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報道関係者各位                              

2019年 1月。 
「丸善」は、創業 150周年を迎えます。 

 

 

 

 

 

 

丸善雄松堂株式会社 

株式会社丸善ジュンク堂書店 

丸善出版株式会社 

「丸善」は、2019 年 1 月に創業 150 周年を迎えます。これもひとえに、皆さまのご支援とご愛顧の賜物であり、ここに深く

感謝申し上げます。 

明治２年に、福澤諭吉の門下であった早矢仕有的が創業した「丸善」は、「日本の発展と、人びとの幸福に寄与する」という

想いから、爾来 150 年にわたって西洋の知識や文化を日本に紹介し、人と知との出会いをつなぐ事業を行ってまいりました。 

今私たちは、歴史の新たな 1 ページをひらき、未来へ向けて歩み始めます。 

 

丸善雄松堂、丸善ジュンク堂書店、丸善出版として、創業来の想いをしっかりと受け継ぎ、「未知をひらく、これからも。」を合

言葉に、時代とともに変化する多様な知との出会いを皆さまにお届けいたします。 

 

また、創業 150 周年を迎えるにあたり、皆さまに感謝の気持ちをお伝えするとともに、「丸善」ブランドや、「丸善」を冠する

丸善雄松堂、丸善ジュンク堂書店、丸善出版へのご理解をより一層深めていただけるよう、様々な企画を予定しております。 

 

以下、周年記念ロゴマークの制作や特設サイトの開設、記念商品の発売、イベントの開催など、その内容についてお知らせい

たします。 

 

 



 
 

🔲 150周年記念ロゴマークの制作 

150 周年を機に、丸善雄松堂、丸善ジュンク堂、丸善出版のグループ社員が一丸

となって次の 150 年へ向かうという想いを込めて、周年を記念するロゴマークを作りまし

た。デザイン案を社内公募し、90点を超える応募作品の中から社員投票で選ばれた

1 点をもとに、ロゴマークが完成しました。 

 

“本”のモチーフを「丸善」に見立て、左側はこれまで積み上げてきた歴史を、右側は

これからも続いていく未来を表現しています。ひらきかけているページは、私たちがまさに

今、次の 150 年へ向けて進もうとしていることを表しています。 

 

🔲 「丸善」創業 150周年記念サイトの開設 

150周年を記念して、特設サイトをオープンいたしました。当サイトでは、周年に関す

る記念商品やイベント情報などの「ニュース」をご案内するほか、丸善の歴史を紹介す

る「丸善の歩み」をご覧いただけます。また、丸善とかかわりのある著名な方々からのメッ

セージ「丸善と私」も、順次公開予定です。 

※丸善雄松堂、丸善ジュンク堂、丸善出版による共同運営 

 

【「丸善」創業 150 周年記念サイト URL】 

 http://150th.maruzen.co.jp/ 

 

🔲 周年記念商品の発売、イベントの開催 

創業 150周年記念 「學鐙」1897-2018（電子ブック）発売                      企画：丸善雄松堂 

丸善発行の「學鐙」は、1897 年 3 月の創刊以来現在まで続く国内最古の企業

PR誌です。その 120年のあゆみは、一企業の PR を超えて我が国の文化、文学、芸

術、社会等の分野で歴史をたどることのできる貴重な誌面です。このたび創業 150 周

年を記念して電子ブックとして公開いたします。 

【発売日】 2019 年 1 月  

※機関様向け商品です。ご購入は営業担当者までお問い合わせください。 

【商品パンフレット】 

http://kw.maruzen.co.jp/ln/ebl/ebl_doc/ebl_maruzen_yushodo_catalog201811.pdf 

創業 150周年記念文房具 第一弾 発表                               企画：丸善ジュンク堂書店 

2019年2月から、第一弾として万年筆やペンケース、ブックカバー、手ぬぐいなど20

種類以上のアイテムを発売いたします。事前のご予約が可能なアイテムもございます。

詳細は以下の URL をご覧ください。 

【URL】 

https://www.maruzenjunkudo.co.jp/info/20181130-01/ 



 
 

「日本橋 BOOKCON 2019」 開催                                  企画：丸善ジュンク堂書店 

丸善日本橋店では、本の作り手である著者や編集者が読者と交流し、本の魅力

をより直接的に届けるイベント、「日本橋 BOOKCON2019」を開催いたします。出

版社 70 社、100 のブースが出展する 4 日間の本の祭典にご期待ください。 

【開催日】 2019 年 2 月 20 日（水）～2 月 23 日（土）  

【会 場】 丸善日本橋店（東京都中央区日本橋 2-3-10） 

【出展予定出版社数】 70 社（2018年 11 月 28 日現在） 

【出展予定ブース数】  100 ブース（2018 年 11 月 28 日現在） 

創業 150周年記念出版 第 1弾                                          企画：丸善出版 

丸善出版では、周年事業の一環として、数多くの記念出版物を企画しております。

このたび、記念出版の第 1 弾として、下記の書籍を刊行いたします。 

 

 

 

 

【発売日】 2018 年 11 月以降 ※全国の書店、大学生協・売店、オンライン書店でお求めいただけます。 

【URL】 https://www.maruzen-publishing.co.jp/info/n19356.html 

丸善 150周年記念フェア ～次の半世紀まで読み継ぎたい丸善の本～          企画:丸善出版、丸善ジュンク堂書 

全国の丸善、ジュンク堂書店店頭にて、選りすぐりの書籍を展示・販売いたします。

古典、名著と言われるものから最新刊まで、識者と現場の書店担当者がセレクトした

珠玉の 1 冊をご紹介。丸善でこんな本を出していたんだ！？という発見を書店店頭で

是非！！ 

【日 時】 2019年 1 月以降 

【会 場】 丸善丸の内本店（2019 年 1 月）、丸善名古屋本店（2019 年 1 月）、丸善京都本店 

（2019 年 1 月～2 月予定）、丸善日本橋店（2019 年 2 月）等 55 店舗にて開催 

【URL】 https://www.maruzen-publishing.co.jp/info/n19358.html 

丸善 150周年記念 文庫・新書復刊企画                               企画：丸善ジュンク堂書店 

丸善では、多様な知との出会いを復刻という形でお届けします。セレクトは全国の丸善、ジュ

ンク堂書店の店員と、honto 会員の皆様からの投票により決定しました。初めて出会う本や、

再会を熱望していたあの本など、是非全国の丸善とジュンク堂書店の店舗でお探しください。 

【日 時】 2019年 1 月 10 日以降 

【販売店】 全国の丸善、ジュンク堂書店 

【刊行予定レーベル】 中公新書、朝日文庫、ちくま文庫、創元推理文庫、ハヤカワミステリ、ハヤカワ SF、河出文庫 

 

 

 

 

「国際開発学事典」（2018 年 11 月刊行） 

「人口学事典」（2018 年 11 月刊行） 

「統計科学百科事典」（2018年 12 月刊行） 

「社会思想史事典」（2019 年 1 月刊行予定） 



 
 

丸善 150周年記念 「檸檬」初版カバー販売等 オリジナル出版企画               企画：丸善ジュンク堂書店 

丸善京都店を舞台として描かれた「檸檬」（梶井基次郎 著、新潮社）を、文庫初

版のカバーデザインで丸善、ジュンク堂書店限定で発売します。また「54 字の物語 怪」

（氏田雄介 著、PHP研究所）を丸善でお買い上げのお客様には、購入特典として丸

善 150 周年にちなんだ「54 字の物語」を楽しめる特典ペーパーがついてくる！丸善の

150 周年を記念した限定企画が目白押し！ 

【日 時】 2019年 1 月以降 

【販売店】 全国の丸善、ジュンク堂書店 ※「54 字の物語」購入特典ペーパーは、丸善とジュンク堂書店で内容が異なります 

丸善 150周年記念 「丸善はじめ物語」の丸善、ジュンク堂書店での配布             企画：丸善ジュンク堂書店 

2019年の初営業日より、丸善 150周年特製リーフレット「丸善はじめ物語」の配布を、全国の

丸善、ジュンク堂書店で行います。記念企画と記念商品のご案内に加えて、丸善が原点とする物

事の紹介をさせていただく、読みごたえのある内容になっています。年明けは是非全国の丸善、ジュ

ンク堂書店へ！ 

【日 時】 2019年 1 月初営業日以降 ※各店、なくなり次第配布終了となります。 

【配布場所】 全国の丸善、ジュンク堂書店 

※プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。 

 

● 丸善雄松堂について   http://yushodo.maruzen.co.jp/ 

丸善雄松堂株式会社。（本社：東京都港区、代表者：代表取締役 松尾英介）2016 年 2 月に丸善㈱と㈱雄松堂書店は

経営統合し、丸善雄松堂㈱になりました。大学をはじめとする全国の教育・研究機関への学術資料の提供や、図書館などの教育機

関の運営業務受託等の事業を通して、日本の教育・研究の発展に貢献しています。 

 

【当社に関する問合わせ先】 丸善雄松堂株式会社 経営管理部 川澄、濱田 TEL: 03-6367-6006 FAX: 03-6367-6154 

 

● 丸善ジュンク堂書店について   https://www.maruzenjunkudo.co.jp/ 

株式会社丸善ジュンク堂書店。（本社：東京都中央区、代表者：代表取締役 中川清貴）2010 年 8 月に丸善株式会社か

ら店舗事業部門が独立し、丸善書店株式会社を設立。その後、2015 年 12 月に丸善書店株式会社と株式会社ジュンク堂書店の

合併により社名を「株式会社丸善ジュンク堂書店」に改称いたしました。愚直なまでに本と文具の品揃えにこだわり、お客様のニーズにお

応えすることを追求しています。 

 

【当社に関する問合わせ先】 株式会社丸善ジュンク堂書店 営業本部 PR企画室 TEL:03-6457-7101 

 

● 丸善出版について   https://www.maruzen-publishing.co.jp/ 

丸善出版株式会社。（本社：東京都千代田区、代表者：代表取締役 池田和博）2011 年 2 月に丸善㈱から分社し、丸善

出版㈱になりました。丸善創業当初から、理工・医療分野を中心とした専門出版社として、科学技術の発展に少なからず寄与していま

す。また現在は、人文社会系の事典の刊行、医療系など多岐にわたる映像メディア商品（DVD 等）の発行など、幅広い事業を展開

しています。 

 

【当社に関する問合わせ先】 丸善出版株式会社 書籍営業部 広告・宣伝グループ 大野、土井  

TEL:03-3512-3257 FAX:03-3512-3270 


