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簡体字練習帳 ¥1,000 914-9 新装版 できる韓国語　初級Ⅰ ¥2,000 723-7

簡体字練習帳 Ⅱ ¥1,300 ★168-7 新装版 できる韓国語　初級Ⅱ ¥2,000 886-9

台湾華語＆繁体字　練習帳 ¥1,300 ★084-0 改訂版　できる韓国語　中級Ⅰ ¥2,500 927-9

街ぶら台湾華語 ¥1,700 ★140-3 改訂版　できる韓国語　中級Ⅱ ¥2,700 ★094-9

＊旅の台湾華語 ¥1,700 ★270-7 3月29日
発売

できる韓国語 初級Ⅰワークブック ¥1,200 799-2

はじめての中国語 ¥1,500 810-4 できる韓国語 初級Ⅱワークブック ¥1,200 834-0

DVD中国語実用会話入門 ¥1,800 857-9 できる韓国語 中級Ⅰワークブック ¥1,400 977-4

日本人のための中国語発音完全教本 ¥2,200 ★098-7 ＊できる韓国語 初中級ブリッジ ¥1,700 ★263-9
3月29日

発売

紹文周の中国語発音 完全マスター ¥1,800 583-7 できる韓国語 初級Ⅰ・Ⅱ
会話トレーニング

¥1,400 800-5

紹文周の中国語ヒアリング 完全マスター ¥1,800 493-9 できる韓国語初級文型トレーニング ¥1,600 913-2

紹文周の中国語会話 完全マスター ¥1,800 555-4 できる韓国語 初級ⅠDVD ¥1,600 788-6

わくわく中国語　基礎マスター ¥1,800 488-5 新装版できる韓国語　初級　単語集 ¥1,200 998-9

わくわく中国語　会話レッスン ¥1,800 489-2 ＊MY FIRST KOREAN
　♯読みたいハングル

¥1,000 ★268-4
4月1日
発売

わくわく中国語　実践リスニング ¥1,980 490-8 はじめての韓国語 ¥1,400 957-6

改訂新版　瞬訳中国語　初級編 ¥1,800 ★204-2 ハングル超簡単マスターブック ¥1,200 811-1

改訂新版　瞬訳中国語　初中級 ¥1,800 ★205-9 ひとりでできる韓国語発音トレーニング ¥1,900 852-4

改訂新版　瞬訳中国語　中級編 ¥1,800 ★206-6 コツコツ君が行く！韓国語レッスン30日 ¥1,700 867-8

新感覚で学ぶ中国語 ¥1,800 704-6 できる韓国語慣用表現 ¥1,900 707-7

中国語基本文法のツボ ¥1,800 837-1 瞬訳韓国語　初級編 ¥1,700 715-2

先生!中国語文法のここがわかりません! ¥1,800 709-1 合格できる韓国語能力試験 TOPIKⅠ ¥1,700 950-7
基礎から発展まで
よくわかる中国語文法

¥1,900 754-1 合格できる韓国語能力試験 TOPIKⅡ ¥2,200 922-4

中国語リスニングジム ¥2,000 883-8 新・合格できる韓国語能力試験 TOPIKⅠ
必修単語集

¥1,700 ★210-3

新発想・中国語の発音 ¥1,500 618-6 ハングルの看板を読もう！ 入門編 ¥1,500 753-4

続・新発想・中国語の発音 ¥1,500 630-8 黒田福美の韓国ぐるぐる ¥1,800 858-6

新発想・イメージで覚える中国語 ¥1,600 640-7
韓国人は「アンニョンハセヨ」とは言わな
い！？

¥1,600 797-8

新発想・イメージで覚える中国語　2 ¥1,600 667-4

中国語できょうのできごと ¥1,500 660-5 合格奪取!新HSK5級
単語トレーニングブック

¥2,000 ★068-0

中国語でいまのきもち ¥1,500 809-8
合格奪取!新HSK1～4級
単語トレーニングブック

¥1,800 949-1

音読で学ぶ  中国語名文塾 ¥1,800 790-9 合格奪取!新HSK4級トレーニングブック
読解・作文問題編

¥1,800 991-0

中国語の「看板」を読もう！ ¥2,300 597-2 合格奪取!新HSK4級トレーニングブック
リスニング問題編

¥2,200 948-4

中国人観光客 おもてなしの鉄則 ¥1,500 581-3 ＊合格奪取!新HSK5級トレーニングブック
読解・作文問題編

¥2,400 ★203-5

はじめての中国語旅行会話 ¥1,800 576-9
合格奪取!新HSK5級トレーニングブック
リスニング問題編

¥2,700 ★202-8

会話で覚える中国語慣用句300 ¥2,200 796-1 　  合格奪取！中国語検定準1級・1級
　　トレーニングブック　筆記問題編

¥3,600 884-5

日本人の論語　中国人の論語 ¥2,000 945-3 合格奪取！中国語検定2級
トレーニングブック　筆記編

¥2,000 712-1
合格奪取！中国語検定2級
トレーニングブック　リスニング編

¥2,000 678-0

塚本式中国語仕事術 やさしい会話 ¥1,800 478-6     改訂版　合格奪取！中国語検定3級
    トレーニングブック　筆記編

¥1,600 978-1
塚本式中国語仕事術
事例別中国語フレーズ集

¥2,800 556-1 改訂版　合格奪取！中国語検定3級
トレーニングブック　リスニング編

¥1,600 947-7
改訂版　技術者のための
ひとこと中国語フレーズ集

¥1,800 ★079-6 改訂版　合格奪取！中国語検定4級
トレーニングブック

¥1,600 946-0

商談の中国語 ¥2,800 611-7 　　改訂版　合格奪取！中国語検定準4級
　　トレーニングブック

¥1,600 ★057-4

出るとこだけ！
中国語検定3級 合格一直線

¥2,400 921-7
出るとこだけ！
中国語検定4級 合格一直線

¥1,600 836-4

超実践的ベトナム語入門 ¥2,000 ★217-2 　　出るとこだけ！
　　中国語検定準4級 合格一直線

¥1,600 864-7
　　中国語スーパートレーニングブック
    中国語検定2級レベル編

¥2,200 752-7
    HSK 2019年度受験案内
　　(直取引店舗様のみ単品での出荷は5冊以上)

¥500 ★247-9

◆◆中国語学習関連◆◆ ◆◆韓国語学習関連◆◆

◆◆中国語検定対策◆◆

◆◆ビジネス中国語関連◆◆

◆◆ベトナム語◆◆
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