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日本点字図書館 目録価格案内 

（２０２２年７月現在） 

 

当館の図書目録には、録音図書をまとめた目録と点字図書をまと

めた目録があります。ご利用に合わせて目録をお選び下さい。 

 

◆録音図書目録＜点字版＞                  ※送料無料 

目録の種類 冊数 価格 

２０００年版 (１９９６年～２０００年) 寄贈・CD図書篇 全１冊 ５００円 

２００１年版 年間追加目録 デイジー・CD図書篇 全１冊 ５００円 

２００２年版 年間追加目録  全１冊 ５００円 

２００３年版 年間追加目録  全１冊 ５００円 

２００４年版 年間追加目録 １・２ 全２冊 各５００円 

２００５年版 年間追加目録 教養篇 ・ 文学篇 全２冊 各５００円 

２００６年版 年間追加目録 教養篇 ・ 文学篇 全２冊 各５００円 

２００７年版 年間追加目録 教養篇 ・ 文学篇 全２冊 各６００円 

２００８年版 年間追加目録 教養篇 ・ 文学篇 全２冊 各６００円 
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２００９年版 年間追加目録 教養篇 ・ 文学篇 全２冊 各６００円 

２０１０年版 年間追加目録 教養篇１・２ ・ 文学篇 全３冊 各６００円 

２０１１年版 年間追加目録 教養篇１・２ ・ 文学篇 全３冊 各６００円 

２０１２年版 年間追加目録 教養篇１・２ 
文学篇１・２ 全４冊 各６００円 

２０１３年版 年間追加目録 教養篇 ・ 文学篇１・２ 全３冊 各６００円 

２０１４年版 年間追加目録 教養篇１・２ 
文学篇１・２ 全４冊 各６００円 

２０１５年版 年間追加目録 教養篇１・２ 
文学篇１・２ 全４冊 各６００円 

２０１６年版 年間追加目録 教養篇１・２ 
文学篇１・２ 全４冊 各６００円 

２０１７年版 年間追加目録 教養篇１・２ 
文学篇１・２ 全４冊 各６００円 

２０１８年版 年間追加目録 教養篇１・２ 
文学篇１・２ 全４冊 各６００円 

２０１９年版 年間追加目録 教養篇１・２ 
文学篇１・２ 全４冊 各６００円 

２０２０年版 年間追加目録 教養篇１・２ 
文学篇１・２ 全４冊 各６００円 

２０２１年版 年間追加目録 教養篇１・２ 
文学篇１・２ 全４冊 各６００円 

貸出用もございます。  

※掲載されている図書が除籍になっているものもございます。予めご了承

ください。 
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※２００６年版以降の録音図書目録の点字データは、日本点字図書館ホ

ームページからダウンロードできます。 

アドレス：https://www.nittento.or.jp/service/table/index.html 

 

◆ＣＤ図書目録＜デイジー版のみ＞                    ※送料無料 

目録の種類  枚数 価格 

２００８年版 教養篇 

(１９９９年１０月～２００９年２月) 
１枚 ５５０円 

２００８年版 文学・児童篇 

(１９９９年１０月～２００９年２月) 
１枚 ５５０円 

２００９年版 年間追加目録 

(２００９年２月～２００９年１２月) 
１枚 ５５０円 

２０１０年版 年間追加目録 
(２０１０年２月～２０１０年１２月) 

１枚 ５５０円 

２０１１年版 年間追加目録 

(２０１１年２月～２０１１年１２月) 
１枚 ５５０円 

２０１２年版 年間追加目録 

(２０１２年２月～２０１２年１２月) 
１枚 ５５０円 

２０１３年版 年間追加目録 
(２０１３年２月～２０１３年１２月) 

１枚 ５５０円 

２０１４年版 年間追加目録 
(２０１４年２月～２０１４年１２月) 

１枚 ５５０円 

２０１５年版 年間追加目録 

(２０１５年２月～２０１５年１２月) 
１枚 ５５０円 

２０１６年版 年間追加目録 

(２０１６年２月～２０１６年１２月) 
１枚 ５５０円 

２０１７年版 年間追加目録 

(２０１７年２月～２０１７年１２月) 
１枚 ５５０円 

https://www.nittento.or.jp/service/table/index.html
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２０１８年版 年間追加目録 

(２０１８年２月～２０１８年１２月) 
１枚 ５５０円 

２０１９年版 年間追加目録 

(２０１９年２月～２０１９年１２月) 
１枚 ５５０円 

２０２０年版 年間追加目録 
(２０２０年２月～２０２０年１２月) 

１枚 ５５０円 

２０２１年版 年間追加目録 

(２０２１年２月～２０２１年１２月) 
１枚 ５５０円 

 

貸出用もございます。  

ＣＤ図書（デイジーおよび一般ＣＤ）の目録です。にってんボイスの新刊

案内を音源にし、デイジー編集したもので、内容紹介も含めています。 

 次回発行までは、「にってんデイジーマガジン」に収録された「にってんボ

イス」を併せてご利用ください。CD図書目録の音声データは、サピエ図書

館にもありますので、ご利用の方はいつでもお聴きになることができます。 

 

◆シネマ・デイジー図書目録＜墨字版・点字版・デイジー版＞ 

当館で貸出を行っているシネマデイジーについてまとめた目録です。新

刊が出るごとに内容を更新しています。墨字版・点字版・デイジー版があり、

各５５０円です。 

 

◆テレビ・デイジー図書目録＜墨字版・点字版・デイジー版＞ 

当館で貸出を行っているテレビデイジーについてまとめた目録です。新

刊が出るごとに内容を更新しています。墨字版・点字版・デイジー版があり、

各５５０円です。 
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◆点字図書目録＜点字版のみ＞                     ※送料無料 

目録の種類 冊数 価格 

２００３年版 (１９９９年～２００３年)教養篇 全３冊 各６００円 

２００３年版 (１９９９年～２００３年)文学・児童篇 全２冊 各６００円 

２００８年版 (２００４年～２００８年)教養篇  全３冊 各６００円 

２００８年版 (２００４年～２００８年)文学・児童篇 全２冊 各６００円 

２００９年～２０２１年版 年間追加目録 各１冊 各６００円 

貸出用もございます。 

 
※ 掲載されている図書が除籍になっているものもございます。予めご了
承ください。 
 

※ １９９８年版以降の点字図書目録の点字データは、日本点字図書館
ホームページからダウンロードできます。 
アドレス：https://www.nittento.or.jp/service/table/index.html 

 

 
新刊図書情報 

新刊図書の紹介や図書館からのお知らせを載せた情報誌を
発行しています。録音図書の新刊情報はにってんボイス、点字
図書の新刊情報はにってんブレイルとして隔月毎に発行してい
ます。  
※新刊図書情報の点字データおよび、にってんボイス墨字版
の PDF データは、日本点字図書館ホームページからダウンロ
ードできます。 
 
アドレス：https://www.nittento.or.jp/service/table/index.html 

https://www.nittento.or.jp/service/table/index.html
https://www.nittento.or.jp/service/table/index.html
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●にってんボイス 

録音図書の新刊情報を１年に６回、偶数月に発行しています。 
新刊録音図書の紹介ほか、図書館からのお知らせ、点字頒布
図書だよりなどを載せています。 

形態 購読料 

墨字版 年間８４０円 

点字版 年間５４０円 

※録音版は、サピエ図書館とＣＤ雑誌の「にってんデイジーマガジン」
に収録して提供しています。 

●にってんブレイル 

点字図書の新刊情報を１年に６回、奇数月に発行しています。 
新刊点字図書の紹介ほか、図書館からのお知らせ、点字頒布
図書だより、用具だよりなどを載せています。形態は点字版の
みとなります。 

形態 購読料 

点字版 年間５４０円 

 

お申し込み方法について 

 

電話もしくは手紙で図書情報課までご連絡ください。ご希望の目録とと

もに必要事項を全て記入した郵便振替用紙をお送りいたします。お手元に

届いてから 1週間以内に郵便局でお支払いください。 

※お支払いの確認ができるまでに１週間程度かかります。 
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※にってんボイス、にってんブレイルの購読のお申し込みは最長３年分ま

でお受けいたします。ただし、一旦納入された代金は返金いたしかねます

ので、予めご了承下さい。 

 

お問い合わせ 

 

         〒169-8586 
         東京都新宿区高田馬場１－２３－４ 
         日本点字図書館 利用サービス部 図書情報課 
           ＴＥＬ ０３－３２０９－０２４１  （代表） 
               ０３－３２０９－２４４２  （図書情報課直通） 
              ０５０－３８０３－６８９２  （図書情報課ＩＰ電話） 

ＦＡＸ ０３－３２０９－２４３１  （図書情報課） 


