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丸善 150 年史

1869（明治2）年 1月1日、丸屋商社を横浜に創業（事実上日本の株式会社第一号）
 『丸屋商社之記』制定

1870（明治3）年 東京日本橋に、丸屋善七店（書店）開設（現在の日本橋店）
 丸屋から『袖珍薬説』を出版（丸善出版物の最初）

1871（明治4）年 大阪に大阪支店丸屋善蔵店（書店・薬店）開設
 丸屋善七店となりに「唐物（とうぶつ）店」を開業
 細流会社（積立貯金組合）設立
 （明治8年に「交銀私局」。貯蓄銀行として営業）

1872（明治4）年 京都に京都支店丸屋善吉店（書店・薬店）開設（明治12年閉店）
 慶應義塾内の衣服仕立局を引継いだ丸屋裁縫店、また丸屋指物店（西洋家具製造販

売）も経営（共に銀座）
 横浜薬店２階に英学研究生養成のための研究舎を開設

1873（明治6）年 横浜に唐物店開業
 日本橋店にて「西洋帳合之法」（西洋式簿記）公開講習実施

1874（明治7）年 「死亡請合規則」制定（後の明治生命へ継承〔現・明治安田生命〕）
 名古屋に名古屋支店（書店・薬店）開設

1876（明治9）年 日本最初の国産マッチ、新燧社製品を独占販売
 このほか洋紙をはじめ、桜田ビール、石鹸など当時の新商品の販売を行う
 『新薬性功』出版

1877（明治10）年 『公會演説法』出版

1878（明治11）年 「丸善インキ」の製造販売（安井敬七郎インキ）
 『学校用物理書』（上中下）出版（1881年完結）

1880（明治13）年 定款制定、株式組織に改組「責任有限丸善商社」と改称
 横浜正金銀行（のちの東京銀行〔現東京三菱UFJ銀行〕）設立に参画
 『洋書目録』刊行開始

1882（明治15）年 『新體詩抄』を出版

1883（明治16）年 『和洋書籍及文房具時價月報』発行
 ヨーロッパの知識・学問の大要を紹介した文部省編訳『百科全書』を明治16年から18

年にかけて刊行。 （チェンバーのInformation For the Peopleの翻訳全4巻） 当時とし
ては珍しい予約出版

1884（明治17）年 カウスのスタイログラフィックペン（針付万年筆）を初輸入

1885（明治18）年 日本初の雙解辞典となる『英和雙解字典』を出版

1886（明治19）年 ヘボン著『改正増補・和英英和語林集成 第三版』刊行

1893（明治26）年 商法の施行により、社名を丸善株式会社と改称（資本金20万円）

1895（明治28）年 この頃米国製ウォーターマン万年筆を輸入販売

1897（明治30）年 わが国最初の企業PR誌「學の燈」（まなびのともしび）創刊（明治35年「學燈」（がくと
う））、明治36年「學鐙」に名称変更。明治34年からは内田魯庵が編集長となる。）
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 ペリカン万年筆輸入販売（デ・ラ・ルー社製）

1898（明治31）年 横浜丸屋書店・薬店共通の「商品切手」発行

1899（明治32）年 外国雑誌・新聞予約者直送を開始
 （発案者：荒川実〔7代目社長〕）

1900（明治33）年 ウェリントン・タイプライター輸入販売
 内田魯庵入社（「學の燈」編集担当）

1902（明治35）年 『大英百科全書（ブリタニカ)』予約販売開始（～明治39年）

1904（明治37）年 寄宿生のための夜間教育（丸善夜学会、丸善夜学校）を開始（寄宿舎は前年新設）。

1906（明治39）年 『日本建築辞彙』出版

1907（明治40）年 京都支店を再開設（三条通麩屋町。この店が梶井基次郎『檸檬』の舞台となる。その後
店は昭和15年に河原町通蛸薬師へ移り、平成17年まで営業。）

 オノト万年筆輸入販売

1910（明治43）年 日本橋に赤煉瓦造りの本社屋竣工。

1911（明治44）年 福岡出張所詰所を設置（大正2年に支店昇格）
 英国スコット社製帽子を輸入販売（代理店）

1912（大正元）年 丸善社員が書籍補充調査用の“スリップ”を考案。

1913（大正2）年 『丸善スタンダード字書』発売。１年で3万部を販売する。
 丸善センチュリーペン発売
 『有機製造工業化学』（上中下）（1914年完結）

1914（大正3）年 米国製ローヤル・タイプライターの日本総代理店となる。ローヤルタイプライター
No.5 輸入販売

 「新着洋書案内」発刊
 バーバリー・レインコート（英）輸入開始。当時はゴム引きのものだけで、防水布製レ

インコートはこれが最初

1915（大正4）年 仙台出張所開設（大正5年に支店昇格）
 コロナ携帯用タイプライター、ブルンスヴィガ計算機輸入販売

1916（大正5）年 万年筆用丸善アテナインキ製造発売

1917（大正6）年 月刊「マルゼンアナウンスメント（丸善新刊洋書ご案内）」創刊、これまで學鐙の一部
となっていた洋書案内を独立させた

1918（大正7）年 丸善オリオンインキ製造発売
 モンロー計算機輸入販売。日本の総代理店となる。
 『河海工学』（第1～第4編）出版（1922年完結）

1919（大正8）年 『通俗結核病論』出版

1922（大正11）年 札幌出張所開設（大正12年に支店昇格）

1923（大正12）年 神戸出張所開設（昭和11年支店昇格）
 9月 関東大震災のため「學鐙」「アナウンスメント｣を休刊（12月「アナウンスメント」

復刊「學鐙」は翌年6月復刊）

1924（大正13）年 マルゼンウエザーオールコート製造発売。この頃レインコート、ブレザーコートな
どオリジナル洋品を製造・発売

1925（大正14）年 『理科年表』発売（東京天文台編）
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1928（昭和3）年 世界的な稀覯書であるシーボルトの『日本』（復刻版）を日本総代理店として予約販
売。

1929（昭和4）年 ローヤルカナ・ラテンタイプライター販売

1930（昭和5）年 スタンダード輪転謄写機No.5 輸入販売

1931（昭和6）年 ロンド輪転謄写機製造発売
 モンロー電動全自動式計算機輸入販売
 この頃「丸善十進分類法」作成。他書店へも拡がる

1933（昭和8）年 The Shorter Oxford Dictionary 2巻 特価月賦販売

1936（昭和11）年 折畳み傘製造発売

1937（昭和12）年 洋物部の『流行新相』創刊

1938（昭和13）年 マルゼン計算機製造発売

1939（昭和14）年 マルゼンタイムレコーダー発売

1941（昭和16）年 太平洋戦争勃発により、洋書輸入が途絶える
 『化学工業通論』出版

1942（昭和17）年 『大南洋地名辞典』（1～4）（1943年完結）出版
 『建築設計資料集成1集』出版

1944（昭和19）年 1月「學鐙」（昭和26年復刊）休刊、「アナウンスメント」（昭和24年復刊）休刊

1945（昭和20）年 本支店建物のほとんどが被災
 9月26日、海外課長がGHQを訪問し、米国書輸入斡旋を要請。占領政策下にあって洋

書輸入再開まで困難を極めたが、昭和22年に“放出物質”を入荷。その後も洋書輸入の
再開に奔走し、昭和24年の「英国書展覧会」「新刊米国書展覧会」などの開催に至った。

 『無機化学全書 Ⅲ　ハロゲン』出版

1947（昭和22）年 『輸入税表』（1958年まで継続）

1948（昭和23）年 この年から、『理科年表（東京天文台編）』を丸善が発行
 『血液学の基礎 上巻　血球の発生と機能』出版

1949（昭和24）年 「第1回英国書展覧会」開催
 5月16日 東京証券取引所に株式上場
 金沢出張詰所新設（昭和56年、支店昇格）
 「英国新刊書展覧会」開催
 「新刊米国書展覧会」開催

1950（昭和25）年 「1951年度海外雑誌新聞見本展示会」開催
 『化学工学便覧』出版

1951（昭和26）年 岡山出張所開設（昭和47年、支店昇格）
 『丸善社史』発行（80年史）
 『建築設計資料集成2集』出版。本書が昭和26年度良書ベストテンに入選
 『丸善対数表　七桁』出版

1952（昭和27）年 本社屋新築落成。東京では戦後初めての鉄筋ビル。日本地図を模した丸善の包装紙
はこの新店舗と同時に新しくデザインされた（12月9日開店）

 『化学便覧』出版

1953（昭和28）年 『英文法通論』出版

1954（昭和29）年 日本橋店に本の図書館開設
 広島出張所開設（昭和36年、支店昇格）
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 『いかにして問題をとくか』出版

1956（昭和31）年 ニューヨーク出張所開設（昭和47年、現地法人Maruzen International Co.,Ltd.に改組）
 『建築学便覧』出版
 『実験化学講座』　全26巻（33冊）出版（1959年完結）

1958（昭和33）年 季刊文芸誌『聲』（全10巻）創刊。大岡昇平・中村光夫・福田恆存・三島由紀夫・吉川逸
治・吉田健一編集

 『キッテル固体物理学入門』出版
 『機械設計便覧』出版

1959（昭和34）年 クラフトセンター・ジャパン開設（翌年1月に財団法人の認可）
 LGP-30電子計算機輸入販売

1960（昭和35）年 『建築設計資料集成第1集～第6集』出版（1970年完結）

1963（昭和38）年 「せかいの絵本展」展示即売会開催

1965（昭和40）年 超小型電子計算機「ロイマック-201」発売
 『化学便覧　応用編』出版

1966（昭和41）年 国産電子計算機富士通FACOM-230-10販売開始
 『化学便覧　基礎編』出版

1968（昭和43）年 オーバーヘッドプロジェクター「マルゼンOHP-101」発売
 『オックスフォード大辞典全13巻』発売
 明治100年記念「洋書100年展」開催
 『ハーパー生化学』出版

1969（昭和44)年 木村毅（丸善百年史編著者）著『丸善外史』発行
 「丸善創業100年記念欧米稀覯書展示即売会」開催
 『医科生理学展望』出版

1970（昭和45）年 マルゼン書店棚発売（教材部）
 『経営学全書』　全40巻出版（1999年まで刊行）
 『バークレー物理学コース』　5巻（10冊）出版（1973年完結）

1971（昭和46）年 「丸善教育メディアショウ」開催
 『相模湾産貝類』出版

1972（昭和47）年 教育用コンピュータFACOM mateシリーズ販売元として発売
 『電子・通信・電気工学基礎講座』　全19巻（24冊）出版（1996年完結）

1973（昭和48）年 汎用投影装置「MUP-101」発売
 第60回神宮式年遷宮記念出版『大神宮故事類纂（マイクロフィルム版）』制作発売
 『環境・防災ライブラリー』　全15冊出版（1980年完結）
 『金属物性基礎講座』　全18巻（21冊）出版（1991年完結）

1974（昭和49）年 『航空宇宙工学便覧』出版
 『臨床診断と治療　1974』出版

1976（昭和51）年 名古屋支店自費出版サービス業務開始
 マルゼン文具棚発売

1977（昭和52）年 LC（米国議会図書館）カードサービス開始
 マルゼン図書館サービスシステム開発
 『新版　日本血液学全書』　全13巻（別巻1）出版（1999年完結）
 『オックスフォード物理学シリーズ』　全17巻出版（1995年完結）
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1981（昭和56）年 『丸善百年史』（全三冊）発行
 カナダ・トロント大学図書館の自動化システム「UTLAS（アトラス）」の日本総代理店

契約を締結。日本でのオンライン図書館ネットワークの先駆けとなる
 月刊医学雑誌「循環科学」創刊

1984（昭和59）年 英国ロンドンに事務所を開設
 図書・資料情報管理システム「CALIS（キャリス）」完成

1985（昭和60）年 『科学大辞典』出版
 月刊物理雑誌「パリティ」創刊

1986（昭和61)年 『コンパクト設計資料集成』出版

1987（昭和62）年 NYクリスティーズオークションでグーテンベルク『42行聖書』落札。東洋で初めて所
有。（現在は、慶應義塾図書館所蔵）

 『丸善エンサイクロペディアシリーズ』　4冊出版（1989年完結）

1989（平成元）年 国立国会図書館所蔵の明治期刊行図書マイクロ事業化スタート（資料保存事業）
 丸善創業120周年記念商品「新厨房楽・ハヤシビーフ」発売

1990（平成2）年 『パリティ物理学コース』出版（2017年完結）

1991（平成3）年 外国雑誌の発注システム「MACS2」開発
 新書『丸善ライブラリー』を創刊。

1993（平成5）年 明治期刊行図書マイクロ版集成CD-ROM版索引完成、16万冊以上の書誌データを 
1枚に収録

 最大規模の古文書類である池田家文庫藩政史料のマイクロ版発売
 丸善創業125周年記念万年筆“オノトモデル”発売

1994（平成6）年 創業125周年記念、シーボルト旧蔵『日本植物図譜』出版
 丸善創業125周年・岩波書店創業80周年記念共同記念事業の一環として、ファクシミ

リ版『パリ国立図書館蔵／ベリー公のいとも美しき聖母時禱書』を刊行
 万国萬年筆大博覧会開催。安野光雅、八千草薫らがエッセイを寄せた『萬年筆物語』

を出す
 『電気・電子・情報・通信基礎コース』出版（2004年完結）

1995（平成7）年 インターネット黎明期に、日本初の「丸善インターネットショッピング」サービス開始
 バックインプリントサービス開始　カナダトロント大学図書館と提携し絶版本の

複製本を制作
 『大百科』出版

1996（平成8）年 『理科年表CD-ROM』出版

1997（平成9）年 インターネットを用いた書籍等の選書・発注・予算管理のシステムである「Superち
ょいす君」を開発。図書館と研究者をフルサポート。

1998（平成10）年 丸善ポイントカードサービス開始

1999（平成11）年 「Superちょいす君」の発展版である、学術情報ナビゲーション・システム「Knowledge 
Worker」サービス開始

 創業130周年記念限定万年筆「檸檬」発売
 『化学物質毒性ハンドブック』　全6巻出版（2000年完結）
 『実験化学講座CD-ROM』出版

2000（平成12）年 宮内庁正倉院宝物の聖語蔵経巻カラーCD-R版、第1期発売開始
 国立国会図書館所蔵の昭和前期刊行図書デジタル版集成［社会科学部門］発売開始
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2001（平成13）年 『オックスフォード生理学』出版

2002（平成14）年 『トートラ人体解剖生理学』出版

2004（平成16）年 9月 丸の内本店開店
 10月 日本橋店を建替えのために閉店

2006（平成18）年 プライバシーマーク認証取得

2007（平成19）年 3月9日、新生「日本橋店」オープン
 大日本印刷㈱と業務・資本提携
 『生命倫理百科事典』出版
 『化学書資料館』（Web版）出版
 『理科年表Web版』出版
 『キャンベル生物学』出版

2008（平成20）年 大日本印刷㈱との資本提携関係を強化（連結子会社となる）

2009（平成21）年 創業140周年記念商品として、限定万年筆「檸檬」、特別限定版「新厨房楽」発売
 『47都道府県・百科シリーズ』出版

2010（平成22）年 丸善とTRCの経営統合により、共同持株会社「CHIグループ株式会社（現・丸善CHIホ
ールディングス㈱）」設立。（東京証券取引所の規定により、1月27日に丸善は上場廃
止となる）

 丸善㈱から店舗事業部門を分社し、丸善の連結子会社として丸善書店株式会社を新
設。翌2011年に、CHIグループ株式会社（現・丸善CHIホールディングス㈱）の完全子
会社となった。

 『社会学事典』出版

2011（平成23）年 丸善㈱から出版事業部門を分社し、丸善出版株式会社を新設。同日付でCHIグループ
株式会社（現・丸善CHIホールディングス㈱）の完全子会社となった。

 『極論で語るシリーズ（臨床医学）』出版

2013（平成25）年 『東京大学工学教程』出版

2015（平成27）年 丸善書店㈱と㈱ジュンク堂書店が経営統合し、商号を「株式会社丸善ジュンク堂書
店」に変更。

 『JAMT技術教本シリーズ』出版

2016（平成28）年 丸善㈱と㈱雄松堂書店が経営統合し、商号を「丸善雄松堂㈱」に変更。
 『スクリブナー思想史大事典』　全10巻出版

2018（平成30）年 『統計科学百科事典』　全5巻出版

2019（令和元）年 丸善創業150周年記念「學鐙」特別号発行


