
———————— 令和元年10 月 1 日以降の価格改定について ————————

◎令和元年10月１日以降、消費税が 10％に引き上げられます。
◎�弊社では、消費税込みの価格表示をしております。すでに発行済みの書籍については、税込み価格を変更せず、
従来価格のまま、販売を継続いたします。
◎�例えば2,000円の書籍の場合、９月30日までは［本体価格1,852円／消費税８％�148円／税込価格2,000円］
となりますが、10月 1日以降は［本体価格 1,818 円／消費税 10％�182 円／税込価格 2,000 円］となります。
◎10月１日以降に発行する新年度版については、次のとおりの価格改定を予定しております。ご注意ください。

令和２年１月

新年版の価格改定

♦自動車整備士　問題と解説
書籍名 定価（税込）

新年版 1 級小型筆記　問題と解説　令和２年版 3,600 円

旧版 1 級小型筆記　問題と解説　令和元年版 3,500円

新年版 1級小型口述　問題と解説　令和元年版 2,200 円

旧版 1 級小型口述　問題と解説　平成 30年版 2,000円

新年版 2 級ガソリン　問題と解説　令和２年版 2,100 円

旧版 2 級ガソリン　問題と解説　令和元年版 2,000円

新年版 2 級ジーゼル　問題と解説　令和２年版 2,100 円

旧版 2 級ジーゼル　問題と解説　令和元年版 2,000円

新年版 2 級二輪　問題と解説　　令和２年 -３年版 2,600 円

旧版 2 級二輪　問題と解説　　平成 30年 - 31年版 2,500円

新年版 3 級ガソリン　問題と解説　令和２年版 1,600 円

旧版 3 級ガソリン　問題と解説　2019 年版 1,500円

新年版 3 級ジーゼル　問題と解説　令和２年版 1,600 円

旧版 3 級ジーゼル　問題と解説　2019 年版 1,500円

新年版 3 級シャシ　問題と解説　令和２年版 1,600 円

旧版 3 級シャシ　問題と解説　2019 年版 1,500円

新年版 車体整備士　問題と解説　令和２年版 2,600 円

旧版 車体整備士　問題と解説　令和元年版 2,500円

2級シャシ　問題と解説　2019-2020年版 2,500 円

3級二輪　問題と解説　2019-2020年版 2,500 円



　　　　　 ♦自動車整備士　回数別 問題と解説   
書籍名 定価（税込）

新年版 ２級ガソリン�回数別　問題と解説　令和２年版 1,100 円

旧版 ２級ガソリン�回数別　問題と解説　令和元年版 1,000円

新年版 ２級ジーゼル�回数別　問題と解説　令和２年版 1,100 円

旧版 ２級ジーゼル�回数別　問題と解説　令和元年版 1,000円

新年版 ３級ガソリン�回数別　問題と解説　令和２年版 1,100 円

旧版 ３級ガソリン�回数別　問題と解説　2019 年版 1,000円

新年版 ３級シャシ�回数別　問題と解説　令和２年版 1,100 円

旧版 ３級シャシ�回数別　問題と解説　2019 年版 1,000円

　　　　　 ♦自動車整備士　練習問題集   
書籍名 定価（税込）

新年版 １級小型　練習問題集　令和２年版 2,600 円

旧版 １級小型　練習問題集　令和元年版 2,500円

新年版 ２級ガソリン　練習問題集　令和２年版 1,500 円

旧版 ２級ガソリン　練習問題集　令和元年版 1,350円

新年版 ２級ジーゼル　練習問題集　令和２年版 1,500 円

旧版 ２級ジーゼル　練習問題集　令和元年版 1,350円

新年版 ３級ガソリン　練習問題集　令和２年版 　800 円

旧版 ３級ガソリン　練習問題集　2019 年版 　700円

新年版 ３級ジーゼル　練習問題集　令和２年版 　800 円

旧版 ３級ジーゼル　練習問題集　2019 年版 　700円

新年版 ３級シャシ　練習問題集　令和２年版 　800 円

旧版 ３級シャシ　練習問題集　2019 年版 　700円

新年版 車体整備士　練習問題集　令和２年版 　900 円

旧版 車体整備士　練習問題集　令和元年版 　800円

　　　　　 ♦自動車整備士　実力判定問題集   
書籍名 定価（税込）

新年版 実力判定問題集　２級ガソリン　令和２年版 1,200 円

旧版 実力判定問題集　２級ガソリン　2019 年版 1,000円

新年版 実力判定問題集　２級ジーゼル　令和２年版 1,200 円

旧版 実力判定問題集　２級ジーゼル　2019 年版 1,000円

新年版 実力判定問題集�３級　令和２年版 1,200 円

旧版 実力判定問題集�３級　2019 年版 1,000円



　　　　　 ♦自動車整備士　教科書ぴったりドリル   
書籍名 定価（税込）

新年版 教科書ぴったりドリル２級ガソリン　令和２年版 　550 円

旧版 教科書ぴったりドリル２級ガソリン　2019 年版 　500円

新年版 教科書ぴったりドリル２級ジーゼル　令和２年版 　550 円

旧版 教科書ぴったりドリル２級ジーゼル　2019 年版 　500円

新年版 教科書ぴったりドリル３級ガソリン　令和元年10月収録版 　450 円

旧版 教科書ぴったりドリル３級ガソリン　平成30年10月収録版 　400円

新年版 教科書ぴったりドリル３級シャシ　令和元年10月収録版 　450 円

旧版 教科書ぴったりドリル３級シャシ　平成30年10月収録版 　400円

教科書ぴったりドリル２級二輪　平成 28年10月収録版 　500円

教科書ぴったりドリル３級二輪　平成 29年３月収録版 　400円

　　　　　 ♦自動車整備に関する法令書籍   
書籍名 定価（税込）

新年版 自動車検査ハンドブック　令和２年版 2,100 円

旧版 自動車検査ハンドブック　2019 年版 2,000円

新年版 自動車検査ハンドブック　ワイド　令和２年版 2,100 円

自動車検査ハンドブック　ワイド　2019 年版 2,000円

新年版 二輪自動車検査ハンドブック　令和２年版 3,300 円

旧版 二輪自動車検査ハンドブック　平成 30年版 3,000円

自動車整備士の図解３級法令　平成 31年版 　680円



　　　　　 ♦自動車検査員　問題と解説
書籍名 定価（税込）

新年版
自動車検査員教習試験　問題と解説　北海道運輸局編

　令和２年版 3,300 円

旧版
自動車検査員教習試験　問題と解説　北海道運輸局編

　2019 年版 3,000円

新年版
自動車検査員教習試験　問題と解説　東北運輸局編

　令和２年版 3,300 円

旧版
自動車検査員教習試験　問題と解説　東北運輸局編

　2019 年版 3,000円

新年版
自動車検査員教習試験　問題と解説　北陸信越運輸局編

　令和２年版 3,300 円

旧版
自動車検査員教習試験　問題と解説　北陸信越運輸局編

　2019 年版 3,000円

新年版
自動車検査員教習試験　問題と解説　関東運輸局編

　令和２年版 3,300 円

旧版
自動車検査員教習試験　問題と解説　関東運輸局編

　2019 年版 3,000円

新年版
自動車検査員教習試験　問題と解説　中部運輸局編

　令和２年版 3,300 円

旧版
自動車検査員教習試験　問題と解説　中部運輸局編

　2019 年版 3,000円

新年版
自動車検査員教習試験　問題と解説　近畿運輸局編

　令和２年版 3,300 円

旧版
自動車検査員教習試験　問題と解説　近畿運輸局編

　2019 年版 3,000円

新年版
自動車検査員教習試験　問題と解説　中国運輸局編

　令和２年版 3,300 円

旧版
自動車検査員教習試験　問題と解説　中国運輸局編

　2019 年版 3,000円

新年版
自動車検査員教習試験　問題と解説　四国運輸局編

　令和２年版 3,300 円

旧版
自動車検査員教習試験　問題と解説　四国運輸局編

　令和元年版 3,000円

新年版
自動車検査員教習試験　問題と解説　九州運輸局編

　令和２年版 3,300 円

旧版
自動車検査員教習試験　問題と解説　九州運輸局編

　2019 年版 3,000円

新年版
自動車検査員教習試験　問題と解説　沖縄総合事務局

　令和２年版
3,500円

旧版
自動車検査員教習試験　問題と解説　沖縄総合事務局

　令和元年版



　　　　　 ♦技術マニュアル＆技術データブック   
書籍名 定価（税込）

新年版 ボデーマニュアル　令和２年版
7,800円

旧版 ボデーマニュアル　2019 年版

新年版 オイルデータハンドブック　2020 年版 3,100 円

旧版 オイルデータハンドブック　2019 年版 3,000円

新年版 バッテリー交換データブック　2019 年版 3,600 円

旧版 バッテリー交換データブック　2018 年版 3,500円

新年版 自動車打刻位置ハンドブック　R3-R4 年版 2,100 円

旧版 自動車打刻位置ハンドブック　2019 年版 2,000円

　　　　　 ♦自動車整備士　辞典・英語・計算   
書籍名 定価（税込）

自動車整備士のための自動車整備用語辞典　第７版 2,500円

自動車整備士と英語　新版 1,200円

自動車整備士�計算の基礎と問題　2019-2020年版 1,200円



　　　　　 ♦国家試験参考書
書籍名 定価（税込）

新年版 運行管理者試験　問題と解説　貨物編　2020年３月受験版 2,600 円

旧版 運行管理者試験　問題と解説　貨物編　2019年８月受験版 2,500円

新年版 運行管理者試験　問題と解説　旅客編　2020 年 3月受験版 2,600 円

旧版 運行管理者試験　問題と解説　旅客編　2019年８月受験版 2,500円

新年版 危険物取扱者試験　乙種４類　2020 年版
1,800円

旧版 危険物取扱者試験　乙種４類　2019年版

新年版 危険物取扱者試験　乙種 1・2・3・5・6類　2020 年版
2,200円

旧版 危険物取扱者試験　乙種 1・2・3・5・6類　2019 年版

新年版 危険物取扱者試験　甲種　2020 年版 2,900 円

旧版 危険物取扱者試験　甲種　2019 年版 2,800円

新年版 危険物取扱者試験　乙種４類�合格テキスト　令和２年版
1,500円

旧版 危険物取扱者試験　乙種４類�合格テキスト　2019年版

新年版 消防設備士第６類　2020 年版 2,600 円

旧版 消防設備士第６類　2019 年版 2,500円

新年版 出るとこマスター !　衛生管理者試験　令和２年版
2,500円

旧版 出るとこマスター !　衛生管理者試験　2019 年版

新年版 どんどんわかる２級ボイラー技士　令和２年版 2,000 円

旧版 どんどんわかる２級ボイラー技士　’19年版 1,800円

新年版 出るトコだけを学ぶ　測量士補試験　2020年版 2,600 円

旧版 出るトコだけを学ぶ　測量士補試験　2019 年版 2,500円

毒物劇物取扱者試験　東日本編　2019 年版
2,800円

毒物劇物取扱者試験　西日本編　2019 年版


