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番線印

学参 ご担当者様

2023/3/9

3月の平積み・面陳おすすめ①
『レベル別問題集』

大ベストセラー『英語長文レベル別問題集』シリーズの改訂版が2月に発売されました。おかげさまで好評を博しており，
多くの書店様からご注文をいただいています（学校採用も多数あり）。『英文法レベル別問題集』や新刊が続々発売中の
『新・現代文レベル別問題集』『古文レベル別問題集』とあわせて，平積み・面陳での大展開をよろしくお願いします！

☆お知らせ☆

3月末は棚卸のため，3/27（月）の午前中までにご注文ください。
※3/27（月）午後以降のご注文分は4/4（火）搬入となります。
※品切れの際はご容赦ください。

フリー
40冊
セット

20冊
セット

本体
価格

書名ISBNおすすめ度

冊5冊3冊900円新・現代文レベル別問題集① 超基礎編888-0★★★

冊5冊3冊900円新・現代文レベル別問題集② 初級編889-7★★★

冊5冊2冊950円新・現代文レベル別問題集③ 標準編906-1★★

冊5冊2冊950円新・現代文レベル別問題集④ 中級編931-3★

冊5冊3冊800円古文レベル別問題集① 文法編883-5★★★

冊5冊3冊800円古文レベル別問題集② 初級編884-2★★★

冊5冊2冊900円古文レベル別問題集③ 標準編904-7★★

冊5冊2冊900円古文レベル別問題集④ 中級編916-0★

冊ｾｯﾄｾｯﾄ合計

フリー
60冊
セット

30冊
セット

本体
価格

書名ISBNおすすめ度

冊5冊3冊900円英語長文レベル別問題集① 超基礎編【改訂版】921-4★★★

冊5冊3冊900円英語長文レベル別問題集② 初級編【改訂版】922-1★★★

冊5冊3冊900円英語長文レベル別問題集③ 標準編【改訂版】923-8★★★

冊5冊2冊900円英語長文レベル別問題集④ 中級編【改訂版】924-5★★

冊5冊2冊1,000円英語長文レベル別問題集⑤ 上級編【改訂版】925-2★

冊5冊2冊1,000円英語長文レベル別問題集⑥ 最上級編【改訂版】926-9★

冊5冊3冊762円英文法レベル別問題集① 超基礎編379-3★★★

冊5冊3冊762円英文法レベル別問題集② 基礎編380-9★★★

冊5冊3冊800円英文法レベル別問題集③ 標準編381-6★★★

冊5冊2冊800円英文法レベル別問題集④ 中級編382-3★★

冊5冊2冊800円英文法レベル別問題集⑤ 上級編383-0★

冊5冊2冊800円英文法レベル別問題集⑥ 難関編384-7★

冊ｾｯﾄｾｯﾄ合計

⑤・⑥は制作中（発行時期未定）

新刊

新刊

新刊

新刊

新刊

新刊

新刊

搬入日：即搬入
条件：返条付注文
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3月の平積み・面陳おすすめ②
『名人の授業』

搬入日：即搬入
条件：返条付注文

☆お知らせ☆

3月末は棚卸のため，3/27（月）の午前中までにご注文ください。
※3/27（月）午後以降のご注文分は4/4（火）搬入となります。
※品切れの際はご容赦ください。

フリー
92冊
セット

40冊
セット

本体価格書名ISBN

冊5冊3冊1,000円大岩のいちばんはじめの英文法 超基礎文法編589-6
英
語

冊5冊3冊1,000円大岩のいちばんはじめの英文法 英語長文編535-3

冊3冊1冊1,000円安河内の英語をはじめからていねいに 完全版836-1

冊3冊1冊1,000円松田の数学Ⅰ・Ａ／Ⅱ・B 典型問題Type１００603-9
数
学

冊3冊1冊1,000円松田の数学Ⅲ 典型問題Type60731-9

冊5冊3冊1,300円数学の真髄－論理・写像－905-4

冊5冊3冊1,100円富井の古典文法をはじめからていねいに602-2

国
語

冊3冊1冊1,048円富井の古文読解をはじめからていねいに316-8

冊3冊1冊1,200円栗原の古文単語教室837-8

冊3冊1冊1,000円石関の今すぐ書ける看護・医療系小論文768-5

冊3冊1冊900円寺師の漢文をはじめからていねいに760-9

冊5冊3冊1,200円金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本 原始・古代史編632-9

地
理
・歴
史

冊5冊3冊1,200円金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本 中世・近世史633-6

冊5冊3冊1,200円金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本 近現代史634-3

冊3冊1冊1,000円金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本 文化史852-1

冊3冊1冊900円「なぜ」と「流れ」でおぼえる日本史年代暗記917-7

冊3冊1冊1,200円荒巻の新世界史の見取り図（上）497-4

冊3冊1冊1,200円荒巻の新世界史の見取り図（中）498-1

冊3冊1冊1,300円荒巻の新世界史の見取り図（下）519-3

冊3冊1冊1,100円山岡の地理Ｂ教室 PART Ⅰ239-0

冊3冊1冊1,200円山岡の地理B教室 PART Ⅱ240-6

冊3冊1冊1,200円鎌田の化学基礎をはじめからていねいに595-7

理
科

冊3冊1冊1,100円橋元の物理基礎をはじめからていねいに597-1

冊3冊1冊1,200円田部の生物基礎をはじめからていねいに587-2

冊3冊1冊1,200円青木の地学基礎をはじめからていねいに672-5

冊3冊1冊2,500円田部の生物合格77講【完全版】2nd edition846-0

冊ｾｯﾄｾｯﾄ合計
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番線印
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搬入予定日：即搬入
条件：返条付注文
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ご注文お待ちしています！
品切れの際はご容赦ください。

四谷大塚の『リーダードリル』は「問題数多め」＆「レベルやや高め」なので，「もっと問題を解かせたい」「難しめの問
題にチャレンジさせたい」という保護者様から高評価！ 1年・2年の『図形と文章題』が発売され，全点が出そろいま
した。在庫の補充ならびに平積み・面陳での展開をよろしくお願いします！

フリー
46冊
セット

18冊
セット

本体
価格

書名ISBN

冊3冊1冊900円《一歩先を行く》リーダードリル 〈算数〉 小学1年の計算769-2

冊3冊1冊900円《一歩先を行く》リーダードリル 〈算数〉 小学2年の計算770-8

冊3冊1冊900円《一歩先を行く》リーダードリル 〈算数〉 小学3年の計算771-5

冊3冊1冊900円《一歩先を行く》リーダードリル 〈算数〉 小学4年の計算772-2

冊2冊1冊900円《一歩先を行く》リーダードリル 〈算数〉 小学5年の計算773-9

冊2冊1冊900円《一歩先を行く》リーダードリル 〈算数〉 小学6年の計算774-6

冊3冊1冊900円《一歩先を行く》リーダードリル 〈算数〉 小学1年の図形と文章題929-0

冊3冊1冊900円《一歩先を行く》リーダードリル 〈算数〉 小学2年の図形と文章題930-6

冊3冊1冊900円《一歩先を行く》リーダードリル 〈算数〉 小学3年の図形と文章題869-9

冊3冊1冊900円《一歩先を行く》リーダードリル 〈算数〉 小学4年の図形と文章題870-5

冊2冊1冊900円《一歩先を行く》リーダードリル 〈算数〉 小学5年の図形と文章題871-2

冊2冊1冊900円《一歩先を行く》リーダードリル 〈算数〉 小学6年の図形と文章題900-9

冊3冊1冊980円《一歩先を行く》リーダードリル 〈国語〉 小学1年の漢字775-3

冊3冊1冊980円《一歩先を行く》リーダードリル 〈国語〉 小学2年の漢字776-0

冊3冊1冊980円《一歩先を行く》リーダードリル 〈国語〉 小学3年の漢字777-7

冊3冊1冊980円《一歩先を行く》リーダードリル 〈国語〉 小学4年の漢字778-4

冊2冊1冊980円《一歩先を行く》リーダードリル 〈国語〉 小学5年の漢字779-1

冊2冊1冊980円《一歩先を行く》リーダードリル 〈国語〉 小学6年の漢字780-7

冊ｾｯﾄｾｯﾄ合計

3月の平積み・面陳おすすめ③
『リーダードリル』

新刊

新刊

☆お知らせ☆

3月末は棚卸のため，3/27（月）の午前中までにご注文ください。

※3/27（月）午後以降のご注文分は4/4（火）搬入となります。



フリー10冊セット4冊セット本体価格書名ISBN

冊5冊2冊2,000円TOEFLテスト 必修英単語2500705-0

冊5冊2冊2,000円TOEFLテスト 上級英単語2500706-7

冊ｾｯﾄｾｯﾄ注文数

13桁コード共通ISBN＝978-4-89085

語学書 ご担当者様

2023/3/9

フリー15冊セット9冊セット本体価格書名ISBN

冊5冊3冊1,800円一億人の英文法527-8

冊5冊3冊1,500円一億人の英文法 CDブック546-9

冊5冊3冊1,300円一億人の英会話851-4

冊ｾｯﾄｾｯﾄ注文数

フリー27冊セット14冊セット本体価格書名ISBN

冊2冊2冊1,200円TOEIC L&R レベル別問題集 470点突破733-3

冊5冊2冊1,200円TOEIC L&R レベル別問題集 600点突破734-0

冊5冊2冊1,200円TOEIC L&R レベル別問題集 730点突破735-7

冊5冊2冊1,200円TOEIC L&R レベル別問題集 860点突破736-4

冊2冊2冊1,200円TOEIC L&R レベル別問題集 990点制覇737-1

冊3冊2冊1,300円会話で覚える TOEIC L&Rテスト必修英単語1500866-8

冊5冊2冊1,500円会話で覚える TOEIC L&Rテスト上級英単語1500903-3

冊ｾｯﾄｾｯﾄ注文数

3月の平積み・面陳おすすめ
『一億人』・TOEIC・TOEFL

一億人シリーズ 言わずとしれた大西泰斗教授のベストセラー。英会話と英文法をセットでどうぞ。

TOEIC対策 去年の3月は『730点突破』『860点突破』『上級英単語1500』が特によく売れました！

番線印

TOEFL対策 『上級英単語2500』は “最高の単語集”と呼び声の高いおすすめの1冊です。

学習意欲が高まる年度替りのこの時期に特におすすめの語学書を厳選しました。平積み・面陳をよろしくお願いし
ます！
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搬入日：即搬入
条件：返条付注文

☆お知らせ☆

3月末は棚卸のため，3/27（月）の午前中までにご注文く

ださい。

※3/27（月）午後以降のご注文分は4/4（火）搬入となります。

※品切れの際はご容赦ください。


