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拝啓 

 平素は、弊社の教材をご愛顧頂きましてまことに有難うございます。 のりもの案内「乗る＆歩く 京都

編 2020年春夏～初秋版」の発行予定日が決まりましたので、ご連絡申し上げます。市バス・地下鉄を運

営する京都市交通局が春のダイヤ・路線改正日を 3月 20日と発表致しました。現在弊社で は、この改

正に対応した最新版を改正日までには学校様や、お取引業者様向け に発売できるように編集を進めてお

ります。最新版では市バス・地下鉄はもちろん、京都バス・ＪＲ・近鉄などの私バス・私鉄ダイヤ改正

にも対応しております。本日より予約も受け付けておりますので、ぜひ お取り扱い学校様へのご連絡・

お申し込みを宜しくお願い申し上げます。何卒、宜しくお願い申し上げます。  

敬具 

 

 

① 現行版（B5）からサイズが小さくなります！より持ちやすく軽量化し、現地での持ち運びに便

利になります！ 

② 教育現場で注目される読みやすい字「UDフォント」を本文、のりもの案内に採用！文字を見や

すくしております！（2019年秋冬版より採用） 

③ 2020年版は時刻表のレイアウト、系統別停留所一覧を改良！現地のバス停に実際に掲示されて

いる時刻表を見やすくしたほか、停留所の対象地図ページを表記しました。計画の際の確認な

どに便利です！  

 

その他、様々な改定を企画中です。どうぞ東京オリンピックの年、令和 2 年「乗る＆歩く京都編」

を宜しくお願い申し上げます。 

 

京都修学旅行班別研修教材 

「乗る＆歩く 京都編 2020 年春夏～初秋版」 

発売予定のお知らせ 

拝啓 

平素は、弊社の教材をご愛顧頂きましてまことに有難うございます。 

のりもの案内「乗る＆歩く 京都編 2019 年春夏～初秋版」の発行予定日が決

ま 

りましたので、ご連絡申し上げます。本日、市バス・地下鉄を運営する京都

市 

交通局が春のダイヤ・路線改正日を３月１６日と発表致しました。現在弊社

で 

は、この改正に対応した最新版を改正日までには学校様や、お取引業者様向

け 

に発売できるように編集を進めております。最新版では市バス・地下鉄はも

ち 

ろん、ＪＲ新駅「西小路京都西」に伴うＪＲダイヤ改正や私鉄・私バス各社

の 

ダイヤにも対応しております。本日より予約も受け付けておりますので、ぜ

ひ 

お取り扱い学校様へのご連絡・お申し込みを宜しくお願い申し上げます。何

卒、 

宜しくお願い申し上げます。 

敬具 
 

2020年度版からここも変わります！ 



　株式会社ユニプラン
2020 年 2 月 8 日現在

TEL.（075）934-0003
FAX.（075）934-9990

年　　　月　　　日（　　　）

支　店
営業所
書　店
学　校

TEL.（　　　　　　−　　　　　　−　　　　　　）
※営業時間外の TEL もお願いします。　

 　様

コード 品　名 定価  本体＋税 部数 コード 品　名 定価  本体＋税 部数

送
付
先

　● 支　店　　□□□−□□□□
　● 営業所

　● 書　店

　● 個　人

　● 学　校

　TEL.〔　　　　　　〕　　　　　　　　　−

　FAX.〔　　　　　　〕　　　　　　　　　−

ご担当
　　　　　　　　　　　　　　　先生　　　

様　　　

使用
団体

ふ　り　が　な　　　　　　　　　　　　　　高等学校様分　
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　中学校様分　

小学校様分　

納期 最短【　　　月　　　日までに必ずお届け】 指定日あり※早くても遅くてもダメな場合のみ記入【　　　月　　　日必着】　土・日納品（　可　・　不可　）

発
送

●トラック便

　西濃運輸・佐川便

　ヤマト便（別途）

●メール便

　郵便局クリックポスト・ヤマト DM 便

伝票 No.　　　　　／　　　　　　　　　−

発 注 票　
太枠内をご記入下さい　　　　　　　

　3万円（税込）未満の商品お買い上げの場合は、
　トラック便送料実費（遠隔地・離島を含む）をご負担いただきますのでご了承下さい。
　午前必着などお急ぎ便は別途実費分（3万円以上の場合は差額）をご請求申し上げます。

旅行実施日：　　　月　　　日

FAX▲ ▲
075-934-9990

Mail：
※書籍の更新時期などのニュースをお届け致します。是非ご記入下さい。

予約 乗る＆歩く 京都編  　2020年春夏〜初秋版　3/20発売予定 930＋税
4880 乗る＆歩く 京都編  　秋冬〜2020年春版　 930＋税
4835 散策＆観賞  京都編　最新版 600＋税
20KY 修学旅行でか MAP 京都　最新版 370＋税
9402 京都　白地図 486＋税
4798 もっと楽しめる修学旅行・校外学習ワークブック京都編 500＋税
4675 MyMapKYOTO 京都白地図 500＋税
4897 京都イラストマップ KYOTO MAP 11/15発売 500＋税
1732 続・体験する京都  オールニュースポット版 2,500＋税
2350 お得なチケット利用の京巡り〜36編〜 1,143＋税
000D 【DVD】FLAVOUR OF KYOTO 5,000＋税
4828 乗る＆散策  奈良編　 最新版　 700＋税
4811 散策＆観賞  奈良大和路編　最新版 500＋税
4088 でか MAP 奈良　最新版 463＋税
0000 修学旅行教材のご案内

お 得 な
セ ッ ト 　　※限定数商品

乗る＆歩く 京都編（930円＋税）
＋

修学旅行でか MAP 京都（370円＋税）

1,300＋税
↓

1,200＋税
D191

散策＆観賞  京都編（600円＋税）
＋

修学旅行でか MAP 京都（370円＋税）

970＋税
↓

870＋税
D192

D193

乗る＆歩く 京都編（930円＋税）
＋

散策＆観賞  京都編（600円＋税）
＋

修学旅行でか MAP 京都（370円＋税）

1,900＋税
↓

1,700＋税

散策＆観賞  京都編（600円＋税）
＋

散策＆観賞奈良大和路編（500円＋税）

1,100＋税
↓

1,000＋税
D195

D194
〈東京〉

乗る＆歩く  東京編（横浜付）（700円＋税）
＋

でか MAP 東京（400円＋税）

1,100＋税
↓

1,000＋税

2916 乗る＆散策  大阪・神戸編　2011年発行版 657＋税
4934 散策＆観賞 大阪編　2020年発行最新版 690＋税
00KO でか MAP 神戸・大阪　2007年発行版 381＋税
2398 散策＆観賞  KANSAI 〜四都巡り〜 762＋税
4804 乗る＆歩く  東京編（横浜付）　最新版 700＋税
4750 散策＆観賞  東京編　最新版 590＋税
4590 でか MAP 東京　最新版 400＋税

0WTO ワークブック白地図東京 333＋税
2510 もっと楽しめる　都内研修・修学旅行

ワークブック東京編（横浜付） 505＋税
00KA でか MAP 鎌倉・横浜中心部図　最新版 286＋税
00NG でか MAP 長崎＆散策ガイド　2007年発行版 381＋税
2558 もっと楽しめる自主研修・修学旅行ワークブック沖縄本島編 505＋税

3日～5日以上／
1,300円

2日（一部3日）／
1000円

お届けまでの日数／
1個あたり送料【税別】

※平日13時までの受注品は
　当日発送させていただきます。
※翌日着指定は別途

3日～／
1,350円

2日（東京は1日）／
800円

2日～
（一部を除く）／
900円

1～2日／
700円

※ユニプラン記入欄

2018年6月1日改正

W_Pdf



　株式会社ユニプラン
2020 年 2 月 8 日現在

TEL.（075）934-0003
FAX.（075）934-9990

年　　　月　　　日（　　　）

支　店
営業所
書　店
学　校

TEL.（　　　　　　−　　　　　　−　　　　　　）
※営業時間外の TEL もお願いします。　

 　様

コード 品　名 定価  本体＋税 部数 コード 品　名 定価  本体＋税 部数

送
付
先

　● 支　店　　□□□−□□□□
　● 営業所

　● 書　店

　● 個　人

　● 学　校

　TEL.〔　　　　　　〕　　　　　　　　　−

　FAX.〔　　　　　　〕　　　　　　　　　−

ご担当
　　　　　　　　　　　　　　　先生　　　

様　　　

使用
団体

ふ　り　が　な　　　　　　　　　　　　　　高等学校様分　
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　中学校様分　

小学校様分　

納期 最短【　　　月　　　日までに必ずお届け】 指定日あり※早くても遅くてもダメな場合のみ記入【　　　月　　　日必着】　土・日納品（　可　・　不可　）

発
送

●トラック便

　西濃運輸・佐川便

　ヤマト便（別途）

●メール便

　郵便局クリックポスト・ヤマト DM 便

伝票 No.　　　　　／　　　　　　　　　−

　　　　発 注 票【一般図書】
太枠内をご記入下さい

　3万円（税込）未満の商品お買い上げの場合は、
　トラック便送料実費（遠隔地・離島を含む）をご負担いただきますのでご了承下さい。
　午前必着などお急ぎ便は別途実費分（3万円以上の場合は差額）をご請求申し上げます。

旅行実施日：　　　月　　　日

FAX▲ ▲
075-251-0128

Mail：
※書籍の更新時期などのニュースをお届け致します。是非ご記入下さい。

4774 きょうをバス一日券で巡る本 600 ＋税
3326 西日本の戦国武将年表帖 1,500 ＋税
3234 絶対絶対めげない男　黒田官兵衛の行動原理 700 ＋税
3302 軍師官兵衛　戦跡地図本 1,000 ＋税
3319 戦国時代の京都の史跡を歩く13コース 600 ＋税
3227 その時、幕末二百八十二諸藩は？　戊辰戦争年表帖 1,500 ＋税
3197 明治・大正時代の京都史跡を歩く　13コース 600 ＋税
3173 明治維新・大正ロマン　文明開化の京都年表帖

京都観光基本データ帖8 1,500 ＋税
3135 レトロを楽しむ近代建築物 MAP　明治・大正 京都めぐり地図 800 ＋税
3098 ハンサム・ウーマン　新島八重と明治の京都 600 ＋税
3104 レトロとロマンを訪う 京都明治・大正地図本 943 ＋税
3388 京都幕末おもしろばなし　百話 1,500 ＋税
3395 杉家の女たち　〜吉田松陰の母と3人の妹〜 1,300 ＋税
0000 教育旅行教材のご案内
0175 京ことば玉手箱 874 ＋税
0604 京ことば京存京英辞典「OKINI」 486 ＋税
2259 車いす・おとしよりのためのバリアフリー京都観光 2,381 ＋税
1929 地元ライター 11人が足で集めた  おすすめ京の旅 1,000 ＋税
1066 一千年の恋人たち 952 ＋税
1791 麗しの愛宕山鉄道鋼索線 1,429 ＋税
2671 改訂復刻版  つちの中の京都1 2,476 ＋税
2240 つちの中の京都3 2,381 ＋税
2787 つちの中の京都4 1,714 ＋税
3043 平清盛ー院政と京の変革ー 1,200 ＋税
166X Shrines and Temples of Kyoto 2,381 ＋税
202X ZEN and KYOTO　禅と京都 2,381 ＋税
2374 Ninjya and Kengo 〜忍者と剣豪への旅〜 2,381 ＋税
1910 新選組と幕末の京都 1,238 ＋税
2038 源義経と源平の京都 1,429 ＋税
2127 京都  一千年の恋めぐり 1,143 ＋税
2267 京都大正ロマン館 1,286 ＋税
2381 電車告知人〜明治の京都を駆け抜けた少年たち〜 1,238 ＋税
2534 紫式部の生きた京都　〜つちの中から〜 952 ＋税
2794 京都  秀吉の時代　〜つちの中から〜 1,143 ＋税
2275 京都観光基本データ帖 1,238 ＋税
2428 京都観光基本データ帖2（人物・年表・用語編） 1,000 ＋税
2633 龍馬・新選組が駆けた幕末京都めぐり地図 648 ＋税
2657 龍馬伝　京都幕末地図本　龍馬完全年表付 762 ＋税

2640 維新の胎動 幕末年表帖 京都観光基本データ帖3 1,143 ＋税
2664 龍馬・新選組らの京都史跡を歩く（13コース） 552 ＋税
2824 京都戦国地図本 姫君たちの戦国年表付き 857 ＋税
2817 茶々、初、江　戦国美人三姉妹の足跡を追う 571 ＋税
2831 信長・秀吉・家康の時代—　戦国京都めぐり地図 743 ＋税
2848 京への道 戦国武将年表帖〈上巻〉信長誕生〜本能寺の変 1,200 ＋税
2923 戦国武将年表帖〈中巻〉信長後継〜天下取り〜江戸幕府成立） 1,600 ＋税
2954 戦国武将年表帖〈下巻〉家康後継〜豊臣家滅亡〜徳川長期政権） 1,300 ＋税
2978 平清盛伝　京都源平地図本　平清盛・平家年表付 900 ＋税
2947 平清盛を巡る一大叙事詩「平家物語」の名場面をゆく 700 ＋税
3050 院政・源平　京都めぐり地図 800 ＋税
3067 院政・源平 年表帖 京都観光基本データ帖7 1,500 ＋税
3029 平清盛・源平時代のの京都史跡を歩く（13コース） 648 ＋税
4163 きょうを500円で巡る本　最新版 500 ＋税
3357 花と紅葉の京都たっぷり巡り地図 800 ＋税
3555 維新年表帖　上巻 1,500 ＋税
3586 維新年表帖　下巻 1,500 ＋税
3609 真田幸村　時代のおもしろばなし　百話 1,350 ＋税
3593 恋する幸村 1,300 ＋税
3746 武田家三代年表帖（上巻） 1,500 ＋税

KYOTO MAP for Pedestrians and Cyclists
歩行者と自転車のための京都観光地図 463 ＋税

3777 新撰組おもしろばなし　百話 1,500 ＋税
4057 龍馬おもしろばなし　百話 1,500 ＋税
4064 戦国おもしろばなし　百話 1,500 ＋税
4132 続・戦国おもしろばなし　百話 1,500 ＋税
4118 天下取りに絡んだ戦国の女 1,500 ＋税
4408 ちゅう源氏の源氏物語絵巻〜京都カワイイ平安古典絵本〜 900 ＋税
4439 西郷隆盛・大久保利通・薩摩藩年表帖 上巻 1,300 ＋税
4606 明治150年 その歩みを知るつなぐ 前編 1,800 ＋税
4712 明治150年 その歩みを知るつなぐ 中編 1,800 ＋税
4736 明治150年 その歩みを知るつなぐ 後編 1,500 ＋税
4453 おもしろ文明開化百一話 1,500 ＋税
4729 1964東京オリンピックを盛り上げた101人 1,600 ＋税
4903 明智光秀劇場百一場〜「本能寺」への足取りを追う〜 1,500 ＋税

※ユニプラン記入欄
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