
No 種別 書籍名 定価(税込) ﾁｪｯｸ
1 ビジネス マーケティングをつくった人々 \2,100
2 コンピュータ もっと知りたい!!土・日でマスター JavaScript早わかりガイド \1,890
3 ビジネス 10年後あなたの本棚に残るビジネス書100 \1,260 ○
4 レジャー るるぶ兵庫神戸姫路但馬’０９ \840
5 物語 ウォーリアーズ２－１ 真夜中に \1,680 ○
6 コンピュータ Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａをすいすい使うらくワザ便利帳 \1,365
7 ビジネス TIME HACKS! \1,575 ○
8 ビジネス カリスマ・コンサルタントの稼ぐ超思考法 \1,365
9 ビジネス 世界を制した「日本的技術発想」 \945

10 ビジネス 図解 通販業界ハンドブック \1,680
11 ビジネス 頭のいい人がしている仕事の段取り術 \1,470
12 ビジネス 情報は１冊のノートにまとめなさい \1,365
13 育児 高野優の子育てハミング日和 \1,260
14 その他 笑いの日本語事典 \2,100
15 その他 世界がもし100人の村だったら 完結編 \1,260
16 勉強 「成功」と「失敗」の法則 \1,050 ○
17 ビジネス くたばれ！！教えてちゃん！ \1,260
18 コンピュータ Windows Vista できる大事典 \3,120
19 レジャー るるぶ尼崎市 \900
20 物語 アレグリアとは仕事はできない \1,470
21 勉強 １日５分頭がよくなる習慣 \1,365 ○
22 育児 手づくりおもちゃを１００倍楽しむ本 \1,470
23 ビジネス 入社１年目を生き延びるカモノハシのルール \1,050
24 その他 大人のホビー倶楽部１ RC大作戦！ \1,733
25 ビジネス 仕事力 ２週間で「できる人」になる \1,365 ○
26 レジャー るるぶ 京都 大阪 神戸’０９ \900
27 ビジネス 頭のいい人がしている午前勝負の仕事術 \1,470 ○
28 コンピュータ JavaScriptハンドブック基礎編 \1,260
29 勉強 読書進化論 \777 ◎
30 ビジネス カンブリア宮殿 村上龍×経済人 社長の金言 \800 ○
31 レジャー 子どもとでかける大阪あそび場ガイド〈2007年版〉 \1,554
32 育児 高野優のマジカル母子手帳 \1,050
33 物語 その手に乗ってはいけない！ \1,680
34 ビジネス SEの読書術 「本質を読む」力を磨く１０の哲学 \1,344 ○
35 ビジネス カモメ課長！怒鳴ってばかりじゃ、部下はついていきません！！ \1,100 ◎
36 コンピュータ コンピュータの名著・古典 １００冊 \1,680
37 勉強 効率が１０倍アップする 新・知的生産術 \1,575 ◎
38 ビジネス プロジェクトＧＴＲ \1,470
39 勉強 笑われ力 \1,260 ○
40 ビジネス マンデー・モーニング・リーダーシップ \1,365 ◎
41 ビジネス クリーンルームのおはなし \1,785
42 コンピュータ すっきりわかった！Ｃ＃ \2,604
43 コンピュータ クラウドの衝撃 \1,575 ○
44 コンピュータ クラウドコンピューティング \777
45 育児 第一子を伸びる子に育てる本 \1,260 ○
46 コンピュータ 知らないと恥をかくプログラミングの常識 \1,785
47 勉強 新時代を生きる自分力の磨き方 \1,680 ○
48 グルメ 神戸 安くておいしい！食べ放題・バイキングはここだ！ \1,575
49 コンピュータ クラウドコンピューティングの幻想 \1,554
50 物語 ウォーリアーズ２－２ 月明り \1,680 ○
51 勉強 最強の集中術 \1,575 ◎
52 勉強 アメリカの高校生が読んでいる金融の教科書 \1,785
53 コンピュータ ネット犯罪 対策マニュアル \1,995
54 ビジネス よくわかる最新自動車の基本と仕組み 第２版 \1,365
55 レジャー 子どもとでかける兵庫あそび場ガイド〈2009年版〉 \1,544
56 ビジネス 頭のいい人がしている 企画書・提案書の書き方 \1,470



No 種別 書籍名 定価(税込) ﾁｪｯｸ
57 ビジネス できる人の超★仕事術 \1,365 ○
58 その他 できる子になる間取りとインテリア \1,365
59 育児 こころがホッとするnew育児法 \1,500
60 ビジネス リーダーシップからフォロワーシップ \1,680
61 育児 子どもは「話し方」で９割変わる \840 ○
62 勉強 教養脳を磨く \1,260
63 勉強 勝間和代のお金の学校 \1,680
64 グルメ 餃子大全 \1,890
65 勉強 「やわらか脳」をつくる１１のコツ \1,365
66 コンピュータ プログラマーは芸術家であり、職人だ \1,260
67 グルメ 賞味期限がわかる本 \480
68 グルメ みんなが気になる食の安全５５の疑問 \1,000
69 その他 続・世界の日本人ジョーク集 \798
70 ビジネス リーダーになる人に知っておいてほしいこと \1,000
71 育児 みぢかなのりものどれがすき？ \550
72 育児 のりものいっぱい \580
73 育児 ぜんぶわかる のりもの ものしりずかん \893
74 勉強 親の品格 \756 ○
75 グルメ 毎日食べたいパスタ \1,260
76 グルメ 板井典夫さんのパスタ \861
77 グルメ パスタ・グラッチェ！ \1,300
78 コンピュータ クラウドコンピューティング 技術動向と企業戦略 \1,680 ○
79 ビジネス トコトンやさしい半導体の本 \1,470
80 コンピュータ クラウド大全 ＜サービス詳細から基盤技術まで＞ \2,520 ○
81 勉強 だから速読できへんねん \1,575
82 ビジネス だれかに話したくなる小さな会社 \1,470 ○
83 勉強 化粧する脳 \714
84 育児 先生たちがえらんだ子どもに贈りたい120の言葉 \1,575
85 勉強 竹中式 マトリクス勉強法 \998 ○
86 ビジネス 会社に人生を預けるな \777 ○
87 勉強 史上最強の資格勉強術 \1,365
88 コンピュータ Windowsで最強自宅サーバーをつくる本 \2,310
89 その他 うちの３姉妹 特別編 ハワイでおっぺけぺ \998
90 物語 世界がぼくを笑っても \1,260
91 その他 高校生がみつけたほんとうのこと Vol.4 \1,001
92 勉強 起きていることはすべて正しい \1,575
93 ビジネス グリーン・ニューディール 環境投資は世界経済を救えるか \735 ○
94 物語 家族への夢 \1,260 ◎
95 物語 限りなく透明に近いブルー \420
96 その他 漫才 \1,470
97 ビジネス 勝間和代 成功を呼ぶ７つの法則 \1,575
98 勉強 のうだま やる気の秘密 \1,260 ○
99 勉強 断る力 \945

100 ビジネス 仕事に役立つ「読解力」 \819
\135,687


