
提供パックのご案内  
※「提供価」は配信手数料込みの価格です。 

学校のお客様：学校教育ICT推進センター ☎03-5719-2501    ✉school＠kinokuniya.co.jp 
その他のお客様：デジタル情報営業部    ☎ 03-6910-0518  ✉ ict_ebook@kinokuniya.co.jp  

KADOKAWA 読み放題パック 

KADOKAWA読み放題パックについて 

KADOKAWA「角川つばさ文庫：厳選（朝読おすすめ）」パック 

50
冊set 

March 2022 

ライセンス条件：12ヶ月（固定）*1 

                    同時接続数制限なし（期間内読み放題） 

ライセンス期間：指定月1日～有効期間月末 

                   （前月20日までにご発注ください） 

販売期間     ：2022年4月～2023年3月*2 

 
*1：2022年5月1日より利用開始の場合、2023年4月末日までのご利用となります。年度でのご契約 
    （2022年5月1日～2023年3月末日まで）はできません。 
 

*2：販売期間は最長で2023年4月開始（発注日2023年3月）までになります。以後の更新、販売に 
      ついては決まりしだいご案内します） 

提供価： 
178,976円(税別) 

「新訳 名犬ラッシー」「家なき子」「美女と野獣」「怪盗 
紳士 アルセーヌ・ルパン」など人気名作を集めました 

作品リストは裏面へ→ 

マルチ・ライセンス新商品のご案内 

クラス全員で同じ本を 
読むことができます！ 

「朝読」等にご検討ください 

「講談社 読み放題パック」に加え、KADOKAWAの読み放題パックの提供を始めます。 
さらなる電子図書館の利用促進に向け、ぜひご活用ください。 

「講談社 読み放題パック」 
も発売中！カタログはこちらから 

※「KADOKAWAパック」と一部条件が異なります 
100

冊 

100

冊 

 50

冊 

https://mirai.kinokuniya.co.jp/wp-content/uploads/2022/02/Yomihodai_2022Kodansha.pdf


■KADOKAWA「角川つばさ文庫：厳選（朝読おすすめ）」パック 
作品名 著者 

妖怪大戦争ガーディアンズ  渡辺 雄介 映画脚本／山室 有紀子 文／ひと和 絵 

プレイボール ぼくらの野球チームをつくれ！ 山本 純士／宮尾 和孝 

パンダのシャンシャン日記 どうぶつの飼育員さんになりたい！ 万里 アンナ／ものゆう 

身代わり伯爵の冒険 清家 未森／ねぎし きょうこ 

ママは12歳  山中 恒 作／上倉 エク 絵 

地獄たんてい織田信長 クラスメイトは戦国武将!? りょくち 真太／金林 洋 

この学校に、何かいる 百瀬 しのぶ 作／有坂 あこ 絵 

鉄研ミステリー事件簿 1 山手線パズルの巻 松原 秀行 作／加藤 アカツキ 絵 

ちょい能力でいこう！ 転校生は透明人間!?のまき 伊豆 平成／あきづき りょう 

名犬ラッシー エリック・ナイト 作／中村 凪子 訳／馬場 彰子 訳／裕龍 ながれ 絵 

ネイビー 話すことができるイルカ 姫川 明月 

おりの中の46ぴきの犬 なりゆき わかこ 作／あやか 挿絵 

天才！ 科学探偵Ｗヘンリー 椎名 雅史／裕龍 ながれ 

ジャングル・ブック キップリング 作／山田 蘭 訳／姫川 明月 絵 

ここは妖怪おたすけ委員会 1 妖怪スーパースターズがやってきた☆ 宮下 恵茉 作／いちご イチエ 絵 

家なき子 エクトル・マロ 作／こぐれ 京 文／ののはら けい 絵 

今泉先生のゆかいな動物日記 今泉 忠明 作／きっか 絵 

三銃士 王妃の首かざりを追いかけろ！ アレクサンドル・デュマ／志麻 友紀／沖 麻実也 

学校犬バディ 高倉 優子 著／吉田 太郎 監修／烏羽 雨 挿絵 

ロックとマック 東日本大震災で迷子になった犬 なりゆき わかこ／東海林 綾／ドックウッド／つがね ちかこ 

フランダースの犬 ウィーダ 作／中村 凪子 訳／烏羽 雨 絵 

ラブ友 1 出会ったキセキ、キラキラの友情 相坂 ゆうひ 作／ささむら もえる 絵 

美女と野獣 ボーモン夫人 作／鈴木 豊 訳／ひと和 絵 

あしながおじさん ジーン・ウェブスター 作／中村 凪子 訳／ユンケル 絵 

駅伝ガールズ 菅 聖子 作／榎 のと 絵 

魔界王子レオン 1 猫色の月と歌えないウサギ 友野 詳 作／椋本 夏夜 絵 

天国に行った看板ねこ なな なりゆき わかこ／あやか 

ねこまたのおばばと物の怪たち 香月 日輪 作／みもり 絵 

オバケがシツジの夏休み 田原 答／渡辺ナベシ 

くもの糸・杜子春 芥川 龍之介 作／ひと和 絵 

恋する5ページ名作 百瀬 しのぶ 作／枸橘 絵 

イケカジなぼくら 1 お弁当コンテストを攻略せよ☆ 川崎 美羽 作／an 絵 

世界一周とんでもグルメ はらぺこ少女、師匠に出会う 廣嶋 玲子／モタ 

大江戸神龍伝バサラ! 1 龍、覚醒せり。 楠木 誠一郎 作／裕龍 ながれ 絵 

世界を動かすことば 百瀬 しのぶ 作／ちーこ 絵 

僕とおじいちゃんと魔法の塔 香月 日輪 作／亜円堂 絵 

この船、地獄行き 山中 恒／ちーこ 

七宮さん家のフシギなおしごと（１） はじまりはプロポーズ!? 二本木 ちより／釜田 

飛べ!ぼくらの海賊船 1 鷹見 一幸 作／岸和田 ロビン 絵 

怪盗紳士 アルセーヌ・ルパン モーリス・ルブラン／高野 優／池畑 奈央子／伊藤 直子／臼井 美子
／大林 薫／田中 裕子／しゅー 

大江戸もののけ物語 川崎 いづみ 文／渡辺 ナベシ 絵 

あばれはっちゃく ワンぱく編 山中 恒 作／うみこ 絵 

ファースト・ステップ ひよっこチームでダンス対決!? 西本 紘奈／月太 陽 

アルプスの少女ハイジ ヨハンナ・シュピリ 作／万里 アンナ 文／うっけ 絵 

トンデモ探偵団 作戦1 学校の迷路とかくされた金貨 依田 逸夫 作／秋★枝 絵 

怪盗は8日にあらわれる。 松原 秀行 作／菅野 マナミ 絵 

海底2万マイル ジュール・ベルヌ 作／番 由美子 訳／けーしん 絵 

ブルーなあたしとピンクなぼく ２人の入れ替わり大作戦!? イノウエ ミホコ／立樹 まや 

名探偵シャーロック・ホームズ コナン・ドイル 作／石田 文子 訳／大庭 賢哉 絵 

青い鳥） メーテルリンク 作／こぐれ 京 文／ののはら けい 絵 


