
APEFの出版物　在庫状況 2022年4月15日更新

【公式ガイドブック】

発行年度 級
本体価格

（税抜）

定価

（税
在庫状況 内容

2022年度版 1級・準1級 ¥2,900 ¥3,190 ○
2020年度秋季・2021年度問題　解説・解答

〈音声ダウンロード・ストリーミング〉

2級・準2級 ¥2,700 ¥2,970 ○
2020年度秋季・2021年度問題　解説・解答

〈音声ダウンロード・ストリーミング〉

3・4・5級 ¥2,600 ¥2,860 ○
2020年度秋季・2021年度問題　解説・解答

〈音声ダウンロード・ストリーミング〉

2020年度版 1級・準1級 ¥2,400 ¥2,640 ○ 2019年度問題　解説・解答〈CD付+音声アプリダウンロード〉

2級・準2級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 2019年度問題　解説・解答〈CD付+音声アプリダウンロード〉

3・4・5級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 2019年度問題　解説・解答〈CD付+音声アプリダウンロード〉

セレクション 1級 ¥3,200 ¥3,520 ○ CD付+音声アプリダウンロード　2020年4月刊行

準1級 ¥3,500 ¥3,850 ○ CD付+音声アプリダウンロード　2020年9月刊行

2級 ¥2,500 ¥2,750 ○ CD付+音声アプリダウンロード　2020年4月刊行

準2級 ¥2,200 ¥2,420 ○ CD付+音声アプリダウンロード　2020年9月刊行

3級 ¥2,000 ¥2,200 ○ CD付+音声アプリダウンロード　2020年9月刊行

4級・5級 ¥1,800 ¥1,980 ○ CD付+音声アプリダウンロード　2020年9月刊行

2019年度版 1級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2018年度問題　解説・解答〈CD付〉

準1級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2018年度問題　解説・解答〈CD付〉

2級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2018年度問題　解説・解答〈CD付〉

準2級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2018年度問題　解説・解答〈CD付〉

3級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2018年度問題　解説・解答〈CD付〉

4級 ¥2,100 ¥2,310 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2018年度問題　解説・解答〈CD付〉

5級 ¥1,800 ¥1,980 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2018年度問題　解説・解答〈CD付〉

2018年度版 1級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2017年度問題　解説・解答〈CD付〉

準1級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2017年度問題　解説・解答〈CD付〉

2級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2017年度問題　解説・解答〈CD付〉

準2級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2017年度問題　解説・解答〈CD付〉

3級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2017年度問題　解説・解答〈CD付〉

4級 ¥2,100 ¥2,310 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2017年度問題　解説・解答〈CD付〉

5級 ¥1,800 ¥1,980 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2017年度問題　解説・解答〈CD付〉

2017年度版 1級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2016年度問題　解説・解答〈CD付〉

準1級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2016年度問題　解説・解答〈CD付〉

2級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2016年度問題　解説・解答〈CD付〉

準2級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2016年度問題　解説・解答〈CD付〉

3級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2016年度問題　解説・解答〈CD付〉

4級 ¥2,100 ¥2,310 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2016年度問題　解説・解答〈CD付〉

5級 ¥1,800 ¥1,980 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2016年度問題　解説・解答〈CD付〉



【公式ガイドブック】

発行年度 級 定価（税抜） 定価（税10%） 在庫状況 内容

2016年度版 1級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2015年度問題　解説・解答〈CD付〉

準1級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2015年度問題　解説・解答〈CD付〉

2級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2015年度問題　解説・解答〈CD付〉

準2級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2015年度問題　解説・解答〈CD付〉

3級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2015年度問題　解説・解答〈CD付〉

4級 ¥2,100 ¥2,310 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2015年度問題　解説・解答〈CD付〉

5級 ¥1,800 ¥1,980 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2015年度問題　解説・解答〈CD付〉

2015年度版 1級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2014年度問題　解説・解答〈CD付〉

準1級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2014年度問題　解説・解答〈CD付〉

2級 ¥2,500 ¥2,750 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2014年度問題　解説・解答〈CD付〉

準2級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2014年度問題　解説・解答〈CD付〉

3級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2014年度問題　解説・解答〈CD付〉

4級 ¥2,100 ¥2,310 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2014年度問題　解説・解答〈CD付〉

5級 ¥1,800 ¥1,980 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2014年度問題　解説・解答〈CD付〉

2014年度版 1級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2013年度問題　解説・解答〈CD付〉

準1級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2013年度問題　解説・解答〈CD付〉

2級 ¥2,500 ¥2,750 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2013年度問題　解説・解答〈CD付〉

準2級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2013年度問題　解説・解答〈CD付〉

3級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2013年度問題　解説・解答〈CD付〉

4級 ¥2,100 ¥2,310 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2013年度問題　解説・解答〈CD付〉

5級 ¥1,800 ¥1,980 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2013年度問題　解説・解答〈CD付〉

2013年度版 1級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2012年度問題　解説・解答〈CD付〉

準1級 ¥2,600 ¥2,860 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2012年度問題　解説・解答〈CD付〉

2級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2012年度問題　解説・解答〈CD付〉

準2級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2012年度問題　解説・解答〈CD付〉

3級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2012年度問題　解説・解答〈CD付〉

4級 ¥2,100 ¥2,310 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2012年度問題　解説・解答〈CD付〉

5級 ¥1,800 ¥1,980 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2012年度問題　解説・解答〈CD付〉



【公式問題集】

発行年度 級 定価（税抜） 定価（税10%） 在庫状況 内容

2012年度版 1級 ¥2,500 ¥2,750 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2011年度問題　解説・解答〈CD付〉

準1級 ¥2,500 ¥2,750 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2011年度問題　解説・解答〈CD付〉

2級 ¥2,500 ¥2,750 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2011年度問題　解説・解答〈CD付〉

準2級 ¥2,500 ¥2,750 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2011年度問題　解説・解答〈CD付〉

3級 ¥2,200 ¥2,420 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2011年度問題　解説・解答〈CD付〉

4級 ¥2,100 ¥2,310 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2011年度問題　解説・解答〈CD付〉

5級 ¥1,800 ¥1,980 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2011年度問題　解説・解答〈CD付〉

2011年度版 1級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2010年度問題　解説・解答〈CD付〉

準1級 ¥2,500 ¥2,750 ✕ 第1部　傾向と対策　第2部　2010年度問題　解説・解答〈CD付〉

2級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2010年度問題　解説・解答〈CD付〉

準2級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2010年度問題　解説・解答〈CD付〉

3級 ¥2,200 ¥2,420 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2010年度問題　解説・解答〈CD付〉

4級 ¥2,100 ¥2,310 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2010年度問題　解説・解答〈CD付〉

5級 ¥1,800 ¥1,980 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2010年度問題　解説・解答〈CD付〉

2010年度版 1級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2009年度問題　解説・解答〈CD付〉

準1級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2009年度問題　解説・解答〈CD付〉

2級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2009年度問題　解説・解答〈CD付〉

準2級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2009年度問題　解説・解答〈CD付〉

3級 ¥2,200 ¥2,420 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2009年度問題　解説・解答〈CD付〉

4級 ¥2,100 ¥2,310 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2009年度問題　解説・解答〈CD付〉

5級 ¥1,800 ¥1,980 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2009年度問題　解説・解答〈CD付〉

2009年度版 1級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2008年度問題　解説・解答〈CD付〉

準1級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2008年度問題　解説・解答〈CD付〉

2級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2008年度問題　解説・解答〈CD付〉

準2級 ¥2,600 ¥2,860 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2008年度問題　解説・解答〈CD付〉

3級 ¥2,200 ¥2,420 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2008年度問題　解説・解答〈CD付〉

4級 ¥2,100 ¥2,310 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2008年度問題　解説・解答〈CD付〉

5級 ¥1,800 ¥1,980 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2008年度問題　解説・解答〈CD付〉

2008年度版 1級 ¥2,500 ¥2,750 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2007年度問題　解説・解答〈CD付〉

準1級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2007年度問題　解説・解答〈CD付〉

2級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2007年度問題　解説・解答〈CD付〉

準2級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2007年度問題　解説・解答〈CD付〉

3級 ¥2,100 ¥2,310 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2007年度問題　解説・解答〈CD付〉

4級 ¥2,100 ¥2,310 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2007年度問題　解説・解答〈CD付〉

5級 ¥1,800 ¥1,980 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2007年度問題　解説・解答〈CD付〉



【公式問題集】

発行年度 級 定価（税抜） 定価（税10%） 在庫状況 内容

2007年度版 1級 ¥2,500 ¥2,750 僅少 第1部　傾向と対策　第2部　2006年度問題　解説・解答〈CD付〉

準1級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2006年度問題　解説・解答〈CD付〉

2級 ¥2,500 ¥2,750 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2006年度問題　解説・解答〈CD付〉

準2級 ¥1,800 ¥1,980 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2006年度問題　解説・解答〈CD付〉

3級 ¥2,100 ¥2,310 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2006年度問題　解説・解答〈CD付〉

4級 ¥2,100 ¥2,310 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2006年度問題　解説・解答〈CD付〉

5級 ¥1,800 ¥1,980 ○ 第1部　傾向と対策　第2部　2006年度問題　解説・解答〈CD付〉

2005年 1・準1・2級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 2005年度問題　解説・解答〈CD付〉　2006年発行

3・4・5級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 2005年度問題　解説・解答〈CD付〉　2006年発行

2004年 1・準1・2級 ¥2,300 ¥2,530 × 2004年度問題　解説・解答〈CD付〉　2005年発行

3・4・5級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 2004年度問題　解説・解答〈CD付〉　2005年発行

2003年 1・準1・2級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 2003年度問題　解説・解答〈CD付〉　2004年発行

3・4・5級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 2003年度問題　解説・解答〈CD付〉　2004年発行

2002年 1・準1・2級 ¥2,300 ¥2,530 × 2002年度問題　解説・解答〈CD付〉　2003年発行

3・4・5級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 2002年度問題　解説・解答〈CD付〉　2003年発行

2001年 1・準1・2級 ¥2,300 ¥2,530 僅少 2001年度問題　解説・解答〈CD付〉　2002年発行

3・4・5級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 2001年度問題　解説・解答〈CD付〉　2002年発行

2000年 1・準1・2級 ¥2,300 ¥2,530 僅少 2000年度問題　解説・解答〈CD付〉　2001年発行

3・4・5級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 2000年度問題　解説・解答〈CD付〉　2001年発行

1999年 1・準1・2級 ¥2,300 ¥2,530 僅少 1999年度問題　解説・解答〈CD付〉　2000年発行

3・4・5級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 1999年度問題　解説・解答〈CD付〉　2000年発行

1996-1998年 2級 ¥2,300 ¥2,530 ○ 1996-1998年度問題　解説・解答〈CDなし〉　2000年発行

3級 ¥1,600 ¥1,760 ○ 1996-1998年度問題　解説・解答〈CDなし〉　2000年発行

1996年 3・4・5級 ¥1,600 ¥1,760 僅少 1996年度問題　解説・解答〈CDなし〉　1998年発行

1991-1996年 1・準1級 ¥2,500 ¥2,750 × 1991-96年度1級、94-96年度準1級問題　解説・解答〈CDなし〉　1998年発行

2級 ¥2,800 ¥3,080 僅少

1991-1995年 1・準1級 ¥1,942 ¥2,136 × 1991-95年度4級、94-95年度5級問題　解説・解答〈CDなし〉　1996年発行

2級 ¥2,200 ¥2,420 僅少 1991-95年度2級問題　解説・解答〈CDなし〉　1996年発行

3級 ¥1,600 ¥1,760 ○ 1991-95年度4級、94-95年度5級問題　解説・解答〈CDなし〉　1996年発行

1985-1990年 4級 ¥1,748 ¥1,923 ○ 1985-90年度4級問題　解説・解答〈CDなし〉　1994年発行

1981-1990年 1級 ¥2,233 ¥2,456 ○ 1981-90年度1級問題　解説・解答〈CDなし〉　1994年発行

3級 ¥1,942 ¥2,136 僅少 1981-90年度3級問題　解説・解答〈CDなし〉　1994年発行

【その他】

定価（税抜） 定価（税10%） 在庫状況 内容書籍名

初歩的なフランス語の理解に不可欠な約500の基本単語（仏検5級相

当）を集めた単語集。イラスト・例文・CD付。

CD・イラストで覚える

フランス語基本500語
¥1,900 ¥2,090 ○


