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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（一部対象外あり）、 
試し読み・リクエスト機能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子 
図書館」をご提供致します。 

羊土社 
雑誌『実験医学』バックナンバー 

1983年創刊『実験医学』 
バックナンバーを 

セット価格でご提供いたします！ 

「研究のいまをわかりやすい日本語でお届けする」をコンセプトに 

発行されている「実験医学」は、生命科学を知るための最良の選択しとして、 

医・理・薬・工・農をはじめとした分野の多くの方々に愛読されています。 

紙としては品切れのバックナンバーも電子書籍では購読いただけます。 

1983年創刊。生命科学研究の“いま”を伝える『実験医学』 

Q 「実験医学」の一番の売りは何ですか？ 
A とことん「研究者本位」の視点で編集しています！ 
 
Q どのような年代層の方が読者なのですか？ 
A 学部生、大学院生から教授まで、年代を問わず 
お読みいただけます。 
 
Q どのような学部の研究者におすすめですか？ 
A 生命科学に関わる全ての学部が対象です。 



1年セット 
（割引なし） 

同時1アクセス 
（本体価） 

同時3アクセス 
（本体価） 

5年セット 
（5%OFF） 

同時1アクセス 
（本体価） 

同時3アクセス 
（本体価） 

10年セット 
（10%OFF） 

同時1アクセス 
（本体価） 

同時3アクセス 
（本体価） 

1983～85年 ¥27,500  ¥55,000  創刊～'89年 ¥178,695  ¥357,390  創刊～'94年 ¥509,850  ¥1,019,700  

1986年 ¥27,500  ¥55,000  '86年～'90年 ¥216,315  ¥432,630  '86年～'95年 ¥552,420  ¥1,104,840  

1987年 ¥34,100  ¥68,200  '87年～'91年 ¥248,710  ¥497,420  '87年～'96年 ¥615,780  ¥1,231,560  

1988年 ¥40,700  ¥81,400  '88年～'92年 ¥288,420  ¥576,840  '88年～'97年 ¥692,010  ¥1,384,020  

1989年 ¥58,300  ¥116,600  '89年～'93年 ¥333,355  ¥666,710  '89年～'98年 ¥762,300  ¥1,524,600  

1990年 ¥67,100  ¥134,200  '90年～'94年 ¥359,480  ¥718,960  '90年～'99年 ¥816,750  ¥1,633,500  

1991年 ¥61,600  ¥123,200  '91年～'95年 ¥366,795  ¥733,590  '91年～'00年 ¥863,280  ¥1,726,560  

1992年 ¥75,900  ¥151,800  '92年～'96年 ¥401,280  ¥802,560  '92年～'01年 ¥914,760  ¥1,829,520  

1993年 ¥88,000  ¥176,000  '93年～'97年 ¥442,035  ¥884,070  '93年～'02年 ¥953,370  ¥1,906,740  

1994年 ¥85,800  ¥171,600  '94年～'98年 ¥471,295  ¥942,590  '94年～'03年 ¥981,090  ¥1,962,180  

1995年 ¥74,800  ¥149,600  '95年～'99年 ¥502,645  ¥1,005,290  '95年～'04年 ¥1,010,790  ¥2,021,580  

1996年 ¥97,900  ¥195,800  '96年～'00年 ¥544,445  ¥1,088,890  '96年～'05年 ¥1,072,170  ¥2,144,340  

1997年 ¥118,800  ¥237,600  '97年～'01年 ¥564,300  ¥1,128,600  '97年～'06年 ¥1,112,760  ¥2,225,520  

1998年 ¥118,800  ¥237,600  '98年～'02年 ¥564,300  ¥1,128,600  '98年～'07年 ¥1,134,540  ¥2,269,080  

1999年 ¥118,800  ¥237,600  '99年～'03年 ¥564,300  ¥1,128,600  '99年～'08年 ¥1,156,320  ¥2,312,640  

2000年 ¥118,800  ¥237,600  '00年～'04年 ¥564,300  ¥1,128,600  '00年～'09年 ¥1,178,100  ¥2,356,200  

2001年 ¥118,800  ¥237,600  '01年～'05年 ¥587,290  ¥1,174,580  '01年～'10年 ¥1,199,880  ¥2,399,760  

2002年 ¥118,800  ¥237,600  '02年～'06年 ¥610,280  ¥1,220,560  '02年～'11年 ¥1,226,610  ¥2,453,220  

2003年 ¥118,800  ¥237,600  '03年～'07年 ¥633,270  ¥1,266,540  '03年～'12年 ¥1,253,340  ¥2,506,680  

2004年 ¥118,800  ¥237,600  '04年～'08年 ¥656,260  ¥1,312,520  '04年～'13年 ¥1,280,070  ¥2,560,140  

2005年 ¥143,000  ¥286,000  '05年～'09年 ¥679,250  ¥1,358,500  '05年～'14年 ¥1,306,800  ¥2,613,600  

2006年 ¥143,000  ¥286,000  '06年～'10年 ¥679,250  ¥1,358,500  '06年～'15年 ¥1,311,750  ¥2,623,500  

2007年 ¥143,000  ¥286,000  '07年～'11年 ¥684,475  ¥1,368,950  '07年～'16年 ¥1,316,700  ¥2,633,400  

2008年 ¥143,000  ¥286,000  '08年～'12年 ¥689,700  ¥1,379,400  '08年～'17年 ¥1,321,650  ¥2,643,300  

2009年 ¥143,000  ¥286,000  '09年～'13年 ¥694,925  ¥1,389,850  '09年～'18年 ¥1,326,600  ¥2,653,200  

2010年 ¥143,000  ¥286,000  '10年～'14年 ¥700,150  ¥1,400,300  '10年～'19年 ¥1,331,550  ¥2,663,100  

2011年 ¥148,500  ¥297,000  '11年～'15年 ¥705,375  ¥1,410,750  

2012年 ¥148,500  ¥297,000  '12年～'16年 ¥705,375  ¥1,410,750  

2013年 ¥148,500  ¥297,000  '13年～'17年 ¥705,375  ¥1,410,750  

2014年 ¥148,500  ¥297,000  '14年～'18年 ¥705,375  ¥1,410,750  
37年セット（30％OFF） 

2015年 ¥148,500  ¥297,000  '15年～'19年 ¥705,375  ¥1,410,750  

2016年 ¥148,500  ¥297,000  
1983年～2019年（37年分）648冊 

2017年 ¥148,500  ¥297,000  

2018年 ¥148,500  ¥297,000  同時アクセス1（本体価） ¥2,718,870  

2019年 ¥148,500  ¥297,000  同時アクセス3（本体価） ¥5,437,740  

シリーズコード 
YDS0002 

デジタル情報営業部    
TEL:03-6910-0518   FAX:03-6420-1359 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒 3-7-10   
ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

上記、『実験医学』バックナンバーのご注文は、 
弊社営業担当まで直接ご注文下さい。 
＊1冊のみの単品購入はお受けしておりません。
セット販売のみとなります。 

『実験医学』バックナンバーセット  
価格一覧表 
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