯＞市民運動』1000 円・寿郎社 (11)『多文化共生と夜間中学』2600 円・
においては、西の出版社群が活発でほ
揺籃社 (12)『菜食主義者』2200 円・クオン (13)『農泊のススメ』1700 円・弦書房
ぼ前年増という数字です。東北・関東・
(14)『不登校は１日３分の働きかけで９９％解決する』800 円・リーブル出版
東京が前年マイナスですが、廃業等新
刊活動も中止した出版社が増えている
ことが要因のように思います。中国地
方が多いのは、出版点数の多い新規出
版社の加入によります。出版ジャンル
（分類）別では、自然科学、生活実用、
児童学参が前年比マイナスとなってい
ます。コロナ禍を踏まえて新刊を押え
た出版社が多かったようですが、この
［三省堂書店神保町本店 センター扱い図書］
ジャンルはロングセラーが多いので、
(1)『昭和プロレスマガジン ５５』909 円・昭和プロレス研究室 (2)『本屋大賞
扱い高ではそうマイナスではなかっ
２０２１』600 円・本の雑誌社 (3)『本の雑誌 Ｎｏ．４５５ ２０２１年５月号』750 円・
た、というより逆に良く動いたように
本の雑誌社 (4)『東京かわら版 Ｎｏ．５７３ ２０２１年５月号』545 円・東京かわ
思います。2020 年度の新規契約社は
ら版 (5)『おみせやさんでくださいな！』1800 円・リーブル (6)『ことばと ｖｏｌ．３』
東京版元 4 社、地方版元 6 社の計 10
1600 円・書肆侃侃房 (7)『奥多摩登山詳細図（東編）全１４８コース』900 円・吉備人
社で過去最低の加入社数となっていま
出版 (8)『夢追い日記』2000 円・北國新聞社 (9)『お持ち帰り、新感覚落語 ＹＥＢＩ
す。この期間に廃業・解約等で取り
ＳＵ亭』1364 円・東京かわら版 (10)『ほっこり温泉北海道』1600 円・海豹舎
扱い中止の出版社は、東京版元 3 社、
地方版元 7 社の計 10 社です。総契約
［ジュンク堂書店池袋店 地方出版社の本—センター扱い図書］
社数は、東京版元 526 社、地方版元
(1)『ネイチャーガイド さくらの 上高地フィールドノート』1500 円・信毎書籍
588 社、計 1114 社となっています。
出版センター (2)『調査されるという迷惑』1000 円・みずのわ出版 (3)『希望の
一滴』1500 円・西日本新聞社 (4)『九州の港と唐人町』1000 円・海鳥社 (5)『生
【郵便販売のご注文方法】
誕５００年 武田信玄の生涯』
1818 円・山梨日日新聞社 (6)
『古代出雲ゼミナール７』
◎お名前、お届け先（郵便番号、住所）、
1000 円・ハーベスト出版 (7)『まぁ映画な、
岡山じゃ県３』1600 円・蜻文庫 (8)『明
連絡先お電話番号、ご注文品の書誌名、
智光秀の近世』800 円・桂書房 (9)『新版 高尾山登山詳細図 全１１２コース』900 円・
冊数の必要事項を明記のうえ、下記ま
吉備人出版 (10)
『
「プーファ」
フリーであなたはよみがえる！』
1600 円・鉱脈社 (11)
でＦＡＸでご連絡ください。
『旧鎌倉街道探索の旅１ 上道 山ノ道編』2500 円・さきたま出版会 (12)『おうち
◎送料は、冊子小包・メール便共実費
でうちなーごはん！』1800 円・ボーダーインクボーダーインク
でお送りさせて頂きます。
以下ホームページ等でも各種情報提供を行なっております。ご利用ください。
★地方・小出版流通センター
ＵＲＬ：http://neil.chips.jp/chihosho/
ツイッター公式アカウント：@local_small
ＦＡＸ：０３－３２３５－６１８２

［出荷センター扱い］

地方・小出版物のデータになります。綴じて保存してください。
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