
公告　第　21　号

27.10.23

支出負担行為担当官

防衛省防衛研究所企画部

会計室長　森　　伊　宍

公　　　告

下記により入札に付します。

なお、平成28年4月1日一平成28年3月31日納入期間分については、本入札の落札及び契約締結は、当該

業務に係る平成28年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。

託

1　入札方式　一般競争入札

2　入札日時　平成27年11月18日(水)13:30

3　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

4　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)　防衛省から「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。

(6)　労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。

5　入札方法　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の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108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

6　入札保証金及び契約保証金　免除

7　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。

8　契約書作成の要否　　要

9　適用する契約条項　　物品売買契約条頭

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



10　入札に付する事項

(1)　件　　名　　　　　外国雑誌(その1)(その2)182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

(4)　納入期間　　　　ア　内訳書‰1へ27の品目中1月二2月発刊分

平成28年1月1目~平成28年3月31日

イ　内訳書甑lへ27の品目中3月一12月発刊分及びNα28へNo.182

平成28年4月1日一平成29年3月31日

11　その他

(1)　入札参加希望者は下記担当者まで連絡し、資格審査結果通知書(写)を提出し、入札説明書を受領す

ること。

(2)　10(4)イの納入分については、契約締結日までに平成28年度予算(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)　郵便による入札の場合は、11月17日(火)17二〇0までに必着のこと。

(4)　本書記載事項の詳細については、下記担当者まで問い合わせること。

防衛省防衛研究所企画部総務課会計室会計第3係　植田

TEL.03-5721-7005　内線6456　FAX。03-3713-1760
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1 �&X蹤誦&Wf妨r映ｸｹ頷I_���2016(1/1号-12/31号)週刊Be串ng ReviewlOOO91407リント版 ��YB� �� ��
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5 播比��4��ﾅD番U2�2016(1/1号-12/31号)日刊(週6回 月一土)円NANCIAL¶MESO3071766 プリント版 �)YB� �� ��ﾂ�

6 幡�覲ﾇ4FVfV�6UvVVｶﾇ宙5xﾔぺ92�2016(1/1号-12/31号)週刊Jane’s �9YB� �� ��
国防週報) 薄詛��Fｦ�w(�ｷU��#cS3���7h8ｨ986yLR�

7 彦Vﾗ���v�ｦ匁R�6X987ﾈ7ﾘ4ｸ5x92��2016(1/1号-12/31号)週刊 TEMP014116065プリント版 ��YB� �� ��

8 彦蒙R�5�488���2016(1/1号-12/31号)週刊¶ME INC.0040781Xプリント版 �)YB� �� ��

9 �)ｦ�v�ﾆ�7G&VWDｨ�ｷVﾖ�ﾄ�6���4X4��2016(1/1号-12/31号)　日刊(遁5回 ��YB� �� ��一ルストリート"ジャーナル"アジ 仞�自?ｨ,ﾘﾘy[樗D�､�U4�3ss涛#��

ア) �7h8ｨ986yLR�
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ズぺスチヤ) 佇闔ｨｾ�蛮�ｵ6ｷf��#33C3Scx8ｨ986yLR�
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(Krasnaiazvezda/赤い星) �闔ｩ7樗ﾘ�ｵ6ｷf��#3CSS�7h8ｨ986yLR�
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(NezahsioyeVoennoeOb°Zrenie/ 独立軍事評論) ������csH7h8ｨ986yLR�

14 ���44ﾘ4T�4ﾂ��fﾈ�T�4R�D��&�78�ｶ���v�ｦWF��友���ﾆ6��芳�7VﾖV蹠2艇8ﾘ5h4��i[r��2016(1/1号-12/31号)日刊ロシア 政府発行プリント版 ��YB� �� ��

15 ��h�ｪr�4�5x4��X4X48�ｸ4竰�2016(1/1号-12/31号)週刊亜洲週 刊有限公司10155015プノント版 ��YB� �� ��
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16 弌�_ｨﾅ)_��2016(1/1号-12/31号)日刊解放軍 報社プリント版 ��YB� �� ��

17 ��ﾉj�?ｩ_��(hﾙ�ﾙ�>�ﾏﾂ��2016(1/1号-12/31号)日刊人民日 報社プノント版 ��YB� �� ��

18 ��ﾉj��ﾇ雲��2016(1/1号-12/31号)週5国利(火 一木、土日)中国人民武装警察部隊政 治部ブノント版 ��YB� �� ��

19 �(hﾙ�､9vﾙ_��2016(1/1号-12/31号)週5回刊(月 ー金)国家海洋局プノント版 ��72� �� ��

20 �(hﾙ�ﾗ�5i_��2016(1/1号-12/31号)週5回刊(火 一土)中国航天工業ブノント版 ��YB� �� ��

21 �(hﾙ�ﾙ�f雲��2016(1/1号-12/31号)週5国利(月 一会)解放軍報社プリント版 ��YB� �� ��

22 �(hﾙ�鳬_��4���D番U2��2016(1/1号-12/31号)日刊中国時 報社プリント版 ��YB� �� ��

23 �*���?ｩ_��2016(1/1号-12/31号)日刊朝鮮日 報社プノント版 ��YB� �� ��

24 册����ｪr�2016(1/1号-12/31号)旬刊鳳凰週 刊18104770ブノント版 ��YB� �� ��

25 處Ieﾒ�2016(1/1号-12/31号)週刊瞭望周 刊社10025723ブノント版 ��YB� �� ��

26 處Ieﾙ8ﾉ_ｸ�ｪr�2016(1/1号-12/31号)週刊瞭望週 刊社16725883プリント版 ��YB� �� ��

27 刋ｩ:ﾙ�i[r�2016(1/1号-12/31号)日刊朝鮮労 働党プリント版 ��YB� �� ��
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28 ��FVﾇ��6X�V妨2ｴﾖ末友�逕&����6Rｵ7G&�FVv�2�7W'fW跳7W'f庸�ﾂ�4�6h8ｸ7H49�ﾙzｩ����2016(N°.1-Last)年8回刊,年1日刊,年1 回刊〇年6国利Intemationailnstitutefor StrategicStudies7リント版 ��YB� �� 

29 ���$f�&6Tﾖ�v�ｦ匁R噂Hｿ8ﾅ(ｴ�ｭh頸��Voし99月刊AirF°rCeAssociationO7306784 プリント版 �)YB� �� 

30 ��ﾖW&�6���&6畏'7B�VoI.79年2国利TheS°CietyofAmerican ArchivistsO3609081プリント版 ��YB� �� 

31 彦��ﾖT末6�膩6���5&Wf妨r噂Hﾙ�ﾆ���ﾒ調�Voi.106　Voi.54V°i.30, ��YB� �� 

TheJoumaIofEoonomjcLiterature〈経済学論文集) +TheJoumaI°fEoon°micPerspect一VeS(経済学的 論点)+AppiiedEconomi°s+EconomicPolicy+ Maoroec°n°mics+Mieroeconomios 蒜�繧ﾈ���ｶﾂ繧ﾅf�繧ﾅf�繪D��(��ｪrﾈｴxｪrﾈｴr�ｪrﾈｴxｪrﾈｴxｪrﾈｴxｪrﾉD雍xｪt�ﾖW&�6���V6���4�76�6��F柳�7h8ｨ986yLR�
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36 ��2016(N0.1-Last)年2国利ACA 03186954プリント版 ��YB� �� 

37 ��&ﾖVDf�&6W2e6�6妨G豆�貳蹤W&F�66��末��'��Voi.42季刊SagePubiicatj°nSOO95327Xプ �)YB� �� 
J°Umal(軍隊と社会) �8ｨ986yLR�

38 ��ﾗ46�G&�F��忠[ｨｮﾘｬyyﾒ��∨°l.46年10国利AmsControiAssociation 0196125Xプノント版 添YB� �� 

39 ��6��腱VfV�6X��ｨ�ｷVﾖ�宙4�5x4�ﾙ�f郁��2016(N○○1-Last)年10回刊Syed HussainPubIicationsSdnBhdO1266403プリ ント版 �)YB� �� 

40 ��6���6V7W&宥宙4�5x4�,ﾈ���2��Vo上12年3回刊Tayior&Francis14799855 プリント版 �)YB� �� 

41 ��6���7W'fW宙4�5x4�5yeﾒ��∨。i・56隔月刊UniversityofCa=fomiaPress 00044687プリント版 ��YB� �� 

42 ��6��ｨｵ��6儘�4FVfV�6U&W��'FW"��饉ﾙvﾙf���∨oi.42　年10回訓VenturaMediaAsia- ��YB� �� 
誌) ���6貿�5�G班FC�CCccャ�x8ｨ986yLR�
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43 ��6��ﾕ��8ﾈV5&Wf妨r握)�饉ﾙvﾘ頸��∨°i.23年2国利Taylor&Francis13439006 プリント版 ��YB� �� 

44 ��7G&���ｶ72�i(��ﾘ����Vol.14年3国利Tayi°r&F「ancis14777622 プリント版 ��YB� �� 
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(オーストラリア国際展望誌) �7h8ｨ986yLR�
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と宇宙技術) 陪末簸�S#�sX7h8ｨ986yLR�

47 陪V�ﾇF�6V7W&宥宙ｸﾉkﾄ&薮6V7W&宥��襭�&薮FW'&�&�6ﾓ､&柳FVfV�6U7G&�FVw椎��V�7F�6Rﾂ��襴66坊�6R��Voi.14隔月刊Larchm°nt,NY:MaryAnn Liebert23265094プリント版 ��YB� �� 

48 彦�6����V�'FW&嵐�(hﾙ�ｴy_���2016(N0.1-Last)季刊Cambridge UniversftyPressO3057410プリント版 ��YB� �� 

49 �8�ｶ胞v�$�7F�'忠~)�ﾘ,ﾉ��譴��Vo上16季刊Taylor&F「ancis14682745プリ ント版 ��YB� �� 

50 �8�ｶﾕ��&�F庸U7G&�FVw忠NHｧ)�ﾙz｢��∨°i.35年5国利Tayior&FrancisO1495933 ブノント版 ��YB� �� 

51 �6�fﾆ�7Bﾅ6V7W&宥壇F�Vﾈ�ｵ�ﾖV蹌閏I�������2�∨。l.16年5日刊Tayior&Francis14678802 �)YB� �� 
保障及び開発) �7h8ｨ986yLR�

52 �8�ｶ蹤Vﾕ��&�'�6V7W&宥����7宙ﾋｹ�8,ﾈ���9]ｲ�VoL　37　年3回刊Taylor&Francis13523260 ��YB� �� 
障政策) �7h8ｨ986yLR�

53 �8�ｶ蹤Vﾕ���V�'�8�'WF��6��依ｹ�9>ﾈ4�5x4���∨oi.24季刊TayIor&FrancisO9584935プ リント版 ��YB� �� 

54 �6�FVﾗ��&���ﾅ8�ｷWF��7D�6��依ｹ�98ﾉ>ﾈ4�5r�∨°i.38　年3回刊InstituteofSoutheast �9YB� �� 
ア) ��6���7GVF妨4��#都砥�7h8ｨ986yLR�

55 �7W'&V蹈�7H�''宙ﾈ隱xﾋｹ�8譴��Vo上115年9回刊CurrentHjstoiγ 00113530プリント版 ��YB� �� 

56 認VfV�6V�襴�V�6TV8�ｶ��ｶﾖ�72映��[ﾙ��ﾆ���∨°i.27　隔月刊Tayior&FrancisIO242694 ��YB� �� 
学) �7h8ｨ986yLR�

57 認VfV�6T��Fｦ��乏�7H8�985異�f郁��2016(No.1-Last)年10回刊Revue DefenseNationaieO3361489プリント版 ��YB� �� 
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58 認VfV�6T觚w4也FVﾖ�F��ｶ��忠f��6ｦ乖ｸ5ｒ�2016(N0.1-」ast)年27日刊Amy TimesO884139Xプリント版 �)YB� �� 

59 認��柳ﾖ�F�4�7F�'忠¥Hﾙ�､��讓ｧx艀頸��VoI.40年5回刊BiackweiiPu帥shing 01452096プリント版 �9YB� �� 

60 埜W&��V�臧�ｷ&V没��ff��'5&Wf妨r�Voi.21季刊KIuwerLawIntern8tionai 13846299プリント版 ��YB� �� 

61 埜W(�ｵ�V�荐�&��柳dV�7D�6���7GVF妨2���4��Vo上15・年2回刊BriiiAcademicPub=shers ��YB� �� 
ジア研究) ��Sc��Sォ7h8ｨ986yLR�

62 埜W(�ｵ�Rﾔ�6��7GVF妨8*ﾔf�W&封8�ｵf妨B�∨○し　68年10回刊Tayi°r&FrancisO9668136 ��YB� �� 
Studies>(欧亜研究) �7h8ｨ986yLR�

63 杷�&V没��ﾟｶ�'2愛��n)�郁��∨°i.95隔月刊CounciionForeignReiatjdns 00157120プリント版 悼YB� �� 

64 杷�&V没����7宙､���ﾘﾟH頸��2016(No.1-Last)隔月刊Camegle EndowmentOO157228プリント版 �8�YYB� �� 

65 背VW'&W4ﾖ�F｣�W6WD6�fﾆ宥46�FVﾗ��ｷ&�也2�2016(No.1-Last)季刊PUFO9842292 �)YB� �� 
(第二次世界大戦史評論) �7h8ｨ986yLR�

66 陪�'f�&Dﾆ�u&Wf妨r�6��ｸ6��ｸ6��X8ﾘ�ｸ�X8ﾂ�Voi.129年8国利Har`′ardLawReview ��YB� �� 
ビュー) ����s����7h8ｨ986yLR�

67 彦�匁F�W6����V�'FW&嵐�48986�6ﾈ5h4�ｴy_���v。i.44季刊CentreforSt「ategicand IntematJ°n81Studies(CSIS)03042170プリン ト版 �)YB� �� 

68 薄蹤XﾟｶvV�6V�襯��F柳��ﾅ6V7W&宥宙ﾙ�徂��]ｸ,b�∨°上31隔月刊Tayi°r&FrancisO2684527プ �)YB� �� 
諜報) �8ｨ986yLR�

69 薄蹤Vﾖ�F柳����ff��'2異�ﾝｸ馼�竰�∨oし92隔月刊Blackwe=0O2O58507リント 版 ��YB� �� 

70 薄蹤Vﾓ⑦ｨ�ｶ��ﾄ��Vv�譌ｦ�F柳竏ﾙ�ﾝｹ�y�B��Voi.70季刊CambridgeUnive「sityPress 00208183プリント版 ��YB� �� 

71 薄蹤Vﾖ�Fｦ��ﾅ�V�6VｶVW�匁r異�ﾝｹ[ﾙ��査鰓��∨。上23年5国利TayIor&F「ancis13533312 プリント版 ��YB� �� 

72 薄蹤Vﾖ�F柳��ﾅ6V7W&鉾宙ﾙ�ﾝｸ���9]ｸ����∨。i.40N。、3、4Voi.41No.1、2季刊MIT PressO1622889プリント版 土YB� �� 



、No. 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|｢)%�犬�単価 俘xﾇb�D隴Hｾ�ｧ｢�備考 

73 偬F蹤Vﾖ�F柳���7GVF妨5�V�'FW&ﾇ超也FVﾖ�F柳貭�Voi.60,∨°l.18,V°I.17, ��72� �� 

StudiesReview+IntemationaiStudies ����ｶ偵�"ﾅf�篥��ｴxｪt�f�&EV譌fW'6宥��

Perspectjves十ForeignP°宜cyAnaiysis十 ��&W74�#�ャ32ﾃ�S#�鼎モﾃ�S#�3Ssrﾂ�

Intemati°nalPo冊caISociol°gy(国際研究季 ��sC3ゴッﾂ�

報) ��sC鉄cs�7h8ｨ986yLR�

74 幡�覲ﾇ4也FVﾖ�+��ｶ��ﾄFVfV�6U&Wf妨r�5xﾔぺ92�∨°I.49月刊Jane’sInf°ma竜°nGroup ��YB� �� 
国防評論) ��Csc#�祷7h8ｨ986yLR�

75 彦�ｦWv�6��V�'FW$藍&Wf妨r�∨○上106季刊UniversityofPennsylvania PressOO2166827リント版 ��YB� �� 

76 幡�蹈f�&6U�V�'FW&ﾇ忠9ﾘﾘxﾅ)_���2O16(No.1-hst)季刊Institutef°r Natj°nalStrategicStudies,ヽNati°nalDefense UniveγSitylO700692プリント版 �)YB� �� 

77 彦�ｦ�ﾖ�ﾆ��6���7GVF妨2�4�5x4�ﾊHｸh頸��∨°i.75季刊CambridgeUnive能ityPress 00219118プノント版 ��YB� �� 

78 畑�'W&��ﾈ�ｶf6�Gv�'7GVF妨2円)�ﾘ頸��Voi.18季刊M汀Press15203972プリント版 �)YB� �� 

79 彦�ｨ�ｷVﾖ�ﾆ�6�^67E&W6�WF柳网ｦ�ﾖ�ﾆ��F��V�6W66坊�6W6�6妨G中也FVﾖ�Bﾖ��鋳閏I�����ﾈ郁��Voi.60年8国利SagePu胡cationsOO220027 プリント版 ��YB� �� 

80 幡�ﾖ�柳d6��Vﾗ��&�'�6���依ｹ�9(hﾙ�頸��∨01.25隔月刊Tayior&F「ancislO670564プ リント版 ��YB� �� 

81 畑�'Vﾖ���&d也8ｯ�GWF��ｶ��之6����ｵ2��y7�,ﾈﾆ���ｧr��VoL12季刊CambridgeUniversityPress ��YB� �� 1「7441374ブノント版 

82 彦�ｦ�&��ﾆ�ｦ���觚6U7GVF妨2�?ｩgｸﾊHｸb�VoI.42　年2回刊SocietYf°rJapanese ��YB� �� 
ジャーナル) �7GVF妨4�鉄cイベ8ｨ986yLR�

83 彦�ｦ�ﾖ�柳dﾘﾝydW'陪ｧ7F�'宙4�8�8ｨ4ｨﾅ(馼饕��竰�Voi,80　季刊So°ietyforMiihanyHistory �)YB� �� 08993718プリント版 

84 彦�ｦ�ﾖ�ﾆ�ﾖ�Vﾔ�g&�6��7GVF妨2依ｹ�84��2016(N0.1-Last)季刊Camヒ高dge ��YB� �� 
フi」カ研究) 彪譌fW'6宥��&W74�###s�7h8ｨ986yLR�

85 彦�ｦ�&��ﾆ�4��f�4ﾖ薄��'�7GVF妨2�5�8�7Xﾅ"�VoL29季刊Tayior&F「ancis13518O467リ ント版 ��YB� �� 
事研究雑誌) 

86 幡�ﾖ�ﾆ�8�ｷWF��7D�6��膩6��妨2�2016(N°.1-Last)年3国利In8t直uteof SoutheastAsianStudies(ISEAS)プリント版 ��c�YB� �� 

87 彦�ｦ�ﾖ���ｶe7G&�FVvﾄ57GVF妨2��ﾙzｨﾊHｸb�∨°I.39　隔月刊TayIor&FrancisO14O2390 �)YB� �� 
誌) �7h8ｨ986yLR�



No. 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|ｨ�Y%�犬�単価 俘xﾇb�D隴Hｾ�ｧ｢�備考 

88 蛮�'&匁T6�'�4v�ｦWGFR愛9[ｩ��4ｸ5ｸ6(6r��∨°I.100月刊MarineC°rPSAssociation 00253170プリント版 ��YB� �� 

89 磐�&友蒙T�^���'2愛9vﾙn)�ｒ�2016(No.1-Last)年2国利Tayior& FrancisO9733159プリント版 ��YB� �� 

90 蛮ﾟｶ�'�&Wf妨r�4�8�8ｨ4ｨﾅ(駟Uﾙ���2016(No.1-Last)、隔月刊∪.S.Amy Command8ndGeneraiSta挿C°=ege 00264148プリント版 �9YB� �� 

91 匪w�V譌Vﾒ�7�8ﾈ6ｨ4�8���Voi.44No.2、3V°i.45N○○1年3国利Sage Pubiica寄onsO3058298プリント版 ��YB� �� 

92 疲�F柳��認VfV�6R噂Hﾙ�f郁��2016(No.1-しast)月刊N8tional DefenselndustnaiAss°CiationOO9214917リ ント版 ��YB� �� 

93 彦���F��ｶ��ﾖ蹤W&W7B異�傭��2016(No.1-Last)隔月刊Nationai InterestO88493827リント版 的YB� �� 

94 微&&�3､�ｨ�'Vﾖ�ﾆ�v�&縫�ff��'2�4��ｸ7(5Δ�Voi.60季刊EIsevierScienceOO3043877リ �)YB� �� 
国際関係誌) �986yLR�

95 ���9G�4�ff��'2��饉ﾙvﾙn)�郁��"�Vol.89季刊UniversityofBritjshCoiumbia 0030851Xプリント版 ��YB� �� 

96 彦���8ﾈV5&Wf妨r��饉ﾙvﾙUﾙ���∨oL29年5回刊Taylor&FrancisO9512748 プリント版 ��YB� �� 

97 �����ｵ4��⊥�襴�V&ﾆ�4�ff�妨2�4隗x��檍馼�竰�∨°l.44季刊BlackweiiPリ帥she「sOO483915 プリント版 �)YB� �� 

98 ���ｸﾟｶ6��66坊�6U�V�'FW&嵐��ﾘ��ｧxｴy_���Vol.131季刊Academy°fPoiiticaiScience 00323195プリント版 ��YB� �� 

99 ���G�VTWG&�誚X�VR��隍��ﾘﾟB��∨°i.81季刊DocumentationFrancaise 0032342Xプリント版 ��YB� �� 

100 �%U4幡�ﾖ���2016(No.1-」ast)隔月刊Tayior& F「ancjsO3071847プリント版 ��YB� �� 

101 �6V���W"愛8ﾅ)|ﾒ��∨°l.59月刊NavYLeagueofU.SO1991337 プリント版 ��YB� �� 

102 �6V9�ﾇ&宥�7GVF妨2���9]ｸ��ﾊHｸb��Vo上25季刊T轡yi°r&FrancisO96364127リ ント版 ��YB� �� 



N°. 儼�����kﾂ�規　　格 ��H�B)%�犬�単価 俘xﾇb�D隴Hｾ�ｧ｢�備考 

103 �6ﾖ�抹v�'2d也7W&vV�6妨2淫ﾈｴｹlﾙ�ﾙ��,iKﾙy���Vol.27隔月刊Tayi°r&FrancisO9592318プ リント版 ��YB� �� 

104 彦W'&�&�6ﾖ�襴���6�ﾅf柳坊�6R�6X8ﾘ8ｨ5�8�,b�VoL　28　年5回刊Taylor&Franci809546553 ��YB� �� 
政治的暴力) �7h6ﾘ986yLR�

105 ��粢2蓙�f�薄�7F宥WFU�$�4TTD比u2噂H､8ﾅ(ｺb�2016(No.1-Lest)月刊　∪.S.Navai �9YB� �� 
会機関誌) 薄�7F宥WFT�C�s套�7h8ｨ986yLR�

106 ��粢8�b茯�'Vﾖ�ﾂ���$ｨ�'Vﾖ�柳eV靼ﾆVE6W'f�6R�2016(No.1-Last)季刊Authority°fthe ��YB� �� 
Institution°fIndia)(∪.S」.ジャーナル) �6��6ｦ簸��ss��7h8ｨ986yLR�

107 彦�v�6�誣H�ｶ��V�'FW$嵐�8�5h986x98ｴy_���∨oi.39季刊Taylor&FrancisO163660Xプ リント版 �)YB� �� 

108 富�'&ﾆE��ﾆ72��(､Y�ﾘ����Vo上68季刊CambridgeUniv?rSityPress 00438871プノント版、 ��YB� �� 

109 �$�т�ﾅ､ﾘ�6�8ﾈ��2��&ﾆ����ﾗ�4梯�ﾅ(馼輅�｢��2016(N°.1-Lest)月刊M°Skva 02362058プリント版 �)YB� �� 

110 ���64ﾘ4V�4ｶ�fﾄﾖ5D��ﾘ�以竏8ﾘ5b�2016(N0.1-Last)隔月刊Moskva ��YB� �� 
アの歴史) ��ツ鉄cベ7h8ｨ986yLR�

111 �4��%���ﾔS4�ｴ��>$�DTｦﾂ�$9)､$��8�ｶ'&�譁X�6�ｶ���FVﾇ7Gf�&�8ﾒ�5h4���dﾙd�}�r��2O16(No.1-」ast)月刊Moskva 15600580　INDEX64177CD版 ��YB� �� 

112 彦WчH�����ﾔ&��苧B��T"�ﾄ剖��ﾄ6X�V�>$�ﾈ篥6�%E���2016(No.1-Last)月刊Moskva ��YB� �� 
(TekhnikaIV°OruZhenieVchera,Segodniya, Z調ra/技術と兵器昨日"今日"明日) ��c�#sS度7h8ｨ986yLR�

113 �&�т�ﾔ5D��ﾓ��T7B�8ﾄ傀｣ｩx��2016(No.1-Last)月刊　Pocne|l ��YB� �� 

ypHaJl(軍事史雑誌) ��)ｦ"�8ﾘ5h4��LR��3#��c#h7X6ﾘ986yLR�

114 �&�ц�ｸ�ｴﾔ5D��ﾘ��ﾆT4ｴﾖ末��2O16(No.1-」ast)月刊Llepepa ��YB� �� 
px=B(軍事史料集) 宙68ﾔ�8ﾈ8倆���c�c�#��7X6ﾘ986yLV��

115 ���闌��9u隍9vﾘﾊHｸb虻ﾉkﾃｨ懐O��8���4�5x4�"�2O16(No.1-Last)隔月刊　国務院発展 ��YB� �� 
アフリカ縦横)) 侈H懐O�Jﾙ5x���cs#鼎#�7h8ｨ986yLR�

116 �ｨ囗���2016(No.1-L8St)月刊炎黄春秋雑誌 社10031170プノント版 �)YB� �� 

117 弌�_ｨﾅ)�hｨ��2016(No.1-山st)月刊総政宣伝部 10024654プリント版 ��YB� �� 



No. 儼�����kﾂ�規　　格 ��H羽)%�犬�単価 俘xﾇb�D隴Hｾ�ｧ｢�備考 

118 弌�_ｨﾅ)_�ﾘxﾇigｸ�R�2016(N°.1-止st)月刊解放軍報社プ リント版 ��YB� �� 

119 丶��Uﾙ��2016(N°.1一心ヰ)隔月刊外交学院学 報10033386プリント版 �)YB� �� 

120 亅��f洩�Uﾙ��2016(N°.1-」ast)月刊漢和防務評論 17125049プリント版 �)YB� �� 

121 豫(ｸXﾅ(饕�2016(No.1-」負St)半月刊総政宣伝部 10099816プリント版. ��YB� �� 

122 仆饑��2016(No.1-Last)月刊鏡報文化企業 10270019プリント版 ��YB� �� 

123 仗��8讓ﾊHｸb�2016(No.1-Last)隔月刊中国社会科 学院10016708ブノント版 ��YB� �� 

124 佛(駟��譴�2016(N0.1-Lest)隔月刊軍事科学院 軍事歴史研究部10024883プリント版 ��YB� �� 

.125 佛(駟��讓ﾊHｸb�2016(N○○1-止st)隔月刊軍事科学院 軍事歴史研究部10093451プリント版 ��YB� �� 

126 侏ｹ�8ｬﾙ�B�2016(No.1A-N○○12B)半月刊中国艦船 雑誌社10002339プリント版 �)YB� �� 

127 侏ｹ�8ﾙ�ﾝｸｭhﾅr�2016(No.1-心st)月刊中国現代国際 関係研究部10006192プノント版 �9YB� �� 

128 侏ｹ�9[ｨｮﾒ�2016(No.1-鵬st)月刊兵器工業集団 公司10007385ブノント版 ��YB� �� 

129 儘ﾈｧ�ｻ��2016(N°.1-Last)月刊広角鏡出版社 16092589プリント版 ��YB� �� 

130 俔)?ｩ�ﾙ�位Hｸb�2016(No.1-」ast)季刊抗日戦争研究 雑誌社10029575プリント版 ��YB� �� 

131 俎�ｿ8査�9u靫�/b�2016(No.1-Last)月刊航空維修与工 程編集部16720989ブノント版 ��YB� �� 

132 俎�ｿ8怦ｧxｵｨ���2016(No.1-」ast)月刊航空科学技術 雑誌社10075453プノント版 ��YB� �� 



No. 儼�����kﾂ�ー規　　格 ��Idﾂ)%�犬�単価 俘xﾇb�D隴Hｾ�ｧ｢�備考 

133 俛�ﾝｹ�ﾘ���2O16(No.1-Last)月刊中国人民大学 書報資料中心1005426Xプリント版 ��YB� �� 

134 俛�ﾝｹn)�位Hｸb�2016(No.1-」ast)隔月刊国際問題研 究雑誌社04528832プリント版 �9YB� �� 

135 俛�f��2016(No.1-Last)月刊国防雑誌社 10024484プリント版 ��YB� �� 

136 俛�f�扱ｩ�Xｧxｧy_��2016(N0.1-」ast)隔月刊国防科技大 学10012486プノント版 ��YB� �� 

137 倆�檍怦ｧxﾊHｸh��ﾖﾈ��{��2016(No.1-L8St)月刊四川省社会科 学院プリント版 ��YB� �� 

138 ��(､Xﾆ����ﾘ���2016(N°.1-心st)月刊世界経済与政 治雑誌社10069550プリント版 ��YB� �� 

139 ��(､Y&ﾘ��2016(No.1-Last)半月刊世界知識雑 誌社05830176ブノント版 �972� �� 

140 ��8ｸYf��艀頸�2016(No.1-Last)月刊全球防衛雑誌 社有限公司10103228プリント版 ��YB� �� 

141 ��ｹ%ｸ怦ｵ｢�2016(N°.1-」ast)月刊尖掃討技軍事 雑誌社プリント版 ��YB� �� 

142 ��瑛"�2016(No.1-Last)月刊百家出版社プ リント版 ��YB� �� 

143 ��Xｿ9%HﾟR�2016(N○○1場止st)月刊中国宇航学会 10096205プリント版 ��YB� �� 

144 �(hｺHﾊHｸb�2016(N○○1-止るt)月刊中共研究雑誌 社00149667プノント版 ��YB� �� 

145 �(hｺI(h匯7ﾘﾕｨｧy_��2016(No.1-」8St)隔月刊中共中央党 校学報編纂部10075801プリント版 ��YB� �� 

146 �(hｺI7ﾘ讓ﾊHｸb�2O16(N°.1-Last)月刊中共党史研究 雑誌社10033815プノント版 �9YB� �� 

147 �(hﾙ�､���2016(No.1-」ast)月刊中国人民大学 善報資料中心10012482プノント版 �)YB� �� 



N°. 儼�����kﾂ�規　　格 ��Iz(�Y%�犬�単価 俘xﾇb�D隴Hｾ�ｧ｢�備考 

148 �(hﾙ�ｿ8ﾅ"�2016(N○○1-」ast)月刊解放軍空軍政 治部10026010プリント版 ��YB� �� 

149 �(hﾙ�ﾅ)���2016(No.1-」ast)隔月刊中国軍隊雑 誌社16747143プリント版 ��YB� �� 

150 �(hﾙ�ﾗ�5b�2016(N○○1-止st)月刊航天信息中心 10027742プノント版 ��YB� �� 

151 �(hﾙ�Y�ﾇ��2016(N0.1一心st)月刊中国武琶雑誌 社10074228プリント版 ��YB� �� 

152 �(hﾙ�Uﾙ��2016(No.1-」ast)月刊中国評論文化 有限公司16089111プノント版 ��YB� �� 

153 �7ﾘ讓ﾊHｸiu霆8ｧr�2016(N°.1-Last)隔月刊党史研究与 教学雑誌社1003708Xプリント版 ��YB� �� 

154 �7ﾙ4兌hﾊ2�2016(N°.1-」ast)隔月刊中共中央文 献研究室10051597プリント版 的YB� �� 

155 �8ﾉ>ﾈ恢ﾊHｸb�2016(No.1-Last)隔月刊東南亜研究 雑誌社10086099プノント版 ��YB� �� 

156 �8ﾉ>ﾈ恢�8���2016(No.1-Last)隔月刊東南亜縦横 雑誌社10032479プノント版 ��YB� �� 

157 �9i�8懐���2O16(No.1場」ast)隔月刊当代亜太雑 誌社1007161Xブノント版 ��YB� �� 

158 �9i�8､8ﾅ"�2016(N°.1-しast)月刊人民海軍報社 10066071プリント版 ��YB� �� 

159 �9i�9(hﾙ�讓ﾊHｸb�2O16(No.1-Last)隔月刊当代中国出 版社10054952ブノント版 ��YB� �� 

160 �;�&Yu鞅�5h戊ﾍｸｵｨ���2016(No.1-し85t)隔月刊中国連載火 筒技術研究院10047182プリント版 ��YB� �� 

161 �>ﾉvﾙn)�位Hｸb�2016(No.1-」8St)季刊南洋問題研究 編集部10039856プリント版 ��YB� �� 

162 �?��自�(ｴ��2016(N°.1-Last)隔月刊香港中文大 学中国文化研究所10175725プリント版 �)YB� �� 



No. 儼�����kﾂ�規　　格 佝�.h�Y%�犬�単価 俘xﾇb�D隴Hｾ�ｧ｢�備考 

163 儖ﾈ��ﾊHｸb�2016(No.1-」8St)・隔月刊中国社会科 学院英国研究所10028986プリント版 ��YB� �� 

164 儷9D�*｢�2016(No.1-Last)月刊百年潮雑誌社 10074295プリント版 ��YB� �� 

165 兀ﾈ�9_�ｪx��{�(hﾙ�ﾋｹ�8譴�2016(No.1-Last)月刊中国人民大学 善報資料中心10012672プリント版 �9YB� �� 

166 兌ｨｮﾙ&ﾘ��2016(N0.1-」ast)月刊中国兵工学会 10004912プリント版 ��YB� �� 

167 冉ｸｹ顯ﾘ粂讖{��2016(No.1-Last)季刊新華出版社 プリント版 ��YB� �� 

168 冕��>駅B�2016(N0.1一山st)季刊民国楢葉編集 部10004491プリント版 ��YB� �� 

169 冢)��5HﾊHｸb�2016(55期)季刊国立政治大軍国際関係 研究中心05912539プリント版 ��YB� �� 

170 刎�[ﾙu飩ﾙ5r�2016(No.1-Last)隔月刊和平与発展 研究中心10066241プリント版 ��YB� �� 

171 �)ｦ��V&ｩEb��V��VoI.84季刊MandeiInstituteforJewish Studies/03343650プリント版 ��YB� �� 

172 沸��ｶ鬻ﾆﾆﾂ���VoL81′季刊Hist°ricaiSocietyOfIsraei 00444758プリント版 ��YB� �� 

173 �6h4(7H4h985�#��2016(No.1-Last)月刊D&DFocus 19765045ブノント版 ��YB� �� 

174 亳y�ｨ+8+宙ﾅ(駟�&B��2016(N°.1一心st)季刊韓国軍事学会 12291609プノント版 ��YB� �� 

175 冑俶冦4嚢��Uﾙ�(*ﾔﾘﾖｦf�'�&Wf妨r�7�8｣�8ｨ�ｸ8ﾂ�2016(No.1-Last)月刊軍事研究 ��YB� �� 
ビュー ��s3ンC��7h8ｨ986yLR�

1.76 薄蹤Vﾖ�F柳��ﾄｦ�ﾖ�柳h�蹤V末没V�6Rb�Vo上29季刊丁aylor&FrancisO8850607ナノ ��YB� �� 
Counterinte購gence �986yLR�

177 ��6����ｶ末7��2O16(No.1-kst)年2回刊Natjonal Bureau。fAsianResearch15592960プリント 版 ��YB� �� 



No. 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|ｨ�Y%�犬�単価 俘xﾇb�D隴Hｾ�ｧ｢�備考 

178 認VfV�6Tｨ�ｷVﾖ���2016(N°.1-Last)月刊Dynavjs(Pvt) 止d.プノント版 ��YB� �� 

179 �6�ﾖ'&芳vTf妨f妨v�ﾆ蹤Vﾖ�D尾����ff�ﾇ'2�Vol.29季刊T8yi°r&Fran6isO9557571プリ ント版 ��72� �� 

180 �躔wｦWVt6ﾆ�76�2偉95I4俎�ｿ8ｴ���2016(No.1-Last)月刊GeraMond 16170725ブノント版 ��YB� �� 

181 ����4､�$��ﾂ��ﾖW&�6���f��F柳���7F�&�6��6�6妨G幡�ﾖ�鋳�4�8�8ｨ4ｨﾗ�ｿ8讓ｺb�檍艀頸��Voi.61季刊AmericanAviationHistorical Societyプリント版, ��YB� �� 

182 ���"e7��6U6ﾖ友�8�ｶ譁�葷�v�ｦ匁R�5�7�5ﾉ?�4��2016〈N°.1-」倉st)年7回刊Smiths°njan ��YB� �� 
ン航空と宇宙雑誌) 之蹤W$h黔6W4�ツ##Sx7h8ｨ986yLR�


