文光堂 2022 年度 年間予約購読のご案内
送料小社負担 で，毎月購入するよりもお得 です．
＊お近くの医学専門書店，医学書取扱書店にてお申し込みください．

＊購読料は商品のお届け前にあらかじめお支払いいただく前金となっております．

内科疾患・治療の最新情報をお届けする
内科診療のよきアドバイザー

月刊

毎月 1 日発行

B5 判・約 170 頁・2 色刷
【1 部定価】2,860 円
（本体 2,600 円 + 税 10％）

進歩の著しい心エコー図診断の
レベルアップのために

月刊

毎月 1 日発行

年間予約購読料
定価

年間予約購読料

40,700円

定価

（本体 37,000 円 + 税10％）

※通常号12 冊

毎月購入の場合
定価 42,020 円（本体 38,200 円＋税10％）

毎月購入の場合
定価 35,640 円（本体 32,400 円＋税10％）

人体病理学の新しい潮流を伝える

毎月 1 日発行

B5 変型判・約 100 頁・4 色刷
【1 部定価】3,190 円
（本体 2,900 円 + 税 10％）

スポーツ医科学の最新情報を提供する

月刊

毎月 1 日発行

年間予約購読料
定価

34,540円

（本体 31,400 円 + 税10％）

※通常号12 冊 + 臨時増刊号1冊

月刊

B5 判・約 110 頁・4 色刷
【1 部定価】2,970 円
（本体 2,700 円 + 税 10％）

45,650円

（本体 41,500 円 + 税10％）
※通常号12 冊 + 臨時増刊号1冊
毎月購入の場合
定価 47,080 円（本体 42,800 円＋税10％）

B5 判・約 120 頁・2 色刷
【1 部定価】2,970 円
（本体 2,700 円 + 税 10％）

年間予約購読料
定価

34,540円

（本体 31,400 円 + 税10％）
※通常号12 冊
毎月購入の場合
定価 35,640 円（本体 32,400 円＋税10％）

雑誌電子版のご案内
電子版での年間購読やバックナンバー等のご購入も可能です．
詳しくは下記の販売サイトをご覧ください．
【医書 jp】https://store.isho.jp/
【M2PLUS】https://www.m2plus.com/
【丸善 Knowledge Worker】https://kw.maruzen.co.jp/
【紀伊國屋書店 KinoDen】https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/index.html
【メテオ メディカルブックセンター】https://www.molcom.jp/

＼絶賛発売中／

文光堂の新刊・話題書
高齢者糖尿病治療ガイド
2021
編著：日本糖尿病学会・日本老年医学会
B5 判・120 頁・4 色刷
定価 990 円（本体 900 円＋税 10%）
ISBN 978-4-8306-1398-2

NASH・NAFLD の
診療ガイド2021
編：日本肝臓学会

電子版あり

電子版あり

B5 判・72 頁・4 色刷
定価 1,650 円（本体 1,500 円＋税 10%）
ISBN 978-4-8306-2110-9

B5 変型判・380 頁・4 色刷
定価 13,200 円（本体 12,000 円＋税 10%）
ISBN 978-4-8306-0482-9

編：宮居弘輔・都築豊徳
B5 変型判・256 頁・4 色刷
定価 14,300 円（本体 13,000 円＋税 10%）
ISBN 978-4-8306-0483-6

編：九嶋亮治・牛久哲男

B5 判・144 頁・4 色刷
定価 4,950 円（本体 4,500 円＋税 10%）
ISBN 978-4-8306-3044-6

浩・坂田泰史

B5 判・848 頁・2 色刷（一部 4 色刷）
定価 22,000 円（本体 20,000 円＋税 10%）
ISBN 978-4-8306-1967-0

編：江原省一・加地修一郎・谷口泰代
B5 判・168 頁・2 色刷 ( 一部 4 色刷 )
定価 5,500 円（本体 5,000 円＋税 10%）
ISBN 978-4-8306-3760-5

B5 変型判・252 頁・4 色刷
定価 17,600 円（本体 16,000 円＋税 10%）
電子版あり
ISBN 978-4-8306-2257-1

Fasciaリリースの
基本と臨床 第 2 版
編：木村裕明・小林

只・並木宏文

B5 判・352 頁・4 色刷
定価 7,700 円（本体 7,000 円＋税 10%）
ISBN 978-4-8306-2749-1

みえる！
エコーガイド下運動療法
編：工藤慎太郎
B5 変型判・244 頁・4 色刷
定価 5,280 円（本体 4,800 円＋税 10%）
ISBN 978-4-8306-4594-5

ロコモティブシンドローム
診療ガイド2021

編：伊藤

監：日本整形外科学会・日本運動器科学会

B5 判・176 頁・2 色刷
定価 5,500 円（本体 5,000 円＋税 10%）
ISBN 978-4-8306-1968-7

電子版あり

十二指腸・小腸・虫垂腫瘍

一からわかる
循環器腎臓病学
浩

電子版あり

精巣腫瘍病理アトラス

編：鉄原健一

ゼロからわかる心臓 MRI

電子版あり

編：三上芳喜

腫瘍病理鑑別診断アトラス

編：伊藤

電子版あり

細胞診アトラス

小児科診療
基本手技・処置スタンダード

臨床循環器学

電子版あり

書籍の最新情報は文光堂ホームページへ

B5 判・200 頁・4 色刷
定価 3,850 円（本体 3,500 円＋税 10%）
ISBN 978-4-8306-2748-4

電子版あり

取扱書店
〒113-0033 東京都文京区本郷 7-2-7
tel 03-3813-5478 / fax 03-3813-7241
【facebook】https://fb.me/bunkodo1892/
【Twitter】@bunkodo̲eigyo

