
発行所 辞典名 本体価格 対象 注文数
三省堂 新明解国語辞典 第7版（赤） 3,000 高校～一般
三省堂 新明解国語辞典 第7版（白・特装版） 3,000 高校～一般
三省堂 新明解国語辞典 第7版（青・特装版） 3,000 高校～一般
三省堂 新明解国語辞典 小型版 第7版 2,800 高校～一般
三省堂 新明解古語辞典 2,800 高校～一般
三省堂 新明解現代漢和辞典 2,800 高校～一般
三省堂 全訳漢辞海　第4版 3,000 高校～一般
三省堂 詳説古語辞典 2,700 高校～一般
三省堂 詳説古語辞典　小型版 2,400 高校～一般
三省堂 全訳読解古語辞典 第5版 2,800 高校～一般
三省堂 全訳読解古語辞典 小型版 第5版 2,100 高校～一般
三省堂 全訳基本古語辞典 1,900 高校～一般
三省堂 現代新国語辞典 第6版 2,800 高校～一般
三省堂 三省堂国語 第7版 2,900 高校～一般
三省堂 三省堂国語 小型版 第7版 2,700 高校～一般
三省堂 グランドセンチュリー英和辞典 第4版 3,000 高校～一般
三省堂 グランドセンチュリー和英辞典 第3版 新装版 2,900 高校～一般
三省堂 エースクラウン英和辞典 第2版 2,700 高校～一般
三省堂 ビーコン英和辞典　第3版 2,700 高校～一般
三省堂 ビーコン英和辞典　第3版 小型版 2,300 高校～一般
三省堂 ウィズダム英和辞典 第4版 3,500 高校～一般
三省堂 ウィズダム英和辞典 第4版　特装版 3,500 高校～一般
三省堂 ウィズダム和英辞典 第3版 3,500 高校～一般
三省堂 新クラウン英和辞典 2,900 高校～一般
三省堂 新クラウン和英辞典 2,900 高校～一般
三省堂 デイリーコンサイス国語辞典 第6版 2,100 高校～一般
三省堂 デイリーコンサイス英和辞典 第9版 1,750 高校～一般
三省堂 デイリーコンサイス和英辞典 第8版 1,750 高校～一般
三省堂 デイリーコンサイス英和・和英辞典 第8版 2,900 高校～一般
三省堂 例解新国語辞典　第9版 2,600 中学生向
三省堂 例解新漢和辞典　第4版　増補新装版 2,600 中学生向
三省堂 初級クラウン英和辞典 第13版 1,700 中学生向
三省堂 初級クラウン英和辞典 第13版　シロクマ版 1,700 中学生向
三省堂 初級クラウン和英辞典 第11版 1,700 中学生向
三省堂 初級クラウン和英辞典 第11版　シロクマ版 1,700 中学生向
三省堂 初級クラウン英和・和英辞典 第11版 3,000 中学生向
三省堂 初級クラウン英和・和英辞典 第11版 シロクマ版 3,000 中学生向
三省堂 例解小学国語辞典 第6版 1,900 小学生向
三省堂 例解小学国語辞典 第6版 ワイド版 2,200 小学生向
三省堂 例解小学国語辞典　(特製版） 第6版 採用のみ 1,852 小学生向
三省堂 例解小学漢字辞典 第5版 1,900 小学生向
三省堂 例解小学漢字辞典 第5版 ワイド版 2,200 小学生向
三省堂 例解小学漢字辞典　(特製版） 第5版 採用のみ 1,852 小学生向
三省堂 例解小学ことわざ辞典 第2版 1,500 小学生向
三省堂 例解小学ことわざ辞典 第2版 ワイド版 1,700 小学生向
三省堂 例解小学四字熟語辞典 第2版 1,400 小学生向
三省堂 例解小学四字熟語辞典 第2版 ワイド版 1,600 小学生向
三省堂 キッズクラウン英和辞典　新装版 小英 1,900 小学生向
三省堂 キッズクラウン和英辞典　新装版 小英 1,900 小学生向
三省堂 キッズクラウン英和・和英辞典　新装版 小英 3,400 小学生向
三省堂 ジュニアクラウン小学英和辞典 小英 1,500 小学生向
三省堂 ジュニアクラウン小学和英辞典 小英 1,500 小学生向
三省堂 ジュニアクラウン小学英和・和英辞典 小英 2,500 小学生向
三省堂 ARで英語が聞ける はじめてのえいご絵じてん 小英 2,200 小学生向
三省堂 ARで英語が聞ける 英語もののなまえ絵じてん 小英 2,400 小学生向
三省堂 ARで英語が聞ける 英語もののなまえ絵じてん 小型版 小英 1,900 小学生向

※太字は新刊、改訂版になります。

【 販売店名 】

《  ２０１９年度　千葉教販　辞典注文書　》
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旺文社 旺文社国語辞典 第11版 3,000 高校～一般
旺文社 旺文社国語辞典 小型版 第11版  2,800 高校～一般
旺文社 旺文社古語辞典　第10版　増補版 2,900 高校～一般
旺文社 旺文社全訳古語辞典 第5版 2,800 高校～一般
旺文社 旺文社全訳古語辞典 第5版 小型版 2,100 高校～一般
旺文社 高校基礎古語辞典 品切れ 1,800 高校～一般 ×
旺文社 全訳学習古語辞典 1,900 高校～一般
旺文社 旺文社漢和辞典 2,400 高校～一般
旺文社 旺文社漢字典 第3版 2,900 高校～一般
旺文社 オーレックス英和辞典 第2版　新装版 3,300 高校～一般
旺文社 オーレックス和英辞典 第2版 3,400 高校～一般
旺文社 コアレックス英和辞典 第3版 3,000 高校～一般
旺文社 標準国語辞典　第7版 2,400 中学生向
旺文社 標準漢和辞典　第6版 2,400 中学生向
旺文社 標準ことわざ慣用句辞典 新装版 1,600 中学生向
旺文社 マイスタディ英和辞典ＣＤ付 1,600 中学生向
旺文社 マイスタディ英和辞典 1,500 中学生向
旺文社 マイスタディ和英辞典 1,600 中学生向
旺文社 マイスタディ英和・和英辞典 2,800 中学生向
旺文社 小学国語新辞典 第4版 1,900 小学生向
旺文社 小学国語新辞典 第4版 ワイド版 2,200 小学生向
旺文社 小学漢字新辞典 第4版 1,900 小学生向
旺文社 小学漢字新辞典 第4版 ワイド版 2,200 小学生向
旺文社 小学生のための 漢字をおぼえる辞典 第5版 1,600 小学生向
旺文社 小学生のための ことわざをおぼえる辞典 1,000 小学生向
旺文社 みておぼえるはじめてのかんじ絵じてん 1,700 小学生向

大修館 明鏡国語辞典 第2版 2,900 高校～一般
大修館 新漢語林 第2版 2,900 高校～一般
大修館 現代漢和辞典 2,800 高校～一般
大修館 新全訳古語辞典 1,800 高校～一般
大修館 漢語新辞典 2,850 高校～一般
大修館 古語林 2,700 高校～一般
大修館 ジーニアス英和辞典 第5版 3,500 高校～一般
大修館 ジーニアス和英辞典 第3版 3,500 高校～一般
大修館 プラクティカルジーニアス英和辞典 2,900 高校～一般
大修館 ベーシックジーニアス英和辞典 第2版 2,700 高校～一般

学研プラス 現代新国語辞典 改訂第6版 3,000 高校～一般
学研プラス 現代新国語辞典 改訂第6版小型版 2,800 高校～一般
学研プラス 漢字源 改訂第6版 3,000 高校～一般
学研プラス 漢字源 改訂第6版 特別版 3,000 高校～一般
学研プラス 学習用例漢和辞典 改訂第2版 2,000 高校～一般
学研プラス 学習用例古語辞典 改訂第3版　 2,000 高校～一般
学研プラス 学習用例古語辞典 改訂第3版コンパクト版 1,800 高校～一般
学研プラス 全訳古語辞典 改訂第2版 2,700 高校～一般
学研プラス 全訳古語辞典 改訂第2版 小型版 2,000 高校～一般
学研プラス アンカーコズミカ英和辞典 3,300 高校～一般
学研プラス ニューヴィクトリーアンカー英和辞典 第3版 2,700 高校～一般
学研プラス アクセスアンカー英和辞典 第2版 2,200 高校～一般
学研プラス パーソナル英和辞典 第3版 1,750 高校～一般
学研プラス パーソナル和英辞典 第3版 1,750 高校～一般
学研プラス パーソナル英和・和英辞典 第3版 2,900 高校～一般
学研プラス スーパーアンカー英和辞典 第5版 3,000 高校～一般
学研プラス スーパーアンカー和英辞典 第3版 新装版 2,900 高校～一般
学研プラス スーパーアンカー英和辞典 第5版 ミッキーマウス版 3,100 高校～一般
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学研プラス スーパーアンカー和英辞典 第3版 ミッキーマウス版 3,100 高校～一般
学研プラス 現代標準国語辞典 改訂第3版 2,600 中学生向
学研プラス 現代標準漢和辞典 改訂第3版 2,600 中学生向
学研プラス Jr.アンカー英和辞典 エッセンシャル版 1,200 中学生向
学研プラス Jr.アンカー英和辞典 第6版　 1,700 中学生向
学研プラス Jr.アンカー和英辞典 第6版 1,700 中学生向
学研プラス Jr.アンカー英和・和英辞典 第6版　 2,900 中学生向
学研プラス Jr.アンカー英和辞典 ガールズエディション 1,700 中学生向
学研プラス Jr.アンカー英和・和英辞典 ガールズエディション 2,900 中学生向
学研プラス Jr.アンカー英和・和英辞典 ディズニーエディション 3,000 中学生向
学研プラス くまモン！これ英語でなんていうと？英和・和英じてん 2,800 中学生向
学研プラス 新レインボー小学国語辞典 改訂第5版 ワイド版 2,300 小学生向
学研プラス 新レインボー小学国語辞典 改訂第5版 小型版 2,000 小学生向
学研プラス 新レインボー小学国語辞典 改訂第5版 ミッキー＆ミニー版 2,200 小学生向
学研プラス 新レインボーはじめて国語辞典 1,800 小学生向
学研プラス 新レインボーはじめて国語辞典 ミッキー&ミニー版 1,900 小学生向
学研プラス 新レインボー小学漢字辞典 改訂第5版 ワイド版 2,300 小学生向
学研プラス 新レインボー小学漢字辞典 改訂 第5版 小型版 2,000 小学生向
学研プラス 新レインボー小学漢字辞典 改訂第5版 ミッキー＆ミニー版 2,200 小学生向
学研プラス 新レインボーはじめて漢字辞典 1,800 小学生向
学研プラス 新レインボーはじめて漢字辞典 ミッキー&ミニー版 1,900 小学生向
学研プラス 新レインボー小学国語漢字辞典（合本） 3,000 小学生向
学研プラス 新レインボー小学ことわざ・四字熟語辞典 1,600 小学生向
学研プラス 新レインボーことわざ辞典 改訂版 1,300 小学生向
学研プラス 新レインボー四字熟語辞典 1,200 小学生向
学研プラス 新レインボー小学類語辞典 1,700 小学生向
学研プラス 新レインボー百人一首辞典 1,200 小学生向
学研プラス 新レインボー漢字読み書き辞典 第6版 1,400 小学生向
学研プラス 新レインボー 写真でわかる はじめてことわざ・四字熟語辞典 1,700 小学生向
学研プラス レインボー英和辞典 改訂第3版 小英 1,500 小学生向
学研プラス レインボー和英辞典 改訂第3版 小英 1,500 小学生向
学研プラス レインボー英和・和英辞典 改訂第3版 小英 2,800 小学生向
学研プラス レインボー英会話辞典 改訂第3版 小英 1,700 小学生向
学研プラス 新レインボーはじめて英語辞典ミッキー＆ミニー版 小英 2,300 小学生向
学研プラス 新レインボーはじめて英語辞典 小英 2,200 小学生向
学研プラス 新レインボーはじめて英語図鑑 小英 1,850 小学生向
学研プラス ミッキー！これ英語でなんていうの？英和じてん 第2版 小英 1,500 小学生向
学研プラス ミッキー！これ英語でなんていうの？和英じてん 第2版 小英 1,500 小学生向
学研プラス ミッキー！これ英語でなんていうの？英和・和英じてん 第2版 小英 2,800 小学生向
学研プラス ミニー！これ英語でなんていうの？英和・和英じてん 第2版 小英 2,800 小学生向

岩波書店 広辞苑 第７版 普通版 9,000 高校～一般
岩波書店 広辞苑 第７版 机上版 14,000 高校～一般
岩波書店 岩波国語辞典 第7版 新版 3,000 高校～一般
岩波書店 岩波新漢語辞典 第3版 3,000 高校～一般
岩波書店 岩波古語辞典 補訂版 3,000 高校～一般

小学館 現代国語例解辞典 第5版 2,900 高校～一般
小学館 現代漢語例解辞典 第2版 2,700 高校～一般
小学館 全訳古語例解辞典 第3版 2,500 高校～一般
小学館 全訳古語例解辞典 第3版 コンパクト 1,800 高校～一般
小学館 全文全訳古語辞典 2,600 高校～一般
小学館 新選国語辞典 第九版 2,600 高校～一般
小学館 新選国語辞典 第九版 ワイド版 2,900 高校～一般
小学館 新選漢和辞典 第八版 2,700 高校～一般
小学館 新選漢和辞典 第八版 ワイド版 3,000 高校～一般
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小学館 新解国語辞典 2,000 高校～一般
小学館 プログレッシブ英和中辞典 第5版 3,500 高校～一般
小学館 プログレッシブ和英中辞典 第4版 3,500 高校～一般
小学館 ユースプログレッシブ英和辞典 3,000 高校～一般
小学館 ポケットプログレッシブ英和辞典 第3版 1,750 高校～一般
小学館 ポケットプログレッシブ和英辞典 第3版 1,750 高校～一般
小学館 ポケットプログレッシブ合本 第3版 2,850 高校～一般
小学館 ポケットプログレッシブ合本 ハローキティ版 第3版 2,950 高校～一般
小学館 ポケットプログレッシブ合本 ピーターラビット版 第3版 2,950 高校～一般
小学館 ベーシックプログレッシブ合本 2,300 中学～高校
小学館 プログレッシブ中学英和辞典 1,700 中学生向
小学館 プログレッシブ中学和英辞典 1,700 中学生向
小学館 プログレッシブ中学英和・和英辞典 3,000 中学生向
小学館 プログレッシブ中学英和・和英辞典 Charming 3,000 中学生向
小学館 ジャンプ英和辞典 第3版 1,500 中学生向
小学館 例解学習国語辞典 第10版 1,900 小学生向
小学館 例解学習国語辞典 第10版オールカラー版 2,200 小学生向
小学館 例解学習国語辞典 第10版 ワイド版 2,200 小学生向
小学館 例解学習国語・ドラえもん版 2,000 小学生向
小学館 例解学習漢字辞典 第8版 1,900 小学生向
小学館 例解学習漢字辞典 第8版オールカラー版 2,200 小学生向
小学館 例解学習漢字辞典 第8版 ワイド版 2,200 小学生向
小学館 例解学習漢字・ドラえもん版 2,000 小学生向
小学館 例解学習ことわざ辞典 第2版 1,300 小学生向
小学館 例解学習類語辞典 1,800 小学生向
小学館 学習漢字新辞典 第2版 1,450 小学生向
小学館 ドラえもん　はじめての国語辞典 第2版 1,900 小学生向
小学館 ドラえもん　はじめての漢字辞典 第2版 1,900 小学生向
小学館 ドラえもん　はじめての英語辞典 第2版 小英 2,100 小学生向
小学館 ドラえもん　はじめての英語図鑑 小英 2,100 小学生向
小学館 プログレッシブ 大人のための英語学習辞典 3,000 一般

ベネッセ ベネッセ表現・読解国語辞典 2,800 高校～一般
ベネッセ ベネッセ古語辞典 2,571 高校～一般
ベネッセ ベネッセ全訳古語辞典 2,667 高校～一般
ベネッセ ベネッセ全訳古語辞典 携帯版 2,000 高校～一般
ベネッセ ベネッセ全訳コンパク古語辞典 1,810 高校～一般
ベネッセ ベネッセ新修国語辞典 第2版 2,500 中学生向
ベネッセ ベネッセ新修漢和辞典 第2版 2,500 中学生向
ベネッセ チャレンジ中学英和辞典 第2版 1,759 中学生向
ベネッセ チャレンジ中学和英辞典 第2版 1,713 中学生向
ベネッセ チャレンジ中学英和・和英辞典 第2版 2,870 中学生向
ベネッセ チャレンジ中学英和・和英辞典 MyDesign 2,684 中学生向
ベネッセ チャレンジ中学英和・和英辞典 Smart Style 2,684 中学生向
ベネッセ チャレンジ小学国語辞典 カラー版 2,500 小学生向
ベネッセ チャレンジ小学国語辞典 カラー版 コンパクト版 2,250 小学生向
ベネッセ チャレンジ小学漢字辞典 カラー版 2,500 小学生向
ベネッセ チャレンジ小学漢字辞典 カラー版 コンパクト版 2,250 小学生向
ベネッセ チャレンジ小学国語辞典 第6版 品切れ 2,250 小学生向 ×
ベネッセ チャレンジ小学国語辞典 第6版 コンパクト版 品切れ 1,950 小学生向 ×
ベネッセ チャレンジ小学国語辞典 コンパクト版（ピンク） 2,000 小学生向
ベネッセ チャレンジ小学国語辞典 コンパクト版（グリーン） 2,000 小学生向
ベネッセ チャレンジ小学漢字辞典 第6版 2,250 小学生向
ベネッセ チャレンジ小学漢字辞典 第6版 コンパクト版 1,950 小学生向
ベネッセ チャレンジ小学漢字辞典 コンパクト版（パープル） 2,000 小学生向
ベネッセ チャレンジ小学漢字辞典 コンパクト版（ホワイト） 2,000 小学生向
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東京書籍 最新全訳古語辞典 2,600 高校～一般
東京書籍 フェイバリット英和辞典 2,800 高校～一般
東京書籍 フェイバリット和英辞典 2,800 高校～一般
東京書籍 アドバンストフェイバリット英和辞典 3,100 高校～一般
東京書籍 アドバンストフェイバリット和英辞典 3,100 高校～一般
東京書籍 アルファフェイバリット英和辞典 2,762 高校～一般
東京書籍 ニューホライズン英和辞典 第8版 1,700 中学生向
東京書籍 ニューホライズン和英辞典 新装版 1,700 中学生向
東京書籍 ニューホライズン英和・和英 第7版 2,900 中学生向

研究社 ライトハウス英和辞典 第6版 3,000 高校～一般
研究社 ライトハウス和英辞典 第5版 2,600 高校～一般
研究社 コンパスローズ英和辞典 3,500 高校～一般
研究社 新英和中辞典 第7版 並装 3,200 高校～一般
研究社 新和英中辞典 第5版 並装 3,600 高校～一般
研究社 ニュースクール英和辞典 第2版 2,700 高校～一般
研究社 ルミナス英和辞典 第2版 3,200 高校～一般
研究社 ルミナス和英辞典 第2版 3,400 高校～一般
研究社 リーダーズ英和中辞典　第2版 5,000 高校～一般
研究社 小学生からの英語絵辞典 小英 1,900 小学生向
研究社 漢字の使い分けときあかし辞典 2,300 一般
研究社 四字熟語ときあかし辞典 2,200 一般

開隆堂 サンシャイン英和辞典　全面改訂版 1,200 中学生向

KADOKAWA 最新国語辞典 品切れ 2,000 中学～高校 ×
KADOKAWA 最新漢和辞典 改訂新版 2,400 中学～高校
KADOKAWA 最新古語辞典 品切れ 1,800 中学～高校 ×
KADOKAWA 国語辞典 新版 2,200 高校～一般
KADOKAWA 必携国語辞典 2,600 高校～一般
KADOKAWA 新国語辞典 2,400 高校～一般
KADOKAWA 角川新字源 改訂新版 3,000 高校～一般
KADOKAWA 角川新字源 改訂新版 特装版 3,000 高校～一般
KADOKAWA 必携漢和辞典 2,600 高校～一般
KADOKAWA 必携古語辞典 全訳版 品切れ 2,600 高校～一般 ×
KADOKAWA 全訳古語辞典 2,800 高校～一般

講談社 ハウディ英和辞典　第4版 1,500 中学生向
講談社 ハウディ和英辞典　第4版 1,500 中学生向
講談社 ハウディ英和・和英　第4版 2,900 中学生向
講談社 学習新国語辞典　第4版 1,900 小学生向
講談社 学習新漢字辞典 新装第2版 品切れ 1,600 小学生向 ×

文英堂 ユニコン英和辞典 品切れ 2,800 高校～一般 ×
文英堂 全訳全解古語辞典 2,600 高校～一般
文英堂 小学国語辞典 第5版 1,800 小学生向
文英堂 小学国語辞典 第5版 ワイド版 2,000 小学生向
文英堂 小学漢字辞典 第4版 1,800 小学生向

くもん出版 はじめての英会話じてん 小英 1,400 小学生向
くもん出版 はじめての英和じてん　改訂版 小英 1,100 小学生向
くもん出版 はじめての和英じてん 小英 700 小学生向

集英社 国語辞典　第3版 3,000 高校～一般

5


