ビジネス・実務

日本一やさしい簿記の学校
千葉一樹：監修 ̶̶ 税込価格 1,470円

B5変判 ISBN4105-2

まったくの初心者でもわかるように、簿記の基本から丁寧に解説。実務レベ
ルで通用する知識を効果的に学べます。初学者がつまづきやすい、
「仕訳」
「勘
定科目」については特に多くのページを割いて解説。

カラー本

ひとりで学べる簿記入門

岩渕昭子：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

A5判 ISBN3036-0

「仕事に必要な簿記の知識を独学で身につけたい！」という人を対象に、実
践的な簿記のしくみをフルカラーで基礎から丁寧に解説。豊富な図と表でわ
かりやすいのはもちろん、各項目の練習問題で反復練習もバッチリ。

図解

ゼロからはじめる簿記入門

村田宏彰：監修 宮川浩治＋金沢茂男：著 ̶̶ 税込価格 1,365円 A5判 ISBN3848-9
はじめて簿記を学ぼうとする人、経理の仕事をはじめる人のための入門書。
豊富な図版とやさしい解説で、すらすら読めて頭に入り、すぐに実践で使え
ます。理解度が試せる練習問題つき。

トコトンやさしいはじめての簿記入門
西宇好明：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

オールカラー

A5判 ISBN4793-1

ビジネス・実務

簿記を学ぶために、体で覚えていく本です。実務を通して簿記が覚えられま
す。簿記をこれから学ぼうとする人はもちろん、パソコン会計を使いながら、
簿記がいま一つつかめない人も、しっかりと簿記の流れを把握できるように
なります。

マンガ版 これだけで簿記がはじめられる 入門の入門
西宇好明：監修 ̶̶ 税込価格 1,260円

A5判 ISBN4934-8

はじめて経理に配属された新人、新入社員向けに、これだけ知っていれば大
丈夫！！というところまでマンガで学べます。ゴロあわせや１コママンガで、
重要事項がヴィジュアルに記憶できて忘れない工夫が随所にされています。

CD-ROM付き 日本一やさしい経理の学校
西宇好明：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

CD-ROM

B5変判 ISBN4142-7

まったくの初心者でもわかるように、経理の基本から丁寧に解説。実務レベ
ルで通用する知識を効果的に学べます。CD-ROMには、パソコン経理の学習・
実践用にExcelで使用できる帳簿ファイルを収録。
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カラー版

小さな会社の総務・経理事典

西尾佳文=監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

A5判 ISBN4263-9

本書は従業員が10人以下の小さな会社を念頭に置きながら、総務・経理の仕
事について、具体的な手順や留意点、必要書類の用意、手続きの方法などを
まとめています。解説は最小限に要点を整理し、かつ実例や書式例をふんだ
んに取り入れ、ビギナーでもわかりやすく理解できるように工夫しました。

最新版

ゼロからわかる小さな会社の総務・労務・経理

アトラス総合事務所：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円 A5判 ISBN4811-2
小さな会社で総務・労務・経理を兼務して担当しているかた向けに、各分野
の基礎知識から、スムーズに業務を行なうための実務知識を網羅し、わかり
やすく解説しました。この1冊ですべての「事務」のノウハウしっかりが身
につきます。

図解

個人事業の経理

徳野文朗：監修 ̶̶ 税込価格 1,470円

A5判 ISBN4356-8

独立・開業した人にとって必要不可欠となる経理の知識を、わかりやすい文
章とやさしいイラストで丁寧に解説。青色申告のメリットから、毎日の帳簿
のつけ方や勘定科目の内容、決算の準備、節税対策についてまで、具体的に
説明しています。

これならできる個人事業の経理と税金
大沢育郎：監修 ̶̶ 税込価格 1,470円

A5判 ISBN4852-5

これならできる個人事業のはじめ方と運営
高橋敏則：監修 ̶̶ 税込価格 1,470円

A5判 ISBN4851-8

不安と希望がないまぜになったまま、「個人で事業をはじめたい」「お店を開
きたい」
「フリーで独立したい」という人に朗報の入門書です。独立を夢見
ている人、独立に向かって進んでいる人にすぐに役立つ、準備、事・資金計画、
届け出、宣伝、リサーチ、日々の経理、確定申告などのすべてがわかります。

困ったときにすぐ引ける

勘定科目と仕訳の事典

西宇好明：監修 ̶̶ 税込価格 1,890円

A5判 ISBN4911-9

経理の実務を進める上で、誰もが悩む勘定科目や摘要。本書は、請求書や領
収書をどの勘定科目で仕訳ければよいかがひと目でわかる便利な事典です。
仕訳の具体例や摘要例がとにかく豊富！索引も3タイプあるので、適切な勘
定科目が迷わず分かります。
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ビジネス・実務

フリーで独立したり、お店をはじめたら必要になる個人事業の経理、税務申
告の知識を誰にでもわかりやすく解説。恥ずかしくて人には聞けない入門の
入門です。驚くほどシンプルで、しかもベテランの税理士も舌を巻く方法を
伝授します。

図解

トコトンやさしい経理の仕事

平林亮子：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

A5判 ISBN4064-2

企業コンサルティングやビジネスセミナーの講師で活躍中の公認会計士平林
亮子さんが贈る1冊！ 経理部に配属された新入社員や経理に興味のある学
生、中小企業で経理部門も兼任されている方などに向けた、経理の入門書で
す。

日本一やさしい決算書の学校
高下淳子：監修 ̶̶ 税込価格 1,470円

B5変判 ISBN4275-2

決算書について勉強したいと考えている経理・財務・会計担当のビジネスパー
ソンや、自分の会社の数字を正しく把握したいと思っている中堅・中小企業
の経営者の方々を対象に、決算書の基礎知識から、正しい読み方・活用方法、
役に立つノウハウ＆テクニックまでを、わかりやすく紹介していきます。

【最新版】
日本一やさしい決算書の学校
今村正：監修 ̶̶ 税込価格1,400円

B5変判 ISBN5316-1

本書は、決算書の読み方を解説した入門書です。決算書は、いわば会社の健康
診断書にあたる書類です。経理担当者や役員だけでなく、債権者や就職希望者
も読み方を知っておく必要があります。本書では、先生と生徒の対話形式で素
朴な疑問に答えるとともに、図や具体例を掲げながら、丁寧に解説しました。

マンガでわかる経理入門
小泉禎久：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

A5判 ISBN5136-5

ビジネス・実務

経理部に配属された新入社員が、先輩・上司から厳しく指導を受けながら、
経理の基礎を学んでいくストーリーです。この本では、マンガで経理の仕事
を紹介するとともに、
「簿記と仕訳のしくみ」から「入出金の管理」「売上・
仕入に関わる業務」
「給与計算」まで経理の基本もやさしく図解します。

カラー版

小さな会社のつくり方

山口毅：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

A5判 ISBN4363-6

経験豊かな司法書士、税理士、社会保険労務士などのエキスパートチームが
それぞれの分野で培ってきたノウハウを結集し、会社設立にあたって必要な
手続きや知っておきたい事柄をまとめた1冊です。

よくわかるカラー版最新！小さな会社のつくり方［第5版］
山口毅：監修 ̶̶ 税込価格1,500円

A5判 ISBN5290-4

経験豊かな司法書士、税理士、社会保険労務士などのエキスパートチームが、
会社設立にあたって必要な手続きや、会社の運営にあたって知っておきたい
事柄を1冊にまとめました。巻末では必要書類の記載方法を詳しく解説。最
新の法律、税制に対応。オンライン登記の解説も充実しています。
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日本一やさしい会社の設立と運営の学校
村形

聡：監修 ̶̶ 税込価格 1,470円

B5変判 ISBN4276-9

新たに会社を立ち上げたいと考えている起業志望家や個人事業主の方々を対
象に、会社設立の一連の手続きや注意点、その後の会社の運営における効果
的な方法、新会社法施行によって会社はどうなったのか等々、会社の設立＆
運営において役に立つ基礎知識からノウハウ＆テクニックまでを解説。

CD-ROM付き オール図解

いちばんやさしい個人事業のはじめ方

CD-ROM

名古屋メンターネットワーク：著 ̶̶ 税込価格 1,680円 A5判 ISBN4151-9
個人事業を始める人に向けて、開業準備から資金調達法、各種届出、運営、
経理、納税までをわかりやすくまとめた1冊です。付属CD-ROMには独立時
に必要な書類のサンプル・フォーマットを豊富に収録しています。

基本と実務がよくわかる小さな会社の給与計算と社会保険12－13年版
青木茂人+加藤茂則：著 ̶̶ 税込価格1,300円 A5判 ISBN5309-3
2012年4月の法改正に対応した最新版。初めて経理を担当する人のために、前
半では賃金・保険料・税金などのしくみと年間業務の流れをていねいに解説。
後半では実際の業務にそって手続きのしかたや届出書式の書き方をていねい
に解説しました。これ一冊で基礎知識と実務のやり方が一緒に身につきます。

成功する治療院・サロン経営
花谷博幸：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

四六判

ISBN4279-0

トヨタ生産方式
青木

導入の奥義

幹晴：著 ̶̶ 税込価格 2,079円

B5判 ISBN4645-3

トヨタの生産管理、原価管理を基幹職員として担った著者が、カンバン方式
や自働化などの紹介にとどまらず、どうしたらトヨタ生産方式を自社に導入
できるのか、定着できるのか、という極意、奥義を豊富な図で解説しながら、
具体的に丁寧に解説した本です。

日本一やさしい5Ｓの学校
古谷誠：著 ̶̶ 税込価格 1,659円

B5変判 ISBN4677-4

5Sとは整理、整頓、清掃、清潔、躾（しつけ）のこと。工場などの製造現場、
建築現場、商店店舗などでよく目にするスローガンです。本書では整理と整
頓の違い、清掃と清潔の違いなどの素朴な疑問から、5S実践、推進、維持の
ための具体的な方法を解説しました。
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ビジネス・実務

患者の集め方、宣伝方法、接遇、室内のレイアウト、など、儲かるノウハウ
をわかりやすく解説します。著者は治療院を経営し、さらに全国の治療家に
経営や治療術も指導しているので実例を豊富に紹介します。

史上最強のビジネスマナー
古谷治子：監修 ̶̶ 税込価格 1,155円

B6判 ISBN3888-5

社会人としてのマナーの基本が図解ですぐわかるマニュアル本です。フレッ
シュマンの男女向けに、困った時のアドバイス、想定外のシチュエーション
など、豊富なQ&Aを揃えました。

女性のための史上最強のビジネスマナー
古谷治子：監修 ̶̶ 税込価格 1,050円

B6判 ISBN4068-0

女性の社会進出が進んだ今日、責任ある仕事を任される機会が増えています。
本書は、よりスマートに働きたい女性をターゲットに絞ったマナーの解説書
です。仕事の現場での作法や言葉遣い・文章スキルから、華やかな席での美
しいふるまい・食事のマナー・冠婚葬祭のマナーまでをまとめた1冊です。

男のマナー超実戦講座
西出博子：監修 ̶̶ 税込価格 1,260円

A5判 ISBN4466-4

職場でのマナーやコミュニケーション、冠婚葬祭の決まりごとからデートの
心得まで、新社会人はもちろん、今から1ランク上を目指す全ての男性を、
あらゆる角度から強力にサポートする1冊です。

図解

ビジネスマナーの教科書

中川美恵子：監修 ̶̶ 税込価格 1,050円 A5判 ISBN4475-6

ビジネス・実務

重要ポイントやプラスアルファの知識、やってはいけないNG例などもふん
だんに盛り込んでいます。
「社会人力判定テスト」では楽しみながらマナー
を身に付けることができ、さらに、上司・先輩・取引先など様々な立場の方
の意見も紹介しました。

できる女性のビジネスマナー
西出博子：監修 ̶̶ 税込価格 1,260円

A5判 ISBN4664-4

新社会人の女性に向けたビジネスマナーの解説書です。社内・社外でのキレ
イな振る舞いかたや、好感を持ってもらうための表情や話し方をイラストを
用いてわかりやすく解説します。もちろん、冠婚葬祭からお食事のマナーま
で完全フォローします。

声がよくなる最短最強トレーニング
福島英：著 ̶̶ 税込価格 1,449円

A5判 ISBN4246-2

これまでの類書では、ビジネスの現場で使用される実例が少ないのですが、
本書ではビジネスに直結する例だけで構成し、読んだその日から効果が期待
できる内容となっています。
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図解

接客サービスの基本がよくわかる本

加納光：著 ̶̶ 税込価格 1,050円

四六判

ISBN4440-4

接客・販売員の方を対象に、接客の基本とコツ、お客様の満足度をアップす
るポイントをわかりやすく解説した一冊です。目からウロコの実践的なアド
バイスや、買う気にさせる接客のポイントが満載です。

すぐに使えるビジネス文書実例集
ビジネス文書マナー研究会：著 ̶̶ 税込価格 1,365円 A5判 ISBN4159-5
社会人なら、誰しもが様々な場面で、様々な文書を作成しなければなりませ
ん。しかし、いざ書こうとすると、書式はどうしたものか、言葉遣いはどう
いう感じがいいのかなど、わからないことがたくさんあります。そんな疑問
にズバリ答える1冊です。

齋藤孝のできると言われる！仕事の文章力
齋藤孝：著 ̶̶ 税込価格1,300円

四六判

ISBN5272-0

正確に伝わり、相手の心を動かす文章のコツが満載の一冊。「て・に・を・は」
の使い方から句読点の打ち方、主語・述語の置き方など、簡潔で誤解のない
文章の書き方を丁寧に解説しました。また、「依頼・断り・催促・回答・お礼・
謝罪」などのビジネスシーン別に相手の心を動かす文章術も紹介しています。

史上最強のビジネスメール表現事典
ビジネス文書マナー研究会：著 ̶̶ 税込価格 1,449円 B6判 ISBN4262-2
本書は、メールでもその場にふさわしい表現がすぐにわかり、商談がうまく
いき、クレーム客も納得してくれ、取引がスムーズに進み、顧客満足度
なっています。

相手をその気にさせる戦略的英文ビジネスメール文例集
布留川勝+ジェームス・ドハティー：著 ̶̶ 税込価格 1,890円 A5判 ISBN5177-8
日本人は、
「腹芸」といった日本特有の交渉術には長けています。しかし、グ
ロバール・ビジネスの世界では、英語が達者でも、まったく通用しないという
人も多いようです。本書は、DISCモデル、人の行動特性を4 つに分類する理
論を使い、どのような英文メールを送れば、交渉がスムーズに運ぶかを解説。

史上最強のビジネス文書 書き方＆マナー
下條一朗：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

A5判 ISBN4619-4

ビジネスマンにとって欠かせないツールであるビジネス文書。本書では、社
内・社外問わずあらゆる文書の書き方とマナー、そのまま使える文例を網羅
しました。文書・メール・FAXなどツールの使い分け法や、TPOにあった文
書の作成法が手に取るようにわかります。
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ビジネス・実務

100％が達成できるようになる事典です。Part1が辞典編、Part2が文例編と

史上最強の電話応対のマナー
古谷治子：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

四六判

ISBN4862-4

ビジネスでの電話応対をもっとスムーズにするための、基本マナーから使え
るフレーズ、ビジネスを円滑に進めるための電話スキルまでを紹介。電話を
かける時、受ける時、様々なシチュエーションでどう言えばよいのか、具体
的なフレーズがわかるようにしました。

ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方
石井一成：著 ̶̶ 税込価格 1,155円

B6判 ISBN5057-3

大学生なら避けては通れない、課題レポート・卒論の書き方とコツを基本か
ら丁寧に解説しました。初めてレポートを書く学生でも本書があれば大丈
夫！大学の授業では教わらないノウハウが満載です。

CD-ROM付き 日本一やさしいネット株の学校
新倉由紀：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

CD-ROM

B5変判 ISBN4050-5

既刊の『日本一やさしい株の学校』にCD-ROMを付け、その解説を含め本編
24頁、口絵16頁を追加して、より実践的な入門書にしました。付属CDROMには、チャート分析・株価チェックなどに役立つオンラインソフトを

10本収録しています。

図解

とってもやさしい株入門

藤野英人：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

A5判 ISBN3985-1

ビジネス・実務

株の基礎知識から株の買い方までを､初心者のためにわかりやすい文章と豊
富な図版で解説しますので､株について何も知らない人でも､読み終えたとき
｢株を始めてみよう！ ｣と思える1冊になります。

日本一やさしいFXの学校
田嶋智太郎：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円 B5変判 ISBN4752-8
FXは、株をこえて庶民の財産投資のナンバーワンになりつつあります。
取引できる国の通貨も広がり、手数料も引き下げられ、円高でも円安でも収
入が見込めるためです。そんなＦＸを、初心者が学校に行って習うような感
覚で経済が学べる「日本一やさしい」シリーズで解説します。

株式市場
「強者」
の論理
中原圭介：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

四六判

ISBN4208-0

個人投資家の勝ち組、負け組が決まるのは、心理戦に勝ち残るということに
つきます。個人投資家として億万長者になり、その鋭い分析で「中原圭介の
資産運用塾ブログ」という超人気ブログが評判の中原氏が、そのノウハウを
分析・公開した本です。
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最新図解

失敗しない！マイホームの買い方

山下和之：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

Ａ 5判

ISBN4439-8

はじめてマイホームを取得する人のために､法律･価格･業者などの基礎知識､
住宅ローンなど資金計画の賢い立て方､住宅構造や安全性､土地･マンション
など種別の取得の仕方､融資制度や税金･登記まで､やさしく､くわしく解説。

図解

早わかり建築基準法

第二版

大脇賢次：著 ̶̶ 税込価格 2,310円

A5判 ISBN4335-3

建築基準法とは､人々の財産や生命､健康を守るために､建築物についての最
低の基準を定めた法律。本書は､この建築法規の基幹をなす
を平易な文章と豊富なイラストで､わかりやすく解説。

建築基準法

日本一やさしい建築基準法の学校
大川照夫＋中山良夫：監修 ̶̶ 税込価格 1,628円 B5変判 ISBN4311-7
未だ冷めやらぬ耐震偽装問題によって、専門家のみならず一般の人にまで知
られることとなった建築基準法。本書は、難解と言われている建築基準法に
ついて、図解を多用して一般の人でも理解できるようにやさしく解説します。

イラストでわかる建築基準法
大脇賢次：著 ̶̶ 税込価格 3,129円

B5判 ISBN4306-3

イラストでわかる建築構造
伊波一哉＋佐藤実：著 ̶̶ 税込価格 2,730円 B5判 ISBN5036-8
構造には大きく、力学の要素と法律の要素があります。両方とも難しいとこ
ろがあります。本書は、力学の細部や法律の解釈などを省略し、要点を理解
できるように工夫しました。力学は図やイラストを豊富に使用し、法律は実
務者の視点で、それぞれ解説しました。

イラストでわかる建築用語
上野タケシ+大庭明典+来馬輝順+多田和秀+山本覚：著 ̶̶ 税込価格3,000円 B5判 ISBN5339-0
建築や住宅関連の用語を、設計→施工→竣工の流れに沿って掲載しました。重
要度や頻度が高い用語には★印をつけています。さらに、具体的にイメージで
きるようにイラストや写真の図版を900点近く掲載。実務者から、建築・住宅
関連の方と打ち合わせをするような一般の方まで、幅広く役立つ内容です。
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ビジネス・実務

建築基準法は、法文のためその中味は専門用語や難解な文章で容易に理解で
きません。そこで本書は、建築法規の基幹をなす 建築基準法 をイラスト
や写真を中心に､平易な文章で､わかりやすく解説します。

イラストでわかる建築設備

山田信亮+打矢_二+中村守保+菊地至：著 ̶̶ 税込価格2,600円 B5判 ISBN5348-2
建築設備の種類には、給水設備、排水設備、空調設備、電気設備などがあり
ます。建築設備は、生活でいちばん人と近いところにあり、人の目につき、
人がいつも触れているところにあります。そのため、より便利に、より快適
になるように、つねに新しいものが開発されています。本書では、そうした
建築設備の基本を最新の情報にもとづいて、ていねいに解説しました。

史上最強図解

よくわかる建築基準法

大脇賢次：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

A5判 ISBN4801-3

本書は、難解な法文でまとめられた建築基準法を、「よみやすい文章」「わか
りやすいイラスト・図版」でまとめました。よって、はじめて建築基準法を
読む方でも、概要がわかり、次へのステップの手がかりになります。

最新版 離婚の準備と手続きがわかる本
広瀬めぐみ：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

A5判 ISBN5163-1

離婚問題で悩んでいるすべての方々に向け、離婚成立までの道のり、財産分与
や慰謝料、養育費、親権、戸籍、面会交流等、離婚に伴う様々な疑問や悩みに
ついて、豊富なイラストとともにわかりやすく解説しました。法的な知識のな
い方にも無理なく読めるように、基本的な事柄からやさしく解説しています。

図解

やさしくわかる相続・贈与

喜多村洋子：監修＋中谷智明：監修 ̶̶ 税込価格 1,470円 A5判 ISBN4362-9

ビジネス・実務

相続と相続税の基本から、相続税の算出方法、資産の評価方法、さまざまな
節税対策、上手な事業継承の方法、トラブルを防ぐ遺言書の作り方、申告手
続きと納付の方法まで遺産相続に関する問題を易しく解説。

すぐにできる相続・贈与の節税と手続き
辻・本郷税理士法人：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円 A5判 ISBN4893-8
財産の評価のしくみ、法律が定める優遇策を知っているか知らないかで、大き
な差が出る節税の方法を、図解でわかりやすく解説しました。難しい相続税の
計算や複雑な税制もすっきり頭に入ります。本書でわかる対策を施しておけば、
納税額を大幅に減らせたり場合によって納税が不要になったりします。

親の葬儀と手続き・相続・法要のすべてがわかる本
二村祐輔+中村麻美：編著 ̶̶ 税込価格 1,470円 A5判 ISBN5183-9
葬儀社との交渉、菩提寺との電話、名義変更の窓口での言い方など、どのよ
うに対処すればよいのか、その言い方例を数多く紹介しました。親が喜ぶ葬
儀、納得のいく墓選び、葬儀後の諸手続きがよくわかります。
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図解はじめての貿易実務
木村雅晴：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

A5判 ISBN4555-5

貿易実務の概要から、仕事の流れ、書類の流れ、さまざまな書式をわかりや
すく解説しました。
「図解」で仕事の流れをわかりやすく解説し、英語や略
語の多い「用語」も重点的に解説しました。また、取り扱う「書類の実例」
を数多く紹介しています。

日本一やさしい貿易実務の学校
木村雅晴：著 ̶̶ 税込価格 1,659円

B5変判 ISBN4804-4

好評の「日本一やさしい」シリーズで、貿易実務の基礎知識から必要書類の
書き方までをわかりやすく解説。講義形式で親しみやすく、各章末と巻末に
テストを掲載しているので、より実践的な知識を身につけることができます。

入門から実践まで！貿易実務のすべてがわかる本
木村雅晴：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

A5判 ISBN5082-5

本書は、初心者の域を超えた貿易実務に関わる方々が、現場での実務に耐え
られるよう、中級者のためのわかりやすい入門書を目指しました。「航空貨
物輸送」など、入門書では割愛されがちなビジネスの現場で重要視される項
目を充実させ、実際の貿易ビジネスに即した実務書になります。

図解 早わかり消防法
大脇

賢次：著 ̶̶ 税込価格 3,129円

A5判 ISBN4593-7

図解 消防設備の基礎
山田信亮+打矢 二+井上国博+三上孝明+今野祐二：著 ̶̶ 税込価格 2,940円 B5判 ISBN5158-7
消防設備についての解説書です。消防設備といっても、その種類はさまざま
です。本書では、消火設備、警報設備、避難設備、消火用水、排煙設備など
について、平易な文章によるていねいな解説と、豊富に掲載しているイラス
トで、具体的にわかりやすく解説しました。

イラストでわかる消防法
大脇賢次：著 ̶̶ 税込価格 3,465円

B5判 ISBN5162-4

小難しい法文でまとめられた消防法を、初心者でも分かりやすく、イラスト
を中心に、やさしい文章で解説しました。 見ればわかる 構成なので、初
学者でも、消防法や消防用設備について、容易にラクラク理解できます。
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ビジネス・実務

本書では、初心者が独学で消防法や消防用設備などについて容易に理解でき
るように、なるべく日常でよく使われている表現を用いたり、またわかりや
すいイラストを多く用いてやさしく解説しました。

図解式

史上最強の資格勉強術！

高島徹治：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

四六判

ISBN4695-8

どうしても資格を取りたい人のための絶好のバイブルです。「やる気」「読解
力」
「記憶力」
「時間の使い方」など、トコトン効率の良い勉強法を具体的に
解説します。図版も多く視覚的にも要点が分かように編集しました。 読む
だけで合格に近づきます。

図解

裁判のしくみ

永井一弘＋濱田剛史＋斉藤豊治：著 ̶̶ 税込価格 1,470円 A5判 ISBN4697-2
本書では、そもそも裁判とは何なのかという疑問から、民事・刑事裁判の流れ、
司法に携わる人々の解説、裁判員制度のしくみ、裁判を傍聴する方法まで、
わかりやすい文章と、豊富なイラスト・図版・写真でやさしく、しっかりと
解説していきます。

最新版

やさしくわかる労働基準法

中村俊之：監修 ̶̶ 税込価格 1,470円

A5判 ISBN4784-9

改正労働基準法に対応した労働関係法規の最新情報が満載です。法律用語や
労基法の意味はもちろん、使用者、労働者が実際に現場の労働問題を解決で
きるよう、現場の視点からやさしく解説しました。事例や通達、書式なども
充実した実務に役立つ1冊です。

図解

ゼロからわかる労働基準法

布施直春：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

A5判 ISBN4810-5

ビジネス・実務

労働基準法だけでなく最低賃金法、パート労働法、雇用対策法、雇用保険法
改正、労働者派遣法、また臨時国会で成立のものも含め、類書中、群を抜い
た見やすさとわかりやすさで要点を解説。就業規則のモデル例を作成し提供
します。

マンガでわかる民法入門
伊藤真：監修 ̶̶ 税込価格 1,449円

A5判 ISBN5144-0

本書は、マンガで楽しく学ぶことができる、民法の教科書です。民法の大系
に沿って、総則、物権、債権、相続をしっかり解説しています。法律用語も
ひとつひとつを解説しています。さらに、よく目を通しておくようにいわれ
る条文も豊富に掲載しています。いちばん最初に読む、民法の入門書です。

史上最強図解

マクロ経済学入門

桑原進：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

A5判 ISBN4981-2

経済学をまったく勉強したことがなくても、マクロ経済学の全体像をきちん
と理解できるように図解しました。専門用語も側注で丁寧に解説しました。
また財政問題、デフレ不況といったマスコミで日々報道される話題も盛り込
みました。公務員の試験対策にも使えます！
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史上最強図解 ミクロ経済学入門
佐々木宏夫：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

A5判 ISBN5017-7

簡潔な文章と図解で初学者に最適なミクロ経済学の入門書です。学生や入門
者にとって高いハードルになる難しい数式は使いません。理解を助けるため
のイラストや要点アドバイス、キーワードなど分かりやすさを追求し、短い
時間でミクロ経済学がトコトンわかるように工夫しました。

日本一やさしいNLPの学校

鈴木信市：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

B5変判 ISBN4998-0

「NLP」は心理学と言語学を元にしたコミュニケーション法で、よりよい人
間関係や問題解決、自己実現のために使える理論が体系化されています。本
書はビジネスから日常生活まで幅広いシーンで使えるNLPの知識を、キャラ
クターを使った講義形式で楽しくわかりやすく解説。別冊の書き込み式ワー
クシートで、NLPの理論を実際に体験することができます。

図解

経済学者バトルロワイヤル

小泉祐一郎：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

A5判 ISBN5005-4

近代から現代に至る経済学者の有名な学説は、その著作名や名言などのワンフ
レーズで語られることが多く、本当は何を言っているのかよくわかりません。
本書は図解を使い、ニュースや報道などで誰でも耳にはしているあまり深く意
味を知らない経済用語が、古典の原著をぜんぶ読まなくてもすぐわかります。

実例でよくわかる アンケート調査と統計解析
菅民郎：著 ̶̶ 税込価格 2,100円

A5判 ISBN5129-7

実務に役立つ！基本から学べる分析化学
平井昭司：編著 ̶̶ 税込価格2,000円

A5判 ISBN5264-5

企業の研究所や、学校の研究室、また工場などでは成分を調べるために、様々
な検査器具を用いて分析を行います。この本は、現場経験の浅い新人研究者
や現場責任者のために、分析化学のしくみから、ピペットなどの使い方と検
量線の作成方法など、分析技術の基本をわかりやすく図解しました。

図解 基礎からわかる品質管理
市川享司：著 ̶̶ 税込価格 1,785円

A5判 ISBN5152-5

製品の品質を維持・向上させていくことは、顧客満足につながり、企業の成
長に欠かせない要素です。本書では、品質管理の基礎知識と実践法を、イラ
ストや図版を豊富に使用し、わかりやすく解説しました。品質管理部門の担
当者はもちろん、これから学ぼうとされている方、学生の方にも最適です。
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ビジネス・実務

本書では、アンケート調査に関する手順、工程について、実務担当者に役立
つことを考え、豊富な実例と図表を示しながら具体的に解説しました。また、
統計解析、多変量解析についても、目的に応じて正しい手法を選択できるよ
うに、ひとつひとつの解析手法を丁寧にわかりやすく解説しました。

図解

基礎からわかるQC七つ道具

市川享司：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

A5判 ISBN5160-0

QC七つ道具について、イラストや図版を豊富に使用し、特徴や使い方、作図
法、読み取り方まで丁寧に解説しました。章末には具体的なケースをもとに作
図・分析をする練習問題を掲載。初めて学ぶ方、品質管理部門の担当者、QC
サークルに関わる方、QC検定3級の受検を考えている方に最適な1冊です。

基礎からわかる
［最新］建築・土木のしくみと技術
井上 国博+速水 洋志+渡辺 彰+吉田 勇人+間野 賢二+吉松 正行+栗林 佳尚+三好 健介：著 ̶̶ 税込価格 1,575円 A5判 ISBN5173-0
本書は、現在の土木・建築はどのような工法、構造、設備で、どのように施
工されているのかなどについて、基礎知識はもちろん、さまざまな角度から
できるだけわかりやすく、図やイラストを用いて解説しました。さらに、日
本の風土に根ざした土木・建築の歴史や文化についても紹介しています。

繁盛店が必ずやっているPOP 最強のルール
沼澤拓也：著 ̶̶ 税込価格1,680円

A5判 ISBN5209-6

個人商店の方向けに、思わず買いたくなるPOPのつくり方・活用法を丁寧に解
説。発想の仕方から描き方、設置の仕方まで、お客さまの購買心理を押さえた
ルールを紹介。オールカラーでPOPの実例が満載！さらに巻末には、なぞって
練習できる「POP文字の見本」を掲載しているので、実践に役立つ一冊です。

繁盛店が必ずやっている商品陳列最強のルール
深沢泰秀：著 ̶̶ 税込価格1,600円

A5判 ISBN5283-6

VMD（ビジュアルマーチャンダイジング）に基づいた商品陳列法をまとめた

ビジネス・実務

一冊。たとえば、お客様の目線の動きに合わせ、
「左から右」に、淡い、明る
い、小さい、薄い、軽い商品群から、濃い、暗い、大きい、厚い、重い商品
群へという風に並べます。こういったノウハウをわかりやすく図示して解説。

心をつかむキャッチコピーが書ける！売れるキーワード事典
梅田彰宏：監修 ̶̶ 税込価格1,500円

A5判 ISBN5352-9

POP、チラシ、webなどの各種広告に使えるキーワードと例文を多数収録した、
キャッチコピーづくりのバイブル。主要キーワードは約1050ワード、関連語・
類義語などは3000以上、キャッチコピーの例文も3000以上掲載。そのまま使っ
たり、キーワードを組み合わせたりして、簡単にキャッチコピーが書けます。
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