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新分類牧野日本植物図鑑  
本版は「牧野日本植物図鑑」としては初めて、被子植物の新分類体系
である「APGシステム」を取り入れ、分類体系の大改訂を行いました。今
改訂では、新しい分類体系による、配列および学名の変更を中心に行い、
最近発見された新種や、園芸市場でよく見かける植物など、若干の種類
の追加を行いました。裸子植物81、被子植物4422、大葉シダ植物
304、小葉植物24、コケ植物95、シャジクモ類22、藻類140、菌類78、
地衣類30の計5196件（種・亜種・変種・品種を含む）を掲載します。 

著編者名 牧野 富太郎 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥66,000 冊子版ISBN 9784832610514  

同時3アクセス（本体） ¥99,000 商品コード 1028107453 

釈迦の故郷を掘る ―カピラ城比定地ティラウラコット-発掘の記録-― 
立正大学インド・ネパール仏跡調査団は、1967年から1977年の8回にわ
たって「ティラウラコット遺跡」を発掘調査しました。本遺跡は、釈迦が太子
シッダールタとして青年時代を送り、やがて出家を決意したカピラ城跡の比定
遺跡の一つです。また1993年から2003年にかけて（公財）全日本仏教
会が釈迦誕生の地である「ルンビニー遺跡」のマヤ堂修復事業を行ないまし
た。編著者（坂詰秀一・立正大学名誉教授）は、双方の発掘調査に深く
関わっており、ここに発掘調査の随想文、紀行文、調査報告、遺構・遺物
の図版・写真を1冊に網羅し、歴史的な発掘調査の全貌を明らかにします。
  

著編者名 坂詰 秀一 発行年 2015 

同時1アクセス（本体） ¥66,000 冊子版ISBN 9784832607323  

同時3アクセス（本体） ¥99,000 商品コード 1028107454 

原色園芸植物大図鑑  
最新の園芸植物2,300種をオールカラー図版で収載しています。見やす
い植物画とわかりやすい解説で、誰にも便利な本格的な園芸植物図鑑で
す。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します。一般園芸愛好家読者
の便利をはかり、今までの園芸植物図鑑では分からなかった園芸植物の
系統分類を明らかにし、自然分類法で配列してあります。 

著編者名 
小野幹雄・ 
林 弥栄 監修 

発行年 1987 

同時1アクセス（本体） ¥77,000 冊子版ISBN 9784832600072  

同時3アクセス（本体） ¥115,500 商品コード 1028107455 

原色高山植物大図鑑 
本書は、世界で初めての高山植物の集大成として高い評価を得ています。
収載種数は日本種（1,000種）・外国種（600種）を網羅しています。
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ます。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す。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図鑑
です。   

著編者名 
本田正次・ 
林 弥栄・ 
古里和夫 監修  

発行年 1984 

同時1アクセス（本体） ¥77,000 冊子版ISBN 9784832600034  

同時3アクセス（本体） ¥115,500 商品コード 1028107456 

原色世界植物大図鑑 
世界各地の代表的な植物・特産的植物2,400種を13地域に分類して
収載しました。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ます。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ます。
巻末には記載2,400余種の自然系統分類表を集録し、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
になっています。  
  
  

著編者名 
林 弥栄・ 
古里和夫 監修  

発行年 1986 

同時1アクセス（本体） ¥77,000 冊子版ISBN 9784832600065  

同時3アクセス（本体） ¥115,500 商品コード 1028107457 

好評配信中タイトル  
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新訂原色魚類大圖鑑  圖鑑編 、解説編 （分売不可）        
   同時1アクセス（本体） ¥88,000 
   同時3アクセス（本体）¥132,000 

   冊子版ISBN  9784832608207  

      発行年 2005 
      商品コード 1016899710 

= The illustrated book of  

plant systematics in color 

「原色牧野植物大圖鑑」掲載の原
色図版を、APG分類システムに従っ
て配列。植物形態の説明(図版)に
重点をおき、同定に必要な細部や
花、果実、花序なども図示する。1は、
ソテツ科からバラ科までの1845種を、
2は、グミ科からセリ科までの2475種
を収録する。 

APG原色牧野植物大図鑑  

著編者名：牧野 富太郎 

 1: ソテツ科～バラ科     
   発行年 2012 

    同時1アクセス（本体）¥66,000 
    同時3アクセス（本体）¥99,000 
    冊子版ISBN 9784832609730  

    商品コード 1022480721   
  

新訂原色昆虫大図鑑  

   全３巻セット  
    同時1アクセス（本体）¥165,000 
    同時3アクセス（本体）¥247,500 
    商品コード 1016899661 

12,000（全３巻）におよぶ標本を各個にカラー撮影、高級原
色版とした豪華図鑑。記載はわが国昆虫学界の権威30氏が最
新の分類体系に基づき詳述した格調ある、わが国最高の昆虫図
鑑。1965年 毎日出版文化賞受賞。1巻は鱗翅目（蝶・蛾に
ついて、雌雄形・季節型，地方型などを図説）、2巻は鞘翅目
（オサムシ，ゴミムシ，コガネムシ，タマムシなど）、3巻は原尾
目・蜻蛉・直翅目・半翅目・双翅目など全17目、をそれぞれ収録。
  

各巻分売価格 
   同時1アクセス（本体）¥55,000   
   同時3アクセス（本体）¥82,500   
 
 第1巻 冊子版ISBN 9784832608252  
      著編者名 矢田 脩 
      発行年 2007 
      商品コード 1016899662 
 第2巻 冊子版ISBN 9784832608269  
      著編者名 森本 桂 
      発行年 2007 
      商品コード 1016899663  
 第3巻 冊子版ISBN 9784832608276 
       著編者名 平嶋 義宏 
            発行年 2008 
            商品コード 1016899664 

新訂原色魚類大図鑑  

「図鑑編」「解説編」からなる最大級の魚類図鑑。総
掲載種数約4000。輸入食用魚、CITES対象種、
絶滅危惧種、外来魚、毒魚、観賞魚などが一目で
わかり、さらにそれぞれを詳細に解説しています。研究
者だけでなく市場関係者、輸入事業者などの実務に
も対応しました。  

著編者名：阿部宗明 

2: グミ科～セリ科 
   発行年 2013 

    同時1アクセス（本体） ¥83,600 
    同時3アクセス（本体）¥125,400 
    冊子版ISBN 9784832609747  
    商品コード 1022480722 

復刻版 原色動物大図鑑  

原色植物分類図鑑  

書名 編者 冊子版ISBN 商品コード 

脊椎動物(哺乳綱・鳥綱・爬虫綱・両棲綱) （1） 内田 清之助 9784832608313 1025375396 

脊椎動物 魚綱・円口綱, 原索動物 （2） 冨山 一郎 9784832608320 1025375397 

棘皮・毛顎・前肛・軟体動物 （3） 岡田 要 9784832608337 1025375398 

節足・環形・円形・担輪・紐形・扁形 有櫛・腔腸・海綿・中生・原生動物 （4） 岡田 要 9784832608344 1025375399 

2009年刊    各巻分売価格 
             同時1アクセス（本体）¥66,000 
             同時3アクセス（本体）¥99,000 

全4巻揃価格 
  同時1アクセス（本体）¥264,000 
  同時3アクセス（本体）¥396,000 

全3冊揃価格 
 同時1アクセス（本体） ¥129,800 
 同時3アクセス（本体） ¥194,700 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

日本のテンナンショウ  邑田 仁 2011 9784832610026 ¥35,200 ¥52,800 1025375400 

世界のカワゴケソウ 加藤 雅啓 2013 9784832610033 ¥44,000 ¥66,000 1025375401 

日本のタケ亜科植物 小林 幹夫 2017 9784832610040 ¥50,600 ¥75,900 1028107452 

好評配信中タイトル  


