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2019年 新規配信タイトル
月の地形観察ガイド
著編者名

白尾 元理

発行年

2018

冊子版ISBN

9784416718148

同時1アクセス（本体）

¥4,400

同時3アクセス（本体）

¥6,600

商品コード

1030534321

月の観察の際、実際に見ておきたい月の地形の名所を紹介し、その特徴やでき方などを、写真とともに詳しく解説。双眼
鏡や天体望遠鏡を使って実際に月を観察する際に分かりやすいよう、月齢(月の欠け具合)に合わせて、その日に見や
すい
見どころを紹介しました。また、ふだん見ることのできない月の裏側についても、月探査衛星によって撮影された画像をも
とに解説します。

スイッチング電源設計基礎技術
―イラストでよくわかる電源回路の理論と実践―（電子回路設計シリーズ）
著編者名

前坂 昌春

発行年

2011

冊子版ISBN

9784416111024

同時1アクセス（本体）

¥5,280

同時3アクセス（本体）

¥7,920

商品コード

1029378254

学生からエンジニアまでを読者対象としたスイッチング電源回路の基本設計書。文章と数式だけの解説ではなく、イラス
トと図を多用して、初心者にも理解しやすい専門書になっている。実際に設計し、動作させてみないとわからないところま
で、たとえば「ばらつき設計」にも言及しており、現場で携わる方にも実践的で、すぐに役立つ内容。

「原色」木材加工面がわかる樹種事典 増補改訂
著編者名

河村 寿昌

発行年

2019

冊子版ISBN

9784416519301

同時1アクセス（本体）

¥6,160

同時3アクセス（本体）

¥9,240

商品コード

1030534324

289種の木材を加工曲面の写真と共に紹介する、木材樹種事典の決定版。木材見本写真は、木工家・河村寿昌が木工
ロクロで挽いて作った小箱を使用。硬さ、木目、色、匂い、加工性などを樹種ごとにわかりやすく解説。※本書は、2014年
5月発行の『原色 木材加工面がわかる樹種事典』(誠文堂新光社刊)に紹介樹種を54種増やして増補改訂したものです。

野鳥の識別図鑑セット（全２巻）
2冊揃価格

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

¥14,300

¥21,450

＜商品コード：1029378258＞
書名

著編者名

日本のカモ識別図鑑
氏原 巨雄
―決定版 : 日本産カモの全羽衣をイラストと写真で詳述―
日本の野鳥識別図鑑
中野 泰敬
―知りたい野鳥が早見チャートですぐわかる!―
● 表示価格は税抜きです。

同時１アクセス
（本体）

同時３アクセス
（本体）

9784416715574

¥7,700

¥11,550

1025246445

9784416516102

¥6,600

¥9,900

1029378259

発行年

冊子版ISBN

2015
2016

商品コード

2019年11月
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粘菌 ―知性のはじまりとそのサイエンス : 特徴から研究の歴史、動画撮影法、アート、人
工知能への応用まで―
著編者名

ジャスパー・シャープ

発行年

2017

冊子版ISBN

9784416717202

同時1アクセス（本体）

¥6,160

同時3アクセス（本体）

¥9,240

商品コード

1030534326

脳や神経をもたない単細胞生物でありながら、複雑な行動様式をみせる粘菌（変形菌）。その謎や研究の歴史、最先端の取り組み
を紹介。本書は、サイエンスドキュメンタリーフィルム『The Creeping Garden』の製作を通して、2人の英国人が研究を深める過程を
描きだす。その過程で粘菌研究の歴史や、科学者たちの研究をふまえ、粘菌を応用したコンピュータや人工知能、ウェアラブルデ
バイスなどについても紹介。

珪藻観察図鑑
―ガラスの体を持つ不思議な微生物「珪藻」の、生育環境でわかる分類と特徴―
著編者名

南雲 保

発行年

2018

冊子版ISBN

9784416518441

同時1アクセス（本体）

¥6,600

同時3アクセス（本体）

¥9,900

商品コード

1030534327

珪藻は、ガラスでできた体を持ち、光合成を行って生きる微生物(藻類)です。淡水から海水まで広く分布し、世界中に約10万種類
が生育すると言われています。本書は、珪藻の生育環境ごとに章立てし、そこではどのような珪藻が生育しているのか、写真ととも
に、種類、特徴などを解説。名前の由来、環境学、地質学、土壌学、実際に観察するための方法についても紹介しています。

養蜂大全 ―セイヨウミツバチの群の育成から採蜜、女王作り、給餌、冬越しまで飼育の
すべてがわかる!ニホンミツバチ&蜜源植物も網羅―
著編者名

松本 文男

発行年

2019

冊子版ISBN

9784416519219

同時1アクセス（本体）

¥6,600

同時3アクセス（本体）

¥9,900

商品コード

1030534325

天然はちみつの採取法を道具からハチの飼育、女王の作り方、おすすめ蜜源植物まで全て網羅した一冊。ニホンミツバチの採蜜
も収録。はちみつにこだわりのある人の中でもカリスマとして注目されている花園養蜂場の松本文男氏。氏のテクニックを一冊にま
とめました。道具から、ミツバチの世話はもちろん、女王作りといった養蜂の具体的なテクニックなど、多くの業界人が習いに来る技
術の数々を、初心者にもわかりやすく紹介。

身近な昆虫識別図鑑
―フィールドガイド : 見わけるポイントがよくわかる―増補改訂新版
著編者名

海野 和男

発行年

2019

冊子版ISBN

9784416519127

同時1アクセス（本体）

¥4,840

同時3アクセス（本体）

¥7,260

商品コード

1030574727

フィールドに出て実際に昆虫の識別をするときに役立つ昆虫図鑑。掲載昆虫を約1300種の身近で見ることのできるものに厳選した
ため、非常に使いやすく便利です。本書の特徴は、平易な言葉と見やすい写真で、昆虫の学術用語を知らなくても、容易に識別
が出来るところ。昆虫観察や旅行等の携行にピッタリの図鑑です。今回の改訂では掲載写真を大きくし、見分け方等役立つ情報を
追加しました。

日本産セミ科図鑑 ［音声（鳴き声）付］
―詳細解説、形態・生態写真、鳴き声分析図―改訂版
著編者名

林 正美

発行年

2015

冊子版ISBN

9784416615607

同時1アクセス（本体）

¥11,000

同時3アクセス（本体）

¥16,500

商品コード

1030574730

日本産のセミ36種（35種1亜種）すべてを網羅した日本初の図鑑の改訂版。入門者から専門家まで幅広いセミ・ファンが満足できる
よう分類や生態、形態、音声の帯域特性、鳴き声などについて詳しく紹介した図鑑です。また、全種の標本写真に加え、個体変異
（変異型）の大部分を紹介した形態写真や棲んでいる環境などもわかる生態写真を多く掲載。付属の音声（鳴き声編）には、36種
すべての鳴き声を収録しています。

● 表示価格は税抜きです。

2019年11月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

2

EPUBリフロー版コンテンツ
経営者・起業家必読!すぐわかる補助金・助成金活用ガイド
―図解ビジネス : 返済不要、意外に知られていない補助金・助成金がたくさんある!―
著編者名

柏雅

発行年

2015

同時1アクセス（本体）

¥3,080

同時3アクセス（本体）

¥4,620

冊子版ISBN

9784416715321

商品コード

1030534332

知らないともらえない、でも知っていると得をするのが助成金や補助金。そのしくみやもらい方をやさしく解説。
会社や各種団体などで補助金や助成金をもらうためのノウハウを、実例込みでわかりやすく説明しています。
また、本書の監修者が、実際に助成金や補助金をもらって事業を伸ばした方々と対談を行い、そのときの模
様をわかりやすくナビゲートします。

インテグレーテッド有機農業論 ―未来の循環型農業―
著編者名

中野 明正

発行年

2012

同時1アクセス（本体）

¥3,960

同時3アクセス（本体）

¥5,940

冊子版ISBN

9784416912362

商品コード

1030534331

日本における有機農業の有り様から、有機農産物の品質について最先端技術を用いて詳細に考察、循環
型の農業に関する著者の研究成果を紹介した一冊。有機農業とハウス生産との融合など高度な内容を分か
りやすく解説。新しい農業の創作に役立つ本です。

下記のタイトルは、PDF版を購入するとEPUBリフロー版も閲覧できます！

書名

同時1アクセス
(本体)

同時3アクセス
(本体)

発行年

冊子版ISBN

老子

2019

9784416519110

¥3,960

¥5,940 1030134637

長沼 睦雄

2019

9784416519387

¥2,860

¥4,290 1030534328

進化する勉強法 ―漢字学習から算数、英語、プログラミングまで―

竹内 龍人

2019

9784416619544

¥3,300

¥4,950 1030534329

限界を作らない生き方
―KEEP MOVING : 27歳で難病ALSになった僕が挑戦し続ける理由―

武藤 将胤

2018

9784416618394

¥3,300

¥4,950 1029378271

オーロラの話をしましょう

赤祖父 俊一

2018

9784416618363

¥3,520

¥5,280 1029378272

イヴ・ジネスト

2018

9784416518731

¥3,520

¥5,280 1029378273

藤井 旭

2018

9784416618882

¥3,300

¥4,950 1030534330

老子コンプリート ―全文完全対照版 : 本質を捉える「一文超訳」+現代語訳・
書き下し文・原文―
10代のための疲れた心がラクになる本
―「敏感すぎる」「傷つきやすい」自分を好きになる方法―

家族のためのユマニチュード
―"その人らしさ"を取り戻す、優しい認知症ケア―
火星の科学 ―guide to Mars : 水、生命、そして人類移住計画 : 赤い惑星
を最新研究で読み解く―

● 表示価格は税抜きです。

著編者

●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。

商品コード

2019年11月
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神奈川静岡営業部

〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1

筑波営業部
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首都圏営業部
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名古屋営業部
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金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3

JPR名古屋伏見ビル5階

コンフィデンス金沢5階

【関西】
大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36

久太郎町恒和ビル4階
大日本印刷（株）京都工場内
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【中四国】
岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50
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松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10

TEL: 089-941-5279

FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23

TEL: 082-247-2252

FAX: 082-247-1576

TEL: 092-561-1831

FAX: 092-561-1854

TEL: 095-843-0355

FAX: 095-843-0333

TEL: 096-312-0533

FAX: 096-241-8801

TEL: 098-861-4837

FAX: 098-863-0090

FURUMOTOビル1階
住生平和大通り第2ビル6階

【九州】
福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23

沖縄営業所
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