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特別販売のご案内

☆歴史学研究会　会員様限定☆
2022/5

岡山大学出版会

◇ご注文は、E メールまたは FAXにてお願いいたします。
　【E メール】件名「歴史学研究会オンライン書籍展示注文」と明記してください。
　　お名前・送付先のご住所・連絡先・お申し込み書籍名・冊数・お支払い方法を
　　ご記載ください。
　【FAX】注文申込用紙にご記入のうえお送りください。

◇送料（ゆうパック）および振込手数料のご負担をお願いいたします。

◇ご注文をいただいてから 10 日前後でのお届けとなります。

◇お支払い方法は下記よりお選びください。
　 　①ゆうちょ銀行へのお振込み（前払い）
　 　②請求書発行（後払い）：請求書に添付の振込用紙にてお振込み

◆期間中 (2022 年 6月 30 日まで）、弊会に直接ご注文いただきました場合のみ、
『池田家文庫資料叢書』をチラシに記載の特別価格にて販売いたします。
※書店では特別価格でのご注文はできません。

◆『池田家文庫資料叢書』電子版（機関向け）が発売されています
丸善雄松堂 Maruzen eBook Library にて販売していますのでカタログをご覧ください。
※弊会にはご注文できません
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池田家文庫資料叢書 岡山大学附属図書館に所蔵されている
池田家文庫の貴重資料のうち、特に学術的
価値の高いものを厳選して刊行しています。

　A5版 / クロス装･ケース付

歴史学研究会　オンライン書籍展示

池田家文庫資料叢書 3
｢御留帳評定書｣ 上･下巻
【上巻】本文 ６０５頁 、解説 １９頁　 定価１９,８００円（税込）→  特別価格  9,720 円 ( 税込 )  約 51%off

【特別価格】

池田家文庫資料叢書２
｢朝鮮通信使饗応関係資料｣ 上･下巻
【上巻】本文 ５９８頁、解説 ２２頁      定価１１,０００円（税込）
【下巻】本文 ７４９頁、解説 ２５頁      定価１２,２２２円（税込）

→  特別価格  5,400 円 ( 税込 )   約 51%off
→  特別価格  6,000 円 ( 税込 )   約 51%off

池田家文庫資料叢書 1 

【上巻】  本文 ６２７頁、解説 ９頁 　 定価 ７,７００ 円（税込）   
｢御留帳御船手｣ 上･下巻

→  特別価格  3,780 円 ( 税込 )   約 51%off特別価格 3,780 円 ( 税込 ) 約 51%off

 1 冊ずつでも特別価格！

１セット 29,000円 ( 税込 )

【下巻】  本文 ７１７頁　                       定価 ７,７００ 円  （税込）  

【下巻】本文 ５５８頁 　　　　　　 　 定価１９,８００円（税込）

→  特別価格  3,780 円 ( 税込 )   約 51%off

→  特別価格  9,720 円 ( 税込 )  約 51%off

全３巻６冊 1セット
定価 78,222円 ( 税込 )のところ

約 63%off

特別価格にて販売いたします！



価格（税込） 注文数

29,000

3,780

3,780

5,400

6,000

9,720

9,720

メールアドレス  (注２)

備考 

※印の項目は、必ずご記入下さい。
（注１）法人等の方は「企業・団体・学校名」の欄も必ずご記入下さい。
（注2）連絡先として「電話」、「FAX」、「Eメールアドレス」のいずれかの項目を必ずご記入下さい。
※記載いただきました個人情報は、厳重に管理し目的外に利用することはございません。

　　  

歴史学研究会 オンライン書籍展示 注文申込用紙

書名

ご住所（送付先）※

〒

企業・団体・学校名
(注1)

お名前 ※

（フリガナ）　

電話　(注２)

FAX  (注２)

　池田家文庫資料叢書　全３巻６冊セット

　池田家文庫資料叢書１　「御留帳御船手」　上巻

　池田家文庫資料叢書１　「御留帳御船手」　下巻

　池田家文庫資料叢書２　「朝鮮通信使饗応関係資料」　上巻

　池田家文庫資料叢書２　「朝鮮通信使饗応関係資料」　下巻

　池田家文庫資料叢書３　「御留帳評定書」　上巻

　池田家文庫資料叢書３　「御留帳評定書」　下巻

岡山大学出版会
〒700-8530  岡山県岡山市北区津島中3-1-1
                  （岡山大学附属図書館2F)

TEL:086-251-7306  FAX:086-251-7314
 　　 E-mail：okayama-up@adm.okayama-u.ac.jp

tel:086-251-7306%20%20FAX:086-251-7314
tel:086-251-7306%20%20FAX:086-251-7314
tel:086-251-7306%20%20FAX:086-251-7314
tel:086-251-7306%20%20FAX:086-251-7314


学術認証フェデレーションと連携

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した
電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス
https://elib.maruzen.co.jp/

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

●表示価格は税抜きです。

No.2021-188

2022年1月

池田家文庫資料叢書（全6巻）
池田家は江戸時代に岡山地域を領地とした大名家です。
池田家文庫は、質量ともに全国有数の大名家資料として国内外に広く知られている貴重資料
で、池田家のご厚意と「岡山総合大学設立期成会」のご努力により岡山大学に寄贈され、岡
山大学附属図書館に所蔵されています。そのうちの特に学術的価値の高いものを厳選して、

『池田家文庫資料叢書』１～３・各上下巻、全６冊を刊行しています。

6冊セット特価 （分売可）

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード

¥66,000 ¥99,000 1034260890

詳細は次頁をご覧ください。

電子書籍版



●表示価格は税抜きです。

電子書籍版

2

御留帳御船手上巻 （池田家文庫資料叢書 1）

同時1アクセス
（本体）

¥22,000

同時3アクセス
（本体）

¥33,000

冊子版ISBN 9784904228104 

著編者名 岡山大学附属図書館貴重資料刊行推進会 発行年 2010年 商品コード 1034260891
池田家文庫に１４年間分１３冊が残されている「御留帳御船手」。上巻には延宝元年から延宝六年(一六七三～七八)までを収録し
ています。船手とは、岡山藩の海事行政全般を司る部署であり、その業務に関わる書類が集められている留帳からは、さまざまな
情報を読み取ることができます。時はまさに江戸時代海上交通の大発展が始まる時期。海難事故に関わる「浦手形」をはじめ、海
事の実態を示す貴重な資料です。

御留帳御船手下巻 （池田家文庫資料叢書 1）

同時1アクセス
（本体）

¥22,000

同時3アクセス
（本体）

¥33,000

冊子版ISBN 9784904228111 

著編者名 岡山大学附属図書館貴重資料刊行推進会 発行年 2010年 商品コード 1034260892

岡山藩の海事行政全般を司る部署である船手。「御留帳御船手」は、江戸時代海上交通の大発展が始まる時期の、海事の実態を示
す貴重な資料です。下巻には延宝七年から貞享三年(一六七九～八六)までを収録しています。

朝鮮通信使饗応関係資料上巻
（池田家文庫資料叢書 2）

同時1アクセス
（本体）

¥22,000

同時3アクセス
（本体）

¥33,000

冊子版ISBN 9784904228272 

著編者名 岡山大学附属図書館貴重資料刊行推進会 発行年 2013年 商品コード 1034260893
江戸時代の重要な外交使節であった朝鮮通信使を岡山藩が饗応した関係史料75点を上・下巻に分けて収録。上巻には、天和二年度
（一六八二）・正徳元年度（一七一一）・享保四年度（一七一九）の32点を掲載。瀬戸内海を通行する使節一行の様子や藩による
饗応の具体的な状況を知ることができます。正徳度と延享度の町割絵図・御茶屋絵図・宿舎図・船着場絵図を口絵（カラー8頁）
として収録しています。

朝鮮通信使饗応関係資料下巻
（池田家文庫資料叢書 2）

同時1アクセス
（本体）

¥22,000

同時3アクセス
（本体）

¥33,000

冊子版ISBN 9784904228357 

著編者名 岡山大学附属図書館貴重資料刊行推進会 発行年 2014年 商品コード 1034260894
江戸時代の重要な外交使節であった朝鮮通信使を岡山藩が饗応した関係史料のうち、下巻には、延享五年度(一七四八)・宝暦一四
年度(一七六四)・文化八年度(一八一一)を収録しています。瀬戸内海を通行する使節一行の様子や藩による饗応の具体的な状況を
知ることができます。

御留帳評定書上巻 （池田家文庫資料叢書 3）

同時1アクセス
（本体）

¥22,000

同時3アクセス
（本体）

¥33,000

冊子版ISBN 9784904228524 

著編者名 岡山大学附属図書館貴重資料刊行推進会 発行年 2017年 商品コード 1034260895

岡山藩の政策決定機関である評定所での審議の様子を記録したもので、上巻には池田光政治世末期の寛文八年から延宝三年（一六
六八～七五）までを収録しています。当時の社会状況とそれに対する藩の対応を具体的に知ることができる貴重な資料です。

御留帳評定書下巻 （池田家文庫資料叢書 3）

同時1アクセス
（本体）

¥22,000

同時3アクセス
（本体）

¥33,000

冊子版ISBN 9784904228586 

著編者名 岡山大学附属図書館貴重資料刊行推進会 発行年 2018年 商品コード 1034260896
岡山藩の政策決定機関である評定所での審議の様子を記録したもので、下巻には池田綱政時代前期の延宝四年から八年(一六七六
～八〇）までを収録しています。当時の社会状況とそれに対する藩の対応を具体的に知ることができる貴重な資料です。

丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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