
出版社 書     名 本体価格 ご注文 出版社 書     名 本体価格 ご注文 出版社 書     名 本体価格 ご注文

ベネッセ ベネッセ全訳古語辞典　改訂版 2,667

三省堂 ウィズダム英和辞典　第３版 3,400 三省堂 新明解国語辞典　第７版　並装　赤 3,000 ベネッセ ベネッセ全訳古語辞典　改訂版　携帯版 2,000

三省堂 グランドセンチュリー英和辞典　第３版　 2,980 三省堂 新明解国語辞典　第７版　特装　白 3,000 ベネッセ ベネッセ全訳コンパクト古語辞典 1,810

三省堂 ビーコン英和辞典　第３版　小型版 2,300 三省堂 新明解国語辞典　第７版　小型版 2,800 ベネッセ ベネッセ古語辞典 2,571

三省堂 エースクラウン英和辞典 2,700 三省堂 現代新国語辞典　第５版 2,800 小学館 全訳古語例解辞典　第３版 2,500

旺文社 オーレックス英和辞典　第２版 3,300 三省堂 三省堂　国語辞典　第７版 2,900 小学館 全訳古語例解辞典　第３版　コンパクト版 1,800

旺文社 コアレックス英和辞典　第２版 2,800 三省堂 三省堂　国語辞典　第７版　小型版 2,700 小学館 小学館全文全訳古語辞典 2,600

大修館 ジーニアス英和辞典　第５版 3,500 旺文社 旺文社国語辞典　第１１版 3,000 東京書籍 最新全訳古語辞典 2,600

大修館 プラクティカルジーニアス英和辞典 2,900 旺文社 旺文社国語辞典　第１１版　小型版 2,800 角川書店 最新古語辞典 1,800

大修館 ベーシックジーニアス英和辞典 2,700 大修館 明鏡国語辞典　第２版 2,900 角川書店 必携古語辞典　全訳版 2,600

学研 アンカーコズミカ英和辞典 3,300 学研 学研　現代新国語辞典　改訂第５版 3,000 角川書店 全訳古語辞典 2,800

学研 スーパー・アンカー英和辞典　第５版 3,000 学研 学研　現代新国語辞典　改訂第５版　小型版 2,800 明治書院 最新　詳解古語辞典 2,000

学研 ニューヴィクトリーアンカー英和辞典　第２版　ＲＯＭ付 2,700 小学館 現代国語例解辞典　第４版 2,900 岩波書店 岩波古語辞典 3,000

学研 アクセスアンカー英和辞典 2,200 小学館 新選国語辞典　第９版 2,600 文英堂 全訳全解古語辞典 2,600

研究社 ルミナス英和辞典　第２版 3,200 小学館 新選国語辞典　第９版　ワイド版 2,900

研究社 ライトハウス英和辞典　第６版 3,000 ベネッセ ベネッセ表現読解国語辞典 2,800 三省堂 全訳漢辞海　第三版 2,900

研究社 ニュースクール英和辞典　第２版 2,700 角川書店 最新国語辞典 2,000 三省堂 新明解現代漢和辞典　 2,800

研究社 新英和中辞典　第７版 3,200 角川書店 角川国語辞典　新版 2,200 三省堂 三省堂　漢和辞典　第４版 2,200

小学館 プログレッシブ英和中辞典　第５版 3,500 角川書店 角川必携国語辞典 2,600 三省堂 三省堂　漢和辞典　第４版　小型版 2,000

小学館 ユースプログレッシブ英和辞典 3,000 角川書店 新国語辞典 2,400 旺文社 旺文社漢字典　第三版　 2,900

東京書籍 アドバンストフェイバリット英和辞典　 3,100 岩波書店 広辞苑　第６版　普通版 8,000 旺文社 旺文社漢和辞典　第５版 2,400

東京書籍 フェイバリット英和辞典　第３版 2,800 岩波書店 広辞苑　第６版　机上版 13,000 大修館 新漢語林　第２版 2,900

東京書籍 アルファフェイバリット英和辞典　 2,762 岩波書店 岩波国語辞典　第７版　 3,000 大修館 大修館　漢語新辞典 2,850

文英堂 ユニコン英和辞典 2,800 大修館 大修館　現代漢和辞典 2,800

桐原書店 ロングマン英和辞典 3,300 学研 漢字源　第５版 2,900

学研 学習用例漢和辞典　改訂第二版 2,000

三省堂 全訳基本古語辞典　第３版増補新装 1,900 小学館 現代漢語例解辞典　第２版 2,700

三省堂 ウィズダム和英辞典　第２版 3,400 三省堂 三省堂詳説古語辞典 2,700 小学館 新選漢和辞典　第８版　 2,700

三省堂 グランドセンチュリー和英辞典　第３版　 2,900 三省堂 新明解古語辞典　第３版　 2,800 小学館 新選漢和辞典　第８版　ワイド版　 3,000

旺文社 オーレックス和英辞典 3,300 三省堂 全訳読解古語辞典　第４版　 2,800 角川書店 角川新字源　新訂版 2,400

大修館 ジーニアス和英辞典　第３版 3,500 三省堂 全訳読解古語辞典　第４版　小型版 2,100 角川書店 角川必携漢和辞典 2,600

学研 スーパー・アンカー和英辞典　第３版　新装版 2,900 旺文社 旺文社古語辞典　第１０版　増補版 2,900 角川書店 最新漢和辞典　改訂新版 2,400

研究社 ルミナス和英辞典　第２版 3,400 旺文社 高校基礎古語辞典　改訂版 1,800 明治書院 新釈漢和辞典　新訂版 2,400

研究社 ライトハウス和英辞典　第５版 2,600 旺文社 旺文社全訳古語辞典　第４版 2,700 岩波書店 岩波新漢語辞典　第3版 3,000

研究社 新和英中辞典　第５版　並装 3,600 旺文社 旺文社全訳古語辞典　第４版　小型版 1,900

小学館 プログレッシブ和英中辞典　第４版 3,500 旺文社 全訳学習古語辞典 1,900

小学館 ラーナーズプログレッシブ和英辞典 2,720 大修館 古語林 2,700

東京書籍 アドバンストフェイバリット和英辞典　 3,100 大修館 大修館　全訳古語辞典 2,000

東京書籍 フェイバリット和英辞典　 2,800 学研 全訳古語辞典　第２版 2,700

学研 全訳古語辞典　第２版　小型版 2,000

学研 学習用例古語辞典　第三版 2,000

学研 学習用例古語辞典　第三版コンパクト版 1,800

漢　和　辞　典

和　英　辞　典

古　語　辞　典

英　和　辞　典 国　語　辞　典
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ベネッセ チャレンジ中学英和辞典　　第２版 1,759

三省堂 例解小学国語辞典　第６版 1,900 三省堂 例解小学ことわざ辞典　新装版 1,500 東京書籍 ニューホライズン英和辞典　第８版 1,700

三省堂 例解小学国語辞典　第６版　ワイド版 2,200 三省堂 例解小学ことわざ辞典　ワイド版　新装版 1,700 講談社 講談社ハウディ英和辞典　第４版 1,500

旺文社 小学国語新辞典　第４版 1,900 小学館 例解学習ことわざ辞典 1,300

旺文社 小学国語新辞典　第４版　ワイド版 2,200

学研 新レインボー小学国語辞典　小型版　改訂第５版 2,000 三省堂 初級クラウン和英辞典　第１０版 1,700

学研 新レインボー小学国語辞典　ワイド　改訂第５版 2,300 旺文社 マイスタディ和英辞典 1,600

小学館 例解学習国語辞典　第１０版 1,900 学研 レインボー英和辞典　第３版 1,500 学研 ジュニア・アンカー和英辞典　第５版　 1,600

小学館 例解学習国語辞典　第１０版　ドラえもん版 2,000 学研 レインボー和英辞典　第３版 1,500 小学館 プログレッシブ中学和英辞典 1,700

小学館 例解学習国語辞典　第１０版　ワイド版 2,200 学研 レインボー英和・和英辞典　第３版 2,800 ベネッセ チャレンジ中学和英辞典　第２版 1,713

小学館 学習国語新辞典　Ａ５版　第７版 1,800 研究社 小学生からの英語絵辞典 1,900 東京書籍 ニューホライズン和英辞典　新装版 1,700

ベネッセ チャレンジ小学国語辞典　第６版　 2,250 講談社 講談社ハウディ和英辞典　第４版 1,500

ベネッセ チャレンジ小学国語辞典　第６版　コンパクト版 1,950

ベネッセ チャレンジ小学国語辞典　コンパクト版（スイートピンク） 2,000 三省堂 例解新国語辞典　第９版 2,600

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 旺文社 標準国語辞典　第７版 2,400 三省堂 初級クラウン英和・和英辞典　第１０版　 3,100

文英堂 小学国語辞典　第５版　 1,800 学研 現代標準国語辞典　第２版 2,500 旺文社 マイスタディ英和・和英辞典 2,800

文英堂 小学国語辞典　ワイド版　第５版　 2,000 ベネッセ ベネッセ新修国語辞典　第２版 2,500 学研 ジュニア・アンカー英和・和英辞典　第５版　 2,850

講談社 学習新国語辞典　第４版 1,900 小学館 新解国語辞典　第２版 2,000 学研 ジュニア・アンカー英和・和英辞典　第５版　ガールズエディション 2,850

くもん 学習小学国語辞典　第４版 1,900 ベネッセ チャレンジ中学英和・和英辞典　第２版 2,870

ベネッセ チャレンジ中学英和・和英辞典　第２版　MyDesign 2,684

ベネッセ チャレンジ中学英和・和英辞典　第２版　SmartStyle 2,684

小学館 プログレッシブ中学英和・和英辞典 3,000

三省堂 例解小学漢字辞典　第５版 1,900 三省堂 例解新漢和辞典　第４版　増補新装版 2,600 東京書籍 ニューホライズン英和・和英辞典　第７版 2,900

三省堂 例解小学漢字辞典　第５版　ワイド版 2,200 旺文社 標準漢和辞典　第６版 2,400 講談社 講談社ハウディ英和・和英辞典　第４版 2,900

旺文社 小学漢字新辞典　第４版 1,900 学研 現代標準漢和辞典　第２版 2,500

旺文社 小学漢字新辞典　第４版　ワイド版 2,200 ベネッセ ベネッセ新修漢和辞典　第２版 2,500

学研 新レインボー小学漢字辞典　小型版　改訂第５版 2,000 学研 新レインボー小学国語漢字辞典（合本） 3,000

学研 新レインボー小学漢字辞典　ワイド　改訂第５版 2,300

小学館 例解学習漢字辞典　第8版 1,900

小学館 例解学習漢字辞典　第8版　ドラえもん版 2,000 三省堂 初級クラウン英和辞典　第１２版　ＣＤ付 1,750

小学館 例解学習漢字辞典　第8版　ワイド版 2,200 三省堂 初級クラウン英和辞典　第１２版 1,700

小学館　 オールカラー学習漢字新辞典 1,400 旺文社 マイスタディ英和辞典 1,500

ベネッセ チャレンジ小学漢字辞典　第６版　 2,250 旺文社 マイスタディ英和辞典ＣＤ付 1,600

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 学研 ジュニア・アンカー英和辞典　第５版　 1,600

ベネッセ チャレンジ小学漢字辞典　コンパクト版（クールパープル） 2,000 学研 ジュニア・アンカー英和辞典　第５版　ガールズエディション 1,600

文英堂 小学漢字辞典　第４版 1,800 学研 ジュニア・アンカー英和辞典　第５版　エッセンシャル版 1,200

講談社 学習新漢字辞典　第２版 1,600 小学館 プログレッシブ中学英和辞典 1,700

くもん 学習小学漢字辞典　第４版 1,700 小学館 ジャンプ英和辞典　第３版 1,500
開隆堂出版 サンシャイン英和辞典　全面改訂版 1,200

そ　の　他

中　学　英　和　辞　典

中　学　和　英　辞　典

小　学　英　語　辞　典

中　学　国　語　辞　典

中　学　英　和　・　和　英　辞　典

小　学　漢　和　辞　典 中　学　漢　和　辞　典

小　学　国　語　辞　典 小　学　こ　と　わ　ざ　辞典
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