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三省堂 ウィズダム英和辞典　第４版 3,500 三省堂 新明解国語辞典　第８版　普通版（赤） 3,100 小学館 全訳古語例解辞典　第３版 2,500
三省堂 ウィズダム英和辞典　第４版　特装版 3,500 三省堂 新明解国語辞典　第８版　白版 3,100 小学館 全訳古語例解辞典　第３版　コンパクト版 1,800
三省堂 グランドセンチュリー英和辞典　第４版　 3,000 三省堂 新明解国語辞典　第８版　青版 3,100 小学館 小学館全文全訳古語辞典 2,600
三省堂 ビーコン英和辞典　第３版 2,700 三省堂 新明解国語辞典　第８版　小型版 2,900
三省堂 ビーコン英和辞典　第３版　小型版 2,300 三省堂 現代新国語辞典　第６版 2,800
三省堂 エースクラウン英和辞典　第３版 2,800 三省堂 三省堂　国語辞典　第８版 3,000
三省堂 エースクラウン英和辞典　第３版　特装版 2,800 三省堂 三省堂　国語辞典　第８版　小型版 2,800 三省堂 全訳漢辞海　第４版 3,000
三省堂 エースクラウン英和辞典　第３版　小型版 2,500 旺文社 旺文社国語辞典　第１１版 3,000 三省堂 全訳漢辞海　第４版　小型版 2,800
旺文社 オーレックス英和辞典　第２版　新装版 3,300 旺文社 旺文社国語辞典　第１１版　小型版 2,800 三省堂 新明解現代漢和辞典　 2,800
旺文社 コアレックス英和辞典　第３版 3,000 大修館 明鏡国語辞典　第３版 3,000 旺文社 旺文社漢字典　第３版　 2,900
大修館 ジーニアス英和辞典　第５版 3,500 学研プラス 学研　現代新国語辞典　改訂第６版 3,000 旺文社 旺文社漢和辞典　第５版 2,400
大修館 プラクティカルジーニアス英和辞典 2,900 学研プラス 学研　現代新国語辞典　改訂第６版　小型版 2,800 大修館 新漢語林　第２版 2,900
大修館 ベーシックジーニアス英和辞典　第２版 2,700 小学館 現代国語例解辞典　第５版 2,900 大修館 大修館　漢語新辞典 2,850
大修館 アクシスジーニアス英和辞典 3,000 小学館 新選国語辞典　第１０版 2,700 学研プラス 漢字源　改訂第６版 3,000
学研プラス アンカーコズミカ英和辞典 3,300 小学館 新選国語辞典　第１０版　ワイド版 3,000 学研プラス 漢字源　改訂第６版　特別版 3,000
学研プラス スーパー・アンカー英和辞典　第５版　新装版 3,000 ベネッセ ベネッセ表現読解国語辞典 2,800 学研プラス 学習用例漢和辞典　改訂第２版 2,000
学研プラス スーパー・アンカー英和辞典　第５版　新装版　小型版 2,900 小学館 新選漢和辞典　第８版　新装版 2,700
学研プラス ニューヴィクトリーアンカー英和辞典　第４版 2,700 小学館 新選漢和辞典　第８版　ワイド版　新装版 3,000
学研プラス アクセスアンカー英和辞典　第２版 2,200 KADOKAWA 角川新字源　改訂新版 3,000
研究社 コンパスローズ英和辞典 3,500 KADOKAWA 角川新字源　改訂新版　特装版 3,000
研究社 ルミナス英和辞典　第２版 3,200
研究社 ライトハウス英和辞典　第６版 3,000
研究社 ニュースクール英和辞典　第２版 2,700 三省堂 全訳基本古語辞典　第３版増補新装 1,900
研究社 新英和中辞典　第７版 3,200 三省堂 三省堂詳説古語辞典 2,700 研究社 四字熟語ときあかし辞典 2,200
小学館 プログレッシブ英和中辞典　第５版 3,500 三省堂 三省堂詳説古語辞典　小型版 2,400 研究社 漢字の使い分けときあかし辞典 2,300
小学館 ユースプログレッシブ英和辞典 3,000 三省堂 新明解古語辞典　第３版　 2,800 受験研究社 小学　自由自在　ことわざ・四字熟語新辞典 2,000
東京書籍 アドバンストフェイバリット英和辞典　 3,100 三省堂 全訳読解古語辞典　第５版　 2,800 小学館 プログレッシブ　大人のための英語学習辞典 3,000
東京書籍 フェイバリット英和辞典　第４版 3,000 三省堂 全訳読解古語辞典　第５版　小型版 2,100 三省堂 大辞林　第４版 9,000
東京書籍 アルファフェイバリット英和辞典　 2,762 旺文社 旺文社古語辞典　第１０版　増補版 2,900 岩波書店 広辞苑　第７版　普通版 9,000

旺文社 旺文社全訳古語辞典　第５版 2,800 岩波書店 広辞苑　第７版　机上版 14,000
三省堂 ウィズダム和英辞典　第３版 3,500 旺文社 旺文社全訳古語辞典　第５版　小型版 2,100
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 旺文社 旺文社図解全訳古語辞典 2,400
旺文社 オーレックス和英辞典　第２版 3,400 大修館 新全訳古語辞典 1,800
大修館 ジーニアス和英辞典　第３版 3,500 大修館 古語林 2,700
学研プラス スーパー・アンカー和英辞典　第４版 3,000 学研プラス 全訳古語辞典　改訂第２版 2,700
学研プラス スーパー・アンカー和英辞典　第４版　小型版 2,900 学研プラス 全訳古語辞典　改訂第２版　小型版 2,000
研究社 ルミナス和英辞典　第２版 3,400 学研プラス 学習用例古語辞典　改訂第３版 2,000
研究社 ライトハウス和英辞典　第５版 2,600 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
研究社 新和英中辞典　第５版　並装 3,600 ベネッセ ベネッセ全訳古語辞典　改訂版 2,667
小学館 プログレッシブ和英中辞典　第４版 3,500 ベネッセ ベネッセ全訳古語辞典　改訂版　携帯版 2,000
東京書籍 アドバンストフェイバリット和英辞典　 3,100 ベネッセ ベネッセ全訳コンパクト古語辞典 1,810
東京書籍 フェイバリット和英辞典　 2,800 ベネッセ ベネッセ古語辞典 2,571

和　英　辞　典
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岩波書店
岩波 国語辞典 第８版
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２０２２年度 高校辞典 注文書【千葉教販】

【 販売店名 】

ＦＡＸ ０４３－３１２－２８４７

注文日 年 月 日

※太字は新刊、改訂版になります。 千葉県教科書販売株式会社　営業部


