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KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト
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書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

世界で一番美しい元素図鑑 KP00024795
創元社 201711 EPUB(固定レ

イアウト）

¥12,540 - ¥18,810

セオドア・グレイ【著】 9784422420042

世界で一番美しい分子図鑑 KP00024796
創元社 201510 EPUB(固定レ

イアウト）

¥12,540 - ¥18,810

セオドア・グレイ【著】 9784422420066

世界で一番美しい化学反応図鑑 KP00024797
創元社 201809 EPUB(固定レ

イアウト）

¥12,540 - ¥18,810

セオドア・グレイ【著】 9784422420080

世界で一番美しい深宇宙図鑑

太陽系から宇宙の果てまで
KP00024798

創元社 201812 EPUB(固定レ

イアウト）

¥12,540 - ¥18,810

ホバート・スヒリング【著】 9784422450018

日本の色図鑑 KP00022709
マイルスタッフ 201805 EPUB(固定レ

イアウト）

¥5,940 - ¥11,880

吉田雪乃【監修】 9784295401759

いでんしずかん　遺伝子図鑑

はたらくしくみがマンガでわかる！
KP00009282

化学同人 201612 EPUB(固定レ

イアウト）

¥4,400 - ¥6,600

北村雄一 9784759819236

牧野日本植物図鑑 新分類 KP00016531
北隆館 201706 PDF ¥66,000 - ¥99,000

牧野富太郎 9784832610514

日本のタケ亜科植物 原色植物分類図

鑑
KP00016530

北隆館 201704 PDF ¥50,600 - ¥75,900

小林幹夫 9784832610040

ＡＰＧ原色樹木大図鑑 KP00006181
北隆館 201603 PDF ¥83,600 - ¥125,400

邑田仁 9784832609839

原色植物分類図鑑　世界のカワゴケソウ KP00006180
北隆館 201309 PDF ¥44,000 - ¥66,000

加藤雅啓 9784832610033

田園環境の害虫・益虫生態図鑑 KP00006170
北隆館 201212 PDF ¥33,000 - ¥49,500

江村薫 9784832608405

ＡＰＧ原色牧野植物大図鑑 Ⅰ

ソテツ科～バラ科
KP00006173

北隆館 201204 PDF ¥66,000 - ¥99,000

邑田仁 9784832609730

11

12

9

■2009年発表の最新の「APGⅢ」植物分類体系に準拠した国内最大級の樹木図鑑！■巻頭に「分類

検索表」「樹皮・芽による検索シート」を掲載！■巻末に生産量の増えている最新の造園樹を紹介！■植

樹に必要な生育条件や積雪・寒気に対する耐性をリスト化！【本書の特徴】樹木専門図鑑として初めて長

年採用されてきたエングラーの分類体系を最新のAPGシステムに変更しました。APG植物分類体系とは、ゲ

ノム解析により被子植物を進化系統順に分類した新しい分類体系です。この変更に伴い学名も最新の組み

合せを採用しています。今後は研究機関のみならず、植物園・博物館・庭園、あるいは学校などの様々な場

面でこのAPG分類体系が主流となる見込みです。日本産樹木及び公園樹や街路樹などとしてわが国で見ら

れる外国産樹木、工業用、建材、食用、園芸・観葉植物など、1、500種を超える樹木をわかりやすいカ

ラー図版で紹介（本編での園芸品種掲載種数の例・ツバキ類…約30種。ツツジ類…約35種など）。解

説は分布や形態的な記載にとどまらず、植栽、管理、用途などにも及び、アマチュアの愛好家から研究者、造

園などの事業者まで幅広く活用できます。

10
カワゴケソウは植物として異端かつなじみが少ない。本書では「概説」を設けて、全体像を捉えやすくし、中に

研究成果を盛り込んだ。「器官の構成」で形態を解説。続く「図鑑」は身近な順に地域ごとに分けて各種を

記載した。検索表は、日本～オーストラリアでは種まで扱い、それ以外は属までにとどめた。最後に、類似の環

境に生える植物に触れている。

NO 書影

内容紹介

1

7

8

5
作りに凝った上製本で、オシャレな日本の伝統色の色図鑑。 大人にも子どもにも知ってほしい、ストーリー性

のある日本の美しい伝統色88色をベースに、その関連色をぞれぞれ紹介し、延べ352色の日本の伝統色を

紹介しています。メインの88色は印刷物やインターネットでの再現できる数値も掲載。デザイナーやカラーコー

ディネーターなどの仕事にはもちろん、親子で読むこともできる絵本のようにビジュアルにも凝った作り。

6 萌えキャラ、ロボキャラ、不思議キャラ…ダイナミックにからみあって働く遺伝子の様子をマンガで楽しく紹介！遺

伝子が役目をもつことは知っていても、どんなふうにそれを果たすかイメージできますか？本書では、生命を司る

さまざまな遺伝子のうち、最初に卵から体をつくるもの、細胞を死に導くもの、そしてがんが生じさせるもの、を

ピックアップし、ダイナミックに絡み合いながら働く遺伝子の様子をマンガで楽しくわかりやすく紹介します。

ベストセラー『世界で一番美しい元素図鑑』の続編登場。今度の主役は「分子」！元素はどんなふうに組み

合わさって分子になるのか、分子はどう組み合わさってこの世界を作るのかがわかる、贅沢な探索の書。

元素の純粋状態、用途、使用例を美しい写真で掲載した118元素の解説書。科学エッセーや最新の科学

的データも満載。

2

3
エネルギーやエントロピーや時間という、化学反応を特徴づける重要な概念の説明。続いて、燃焼、爆発、光

合成から、塗料が乾くしくみや植物の成長や水の沸騰まで、著者が大好きな反応の数々が登場します。

4 さあ出かけよう、太陽系の外に広がる広大な宇宙の謎を探る旅に。圧倒的に美しい写真とともに、星雲へ、

銀河へ、ブラックホールへ、そして観測可能な宇宙の果てへ。何百枚もの鮮烈な写真とイラストレーションに加

えて全天の星座や主な天体を網羅した14枚の星図が付いた本書は、宇宙の美しさと神秘に魅せられたすべ

ての人にとって必携の書といえるでしょう。
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ＡＰＧ原色牧野植物大図鑑 Ⅱ

グミ科～セリ科
KP00006182

北隆館 201303 PDF ¥83,600 - ¥125,400

邑田仁 9784832609747

原色植物分類図鑑　日本のテンナンショ

ウ
KP00006179

北隆館 201101 PDF ¥35,200 - ¥52,800

邑田仁 9784832610026

原色動物大図鑑 第1巻

脊椎動物（哺乳綱・鳥綱・爬虫綱・両棲

綱）

KP00006176

北隆館 200905 PDF ¥66,000 - ¥99,000

内田清之助【著者代表】 9784832608313

原色動物大図鑑 第2巻

脊椎動物（魚綱・円口綱）　原索動物
KP00006177

北隆館 200905 PDF ¥66,000 - ¥99,000

冨山一郎 9784832608320

原色動物大図鑑 第3巻

棘皮・毛顎・前肛・軟体動物
KP00006178

北隆館 200905 PDF ¥66,000 - ¥99,000

岡田要ほか【共著】 9784832608337

原色動物大図鑑 第4巻

節足・環形・円形・担輪・紐形・扁形・有

櫛・腔腸・海綿・中生・原生動物

KP00006183

北隆館 200905 PDF ¥66,000 - ¥99,000

岡田要 9784832608344

原色昆虫大圖鑑　新訂 第１巻 蝶・蛾

篇
KP00006167

北隆館 200701 PDF ¥55,000 - ¥82,500

矢田脩【新訂監修】 9784832608252

原色昆虫大圖鑑　新訂 第２巻 甲虫篇 KP00006168
北隆館 200705 PDF ¥55,000 - ¥82,500

森本桂【新訂監修】 9784832608269

原色昆虫大圖鑑　新訂 第３巻

トンボ目・カワゲラ目・バッタ目・カメムシ

目・ハエ目・ハチ目他

KP00006169

北隆館 200801 PDF ¥55,000 - ¥82,500

平嶋義宏 9784832608276

新訂　原色魚類大圖鑑 KP00006166
北隆館 200512 PDF ¥88,000 - ¥132,000

多紀保彦ほか【新訂監修】 9784832608207

新訂　原色樹木大圖鑑 KP00006165
北隆館 200404 PDF ¥77,000 - ¥115,500

邑田仁【新訂監修】 9784832608115

新訂原色 牧野和漢薬草大圖鑑 KP00006174
北隆館 200210 PDF ¥77,000 - ¥115,500

岡田稔【新訂監修】 9784832608108

23
日本産の樹木の他に日本で見られる外国産樹木などを加えた基本種1529種、関連記載種数約2000

種、総数3500余種を収録。

24
乾燥生薬768品目の写真による「生薬早見検索表」を掲載。生薬の外観から自在に植物を検索可能に。

中国産、日本産をはじめ諸外国産種を分布・形態・薬用部分・成分・薬効・薬理・使用法まで詳説。アロマ

テラピーなど最新の薬用植物の利用法を紹介、成分の一覧表を掲載するなど、付録新企画も満載。

21

22

19

20

17 本巻には、無脊椎動物の中、第４巻に載せた比較的小形乃至微小或は、顕微鏡的な動物の部門を除い

た残り全部を含む、棘疲・毛顎・前肛・軟体動物の各門を総括し、合計約1450種を載せている。軟体動

物門は種類も極めて多く、人生関係は深く、特にわが国では一般に広く親しまれ、又重要な産業に関連する

ものがあるため多数の種を収録した。

18

15
第１巻には、脊椎動物中の哺乳綱・鳥綱・爬虫綱・両棲綱の各部門を収録。本邦産の動物は、主要な種

類は殆んど掲げ、528種を、外国産の動物は、代表的且つ著明な種類及び我国で畜養並びに愛翫用とし

て多く飼育されるものは勿論、近時世界的な文化交流の結果、吾人の目にふれることの多い外国産の種類

にも大いに注目、これらを外国種として486種収載した。本邦産及び外国産動物を解説した種類は1014

種に達し、記載中に解説した亜種及び近似種等を加えれば、総種数は3000種以上に及ぶ。

16

13

14
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原色牧野植物大図鑑　新版

離弁花・単子葉植物編
KP00006172

北隆館 199703 PDF ¥77,000 - ¥115,500

牧野富太郎【著】 9784832604018

原色牧野植物大図鑑　改訂版

合弁花・離弁花編
KP00006171

北隆館 199606 PDF ¥66,000 - ¥99,000

牧野富太郎【著】 9784832604001

原色園芸植物大圖鑑 KP00016534
北隆館 199305 PDF ¥77,000 - ¥115,500

本田正次ほか【監修】 9784832600034

原色高山植物大圖鑑 KP00016533
北隆館 198704 PDF ¥77,000 - ¥115,500

小野幹雄 9784832600072

原色世界植物大圖鑑 KP00016535
北隆館 198604 PDF ¥77,000 - ¥115,500

林弥栄ほか【監修】 9784832600065

街へ野山へ楽しい木めぐり

ポケットスケッチ図鑑616種
KP00022737

近代出版 200710 PDF ¥6,270 - ¥9,405

開誠 9784874021378

高尾山の野草313種

歩きながら出会える花の手描き図鑑
KP00022739

近代出版 200409 PDF ¥5,610 - ¥8,415

開誠 9784874021040

31
中高年の方々にも親しみやすい「手書き」野草図鑑の誕生!図鑑といえば写真図鑑が主流ですが、手書きの

絵は植物の姿がよくわかります。この本は、著者が「野草の宝庫」ともいわれる高尾山に通い、よく見かける野

草313種を感動を持ってスケッチし、1頁に1枚の大きな絵を季節別、花の色別、見られるコース付きでまとめ

た大変わかりやすい図鑑です。

29

世界各地の代表的な植物・特産的植物2400種を13地域に分類して収載。フラワーショップで見かける花

もあれば、初めて目にする奇妙な植物もあり、頁をめくるたびに鮮やかな自然の造形を楽しめる。特に各地域

の代表的な植物100種については、１頁大の図版で示されている。巻末には記載2400余種の自然系統

分類表を集録して、学究者の資料としてもまた一般読者の観賞図鑑としても、美しく楽しくわかりやすい構成

になっている。

30
木と友達になれるスケッチ図鑑。大きなわかりやすい画、気楽でやすらぐ文、名前を見つけやすい分類、いつで

もどこでもポケットに、散歩のとき、買い物の途中で、ふと見かける木、旅先で、ちょっと気になる果実や木の

葉。そんなとき、パラパラめくって下さい。

ICT営業本部　電子書籍営業部

〒153－8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10

TEL：03-5719-2501　FAX：03-5436-6921

ict_ebook@kinokuniya.co.jp

27

「原色牧野植物大図鑑」未収載の植物を掲載し、正編・続編の続々編として企画された図鑑。最新の園

芸植物2、300種を５色刷オールカラー図版で収載。見やすい植物画とわかりやすい解説で、誰にも便利な

一億人の園芸植物図鑑。生花店の店頭で見られる花、観葉植物、室内や庭先・温室で簡単に育てられる

花、家庭菜園の野菜などを網羅。一般園芸愛好家読者の便利をはかってある。今までの園芸植物図鑑で

はわからなかったそれぞれの園芸植物の系統分類を明らかにし、自然分類法で配列してある。

28

原色牧野図鑑シリーズ、第6巻として刊行された本書は、世界で初めての高山植物の集大成として高い評

判を呼んだ。収載種数は日本種（1000種）・外国種（600種）の大網羅であり、またその全てに生育

環境を示すカラー写真が併載されている。自然分類法による配列で草本・木本・常緑・落葉などの別と共

に、世界的な視点から垂直・地域の分布が理解できるのが特徴である。研究者や植物愛好家だけでなく、

登山家・写真家また広く美術関係者にも喜ばれている。

25

26


