
業　績　一　覧

〔2019年6月21日〕
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発行日 頁数 版 執筆者 編集 発行 定価

二代小菅丹治(上巻) 1969年9月16日 237 B6 土屋 喬雄 (財)日本経営史研究所 (株)伊勢丹 ―

中上川彦次郎伝記資料 1969年10月15日 555 A5 ― (財)日本経営史研究所 東洋経済新報社 ¥2,400

五代友厚伝記資料第一巻 伝
記･書翰

1971年1月25日 603 A5 新谷 九郎 (財)日本経営史研究所 東洋経済新報社 ¥2,500

日本銀行作成 労働統計 Ⅰ･
Ⅱ

1971年10月30日
―
―

A5 ― (財)日本経営史研究所 (㈱)雄松堂書店 ¥12,000

五代友厚伝記資料第二巻 貨
幣･取引所･貿易･大阪商法会
議所･その他

1972年4月25日 545 A5 ― (財)日本経営史研究所 東洋経済新報社 ¥3,000

未踏世界への挑戦 1972年6月17日 221 A6変 林 芳典 ¥340

二代小菅丹治(下巻) 1972年9月16日 400 B6 土屋 喬雄 (財)日本経営史研究所 (株)伊勢丹 ―

クリーンエネルギーを求めて 1972年9月25日 219 A6 ― ¥340

五代友厚伝記資料第三巻 鉱
山･工業･商社･交通

1972年12月15日 524 A5 大久保 利謙 (財)日本経営史研究所 東洋経済新報社 ¥3,000

呉文聡著作集第三巻 伝記 1973年10月20日 415 A5 ― ―
(財)日本経営史
研究所

¥5,000

呉文聡著作集第一巻 著作 1973年12月10日 693 A5 ― 林 周二
(財)日本経営史
研究所

¥6,500

呉文聡著作集第二巻 論文･翻
訳･講義録

1974年2月20日 459 A5 ― 林 周二
(財)日本経営史
研究所

¥5,000

遺稿葉山好日 1974年6月19日 253 B6 鈴木 三郎助 (財)日本経営史研究所 鈴木 重明 ―

五代友厚伝記資料第四巻 外
交･年譜･政治･雑纂

1974年11月15日 274 A5 新谷 九郎 (財)日本経営史研究所 東洋経済新報社 ¥3,800

脇村義太郎著作集第三巻 石
油･海運･造船

1975年10月25日 529 B6 脇村義太郎 ¥4,300

脇村義太郎著作集第二巻 経
営者論

1975年11月25日 333 B6 脇村義太郎 ¥3,100

脇村義太郎著作集第一巻 経
営発達史

1976年3月25日 382 B6 脇村義太郎 ¥3,500

脇村義太郎著作集第四巻 大
学･本･絵

1976年5月20日 402 B6 脇村義太郎 ¥3,600

三井銀行史料２ 支店長会記
録

1977年11月1日 703 A5 ― ―
(財)日本経営史
研究所

―

三井銀行史料３ 支店長会記
録

1977年11月1日 930 A5 ― ―
(財)日本経営史
研究所

―

三井銀行史料４ 支店長会記
録

1977年11月1日 825 A5 ― ―
(財)日本経営史
研究所

―

三井銀行史料１ 営業報告書 1978年6月25日 727 A5 ― ―
(財)日本経営史
研究所

―

三井銀行史料５ 規則・資金運
用

1978年6月25日 587 A5 ― ―
(財)日本経営史
研究所

―

三井銀行史料６ 報知付録 1978年6月25日 611 A5 ― ―
(財)日本経営史
研究所

―

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

資料研究・出版本 一覧

背表紙名

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所



発行日 頁数 版 執筆者 編集 発行 定価

資料研究・出版本 一覧

背表紙名

黒船から塩の道まで 1978年11月30日 329 B6 ―
山口和雄先生古稀記念
誌刊行会

(財)日本経営史
研究所

¥4,000

憂楽五十年 (芦原義重－回顧
と展望)

1978年12月10日 355 A5 ― 由井 常彦
(財)日本経営史
研究所

―

明治経営名著集 ［全８巻］ 1978年－月－日 ― ― ― (財)日本経営史研究所
ダイヤモンド社･
雄松堂書店

¥65,000

脇村義太郎著作集第五巻 綿
業･国際通商･油槽船

1981年11月25日 491 B6 脇村義太郎 ¥5,000

牧田環伝記資料 1982年12月15日 348 A5
(財)日本経営史
研究所

¥5,000

三井両替店 1983年7月1日 502 A5
林 玲子･山口 和雄･松本 四
郎･    杉山和雄

(財)日本経営史研究所 (株)三井銀行 ―

時計工業の発達 1985年6月10日 494 A5 内田 星美 (財)日本経営史研究所 (株)服部セイコー ¥8,000

会社史総合目録 1986年2月28日 508 B5 ― ¥30,000

関西地方電気事業百年史 1987年10月25日 999 B5
橘川 武郎･橋本 寿朗･山崎 広
明･安井 国雄

(財)日本経営史研究所
関西地方電気事
業百年史編纂委
員会

¥8,000

両大戦間の横浜正金銀行 1988年12月25日 397 A5
山口 和雄･加藤 俊彦･山崎 広
明･石井 寛治･高村 直助･小
風 秀雅

¥6,000

流通の経営史 1989年3月31日 465 A5 山口 和雄 ¥7,500

黒部川 1989年11月25日 525 B5 村上 兵衛 (財)日本経営史研究所 関西電力(株) ¥2,100

脇村義太郎対談集 産業と美
術と

1990年12月6日 360 A5 ― ¥4,300

内外会社史団体史総合目録
(CD-R)

1994年3月－日 ― ― ― ―

中部地方電気事業史（上・下） 1995年3月20日
452
433

A4
山崎 広明･武田 晴人･橘川 武
郎･岡崎 哲二･日高 千景

(財)日本経営史研究所･
中部電力電気事業史編
纂委員会

中部電力(株) ―

西野恵之助伝 1996年3月－日 173 B6 ― 由井 常彦
(財)日本経営史
研究所

―

堤康次郎 1996年4月26日 465 A5
由井 常彦･前田 和利･老川 慶
喜

(財)日本経営史研究所
(株)エスピーエイ
チ

¥3,914

会社史総合目録 増補･改訂版 1996年10月31日 818 B5 ― ¥50,000

星眼の記－人と仕事の思い出 1997年12月10日 187 A5 針替 豊 (財)日本経営史研究所
東京築地青果
(株)

―

北陸地方電気事業百年史 1998年11月30日 930 A4
山崎 広明･橘川 武郎･長谷川
信･阿部 武司･鈴木 淳

(財)日本経営史研究所･
北陸地方電気事業百年
史編纂委員会

北陸電力(株) ―

山一證券の百年 1998年11月30日 462 B6 荒井 忠男
山一證券(株)社史編纂
委員会

山一證券(株) ¥2,000

豊田喜一郎伝 2001年11月3日 408 A5 和田 一夫･由井 常彦 (財)日本経営史研究所 トヨタ自動車(株) ―

関東の電気事業と東京電力
電気事業の創始から東京電力
５０年への軌跡（本史・資料）

2002年3月31日
1059
450

A4
山崎 広明･橘川 武郎･大塩
武･ 田付 茉莉子･老川 慶喜･
芝 孝夫･佐々木 聡･中村 尚史

(財)日本経営史研究所 東京電力(株) ―

関東の電気事業と東京電力
電気事業の創始から東京電力
５０年への軌跡（CD－R）

2002年3月31日 ― ― ― (財)日本経営史研究所 東京電力(株) ―

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

森川 英正

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所



発行日 頁数 版 執筆者 編集 発行 定価

資料研究・出版本 一覧

背表紙名

日本の実業家 2003年7月25日 328 B5 ―
(財)日本経営史研究所･
(社)日本工業倶楽部

日外アソシエーツ
(株)

¥8,000

成長と革新の企業経営 2004年12月15日 201 B6
和田 成史･井上 純一郎･
加藤 雄一

立教大学経済学部産学
連携教育推進委員会･
立教経済人ｸﾗﾌﾞ産学連

(財)日本経営史
研究所

¥1,800

九州電力株式会社 2007年10月1日 847 A4
橘川武郎・中村尚史・東定宣
昌・萩野喜弘・長谷川信

(財)日本経営史研究所 九州電力(株)

山田正喜子著作選集 1970～
80年代アメリカ経営者研究

2008年3月1日 724 A5 山田 正喜子 ―

セゾンの挫折と再生 2010年3月31日 252 A5
由井 常彦・田付 茉莉子・伊藤
修

(財)日本経営史研究所 (有)山愛書院 ¥1,800

山一証券100年史　上 2011年10月1日 437 A5 粕谷 誠･伊藤 修･橋本 寿朗

山一証券100年史　下 2011年10月1日 399 A5 伊藤 正直･小林 襄治

BEYOND MASS
DISTRIBUTION

2012年9月20日 187 A4 Patrick Fridenson ・由井 常彦 ―

産業経営史シリーズ１
日本の経済

2012年11月15日 220 A5
三和良一・田付茉莉子・三和
元・上田章・杉山裕

￥2200
（税別）

産業経営史シリーズ2
日本の経営

2012年12月25日 243 A5
由井常彦・三和良一・三和元・
上田章・杉山裕

￥2200
（税別）

産業経営史シリーズ3
繊維産業

2013年12月20日 230 A5 阿部武司・平野恭平
￥2200
（税別）

産業経営史シリーズ4
化学工業Ⅰ　化学肥料

2014年6月30日 263 A5 大東英祐
￥2200
（税別）

産業経営史シリーズ5
化学工業Ⅱ　石油化学

2014年6月30日 223 A5 大東英祐
￥2200
（税別）

産業経営史シリーズ6
機械工業

2015年2月20日 179 A5 沢井　　実
￥2200
（税別）

産業経営史シリーズ7
エネルギー産業

2015年3月19日 176 A5 橘川武郎
￥2200
（税別）

産業経営史シリーズ8
財閥と企業グループ

2016年5月25日 147 A5 橘川武郎
￥2200
（税別）

産業経営史シリーズ9
食品産業

2016年6月30日 187 A5 久保文克・島津淳子
￥2200
（税別）

産業経営史シリーズ10
石鹸・洗剤産業

2016年9月9日 176 A5 佐々木聡
￥2200
（税別）

　 計　66　冊

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

¥30,450

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所

(財)日本経営史研究所



会社名 背表紙名 発行日 頁数 版 執筆者

社団法人
全国市有物件災害共済会

全国市有物件災害共済会二十年史 1969年9月1日 368 B5 印南 博吉･黒田 泰行

株式会社ワコール ワコール物語 1969年11月1日 229 B5変 村上 兵衛

株式会社ワコール 努力前途三十年 1969年11月1日 110 B5変 ―

味の素株式会社 味の素株式会社　社史１ 1971年6月17日 469 B5
土屋 喬雄･坂口 謹一郎･宮本 常一･
田付 茉莉子･西村 はつ

トピー工業株式会社 五十年史 1971年10月1日 443 A5変 永井 曠史

日本電気株式会社 日本電気株式会社七十年史 1972年7月1日 515 A4 林 芳典･栂井 義雄･松井 好･片方 善治

味の素株式会社 味の素株式会社　社史２ 1972年9月30日 559 B5 赤堀 四郎･三和 良一

日本ゼオン株式会社 日本ゼオン二十年史 1972年11月20日 475 B5 中川 敬一郎･大東 英祐･影山 喜一

王子製紙株式会社 製紙業の１００年 ◎紙の文化と産業 1973年6月1日 347 A5変
栂井 義雄･宮本 常一･宮本 又次･由井 常
彦

古河鉱業株式会社 創業１００年史 1976年3月31日 768 B5
安藤 良雄･杉山 和雄･伊牟田 敏充･
柴垣 和夫･原 朗

株式会社三井銀行 三井銀行１００年のあゆみ 1976年7月1日 337 A5変 朝倉 孝吉･杉山 和雄

株式会社三井銀行
ＴＨＥ ＭＩＴＳＵＩ ＢＡＮＫ  Ａ Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ
ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ １００ Ｙｅａｒｓ

1976年7月-日 192 A5 ―

三井物産株式会社 挑戦と創造 三井物産１００年のあゆみ 1976年7月1日 390 B6 林 芳典

三井物産株式会社 回顧録 1976年7月1日 468 A5 三和 良一

三井物産株式会社
ＴＨＥ １００ ＹＥＡＲ ＨＩＳＴＯＲＹ ＯＦ
 ＭＩＴＳＵＩ ＆ ＣＯ．，ＬＴＤ １８７６－１９７６

1977年7月-日 325 A5 ―

関西電力株式会社 関西電力二十五年史 1978年3月25日 621 A4変 久保田 晃･坂口 昭･森 真澄

社団法人経済団体連合会 経済団体連合会三十年史 1978年5月25日 993 B5
武田 晴人･橋本 寿朗･河合 忠彦･小林 清
人

三井物産株式会社 稿本 三井物産株式会社１００年史 上 1978年7月20日 503 B5 ―

三井物産株式会社 稿本 三井物産株式会社１００年史 下 1978年7月20日 539 B5 ―

東京海上火災保険株式会社 東京海上火災保険株式会社百年史 上 1979年8月1日 775 B5 由井 常彦･杉山 和雄･田付 茉莉子

東京海上火災保険株式会社 東京海上の１００年 1979年8月1日 372 B6 林 芳典

東京海上火災保険株式会社
ＴＨＥ ＴＯＫＩＯ ＭＡＲＩＮＥ ＆ ＦＩＲＥ ＩＮＳ
ＵＲＡＮＣＥ １８７９－１９７９ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ
ＣＥＮＴＵＲＹ

1980年11月-日 209 A5 ―

味の素株式会社 ´７０年代の記録 1980年12月25日 455 B5 三和 良一･中村 清司･山倉 健嗣

明治生命保険相互会社 明治生命百年史 1981年7月9日 402 B5変 杉山 和雄･志村 嘉一

会社史（研究受託および編集指導） 一覧



会社名 背表紙名 発行日 頁数 版 執筆者

会社史（研究受託および編集指導） 一覧

明治生命保険相互会社 創造への挑戦 明治生命の１００年 1981年7月9日 273 B6変 佐藤 長秀

明治生命保険相互会社
近代生命保険生成史料
（創業百周年記念）

1981年7月25日 642 B5 由井 常彦･田付 茉莉子

小野田セメント株式会社 小野田セメント百年史 1981年8月1日 839 B5
伊牟田 敏充･山崎 広明･宇田川 勝･
橋本 寿郎･武田 晴人

沖電気工業株式会社 沖電気１００年のあゆみ 1981年11月1日 438 B6 林 芳典

日本農薬株式会社 五十年史 1981年11月17日 469 B5 田中 学･小林 清人

日本ゼオン株式会社 ７０年代ゼオンの歩み 1981年11月30日 354 B5変 武田 晴人･長谷川 信･橘川 武郎

東京海上火災保険株式会社 東京海上火災保険株式会社百年史 下 1982年3月31日 1033 B5 山崎 広明

明治生命保険相互会社 明治生命百年史 資料 1982年11月25日 798 B5 由井 常彦･田付 茉莉子

泉自動車工業株式会社 泉自動車工業６０年の歩み 1983年10月20日 316 A5 永井 曠史

日本輸出入銀行 三十年の歩み 1983年12月28日 627 B5 志村 嘉一･小林 清人

富士ゼロックス株式会社
ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ　Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ ２０ Ｙｅａｒｓ
 １９６２～１９８２

1983年12月-日 307 A5 ―

大阪商船三井船舶株式会社 風濤の日日　商船三井の百年 1984年11月1日 460 B6 山本 剛士

阪神電気鉄道株式会社 阪神電気鉄道八十年史 1985年4月12日 627 B5 湯沢 威･熊沢 孝･今城 光英

三井不動産株式会社 三井不動産四十年史 1985年6月26日 680 B5 中井 信彦･橘川 武郎･中村 清司

株式会社三豊製作所 五十年史 1985年7月1日 416 A5 林 芳典･荒井 忠男

大阪商船三井船舶株式会社 創業百年史 1985年7月20日 863 B5
中川 敬一郎･小林 正彬･田付 茉莉子･
前田 和利･柴垣 和夫･橋本 寿朗･地田 知
平

大阪商船三井船舶株式会社
Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ Ｃｅｎｔｕｒｙ ｏｆ Ｍｉｔｓｕｉ
 Ｏ．Ｓ．Ｋ．Ｌｉｎｅｓ，Ｌｔｄ. 1985年7月-日 244 A5 ―

日本電子株式会社 日本電子三十五年史 1986年3月1日 471 A4変
内田 星美･一寸木 俊昭･中村 清司･小野
彦昭

財団法人国際文化教育交流
財団

石坂記念財団１０年のあゆみ
１９７６～１９８６

1986年3月6日 125 B5変 山本 剛士

日本郵船株式会社 ニ引の旗のもとに　日本郵船百年の歩み 1986年3月25日 411 A5 林 芳典

三楽株式会社 三楽５０年史 1986年5月-日 567 B5 由井 常彦･小早川 洋一･田中 学

株式会社三豊製作所
ＴＨＥ ５０－ＹＥＡＲ ＨＩＳＴＯＲＹ ＯＦ
ＭＩＴＵＴＯＹＯ

1986年10月-日 203 A5 ―

株式会社日本ビジネス・コンサ
ルタント

ＮＢＣ２５年史 1986年3月31日 354 B5 ―

全日本海員組合 全日本海員組合四十年史 1986年10月31日 602 B5
田付 茉莉子･柴垣 和夫･杉山 武彦･笹木
弘･地田 知平
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日本製粉株式会社 九十年史 1987年2月28日 464 B5 田中 学･由井 常彦

共同印刷株式会社 共同印刷９０年史 1987年6月25日 533 B5 ―

三菱信託銀行株式会社 三菱信託銀行六十年史 1988年6月15日 882 B5
杉山 和雄･伊牟田 敏充･本間 靖夫･伊藤
修･佐藤 政則

日新火災海上保険株式会社 日新火災八十年のあゆみ 1988年8月1日 263 B6 山本 剛士

日本郵船株式会社 日本郵船株式会社百年史 1988年10月-日 901 B5
山口 和雄･小風 秀雅･杉山 和雄･山下 幸
夫･三和 良一･今城 光英

日本郵船株式会社 日本郵船株式会社百年史 1988年10月-日 919 B5 ―

日本郵船株式会社 近代日本海運生成史料 1988年10月-日 501 B5 ―

日本アイ・ビー・エム株式会社
情報処理産業年表，コンピューター発達
史，   ５０年史 1988年10月-日 575 B5変

由井 常彦･内田 星美･長谷川 信･中村 清
司

トヨタ自動車株式会社
ＴＯＹＯＴＡ A Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ ５０
 Ｙｅａｒｓ

1988年-月-日 522 A5 ―

三菱製紙株式会社 更上一層樓 三菱製紙９０年のあゆみ 1990年5月31日 374 B5変 林 芳典

味の素株式会社 味をたがやす－味の素八十年史－ 1990年7月14日 130 B5変
山本 剛士･橘川 武郎･三和 良一･中村 清
司

セゾングループ セゾンの歴史 上巻 1991年4月26日 458 A5 由井 常彦･田付 茉莉子･柳沢 遊

三菱製紙株式会社 三菱製紙資料目録 (創業～昭和４０年) 1991年5月31日 115 A4 ―

セゾングループ セゾンの歴史 下巻 1991年6月30日 635 A5 橋本 寿朗･小山 周三

株式会社フジタ
フジタ８０年のあゆみ
 建設業の革新をめざして

1991年9月23日 407 A5 荒井 忠男

古河電気工業株式会社 創業１００年史 1991年9月30日 614 B5 武田 晴人･長谷川 信･大東 英祐

セゾングループ セゾンの発想 1991年11月25日 454 A5
上野 千鶴子･中村 達也･田村 明･橋本 寿
朗･三浦 雅士

日本生命保険相互会社
Ｔｈｅ １００－Ｙｅａｒ Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｎｉｐｐｏｎ
 Ｌｉｆｅ

1991年-月-日 389 A5 ―

新和海運株式会社 新和海運三十年史 1992年9月24日 397 A5 山本 剛士

日本火災海上保険株式会社
気持ちあたらしく 日本火災１００年の
あゆみ

1992年10月1日 360 A5 千野 俊猛

光洋精工株式会社 光洋精工７０年史 1993年3月31日 581 B5 植田 浩史･宮島 英昭･中村 清司

花王株式会社 花王史１００年（１８９０～１９９０年) 1993年3月-日 905 B5 由井 常彦･工藤 章･武田 晴人

明治生命保険相互会社 目で見る明治生命の１１０年 1993年3月-日 273 A4変 由井 常彦･田付 茉莉子･木村 昌人

住友海上火災保険株式会社
ＳＵＭＩＴＯＭＯ ＭＡＲＩＮＥ ＆ ＦＩＲＥ
 ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ・ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＣＥＮＴＵＲＹ 1993年9月-日 250 A5変 ―
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住友海上火災保険株式会社 住友海上の１００年－チャレンジの軌跡 1993年10月1日 322 B6 田付 茉莉子･佐野 美津子

株式会社フジタ
フジタ８０年のあゆみ
建設業の革新をめざして

1994年3月31日 650 A4変
三和 良一･斎藤 憲･鈴木 恒夫･佐々木 聡･
森 真澄

三井海上火災保険株式会社 朱龍・三井海上ものがたり 1994年3月31日 350 B6 林 芳典

富士ゼロックス株式会社
ＴＨＲＥＥ DECADES ＯＦ ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ
 １９６２～１９９２

1994年4月-日 254 A5 ―

第一屋製パン株式会社
おいしさにまごころこめて
　第一パン４５年のあゆみ

1994年6月1日 390 B5変 中島 正道･森 真澄

東京海上火災保険株式会社 東京海上最近１０年史 1994年9月30日 448 B5 山崎 広明･阿部 武司･沢井 実

富士ゼロックス株式会社 富士ゼロックスの歴史<１９６２～１９９２> 1994年10月1日 517 A4変 鈴木 良隆･大東 英祐･湯沢 威･中村 清司

住友海上火災保険株式会社 住友海上火災保険株式会社百年史 1995年1月31日 1004 B5
田付 茉莉子･米山 高生･山崎 広明･
橋本 寿朗･佐藤 政則

日本ガイシ株式会社 日本ガイシ７５年史 1995年3月20日 743 B5変
柴垣 和夫･伊藤 正直･長谷川 信･橘川 武
郎

吉田工業株式会社
挑戦と創造の最近１０年史
（ＹＫＫ６０周年記念）

1995年3月30日 298 A5 荒井 忠男

呉羽化学工業株式会社 呉羽化学五十年史 1995年4月26日 511 B5 由井 常彦･大東 英祐･田付 茉莉子

日本火災海上保険株式会社 日本火災海上保険株式会社百年史 1995年12月6日 932 B5
杉山 和雄･伊牟田 敏充･波形 昭一･
本間 靖夫･松本 貴典

三井海上火災保険株式会社 三井海上火災保険株式会社七十五年史 1996年3月28日 969 B5 麻島 昭一･由井 常彦･齋藤 憲･大塩 武

コスモ石油株式会社 創業ふたたび－コスモ石油１０年史－ 1996年10月25日 449 B6 山本 剛士

株式会社きんでん 夢を架ける 誠・根・努の経営 (上・下) 1996年10月30日
364
380

B6 今吉 賢一郎

伊藤忠燃料株式会社
限りなき前進　伊藤忠燃料三十五年の歩
み

1997年1月28日 507 B5 武内 孝夫

東京築地青果株式会社 東京築地青果株式会社五十年史 1997年12月10日 234 A5 老川 慶喜

東レ株式会社 東レ７０年史 1997年12月15日 1022 A4変
由井 常彦･鈴木 恒夫･山崎 広明･大東 英
祐･田付 茉莉子

小岩井農牧株式会社 小岩井農場百年史 1998年3月31日 560 B5変 村上 兵衛

東レ株式会社
ＴＨＥ ＨＩＳＴＯＲＹ ＯＦ ＴＯＲＡＹ
１９２６－１９９６

1999年1月-日 303 A5変 ―

東レ株式会社 時代を拓く 東レ７０年のあゆみ 1999年5月18日 277 B6 青柳 潤一

三菱製紙株式会社 三菱製紙百年史 1999年6月30日 726 B5
佐藤 政則･杉浦 勢之･山崎 志郎･神山 恒
雄

株式会社データサービス データサービス３５年史 2000年2月18日 140 B5 由井 常彦･内田 金生

第一中央汽船株式会社 稿本 第一中央汽船史 2000年3月31日 323 B5 田付 茉莉子･小出 修三･杉山 武彦
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万有製薬株式会社 いのちを考えて８５年 万有製薬のあゆみ 2000年5月17日 337 B6 青柳 潤一

日本電気株式会社 ＮＥＣの１００年 情報通信の歩みとともに 2000年7月17日 337 B6 荒井 忠男

花王株式会社 花王史 年表（１９９０～２０００年） 2000年11月24日 273 B5 ―

マブチモーター株式会社 マブチモーターの半世紀 2001年1月-日
330
373

B6 林 芳典･村尾 国士

万有製薬株式会社
Medicine for the People The First 85
years of Banyu Pharmaceutical

2001年1月-日 271 A5 青柳 潤一

沖電気工業株式会社 進取の精神　沖電気１２０年のあゆみ 2001年11月1日 472 B5変 長谷川 信･石田 修大

日本電気株式会社 日本電気株式会社百年史 2001年12月25日 983 A4変
植田 浩史･長谷川 信･橋本 寿朗･橘川 武
郎･米倉 誠一郎･中村 清司

三菱ガス化学株式会社 三菱ガス化学三十年史 2002年3月31日 720 B5 大東 英祐･石井 晋･井原 基

沖電気工業株式会社
Ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ Ｓｐｉｒｉｔ ： Ｔｈｅ １２０－Ｙｅａｒ
 Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｏｋｉ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ

2002年6月-日 268 A5 長谷川 信

万有製薬株式会社 萬有製薬八十五年史 2002年7月31日 507 B5変 由井 常彦･大東 英祐

旭化成株式会社 旭化成八十年史 2002年12月5日 807 A4変
内田 星美･渡辺 純子･藤井 信幸･平井 岳
哉･鈴木 恒夫･田付 茉莉子

株式会社東京証券取引所 東京証券取引所５０年史 2002年12月20日 1002 A4変
伊藤 正直･小林 襄二･杉浦 勢之･靍見 誠
良

日本電気株式会社 ＮＥＣ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ １８９９－１９９９ 2002年12月-日 336 A5変 鈴木良隆

明治生命保険相互会社 明治生命百二十年史 １８８１～２００１ 2003年3月25日 441 B5 田付 茉莉子･渡辺 純子･伊藤 正直

明治生命保険相互会社 新世紀・新創業の誓い 明治生命の１２０年 2003年3月25日 258 B6変 村尾 国士

旭化成株式会社
Ａｓａｈｉ ｋａｓｅｉ ： Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ 80 Ｙｅａｒｓ
旭化成の８０年

2003年6月30日 169 文庫 田付 茉莉子

大塚製靴株式会社 大塚製靴 株式会社五十年 2003年8月15日 332 B5 老川 慶喜

株式会社関西さわやか銀行 関西さわやか銀行史－３年間のあゆみ 2004年1月-日 136 A5変 齊藤 直

大東京火災海上保険株式会
社

大東京火災海上史 2004年3月31日 653 B5 山崎 志郎･杉浦 勢之･佐藤 政則

第一生命保険相互会社 第一生命百年史 2004年3月-日 935 B5 第一生命100年史編纂室

株式会社商船三井 商船三井二十年史(1984-2004) 2004年12月20日 275 B5 三和 良一･後藤 伸･田付 茉莉子

ＨＯＹＡ株式会社 ＨＯＹＡのマネジメント 2005年9月30日 127 A4変 鈴木 良隆

東京海上火災保険株式会社 東京海上百二十五年史 2005年10月1日 746 B5 齊藤 直･伊藤 修･沢井 実

阪神電気鉄道株式会社 阪神電気鉄道百年史 2005年12月27日 916 B5 宮本 又郎･小川 功･老川 慶喜･廣田 誠
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ＨＯＹＡ株式会社
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｉｎ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ
 ＨＯＹＡ  ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 2005年12月30日 127 A4変 鈴木 良隆

ダイキン工業株式会社 世界企業への道―ダイキン工業８０年史 2006年6月30日 572 A5 谷本 雅之･植田 浩史

コスモ石油株式会社 飛躍へのかけ橋 2006年10月25日 239 B5 橘川 武郎

ダイキン工業株式会社
The 80-Year History of Daikin Industries
1924-2004

2006年12月　日 342 A5 田付 茉莉子

ダイキン工業株式会社 通向 全球性企业之路 2006年12月20日 204 A5 田付 茉莉子

JSR株式会社 可能にする、化学を。―JSR50年の歩み 2008年12月16日 691 A4変 大東 英祐

日本たばこ産業株式会社 日本たばこ産業―百年のあゆみ― 2009年9月15日 398 A5 三和 良一・鈴木 俊夫

日本たばこ産業株式会社 The First Century of Japan Tabacco Inc. 2009年12月16日 404 A5 三和 良一・鈴木 俊夫

チッソ株式会社 風雪の百年　チッソ株式会社史 2011年9月20日 656 A4変 三和良一監修

ヨシモトポール株式会社 美しいくにづくりの半世紀 2011年12月2日 246 A4変 ―

NSユナイテッド海運株式会社 新和海運史 2011年12月20日 373 B5 三和 良一

第一中央汽船株式会社 稿本　第一中央汽船史　1892～2010 2012年2月7日 398 B5 田付 茉莉子･杉山 武彦･大島 久幸

三井不動産株式会社 三井不動産七十年史 2012年3月1日 813 B5 由井常彦・老川慶喜・中村尚史・髙嶋修一

国分株式会社 日本橋で三百年 2012年5月1日 311 B5 石田修大

キャノン株式会社
挑戦の70年、そして未来へ
キャノン70年史

2012年11月20日 732 A4変 ―

YKK株式会社
YKK80年史
挑戦の軌跡---そして未来へ

2014年11月1日 551 A5 ―

ダイキン工業株式会社 拓く-ダイキン工業90年史 2015月7月27日 729 A5変 谷本 雅之･植田 浩史

ダイキン工業株式会社 継ぐ-　ダイキン工業90年物語(継承編） 2015月7月27日 260 B6 石田修大

国分株式会社 国分三百年史 2015年10月10日 546 A5 谷本 雅之･大島朋剛・田付茉莉子

ダイキン工業株式会社
Shaping the Future:The 90-Year　History
　of Daikin Industries 1924-2014

2015/11月 419 A5変 田付茉莉子

ダイキン工業株式会社
People.At the heart of our DNA The
90-Year　History　of Daikin Industries 2015/11月 239 B6 石田修大

ダイキン工業株式会社 拓く-ダイキン工業90年史（中国語版） 2015/11月 180 A5変 田付茉莉子

ダイキン工業株式会社
継ぐ-　ダイキン工業90年物語（継承編）
（中国語版）

2015/11月 235 B6 石田修大

YKK株式会社
80Years of YKK 1934-2014
Past Endeavors -Future　Trajectory

2015/11月 342 A5 長谷川信

ダイキン工業株式会社 拓く-ダイキン工業90年史（スペイン語版） 2016/7月 464 A5変 田付茉莉子
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ダイキン工業株式会社
継ぐ-　ダイキン工業90年物語（継承編）
（スペイン語版）

2016/7月 259 B6 石田修大

ダイキン工業株式会社
継ぐ-　ダイキン工業90年物語（継承編）
（トルコ語版）

2016/7月 233 B6 石田修大

株式会社かんぽ生命保険 簡易生命保険誕生100周年史 2017/10月 725 A4変 田付茉莉子・大石直樹・齊藤直・伊藤修

計　148冊


