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印刷版 購読開始： 　　  年  　　 月 1年間（12号分） 14,700元

PDF閲覧版 購読開始： 　　  年  　　 月 ID権限（一つ） 8,820元

PDF印刷版 購読開始： 　　  年  　　 月 ID権限（一つ） 14,700元

前年分 購読開始：  　　  年  　　 月 12号分 7,800元

整体报告 購読開始：  　　  年  　　 月 1年間（12号分） 28,800元

視点·特集 購読開始：  　　  年  　　 月 1年間（12号分） 9,600元

自動車メーカー 購読開始：  　　  年  　　 月 1年間（12号分） 7,800元

省エネ・新エネ車 購読開始：  　　  年  　　 月 1年間（12号分） 6,000元

部品業界 購読開始：  　　  年  　　 月 1年間（12号分） 5,800元

産業・政策・市場 購読開始：  　　  年  　　 月 1年間（12号分） 4,200元

印刷版 購読開始： 　　  年  　　 月 1年間（12号分） 16,000元

PDF閲覧版 購読開始： 　　  年  　　 月 ID権限（一つ） 9,600元

PDF印刷版 購読開始： 　　  年  　　 月 ID権限（一つ） 16,000元

前年分 購読開始：  　　  年  　　 月 12号分 8,600元

印刷版 購読開始： 　　  年  　　 月 1年間（12号分） 16,000元

PDF閲覧版 購読開始： 　　  年  　　 月 ID権限（一つ） 9,600元

PDF印刷版 購読開始： 　　  年  　　 月 ID権限（一つ） 16,000元

年度合订本 購読開始：  　　  年  　　 月 12期月报合订本 14,400元

月刊 印刷版 購読開始： 　　  年  　　 月 1年間（12号分） 14,700元

月刊 印刷版 購読開始： 　　  年  　　 月 1年間（12号分） 14,700元

2016年新刊 印刷版 2016年１月発行 250P 11,500元

2015年新刊 印刷版 2015年9月発行 291P 10,700元

2015年新刊 印刷版＋CD 2015年4月発行 323P+CD 9,000元

2014年刊 印刷版＋CD 2014年11月発行 319P+CD 8,500元

2014年刊 印刷版＋CD 2014年8月発行 291P+CD 9,500元

2013年刊 印刷版＋CD 2013年6月発行 154P+CD 6,000元

2015年版 PDF印刷版 2015年3月発売 1,000元

2015年版 PDF印刷版 2015年3月発売 1,000元

2015年新报告 印刷版 2015年12月発行 310P 9,000元

2015年新刊 印刷版 2015年9月发行 369P 8,500元

2015年新刊 印刷版 2015年8月発行 387P 7,200元

2014年刊 印刷版 2014年6月発行 220P 7,200元

日本 日本自動車部品産業年鑑 2015 2015年新刊 印刷版 2015年10月発行 367P 7,900元

2016年新刊 印刷版 2016年2月発行 300P+CD 10,000元

ASEAN自動車産業 2015 2015年新刊 印刷版 2015年12月発行 424P+CD 9,000元

欧州 2014年刊 印刷版 2014年12月発行 259P+CD 8,500元
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2015年新報告 PDF版 2015年8月発行 136P 40,000元

2015年新報告 PDF版 2015年5月発行 330P 29,800元

2015年新報告 PDF版 2015年12月発行 150P 28,000元

毎月末配信前月分 Excel版 購読開始： 　　  年  　　 月 1年間（12回） 4,200元

毎月末配信前月分 Excel版 購読開始： 　　  年  　　 月 1年間（12回） 4,200元

詳細版（見本無料） 毎月末配信前月分 Excel版 購読開始：  　　  年   　　 月 1年間（12回） 36,000元

簡略版（見本無料） 毎月末配信前月分 Excel版 購読開始：  　　  年   　　 月 1年間（12回） 24,000元

毎月配信 Excel版

毎月配信 Excel版 購読開始： 　　  年  　　 月 1年間（12回） 2,000元

毎月配信 Excel版 購読開始： 　　  年  　　 月 1年間（12回） 2,000元
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