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会計室長　鶴岡俊畢「士
1

伸二
公　　　告

下記により入札を実施するので参加されたい。

なお、平成27年4月1日~平成28年3月31日の納入期間分については、本入札に係る落札及び契約

締結は、当該業務に係る平成27度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。

1　入札方式　一般競争契約

2　入　　札

(1)　入札日時　平成26年11月28日(金)13:30へ

(2)　入札場所　防衛省防衛研究所戦史研究センター大会議室(戦史研究センター3階)

東京都目黒区中目黒2-2-1

3　参加資格

(1)　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は

被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合

に該当する。

(2)　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)　平成25・26・27年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」のD等級以上に

格付けされ、関東・甲信越地域の参加資格を有する者。

(4)　大臣官房衛生藍、運用企画局長、経理装備局長(以下「省指名停止権者」という。)から又は防

衛研究所長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を

受けている期間中の者でないこと。

(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と

同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

4　入札方法

入札金額は内訳書の品日ごとに記載するものとし、落札決定は品目ごとに対する金額をもって決定

する。

落札決定に当たってば入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する金額を加算した金額

(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札

価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の100/108に相当する金額を入札書に記載すること。

5　入札保証金　免除

6　入札の無効　4の参加資格の無い者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。

7　契約書作成の要否　　要



8　適用する契約条項　物品売買契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約

条項

9　入札に付する事項

(1)件　名　　　定期刊行物Aviation証eek&SpaceTechn0logy(航空週報と宇宙鼓術)ほか

213品目

(2)　規格・数量等　　内訳書のとおり

(3)　納入場所　　　　防衛省防衛研究所音

(4)　納入期間

ア　内訳書No.1へ28の品目申1/1号一2/28号　27.1.1へ27.3.31

イ　内訳書No.1へ28の品目中3/1号一12/31号及び内訳書No.29へ214の品目　27.4.1へ28.3.31

10　その他

(1)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。

ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合にはこの限りではない。

(2)　平成27年4月1日一平成28年3月31日の納入期間分については、契約締結日までに平成

27年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以

降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約と

する場合がある。

(3)入札参加希望者は、下記まで連絡し入札説明書を受領するとともに、資格審査結果通知書(写)を提

出すること。

(TEL.03-5721-7005　内線6456　FAX.03-3713-1760

防衛省防衛研究所企画部総務課会計室　木下)

(4)代理人による入札については、委任状を提出すること。

(5)本書記載事項の詳細については、(3)まで問い合わせること。



番号 ���V�����kﾂ�親　　指 ��Hﾍﾈ�Y%�犬�単価(説抜) 1月・一2月 俘x幵夷ｹK"���Xﾈ簽(ﾈ��単価(説薮) 3月-12月 亊ﾈ幵絢8ｵ｢��2ﾓ�(ﾈ��合計金額 (説経) 儖Xﾖﾂ�

1 ��f��F柳蛆VVｲe7���6UFV6���宙ﾗ�ｿ8�_�,b�2015(1′重言・-12/31号)週刊McGraw-H洲00052175 ��獅� �� �� ��
宇宙技術) �7h8ｨ986yLR�

2 �?ｦY'�u&Wf妨r映ｸｹ頷I_���2015(1/1号-12/31号).週刊βe和宮Review 10009140プリント版 ��YB� �� �� ��

3 �5�vVUw文6�w&W76薮$��ﾅ�V�&fW&ﾇ夫VVｶﾇ��2015(1/1号-12/31号)　年4さ国利Co噂ressionaI ��YB� �� �� ��
Repo巾(米国議会週報) ��V�+ﾆX�V濫匁2��S#�S涛x7h8ｨ986yLR�

4 彦�V6���7B�4x5(6ﾘ7�5�6r��2015(1/1号-12/31号)年51回訓とconomist Newsp8PerじmitedOO130621プリント版 妬YB� �� �� ��

5 覇ﾔ���4��ﾈ�v蕚U2�2015(1/1号-1U31号)日刊(週6国利月一土) FINANCIALTIMESO30717667ノント版 �)YB� �� �� ��

6 幡�覲�4FVfV�6UvVVｴ嵐�5x4h�ｸ98ﾙ�f員I_���2015(1/1号-12′31号)週刊庇ne’s!n千〇のation G「o叩O2653818ブノント版 �)YB� �� �� ��

7 冤ｦﾖR�5�488���2015(1/1号-12/31号)週刊¶M巨洲C.0040781Xプ リント版 ��S)YB� �� �� ��

8 晩4$T5D�ﾒ�ｧfW7I{H�ﾈ485�7�5�6�8B��2015(1/1号-12/31号)日刊(週末は合併)Moskva 02334356プノント版、 ��YB� �� �� ��

、9 �"�ﾔﾖU�6�抹Fﾃ���$ｦﾆ�9)ｦ"�2015(1.′「号-12/31号)週刊KoMMe口ca照丁 ��YB� �� �� ��

(Komme「sa「tトⅥa5Uコメルサント・ブラスチ) �(��7h6ﾘ986yLR�

10 売S4�?､ﾔ4泥ﾔ�$�т���T�5�T�R�Wｦ��V�6薮剖f�跏���&�h�VV讎R�<izxｹyDｩUﾙ�b��2015(1/1号-1U31号)週刊「8101674ブノント版 �)YB� �� �� ��

1「 ���44ﾖf�6ﾂ��ﾅｨ�T�4UD���&�8�ｶ���v��6WF���&��6��:�7VﾖV蹠2梯�8ﾘ5h4��i[r��2015(1/1号-12/31号)日刊ロシア政府発行プリン ト版 ��YB� �� �� ��

12 ��ﾉj�?ｩ_��(hﾙ�ﾙ�>�ﾏﾂ��2015(1′1号-12/31号)日刊人民日報社プノント版 ��YB� �� �� ��

13 俤ｹeﾒ�2015(1/1号-1U31号)“週刊瞭垣間刊社10025723 プノント版 ��YB� �� �� ��

14 ��h�ｪr�4�5x4��X4X48�ｸ4竰�2015(1/1号-12/31号)週刊亜洲週刊有限公司 1015501うプリント版 ��YB� �� �� ��

15 �6���H+6棉宙6�88486��X6h488ｨ48�ｲ��2015(1/1号-1U31号)日刊北京印刷02539543プ リント版 ��YB� �� �� ��

16 彦Vﾗ���x靕ｦ匁R�6X987ﾈ7ﾘ4ｸ5x92��2015(1/1号-12′31号)週刊丁帥PO14116065プリ ント版 ��YB� �� �� ��

17 彦�v�ﾕ7G&VWDｦ�ﾖ���6�+2�4X4��ｸ8ｸ5�6x8ｨ�ｲ�2015(1/1号-12/31号)　日刊(土、日限休刊) ��YB� �� �� ��
ト・ジャーナル・アジア) 妊�､�U4�3ss涛#�x8ｨ986yLR�

18 鳩��4��ﾅ｣4$S4･ﾔ�┯ﾗ6�����2015(1/1号-12/31号)日刊M°SkvaOO234559ナノ ��YB� �� �� ��
之ve乙da/赤い星) �986yLX���ﾂ�

19 佩ｩ_ｨﾅ)_��2015(1/1号-12/31号)日刊鰐枚軍報社プノント版 ��YB� �� �� ��

20 �(hﾙ�､9vﾙ_��2015(l/1号-12/31号)過5回国家海津局プリント 版 ��YB� �� �� ��

21 �(hﾙ�ﾕ)5i_��2015(1′1号-12/31号)迎5回中国鏡天工瑳∴カノン ト版∴ 偵�YB� �� �� ��

“22 �(hﾙ�ﾙ�f雲��2015(1/1号-12′31号)週3田原放軍報社プノント 版 ��YB� �� �� ��

23中国時報(CHINAT]MES〉 �2015(1/1号-12/31号)日刊中国時報社プノント版 ��YB� �� �� ��

24朝鮮日報 �2015(1/1号-12/31号)日刊朝鮮日報社プリント版 ��YB� �� �� ��



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|ｨ�Y%�犬�単価(説抜) 「月-2月 亊ﾈ幵���K"���ﾈ簽(ﾈ��単価(競技) 3月-12月 ��9]b��YK"��2ﾓ�(ﾈ��合計金額 (稜線) 儖Xﾖﾂ�

25 册����ｪr�2015(1/1号-12/31号)旬刊鳳凰週刊18104770プ リント版 ��YB� �� �� ��

26 處Ieﾙ8ﾉ_ｸ�ｪr�2015(1/1号-12/31号)週刊瞭望週刊社16725883 プノント版 ��YB� �� �� ��

27 刋ｩ:ﾙ�i[r�2015(1/1号-12/31号)　日刊朝鮮労働党プノント版 ��YB� �� �� ��

28 ��ﾉj��ﾇ雲��2015(1/1号-12/31号)週5国利中国人民電装警察 部隊政治部プノント版 ��YB� �� �� ��



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|｢)%�犬�単価(税抜) 俘xﾇhｾ�ｧ｢���YK"��備考 

29 ��FVﾇ��6W&妨8�ﾘﾟｶ�'�&����6Rｵ7G&�FVv�2�7W'fW跳7W'f庸�宙4�6h8ｸ7H49�ﾙzｩ����VoL55,Vol.115,VoI.115,Vol.57年7回 刊.年1回刊,年1国利,年6回刊IntemationaI InstituteforStrategicStudies7リント版 ��YB� �� 

30 ���$h�ｷ$6Tﾖ�v�ｦ匁R噂Hｿ8ﾅ(ｴ�ｭh頸��VoI.98月刊AirForce・AssociationO7306784 ブノント版 �9YB� �� 

31 ��ﾖW&�6���&6�f�7B�∨0L78年2回刊丁heSocietyofAmerican ArchivistsO36090817リント版 ��YB� �� 

32 彦��ﾖW&ｦ6�膩6���5&Wf妨r噂Hﾙ�ﾆ����Uﾒ跳F�ｦ�ﾖ�ﾆ�V6���4ﾆ友W&�GW&R鞍��∨0上105,∨01.53.∨oi.29, ��YB� �� 
済学論文集)十TheJoumaiofEc○nomic ����ﾂ縒蘿�縒ﾈ���ﾂ縒ﾅf�繦D繆��ｪrﾈｴxｪrﾈｴxｪrﾂ�

Perspectives(経済学的論点)十App=ed 亢xｪrﾈｴxｪrﾈｴxｪrﾉD雍xｪt�ﾖX�V�6�膩8�ｶ蔕ﾖ�2�

Economjcs+Ec○nomicP°=cy+ Macroeconomics+Microec○nomics ��76�6��Fｦ���7h8ｨ986yLR�

33 �)ｦ��ﾖW&�6�莓蹤W&W7B噂Hﾙ�傭��Voi.10No.3-No.6V。上11No.1-2隔月刊 Americanlnterest15565777プリント版 �)YB� �� 

34 ��ﾖW&�6�荐�ﾖ�柳d也FVﾖ�F柳��ﾄﾆ�r�4�8�8ｨ4｢�Vol.109季刊TheAmericanSociety°f ��YB� �� 
国際法雑誌) 薄蹤Vﾖ�F柳��ﾄﾆ�t��#�3��7h8ｨ986yLR�

35 ��ﾖW&�6�荐�ﾖ�ﾆ���F�6��66坊�6R�4�8�8ｨ4｢��ﾘ��ｧx艀頸��∨°l.59季刊BIackwe=009258537リント版 ��72� �� 

36 ��ﾖW&�6����友�6��66坊�6U&Wf妨rｲ��W'7�V7F庸W6�����72ｵ�2���ｶ6��66坊�6R�e��V友�72宙4�8�8ｨ4ｩ�ﾘ��ｧyUﾙ���∨oi.109, Vo上13, VoI.48季刊CambridgeUniversityPress 00030554. 15375927, 10490965プリント版 ��YB� �� 

37 ��&6�f�&���2015(N0.1-Last)年2回刊ACA 03186954プノント版 ��YB� �� 

38 ��&ﾖVDf�&6W2e8�ｴ6妨G豆�莓蹤W&F�66��ﾆ匁�(<��∨°I.41季刊SagePubiicationsOO95327X �)YB� �� 
Joumal(軍隊と社会) �7h6ﾘ986yLR�

39 ��&ﾗ46�G#��)ｦ��忠[ｨｮﾘｬyyﾒ��∨oi.45年10回刊AmsControiAssociation 0196125Xプリント版 土YB� �� 

40 ��6��腱VfV�6Tｦ�ﾖ�宙4�5x4�ﾙ�f郁��2015(No.1-」ast)月刊SyedHussain Pu闘cationsSdnBhdO12664O3プリント版 ��YB� �� 

41 ��6���6V7W&宥宙4�5x4�,ﾈ���2��Voし11年3回刊Taylor&Francis14799855 プリント版 �)YB� �� 

42 ��6���7W'fW宙4�5x4�5yeﾒ��∨0l.55隔月刊University°fCa=fomiaPress 00044687ブノント版 ��YB� �� 

43 ��6��ﾕ��6貿�4FVfV�6U&W��'FW"��饉ﾙvﾙf���Voし　41年10回刊Ventu「aMediaAsia- ��YB� �� 
誌) ���9^�5�G班FC�CCccャ�7h8ｨ986yLR�



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|ｨ�Y%�犬�単価(税抜) 俘xﾇhｾ�ｧ｢���YK"��備考 

44 ��6��ﾕ��6貿�5&Wf妨r握)�饉ﾙvﾘ頸��∨°i.22年2回刊丁aylor&Francis 13439006プノント版 ��YB� �� 

45 ��7G&���Fｦ72�i(��ﾘ����∨oI.13年3回刊Tayior&Francis14777622 プリント版 ��YB� �� 

46 ��W7G&�末�荐�ﾖ�ﾆ�也FVﾖ�F柳��ﾄ�ff��'2�∨oi.69季刊丁ayI°r&Francis「O35771871J ��YB� �� 
(オーストラリア国際展望誌) �986yLR�

47 陪V�ﾇF�6V7W&宥宙ｸﾉkﾄ&f�6V7W&宥��襭�&薮FW'&�&�6ﾓ､&柳FVfV�6U7G&�FVw椎�&�7F�6Rﾂ��襴66坊�6R��2015(N0.1-Last)年6回刊Larchmont, NY:MaryAnnLiebert153871357リント版 ��YB� �� 

48 彦�6����V�'FX�V嵐�(hﾙ�ｴy_���2015(No.1-Last)季刊Camb「盲dge UniversityPressO3O57410プリント版 �)YB� �� 

49 �6�Ev�$�7F�'忠~)�ﾘ,ﾉ��譴��∨oI・15年4回刊丁ayior&Frarcis14682745 ブノント版 ��YB� �� 

50 �8�ｶﾕ��&�F庸U7G&�FVw忠NHｧ)�ﾙz｢��Vol.34年5回刊TaYlor&F「ancisO1495933 プノント版 ��YB� �� 

51 ��ｸ�ｶ詛ﾆ�7Bﾅ6V7W(*GG壇FWfVﾆ��ﾖV蹌閏I�������2�Vo上15年5回刊TayIor&Francis14678802 �)YB� �� 
保障及び開発) �7X6ﾘ986yLR�

52 �6�FVﾗ��&�'�6V7W&宥�����7宙ﾋｹ�8,ﾈ���9]ｲ�∨°i.36　年3回刊Tayior&Francis ��YB� �� 
障政策) ��3S#3#c�7h8ｨ986yLR�

53 �6�FVﾗ��&�%�6�F��6��依ｹ�9>ﾈ4�5x4���Vol.23季刊TayIor&FrancisO9584935プ リント版 ��YB� �� 

54 �8�&蹤Vﾕ��&�'�6�F��7D�6��依ｹ�98ﾉ>ﾈ4�5r�∨○上37　年3回刊Instituteof¥southeast �9YB� �� 
ア) ��6���7GVF妨4��#都砥ベ8ｨ986yLR�

55 �7W'&V蹈�7F�<�以隱xﾋｹ�8譴��∨oi・114年9回刊CurrentHistory 00113530プリント版 ��YB� �� 

56 �6h4(7H4h985�#��2015(N○○1-Last)年12回刊D&DFocus 19765045プリント版 ��YB� �� 

57 認VfV�6V�襴�V�6TV6���72映��[ﾙ��ﾆ���Voi.26　隔月刊丁ayIor&Francis「O242694 ��YB� �� 
学) �7h8ｨ986yLR�

58 認VfV�6T��F柳��乏�7H8�985異�f郁��2015(N0.1-Last)年10国利Revue DefenseNationaleO3361489プリント版 ��YB� �� 

59 認VfV�6T觚w4也FVﾖ�F柳��忠f��6ｨ8X�ｸ5ｒ�2015(No.1-Last)年27国利Amy TimesO884139Xプリント版 ��YB� �� 

60 認��柳ﾖ�F�4�7H�ｷ%忠¥Hﾙ�､��讓ｧx艀頸��∨°i,39年5回刊Blackwe=Pub=shing 01452096プリント版 �9YB� �� 

61 埜W&��V�臟�&Vv��ff��'5&Wf妨r�Vol.20季刊KIuwerLawIntemationaI 13846299プリント版 ��YB� �� 



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|｢)%�犬�単価(税抜) 俘xﾇhｾ�ｧ｢���YK"��備考 

62 埜W&��V�茯�ｷVﾖ�柳dV�7D�6���7GVF妨2�8ﾈ4��V°i.14年2国利B刷Ac8demicPub=shers ��YB� �� 
ジア研究) ��Sc��Sォ7h6ﾘ986yLR�

63 埜W&��Rﾔ�6��7GVF妨8*ﾔf�W$藍6�妨B�VoI.67年10回刊TayIor&FrancisO9668136 ��YB� �� 
Studies〉(欧亜研究) �7h8ｨ986yLR�

64 埜W&��Rﾇ7v�&ﾆB�(�(,ﾉ�(､R��2015(No.1-Last)年3回刊Eur°Pe,s W°「ld17820642プリント版 ��YB� �� 

65 杷�&V没��Wﾆ��'2愛��n)�郁��Vo上94隔月刊CouncilonF°regn ReIationsOO157120プリント版 ���YB� �� 

66 杷�&Vv���7宙､���ﾘﾟH頸��2015(N0.1-Last)隔月刊Camegie EndowmentOO157228プリント版 �9YB� �� 

67 背VW'&W4ﾘ�ｶ襷��妨6WD6�fﾆ宥46�FVﾗ��&�也2�2015(N°.1-Last)季刊PUFO9842292 �)YB� �� 
(第二次世界大戦史評論) �7X6ﾘ986yLR�

68 陪�'f�&Dﾆ�u&Wf妨r�6��ｸ6��ｸ6��X8ﾘ�ｲ(8ﾂ�VoL128年8回刊HarvardLawReview ��YB� �� 
ビュー) ����s����7X6ﾘ986yLR�

69・ 薄襷��&Wf妨r�Vol.14年4回刊Tayior&Francis14736489 ブノント版 ��YB� �� 

70 彦�匁F�W6����V�'FW$嵐�48986�6ﾈ5h4�ｴy_���∨0l.43季刊CentreforStrategicand IntemationalStudies(CSIS)030421707リン ト版 �9YB� �� 

71 薄蹤Sﾖ没V�6V�襯��F柳���6V7W&宥宙ﾙ�徂��]ｸ,b�+9_���∨○上　30　隔月刊TayIor&FrancisO2684527 �)YB� �� 
ブノント版 

72 薄蹤Vﾖ�Fｨ�ｶ����ff��'2異�ﾝｸ馼�竰�∨oi.91隔月刊BIackwe=002058507リント 版 �)YB� �� 

73 薄蹤Vﾖ�F��ｶ��ﾄ�&v�譌ｦ�F柳竏ﾙ�ﾝｹ�y�B��∨0l.69季刊CambridgeUniversityPress 00208183ブノント版 ��YB� �� 

74 薄蹤Vﾖ�F柳��ﾅ�V�6VｶVW�匁r異�ﾝｹ[ﾙ��査鰓��∨。I.22年5回刊TayI。r&F.an。is 13533312プノント版 ��YB� �� 

75 薄蹤Vﾖ�F柳���6V7W&宥宙ﾙ�ﾝｸ���9]ｸ����Vol.39Issu$3-Voi.40Issue2季刊M町 PressO1622889プノント版 等YB� �� 

76 ���耳��耳�｢ﾒﾂ�,X�ﾂﾘ���X����爾��7GVF妨5&Wf妨rｴ也FVﾖ�F柳���7GVF妨2�▼.　▼●　▼●　● Voし11,∨°I.,9各年4回刊Blackweli ��YB� �� Perspectives+ForeignP0=cyAnaIysis+ ��V"'6�'2ﾆ�2���#�ャ32ﾃ�S#�鼎モ��

IntemationaiPo=ticalSoci°iogY(国際研究委 害とrさヽ ��S#�3Ssrﾃ�sC3ゴッ���X�8���ﾈ�X��爾�

77 幡�覲ﾗ4也FVﾖ�F柳��認VfV�6U&Wf妨r�5x4h�ｸ92�∨°1.48月刊Jane’sInformationGr°uP ��YB� �� 
国防評論) ��Csc#�祷7X6ﾘ986yLR�

78 彦�ｦWv�6��V�'FW$藍&Wf妨r�VoI.105季刊UniversityofPemsylvania PressOO216682プノント版 ��YB� �� 



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|｢)%�犬�単価(税抜) 俘xﾇhｾ�ｧ｢���YK"��備考 

79 幡�蹈f�&6U�V�'FW&ﾇ忠9ﾘﾘxﾅ)_���2015(No.1-Last)季刊Institutefor NationaiStrategicStudies,NationalDefense University「O700692プリント版 �)YB� �� 

80 彦�ｦ�&��柳d�6���7GVF妨2�4�5x4�ﾊHｸh頸��∨°l.74年4回刊CambridgeUniversityPress 00219118プリント版 ��YB� �� 

81 幡�ﾖ���ｶf8�ｳ�Gv�'7GVF妨2円)�ﾘ頸��Vol.17季刊M汀Press152039727リント版 �)YB� �� 

82 彦�ｦ�ﾖ�柳d8�ｶ詛ﾆ�7E&W6�WF柳罔�ｦ�ﾖ����F��V�6W66坊�6W8�$6妨G中也FVﾖ�Gv��鋳閏I�����ﾈ郁��VoI.59年6回刊SagePubiicationsOO220027 プリント版 ��YB� �� 

83 幡�ﾖ���ｶd6�FVﾗ��ｷ&�'�6���依ｹ�9(hﾙ�頸��VoI.24年6回刊Taylor&FrancislO670564 プノント版 ����YB� �� 

84 幡�ﾖ�ﾆ�也7F宥WF柳��之8�ｶ踐ﾖ�72��y7�,ﾈﾆ���ｧr��∨oi.11年4回刊CambrうdgeUniversityPress ��YB� �� 
17441374プリント版 

85 彦�ｦ�ﾖ�ﾆ�ｦ���觚6U7GVF妨2�?ｩgｸﾊHｸb�Voし　41年2回刊SocietyforJapanese ��YB� �� 
ジャーナル) �7GVF妨4�鉄cイ�7f�6ﾘ986yLR�

86 �)ｦ�ｦ�ﾖ�ﾆ�ﾖ末友��<��7H�ｷ'宙4�8�畑4ｨﾅ(馼饕��竰�Vo上　79　季刊SocietyforM曜aryHistorY �)YB� �� 
08993718プリント版 

87 彦�ｨ�ｷW&����ｶdﾖ�Vﾔ�g&�6��7GVF妨2依ｹ�84��2O15(N0.1-Last.)年4回刊Cambridge ��YB� �� 
フリカ研究) 彪譌fW'6宥��&W74�###s�7h8ｨ986yLR�

88 彦�ｦ�ﾖ���ｶe6ﾆ�f�4ﾖ免友�逡7GVF妨2�5�8�7Xﾅ"�∨°I.28　季刊Tayior&Francis13518046プ ��YB� �� 
事研究雑誌) �8ｨ986yLR�

89 幡�ﾖ�ﾆ�6�F��7D�6��膩8�ｶ��ｶﾖ妨2�2015(N0.1-Last)年3国利Instituteof SoutheastA$ianStudies(ISEAS)7リント版 ��YB� �� 

90 彦�ｦ�&��ﾆ�7G&�FVv�57GVF妨2��ﾙzｨﾊHｸb�頸��∨0上　38　隔月刊Tayior&FrancisO1402390 �)YB� �� ブノント版 

91 磐�ﾆ��6���'W6匁W72�7ﾘ8ﾈ�ｸ5h4�7(5x6ﾈ5ｒ�2015(N0.1-Last)月2国利Berita PublishingSdn.Bhd.16751027プリント版 ��YB� �� 

92 磐�&匁T6�'�4v�ｦWGFR愛9[ｩ��4ｸ5ｸ6(6r��∨oL99月刊MarineC。rPSAssociation 00253170ブノント版 �)YB� �� 

93 蛮ﾟｶ�'�&Wf妨r�4�8�8ｨ4ｨﾅ(駟Uﾙ���2015(No.1-Last)隔月刊∪.S.Amy ○○mmandandGene「aiStaffCo=ege 00264148プノント版 的YB� �� 

94 蛮ﾚ觀譌Vﾒ�7�8ﾈ6ｨ4�8���2015(N0.1-Last)年3国利Sage PubIicationsO3058298プリント版 ��YB� �� 

95 疲�F柳��ﾄFVfV�6R噂Hﾙ�f郁��2015(No.1-Last)月刊National DefenseIndustriaIAssociationOO9214917リ ント版 ��YB� �� 



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|ｨ�Y%�犬�単価(税抜) 俘xﾇhｾ�ｧ｢���YK"��備考 

96 彦���F柳��ﾖ蹤W&W7B異�傭��2015(No.1-Last)隔月刊Nationai InterestO8849382プリント版 的YB� �� 

97 �)ｦ�踐��&�fW&�F柳�&Wf妨r姥8ｦx藕8ﾈ7(8X�ｲ��∨°I.22年3国利TayIor&Francis 10736700プリント版 ��YB� �� 

98 微&&�3､�ｦ�ﾖ�ﾆ�v�&縫��v�'2�4��ｸ7(5Δ�VoI.59　季刊EIsevierScienceOO304387プ ��YB� �� 
国際関係誌) �8ｨ986yLR�

99 ���6貿�4�ff��'2��饉ﾙvﾙn)�郁��V0l.88季刊UniversityofBritishC°iumbia 0030851Xプリント版 ��YB� �� 

100 �)ｦ���6貿�5&Wf妨r��饉ﾙvﾙUﾙ���VoI.28年5回刊TayIor&FrancisO9512748 プリント版 ��YB� �� 

101 ���&�ﾖWFW'2噂IzHﾅ)�Xｧxｴ冽b��Voi.45年4国利USArmyWarC°Ile官e 00311723プリント版 �)YB� �� 

102 ���薮6��⊥�襴�V#ﾖ4�ff�妨2�4隗x��檍馼�竰�Vol.43年4回刊Biackwe=PubIishers 00483915プiノント版 �)YB� �� 

103 ���v6��66坊�6U�V�'FW&嵐��ﾘ��ｧx駟_���∨oI.130季刊AcademyofP0=ticalScience 00323195プリント版 ��72� �� 

104 ���ｶ沫Cﾗ�VTWG&�誚W&R��隍��ﾘﾟB��Vol.80年4回刊DocumentationFrancaise 0032342Xプノント版 ��YB� �� 

105 �%U4幡�ﾖ�ﾂ�Vol.160隔月刊Tayl°「&F「ancisO3071847 プリント版 ��YB� �� 

106 �6V���W"愛8ﾅ)|ﾒ��Vol.58月刊NavyLeague°fU.SO1991337 ブノント版 ����� �� 

107 �6V7W&宥�7GVF妨2���9]ｸ��ﾊHｸb��∨oI.24季刊Tayior&FrancisO9636412プリ ント版 ��YB� �� 

108 �6ﾖ�ﾕv�'2fﾆ�7W&vV�6妨2淫ﾈｴｹlﾙ�ﾙ��,iKﾙy���∨oI.26年6国利Taylor&FrancisO9592318 プリント版 ��YB� �� 

109 �7G&�FVv�4���ﾇ�6�2��ﾙzｩZｩ�ﾒ��∨oI.39隔月刊TayI°r&FrancisO9700161 プノント版 ��YB� �� 

110 �)ｦW'(�'&�6ﾖ�襴��友�6�蒜��ｶﾆV�6R�6X8ﾘ8ｨ5�8�,b�Vol.27年5回刊Tayior&FrancisO9546553 ��YB� �� 
政治的暴力) �7X6ﾘ986yLR�

111 由�2蓙�f�薄�7F宥WFU�$�4TTD比u2噂H､8ﾅ(ｺb�Vo上141月刊　U.S.Nava=nstituteOO41798X 的YB� �� 
会機関誌) �7X6ﾘ986yLR�

112 紐�2苒荐�ﾖ�着F�ｦ�ﾖ�ﾆ�V譌FVE6W'f�6R�2015(Nふ1-Last)季刊Authorityofthe ��YB� �� 
InstitutionofIndia)(U.S.Lジャーナル) �6��6又�C�ss��7h8ｨ986yLR�

113 �)ｦ�v�6�誣F��V�'FW&嵐�8�5h986x98ｴy_���∨。i.38季刊Taylor&FrancisO163660Xプ リント版 �)YB� �� 



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|｢)%�犬�単価(競技) 俘xﾇhｾ�ｧ｢���YK"��備考 

114 夫�$胞��F�72��(､Y�ﾘ����∨°i.67年4回刊CambridgeUniversityPress 00438871ブノント版 ��YB� �� 

115 �&V5D��╋ﾖ�4ｴ�$4ｴ��T���&U�4ﾕFUF��ﾕR��'6W&末��2015(N°.1-Last)隔月刊Moskva ��YB� �� 
PoIititcheskienauki(Sotsialno-P°旧tche)/モ スクワ大学紀要12シリーズ"政治学) ��#��s3ス7h6ﾘ986yLR�

116 �$�т�ﾅｨ��ﾘ�4�6�"����ｶV跏���ﾗ�6梯�2015(N°.1-Last)年12国利M°Skva �)YB� �� 
軍事思想) ��#3c#�S�7h6ﾘ986yLR�

117 番X4ｸ*ﾘﾏｷ売���<､��eﾒ唯�4С��2015(N0.1-Last)月刊M°Skva ��YB� �� 
(Mezhdunarodnaiazhizn(Russ)/国際生活) ���3�田#X7h8ｨ986yLR�

118 紋�蕚7&ﾆ�ﾈ��Dﾘ��ﾆT4ｸ��Tﾖ2�4ｦﾆT��&����ﾂ���ﾖ6�6ｶ乏��76ﾆVF��譁R���ﾗ2訂�ﾘ��ﾊHｸb域ｘ5ｒ��2015(N°.1-Last)隔月刊Moskva 03212017プリント版 ��YB� �� 

119 ���69&6｣ｶﾄ4ｶ�ｧ���ﾖ5D��ﾘ�逢��8ﾘ5b�2015(N°.1-Last)隔月刊Moskva ��YB� �� 
アの歴史) ��ツ鉄cベ7h6ﾘ986yLR�

120 �4$�(�ｨﾈ舮�･ﾔﾖ$�9慮"ﾘuﾘuﾔ��2015(N0.1-Last)隔月刊Moskva ��YB� �� 
(Svobodnaiamys十ⅩⅩI/自由思想21) ��ツ鼎C3X7X6ﾘ986yLR�

121 �4�����S4�ｴ��<､�DTｦﾂ�$5D$��6�'&�譁Wｦ�ｶ���FVﾇ7Gf�&�8ﾒ�5h4���dﾙd�}�r��2015(No.1-Last)月刊M°Skva 15600580プリント版 ��YB� �� 

122 彦Wтﾘ�┯�*$#�����&ﾂ��R�$���ﾄ6X�V�>$��闇｢�6�%E���2015(No.1-Last)月刊Moskva ��YB� �� 
(TekhnikaIV○○ruZhenieVchera,Segodniya, Zav叶a/技術と兵器昨日"今日"明日) ��c�#sS度7h8ｨ986yLR�

123 ����8���4�5x4��X4�7H8ｨ4ｨ�8����2015(No.1-Last)隔月刊国務院発展 研亜非発展所16729420プノント版 ��YB� �� 

124 �ｨ囗���2015(No.1-Lest)月刊炎黄春秋雑誌 社10031170プノント版 �)YB� �� 

125 �ﾙ>ﾉ[h讓��{��2015(N0.1-Last)季刊河南文史資料 雑誌社10031219ブノント版 ��YB� �� 

126 弌�_ｨﾅ)_�ﾘy/冏ｲ�2015(No.1-Last)月刊解放軍報社プ リント版 �)YB� �� 

127 丶��Uﾙ��2015(No.1-Last)隔月刊外交学院学 報10033386プノント版 �)YB� �� 

128 亅��f)k�Uﾙ��2015(N0.1-止st)月刊漢和防務評論 17125049プリント版 �9YB� �� 

129 130 豫ﾙ�I&ﾘ��2015(No.1一腰st)月刊艦船知識雑誌 社10007148ブノント版 ��YB� �� 

続報　　　　　　　　　諾器与-討議)月刊続報文化企業 �1部 �� ��



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|ｨ�Y%�犬�単価(税抜) 俘xﾇhｾ�ｧ｢���YK"��備考 

131 仗��8讓ﾊHｸb�2015(N0.1-Last)隔月刊中国社会科 学院10016708ブノント版 ��YB� �� 

132 佛(駟��譴�2015(No.1-Last)隔月刊軍事科学院 軍事歴史研究部10024883ブノント版 ��YB� �� 

133 佛(駟��讓ﾊHｸb�2O15(No.1-Last)季刊軍事科学院軍 事歴史研究部10093451プリント版 ��YB� �� 

134 佛)���ﾘﾔ謁ﾙ�ﾊHｸb�2015(N°,1-心st)隔月刊中国人民解 放軍南京政治学院1009346Xプリント版 �)YB� �� 

135 侏ｹ�8ｬﾙ�B�2015(No.1A-No.12B)半月刊中国艦 船雑誌社10032339プリント版 ��YB� �� 

136 侏ｹ�8ﾅ(饕�2015(No.1-Last)月刊現代軍事雑誌 社10139214プリント版 ��YB� �� 

137 侏ｹ�8ﾙ�ﾝｸｭhﾅr�2015(No.1-Last)月刊中国現代国際 関係研究部10006192プリント版 �)YB� �� 

138 兌h讖H騫r�2015(N0.1一腰st)月刊文史博覧雑誌 社16728653プリント版 ��YB� �� 

139 俔)?ｩ�ﾙ�位Hｸb�2015(N°.1-止st)季刊抗日戦争研究 雑誌社10029575ブノント版 ��YB� �� 

140 俎�ｿ9&ﾘ��2015(N°.1-Last)月刊航空知識雑誌 社10000119ブノント版 ��YB� �� 

141 俛�ﾝｹ�ﾘ���2015(N0.1-Last)月刊中国人民大学 吉報資料中心1005426Xブノント版 ��YB� �� 

142 俛�ﾝｹn)�位Hｸb�2015(N°.1-Last)隔月刊国際問題研 究雑誌社04528832ブノント版 �9YB� �� 

143 俛�f��2015(N°.1-Last)月刊国防雑誌社 10024484ブノント版 �)YB� �� 

144 俛�f�扱｢�2015(N0.1-Last)隔月刊国防科学技 術大学16714547プリント版 ��YB� �� 

145 倆�檍怦ｧxﾊHｸh��ﾖﾈ��{��2015(N〇、.1-Last)月刊四川省社会科 学院ブノント版 ��YB� �� 

146 ��(､Xﾆ����ﾘ���2015(N0.1-」ast)月刊世界経済与政 治雑誌社10069550プリント版 ��YB� �� 

147 ��(､Y&ﾘ��2015(N○○1-Last)半月刊世界知識雑 誌社05830176プノント版 �9YB� �� 

148 ��ﾈ���ﾘ��ｧx��ｧy_��第28巻くNo.1-Last)隔月刊中国人民 解放軍西安政治学院学報10085815ブノント 版 �)YB� �� 



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|｢)%�犬�単価(税抜) 俘xﾇhｾ�ｧ｢����K"��備考 

149 ��8ｸYf��艀頸�2015(N0.11-Last)月刊全球防衛雑誌 社有限公司十0103228ブノント版 ��YB� �� 

150 ��ｹ%ｸ怦ｵ｢�2015(N0.「1-Last)月刊尖端科技軍事 雑誌社プノント版 ��YB� �� 

151 ��瑛"�2015(No.1-Last)月刊百家出版社プ リント版 ��YB� �� 

152 ��霑9%HﾟR�2015(N0.1-Last)月刊中国宇航学会 10096205ブノント版 ��YB� �� 

153 �(hｺHﾊHｸb�2015(N0.1-Last)月刊中共研究雑誌 社00149667プノント版 ��YB� �� 

154 �(hｺI(h匯7ﾘﾕｨｧy_��第19巻くNo.1-Last)隔月刊中共中央 党校学報編纂部「0075801プリント版 ��YB� �� 

155 �(hｺI7ﾘ讓ﾊHｸb�2015(N。・「-」s上)月刊中共党史研究 雑誌社100雷3815ブノント版 �9YB� �� 

156 �(hﾙ�､���2015(N。.1-」ast)月刊中国人民大学 書報資料中心10012482ブノント版 �)YB� �� 

157 �(hﾙ�ﾅ(馼怦ｧr�2015(N0.1-」as七)隔月刊中国軍事科 学院10024492プリント版 �)YB� �� 

158 �(hﾙ�ﾗ�5b�2015(No.1-」ast)月刊航天信息中心 10027742ブノント版 ��YYB� �� 

159 �(hﾙ��ﾘ���2015(N0.」-Last)月刊中国人民大学 書報資料中心「0013067ブノント版 ��YB� �� 

160 �7ﾘ讓ﾊHｸiu霆8ｧr�2015(N0.1-」as七)隔月刊党史研究与 教学雑誌社1003708Xブノント版 ��YB� �� 

161 �7ﾙ4兌hﾊ2�2015(No.1-Last)隔月刊中共中央文 献研究室1005「597プリント版 的YB� �� 

162 �8ﾉ>ﾈ恢ﾊHｸb�2015(N。.「-Last)隔月刊東南亜研究 雑誌社10086099ブノント版 ��YB� �� 

163 �8ﾉ>ﾈ恢�8���2015(N0.1-Last)月刊東南亜縦横雑 誌社10032479ブノント版 ��YB� �� 

164 �9i�8懐���2015(No.,1-Last)隔月刊当代亜太雑 誌社1007161Xブノント版 ��YB� �� 

165 �9i�9(hﾙ�讓ﾊHｸb�2015(N0.1-Last)隔月刊当代中国出 版社10054952ブノント版 ��YB� �� 

166 �>ﾈｹ��ﾘ��ｧx��ｧy_��2015(N0.1-Last)隔月刊解放軍総政 治部宣伝部10019774プリント版 �)YB� �� 



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|ｨ�Y%�犬�単価(税抜) 俘xﾇhｾ�ｧ｢���YK"��備考 

167 �>ﾉvﾙn)�位Hｸb�2015(N○○1-Last)季刊南洋問題研究 編集部10039856プノント版 ��YB� �� 

168 �?��自�(ｴ��2015(N0.1-Last)双月刊香港中文大 学中国文化研究所10175725プリント版 ��YB� �� 

169 儖ﾈ��ﾊHｸb�2015(N0.1-Last)季刊中国社会科学 院美園研究所10028986ブノント版 ��YB� �� 

170 儷9D�*｢�2015(N0.1-Last)月刊百年潮雑誌社 10074295プリント版 ��YB� �� 

171 兀ﾈ�9_�ｪx��{�(hﾙ�ﾋｹ�8譴�2015(N°.1-」ast)月刊中国人民大学 善報資料中心10012672プiノント版 �9YB� �� 

172 兀�ｩ[h譴�2015(No.1-Last)季刊福建文史研究 館プリント版 ��YB� �� 

173 兌h讓ﾈ隱r�2015(N0.1-Last)月刊文史月刊雑誌 社16710746ブノント版 ��YB� �� 

174 兌iy�����2015(N°.1-Last)月2回文史精華編 集部10054154ブノント版 ��YB� �� 

175 冉ｸｹ�>駅H讖{��2015(No.1-Last)季刊新華出版社 プリント版 ��YB� �� 

176 冕��>駅B�2015(N0.1-」st)季刊民国楢葉編集 部10004491プiノント版 ��YB� �� 

177 冢)�益�ﾊHｸb�2015(54期)季刊国立政治大軍国際関 係研究中心05912539プノント版 ��YB� �� 

178 刎�[ﾙu飩ﾙ5r�2015(N0.1-Last)隔月刊和平与発展 研究中心10066241ブノント版 �)YB� �� 

179 �&�т�ﾔ5D��ﾘ��ﾖT4ｸ8ﾃ�ｨ�8ﾖ��2015(1/1号-12/31号)月刊　Poc口e ��YB� �� 
ypHaJl(軍事史雑誌) 仄��)ｦ"�8ﾘ5h4��LR��3#��c#h7X6ﾘ986yLR�

180 �&�ц�ｸ�ｴﾔ5D��ﾘ��ﾆT4ｴﾘ�����2015(1/1号-12/31号)月刊LJ,ePeP ��YB� �� 
px明日(軍事史料集) ���684h8ﾈ8倆���c�c�#��7h6ﾘ986yLR�

181 侘9�ﾈ�X+8+宙ﾅ(駟�&B��2015(No.1-Last)季刊韓国軍事学会 12291609プノント版 ��YB� �� 

182 凛)(dRﾖﾄX�8譎�(*ﾔﾖ末友�'�&Wf妨r�7謾｣�8ｨ�ｸ8ﾂ�2015(No.1-止st)月刊軍事研究 ��YB� �� 
ビュー ��s3ンC��7h8ｨ986yLR�

183 幡�ﾖ�柳e7��6Tﾆ�r�i(嬰�艀頸��∨°l.41年2国利UniversityofMississippi Sch。冊ofLawOO957577プリント版 ��YB� �� 

184 磐�)KvﾖT�ff��'2愛9vﾙn)�ｒ�2015(No.1-Last)年2回刊丁aYlor& FrancisO9733159プリント版 ��YB� �� 



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|｢)%�犬�単価(税抜) 俘xﾇhｾ�ｧ｢���YK"��備考 

185 蛮ﾟｶ�W(ｷｶW66�6⑦ﾆ�6�ｦV宥66�(ﾆ｢�u｢宙ﾅ(饕�讓檠_���∨°l.74年2回刊OldenbourgOO263826プリ ��YB� �� 
ント版 

186 彦�&&里��V��∨0l.83年4回刊MandelInstitutefo「Jewish Studies/033436507リント版 ��YB� �� 

187 沸柳鬻ﾈ�X�Sr�VoI.80季刊HistoricaIS°CietyOfIsraei 00444758プノント版 ��YB� �� 

188 彦��ﾖW&�6�趾也FW&W7B噂Hﾙ�傭��∨°l.10No.3-No.6Voi.11No.1-2隔月刊 AmericanInterest155657777リント版 ��YB� �� 

189 ��6��腱VfV�6Tｦ�ﾖ�宙4�5x4�ﾙ�fり頸��2015(N0.1-Last)月刊SyedHussain PubiicationsSdnBhdO12664037ノント版 ��YB� �� 

190 彦�6����V�'FW&嵐�(hﾙ�ｴy_���2015(N0.1-Last)季刊Cambridge UniversityPressO30574107リント版 ��YB� �� 

191 認VfV�6T觚w4也FVﾖ�F��ｶ��ﾂ映��6ｨ8X�ｸ5ｒ�2015(No.1-Last)年27回刊Amy TimesO884139X7リント版 ��YB� �� 

192 杷�&V�4�ff��'2愛��n)�郁��∨oI.94隔月刊Councii°nForegn ReIationsOO157120プリント版 ��YB� �� 

193 薄蹤Vﾖ�F柳����襯6���&�F庸Tﾆ�u�V�'FW&ﾇ��Vol.64季刊CambridgeUnive「sityPress ��YB� �� 
(国際比較法雑誌) ���#�Sン87h8ｨ986yLR�

194 筈�"�5x4h�ｸ92(48986X8ｨ5x4h985�(8ﾈ7(8X�ｲ��VoI.27月刊Jane’sInfomationGr°uP 13506226プリント版 ��YB� �� 

195 磐�&匁T6�'�4v�ｦWGFR愛9[ｩ��4ｸ5ｸ6(6r��∨oI.99月刊MarineCorpsAssociation 00253170プリント版 ��YB� �� 

196 磐免友�'�&Wf妨r�4�8�8ｨ4ｨ棈駟Uﾙ���2015(N0.1-Last)隔月刊∪.S.Amy CommandandGeneralStaffCo=ege 00264148ブノント版 ��YB� �� 

197 弌�_ｨﾅ)�hｨ��2015(No.1-Last、)月刊総政宣伝部 10024654プノント版 ��YB� �� 

198 豫(ｸXﾅ(饕�2015(No.1-Last)半月刊総政宣伝部 10099816ブノント版 ��YB� �� 

199 侏ｹ�8ｬﾙ�B�2015(No.1A-N0.12B)半月刊中国艦 船雑誌社10032339ブノント版 ��YB� �� 

200 侏ｹ�9[ｨｮﾒ�2015(No.1-Last)月刊兵器工業集団 公司10007385ブノント版 ��YB� �� 

201 儘ﾈｧ�ｻ��2015(No.1-Last)月刊広角鏡出版社 16092589プノント版 ��YB� �� 

202 俎�ｿ8査�9u靫�/b�2015(N°.1-Last)隔月刊航空維修与 工程編集部16720989プノント版 ��YB� �� 



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|｢)%�犬�単価(税抜) 俘xﾇhｾ�ｧ｢���YK"��備考 

203 俎�ｿ8怦ｧxｵｨ���2015(N°.1-Last)月刊航空科学技術 雑誌社10075453ブノント版 ��YB� �� 

204 俛�f�扱ｩ�Xｧxｧy_��2015(N0.1-Last)隔月刊国防科技大 学10012486プノント版 ��YB� �� 

205 ��霑9%HﾟR�2015(N0.1-Last)月刊中国手腕学会 10096205ブノント版 ��YB� �� 

206 �(hﾙ�ｿ8ﾅ"�2015(N0.1-」ast)月刊解放軍空軍政 治部10026010プリント版 ��YB� �� 

207 �(hﾙ�ﾅ)���2015(No.1-Last)年6回刊中国軍隊 雑誌社16747143プノント版 ��YB� �� 

208 �(hﾙ�ﾗ�5b�2015(No.1-Last)月刊航天信息中心 10027742プリント版 ��YB� �� 

209 �(hﾙ�Y�[��2015(No.1-」ast)月刊中国武馨雑誌 社10074228ブノント版 ��YB� �� 

210 �(hﾙ�Uﾙ��2015(N0.1-Last)月刊中国評論文化 有限公司16089111プリント版 ��YB� �� 

1211 �9i�8､8ﾅ"�2015(No.1-Last)月刊人民海軍報社 10066071プリント版 ��YB� �� 

212 �;�&Yu鞅�5h戊ﾝｨｵｨ���2015(N0.1-」ast)隔月刊中国達哉火 箭技術研究院10047182プリント版 ��YB� �� 

213 兌ｨｮﾙ&ﾘ��2015(No.1-」ast)月刊中国兵工学会 10004912プノント版 ��YB� �� 

214 冢)��侈Hｸb�2015(54期)季刊国立政治大軍国際関 係研究中心05912539プリント版 �+S�YB� �� 


