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寫眞帳 小笠原 増補改訂版
倉田洋二　編

「発見から戦争突入」までの島の
記録を島民の貴重なモノクロ写真
で綴った異色の写真集。カメ漁や
捕鯨、アホウドリの写真等々、無
人の島から立ち上がった島民の生
活風景を活写する貴重本。正装し
た初期の欧米系島民の姿などが、
朝日新聞紙上等を賑わした。

A5判 288頁
定価 3,500円＋税
ISBN4-900358-19-5

小笠原は楽園 森と農地のボニノロジー
星 典（母島在住・木地師）著

原始の森、母島をかけめぐる「森の男」星 典は、わが国の一級の植物学者に育
てられ、いつしか母島の資源植物を守る語り部となった。森の案内人として活
躍したボニン・エコロジストの植物資源博物記。栽培植物400種特性データ付。
島の自然と著者を慕って、10人の研究者が寄稿。
四六判 200頁　本体価格2,667円＋税　ISBN4-900358-33-9

小笠原植物図譜 増補改訂新版 
豊田武司　編著
小笠原諸島唯一のフロラ文
献。固有種の宝庫である小笠
原諸島の植物を、鮮明な 300
点余のカラー写真、イラスト、
分布図とともに解説。島を知
り尽くした編著者が、地域の
自然や歴史、島々の魅力まで
も紹介した決定版。

四六変型判上製 528頁
本体価格9,524円＋税
ISBN4-900358-56-8

世界自然遺産・小笠原諸島本『3部作』

鎌倉のあじさいと
名花名木めぐり
川島榮生（案内人）、太田哲英
（指導）、池田正宏（監修）

鎌倉で植物に関する刊行物を 30年
以上手掛けてきたアボック社編によ
るユニークな花ガイドブック。地元
のあじさい研究家とジョイントし、
３年間の現地調査をもとに13寺社
のあじさいと名花名木植栽地図で紹
介する。写真500枚、「QRコード
付き100品種図鑑」では携帯サイ
トで更に写真や情報を見られる。発
売当初Amazonランキング3,220位。
B6判オールカラー並製　192頁
本体価格1,200円＋税
ISBN978-4-900358-69-0

Hydrangea Kawashima Index

川島インデクス アジサイ百科
川島榮生　著

アジサイ原産国・日本
に初登場した2,000枚
を超える写真入りモノ
グラフ。玉石混淆とも
いわれる全貌を総収録
した「日本アジサイ 
品種名索引」であり、
フィールドに立つアジ
サイ研究者、川島榮生のライフワークを集約した。新花材、
新苗の入手先「アジサイファインダー」付。
A5判上製　656頁（カラー544頁）
本体価格11,429円＋税
ISBN978-4-900358-67-6

アジサイ図鑑
コリン・マレー　著 ／ 大場秀章・太田哲英　訳

「アジサイで庭造り・街おこし」をするための地植え、造園用アジサイの必携本。
フランス認定「ナショナルコレクション（1999）」の全記録。コリン・マレー
が四半世紀をかけて内外から収集した栽培品種（669 品種）や野生種を集大成
し、アジサイ属の節や亜節など分類別に大判カラー写真967点で整理紹介する。
A4判並製 244頁　本体価格5,714円＋税　ISBN978-4-900358-64-5

アジサイ本『3部作』

第１弾
植物編

第２弾
歴史編

第３弾
人物編

第1弾
事典編

第２弾
造園編

第３弾
鎌倉編

写真右上は著者が学会発表したハ
ハジマノボタン、下は自生植物編。

写真は上から 撲殺されたアホウドリ、
開拓者たち、カメ畜養場の記録。
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日本で育つ 熱帯花木植栽事典
坂﨑信之　編著
尾崎 章・香月茂樹・清水秀男・橋本梧郎・花城良廣・毛藤圀彦　共著
10年にわたる世界各地の現地調査で、2,236種類を集大成。鮮明なカラー写真約
2,000点で紹介。「日本の気候に即したこんな事典が欲しかった」と園芸・造園関
係者が絶賛。本書発売以来、様々な新しい種苗が日本市場に登場したといわれる。
B5判上製 1,224頁　本体価格59,000円＋税　ISBN4-900358-44-4

ブラジル産薬用植物事典
《第33回吉川英治文化賞受賞作品》
橋本梧郎　編著
日本語による初の「南米資源植物事典」。有用植物の宝庫ブラジルに帰化した
著者（1913-2008）60 余年にわたる現地調査の集大成。177 科 2,168 種収載。
使用部位・成分・用途等を記載し、全種に植物画と分布図（著者の標本採取地
点をマーク）を付す。民俗植物学的な情報も多数含む。
B5判上製 2,177頁　本体価格68,571円＋税　ISBN4-900358-38-X

植物群落レッドデータ・ブック
環境庁植物群落分科会　編著
危機に瀕している全国 7,492 件もの《植物群落》の記録。

「保護上重要な植物種および植物群落研究会委員会」がいま最も緊急な群落保
護のための調査データに基づき「県別」にリストアップした、自然調査・開発
分野の必携書。
B5判 1,515頁　本体価格19,048円＋税　ISBN4-900358-39-8

日本花名鑑  既刊 4巻
監修　安藤敏夫、小笠原 亮、長岡 求 ／ 編集委
員　岩槻邦男、大場秀章、荻巣樹徳、笠原貞男、
金井弘夫、工藤和彦、ピーター・クレイン、近藤
三雄、坂﨑信之、坂本新太郎、佐竹元吉、高橋良孝、
高林成年、橋本梧郎、飛騨健一、邑田 仁、森 和男、
ピーター・レーブン
19,000 種を収録した、流通植物の辞典。花市場で発売され
た新種苗の全記録をガイド。各巻約 5,000 種類、カラー写
真約3,000点収録。流通植物の名称の混乱を防止し、国際ルー
ルにもとづいた名称の表記法を普及･安定させることを目的
として刊行されたシリーズ本。流通呼称（商品名など）を含む。
B5判並製
第1巻 320頁 ISBN4-900358-52-5 ／第 2巻 404頁 ISBN4-
900358-54-1 ／第 3巻 464頁 ISBN4-900358-55-X／第 4巻 
566頁 ISBN978-4-900358-59-1
本体価格2,838円＋税（第1-3巻）
本体価格4,571円＋税（第4巻）

完　売

長年の調査　日本初出の最詳事典最新刊　「適地適木」の大作

岩手県在住の造園家、「造園界の宮澤賢治」と称される著者が40年間の植栽実践に基
づきまとめあげた実践書。造園植物の本では最詳・最多の1,612樹種を取り上げ、「見
せ方・使い分け」を重視して、魅力や特性・性質・使い方を解説。図版・写真総数1,224点、
索引総件数7,740件。Web植物辞書「花ペディア」の固有ナンバーとQRコードを併
載し、Web上の写真・情報と連携させた初めての事典でもある。156ページにわたる
目的・環境条件別の有望樹種リスト（3,229種）は、事典編と組合わせて利用ができる。
118ページに及ぶ索引は、造園植物名の対照表（シソーラス）を意図して作られている。

B5判モノクロ上製　720頁　本体価格16,000円＋税
ISBN978-4-900358-68-3

木を選ぶ・
野田坂造園樹木事典

野田坂伸也　著

推薦：日本植木協／日造協／日造連／ JPFA ／ランドスケープコンサルタンツ協／日運協
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サクラ図譜
川崎哲也　画 ／ 大場秀章　編 ／ 石川美枝子　寄稿
第一級のサクラ研究家・植物画家として活躍した川崎哲也（1929-2002）が遺
した未発表の画作（89 点）。牧野富太郎博士に師事した腕前の、正確な彩色画
と詳細を極める解剖図解（サイエンティフィック・イラストレーション）はサ
クラ研究の貴重な資料。
B4判上製 224頁　本体価格23,810円＋税　少部数出版
ISBN978-4-900358-66-9

日本の帰化植物図譜
日本植物画俱楽部　画 ／ 大場秀章　監修・解説

精緻なボタニカルアート200点収載。日本の植物を知るために、自生植物ととも
に欠かせない帰化植物をテーマとした、芸術性をも満たす世界でも類を見ない図
譜。全てに証拠標本を作製し、細部の特徴までを描きあげた力作。全解説に英訳付。
A4判上製 352頁　本体価格9,333円＋税　ISBN978-4-900358-65-2

植物分類表 2,619 属10,500 余種名から引ける科・属辞書
大場秀章　編著 ／ NPO法人栽培植物分類名称研究所　編集協力
最新の科・属のリファレンスブック。エングラー以来、世界水準となっている
新しい分類体系を徹底紹介、470 科 2,600 余属 10,000 余種類を収載。朝日新
聞 2010 年 3 月 21 日科学欄特集記事「DNA をもとに植物の新しい仲間分け」
で注目。スギはヒノキ科に、スズランはキジカクシ科に分類。
四六判並製 568頁　本体価格3,333円＋税　ISBN978-4-900358-61-4

国際栽培植物命名規約　第7版／日本語訳版
国際園芸学会　著 ／ 監修　大場秀章 ／ NPO法人栽培植物分類
名称研究所　訳

『植物分類表』の姉妹本。本邦初訳。栽培品種（園芸品種）を命名するための
国際ルールブック。混乱しやすい栽培植物の名前の安定化をはかるために、命
名の規則と勧告を豊富な実例と共に記す。
菊判上製 194頁　本体価格14,286円＋税　少部数限定出版
ISBN978-4-900358-60-7

日本の絶滅危惧植物図譜
日本植物画倶楽部　画 ／ 大場秀章　監修・解説 ／ 大槻葉子　英訳

「絵筆で守れ、絶滅危惧植物」とマスコミで話題。精密に描かれた美しいボタ
ニカルアート全 182 作品をカラーで収録。解説対英訳附で英国でも絶賛。芸
術性、学術性ともに溢れる一書。
A4判上製 総400頁（カラー182点） 本体価格9,333円＋税　ISBN4-900358-57-6
部数限定番号附き箱入特装版　本体価格23,810円＋税　ISBN4-900358-58-4

植物分類学者大場秀章博士の編著本

新日本地名索引 全 3巻
《吉川英治文化賞受賞作品》
元・国立科学博物館　金井弘夫　編
国土地理院 1/25,000 地形図から全地名 38 万余件を収録した我が国最大級の
地図地名資料。地名の有無と位置を見出すだけでなく、地名と姓氏の関係から
名前のルーツを調べるなど、自然科学・博物学・文学・統計等の広い分野で活
用可。読みと漢字の両方から検索可能。
B5変型判 7,389頁　本体価格147,619円＋税  再版なし  ISBN4-900358-31-2

続『新日本地名索引』地名レッドデータブック
《日本家系図学会賞受賞作品》
元・国立科学博物館　金井弘夫　編
江戸～明治大正の「古い地名」のうち「現代の地図から消えた地名」のみ
82,805 件を収録。旧陸軍参謀本部陸地測量部発行の 1/50,000 地形図に現れ
た第二次大戦前の日本各地の古地名を記録した貴重なデータ集。本書と『新日
本地名索引』で地名検索は完璧。博物学分野の最高の基礎資料。
B5変型判 2,510頁　本体価格87,619円＋税　ISBN4-900358-34-7

CD-ROM 日本地名索引（データ版）
元・国立科学博物館　金井弘夫　編

地名をあらゆる調査・研究で多様・多目的に活用するための資料データ。『日
本地名索引シリーズ』全 6 巻（完売）の完全データ版。日本全地名（52 万件）
の緯度経度を地図上でポイント表示できる『地名検索ソフト』、csv 形式の『地
名データファイル』（要使用許諾契約）の 2 形式を用意。
22.6x17.6x5.4cm　本体価格80,850円　ISBN4-900358-45-2

博物学者金井弘夫博士の編著本

日本植物分類学文献総目録 全 2巻
元・国立科学博物館　金井弘夫　編
明治期以降に発表された、植物分類学に関する全文献を採録。
61,000 余篇の文献名を著者名、植物名、地域名などから検
索できる。論文タイトルからの項目索引も充実した植物研究
者座右の書。
B5判上製 箱入 総 2,218頁　本体価格95,238円＋税
ISBN4-900358-35-5

金井弘夫著作集　植物・探検・書評
元・国立科学博物館　金井弘夫　著

著者は分布データ集積・編纂システムの第一人者として知られる植物分類学者。
右の『日本地名索引』編纂で第 30 回吉川英治文化賞・第 1 回地名研究賞・日
本家系図学会賞を受賞し「ヒマラヤ地名索引」、「長野県植物誌」なども編纂。
本書は波乱に満ちた著者の人生ドキュメントとおもしろエッセイ集。
菊判上製 904頁（口絵16頁）  本体価格14,286円＋税  ISBN978-4-900358-62-1

完　売
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不思議な花々のなりたち 楽しい花観察 108 選
川上幸男　著

読売新聞連載の人気コラムを大幅加筆して集大成。花好きのための「やさしい
植物学」入門書。花・種子・葉のしくみやそれらの役割がよくわかる。本書を
読めば、あなたも「植物博士」の仲間入り。
B6変型判並製 301頁　本体価格1,238円＋税　ISBN4-900358-40-1

ユリノキという木 魅せられた樹の博物誌
毛藤勤治　著 ／ 四手井綱英・村井貞允・指田 豊・毛藤圀彦　寄稿

チューリップに似た黄緑色の美花をつける「ユリノキ」の正体は ? この木に魅
せられた著者が贈る、化石から栽培法、薬効や花蜜のことなど、ユリノキの自
然史やヒトとの関わりを綴った楽しい博物記。現存本数と全国所在地データ附。
四六判並製 304頁（カラー24頁）  本体価格1,714円＋税  ISBN4-900358-23-1

残部僅少

博物誌と花の読みもの

黒船が持ち帰った植物たち
小山鐵夫　著

江戸時代末期、ペリー艦隊に乗船していた４人のプラントハンターたち。ニュー
ヨーク植物園で発見された大量の日本産植物の標本――。いま解き明かされる
黒船裏面史。植物標本 111 点をカラーで収録。
B5判上製 98頁（オールカラー）　本体価格1,429円＋税　ISBN4-900358-41-X

花の名前にご用心！ 植物感傷学的Ｈ考 
かんの邦夫　著

むずかしい生態・分類とは無縁の「植物感傷学」のすすめ。植物の名前の語源
は知れば知るほどおもしろい。かんの式「なるほど花ことば 600 選」に思わ
ずあなたもニヤリ。草木 47 篇、植物童話 9 篇、花ことば 600 選収載。
B6変型判並製 294頁　本体価格1,238円＋税　ISBN4-900358-37-1

世界でも話題となった歴史的な四作

増補改訂新版  幻の植物を追って
荻巣樹徳　著 
英国王立園芸協会副会長ロイ・ランカスター　序文
1995年英国王立園芸協会ヴィーチ賞（VMM）を最年少で受賞、世界的に知られ
るナチュラリスト荻巣樹徳が30万キロを超える中国踏査で出会った数々の植物
の記録。世界初公開を含む貴重写真350点余をオールカラーで収載。初版（2000
年、講談社刊、絶版）を大幅加筆、写真200点余を追加し、大判で生れ変った。
B5判上製　392頁　本体価格9,524円＋税　ISBN978-4-900358-63-8

森へ 
ダリウス・キンゼイ写真集
D. ボーン＆R. ベチェック　著・田口考吉　訳・中上健次　解説

西武開拓時代末期、大乱伐によって姿を消した壮大なアメリカ西部大森林の最
期の記録。地球上に唯一残ったカスケード大森林と、巨木に挑むきこりたちの
映像の迫力に衝撃を受ける。発売以来、各紙誌書評で絶賛。
B4変型判豪華箱入製本 276頁　本体価格16,190円＋税　ISBN4-900358-17-7

北米インディアン悲詩 /1898 ～ 1928
エドワード・カーティス写真集
富田虎雄　監修 ／ 金関寿男・横須賀孝弘　訳／中上健次　解説

滅びゆく北米インディアンの記録を写した前世紀最期の写真集。世界的なプロジェ
クト取材によるCurtis『The North American Indian』全20巻（補遺4巻）の中から、
失われた儀式・習慣やジェロニモはじめ名高い戦士の肖像写真など105枚収載。
B4変型判豪華箱入製本 176頁　本体価格13,333円＋税　ISBN4-900358-18-5

絵で見る 伝統園芸植物と文化
荻巣樹徳 総監修
江戸時代に繁栄した伝統園芸植物 33 グループを現存する記録をたどって総括した、世界に
類を見ない豪華私家本。関西テック名誉会長柏岡精三の夢を、日本初の「植物の金メダル
ヴィーチ賞（VMM）」荻巣樹徳に託して完成。本書取材過程で保存確認された貴重な園芸品
種も多く、そのいくつかは世界の生きた文化遺産となっている。日本語版は各県立図書館、
欧文版は各国大使館や世界有数の植物園に寄贈された。欧文版訳は小山鐡夫博士の手による。
A4判 278頁

私家本
☆非売品

完　売
☆会員版のみ

完　売

完　売
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資源植物学者小山鐵夫博士の編著本

熱帯植物巡礼
日本大学生物資源科学部資料館双書 3
田中耕次　著

熱帯・亜熱帯を巡る旅で見つけたのはひと味違う植物ばかり！
無類の植物好きを自認する著者の浪漫あふれる熱帯植物記。
B6判 286頁　本体価格1,500円＋税　ISBN4-900358-51-7

パプアニューギニアの薬草文化
日本大学生物資源科学部資料館双書 2
堀口和彦・ 松尾 光　共著

パプアニューギニアの熱帯林で日本人研究者が魅せられた秘薬とは？未知なる
薬草を用いた伝統的治療を科学的に検証。知られざる民間薬治療の知恵がいま
明らかに…。 
B6判 256頁　本体価格1,400円＋税　ISBN4-900358-43-6

植物園の話
日本大学生物資源科学部資料館双書 1
小山鐵夫　著

現高知県立牧野植物園園長であり、かつてニューヨーク植物園主席研究官であっ
た著者が、世界の植物園の協力を得て、そこに行けば出会える独特の珍奇植物、
イベントを一挙紹介。資源植物研究の立場から紹介する世界植物園ウォッチング。
四六判並製 220頁（カラー8頁）　本体価格1,286円＋税　ISBN4-900358-42-8

エビの栄養・イカの味・貝の生態
水産無脊椎動物の生物学・栄養・機能成分
日本大学生物資源科学部資料館双書 4
奥谷喬司・鈴木たね子　著
海からとれるおいしい食べ物学。貝・イカ・タコ・エビ・カニ・クラゲ・ウニ・
ナマコ・ホヤ、かれらの不思議な生活と味の秘密。栄養と生態の専門家が最新
情報をわかりやすく解説。
四六判 220頁（カラー8頁）　本体価格1,400円＋税　ISBN4-900358-53-3

完　売

完　売

〈日本大学生物資源科学部資料館双書〉

樹の本 樹と仲よしになるためのカラーガイド
脇坂 誠　総監修・執筆 ／ 小林義雄　監修・写真 ／ 泉 宏昌　執筆 
約 380 種類の日本で普通に見られる樹木を「幹立ち」「株立ち」「つる」「針葉樹、
特殊形」など木姿から見分けられるポケット図鑑。
朝日新聞紙上に紹介されるや全国から約 6 万部の申込みが殺到したシリーズ初
出本。その後、重版をかさねたシリーズ最大のヒット作。「別版刷り発行」も
多く出版された。　B6判 128頁　

続・樹の本 街と庭を緑にするためのカラーガイド
本間 啓　総監修・執筆 ／ 坂﨑信之　監修・執筆 ／ 川上幸男・
北沢清　執筆

『樹の本』に全国の公園や庭木の主要樹種を加えたシリーズ二作目。樹種の特
性や用途植栽からも目的の木が選べるユニークな構成。

「今かりに、あなたが自分と最もかかわりの深い場所に樹を植えたいと考えて
いる、とします。わたくしはこのすばらしい計画をぜひとも成功させたいもの
だ、と思います。」（序章より）　B6判 144頁　

野草の本 四季の野に遊ぶためのカラーガイド
佐竹義輔　総監修 ／ 菅野邦夫　監修・執筆 ／ 深津 正　語源・漢
字名監修 ／ 山川散歩・小林純子・稲垣典年・川村カウ・橘 郁・中
池敏之　執筆 

「華やかに飾る花よりも野辺に咲く小さな花が好き、というあなたに贈る。よ
く日のあたる散歩道、いろんな思い出のつまった土手や原っぱ、田んぼのふち、
野山や林のかげ、ここそこでいろんな名前の花たちと会える。――あなただけ
の小さな観察会。成功を祈ります。」（序章より）　B6判 144頁　

花の本 花と友だちになるためのカラーガイド
川上幸男　総監修・執筆 ／ 奥 峰子　監修・執筆 ／ 上田善弘・
田口尚子　編集・執筆 

「見る花にふと話しかければ、そのまま気持ちが通じてしまう。そしたらもう
ただの花じゃなくなる。よくがんばってるなと誉めたくなる。とてもきれいだ
なと告げたくなる。どんな名前かと聞きたくなる。――その花が好きになって
しまうと、こんどはいつでも話ができる。」（序章より）　B6判 128頁　

高山植物の本 高い山の花々と環境を知るためのカラー
ガイド
大場達之　総監修・企画・編集・執筆・図版・写真 ／ 成生裕恵
編集協力
5 巻シリーズの最終巻。日本各地の亜高山帯から高山の植物観察のための本。
普通に見られる 509 種類の草花を主に、シダ類とコニファーも加え、これら
の植物がきびしい環境条件とどう結びついているのかをやさしく解説してあ
る。　B6判 128頁

＊約 160 万部発行のポケットガイド。非売品で、希望者
には郵送料のみにて頒布される。申込先は㈶三菱ＵＦ
Ｊ環境財団「樹の本シリーズ」係（☎ 03-3214-
5553）へ。詳細は同財団のWebをご確認ください。

＊本シリーズの各巻「別版刷り発行」希望者は当社編
集部まで（公共的機関のみ）。

　　　　『樹の本』シリーズ 全５巻 ☆非売品

『樹の本』シリーズ 5巻解説

㈶サンワみどり基金（現・三菱UFJ 環境財団）発行

ポケット
図鑑
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ローカーヤタ 古代インド唯物論
デービプラサド・チャットーパーディヤーヤ　著／佐藤 任　訳
『ローカーヤタ・古代インド唯物論』刊行会　編
本書の内容は……定型化されたインド哲学からすれば、まったく思いもつかな
いことばかりである。そこには初期仏教に対する革命的な提言もある。これま
で主流だったドイツ観念論からの方法論を根底からくつがえした。( 宮坂宥勝

「本書に寄せて」より抜粋 )
B5判 722頁　本体価格15,000円＋税

自費出版

がらんどうは歌う (戯曲と詩篇 )
山内博之　著

芝居の原作2本、詩篇25作収録。表題の『がらんどうは歌う』は人間存在の虚実、
苦渋の器となるうつろいを歌い上げた一人芝居の名作。劇団阿修羅 ( あすら )
の同志によって全国各地で公演され好評を博した。著者は差物 ( 彫刻 ) 師であ
り詩人で、仏門に入った後、独自に開発した「楽健法」の普及活動も続けている。
B6判 168頁　本体価格1,500円＋税

歌集 きさらぎ
毛藤房子　著

菊澤研一の四季の会や佐藤佐太郎の『歩道』の会員。61 歳でガンで急逝した
著者の、初めてで、終りの歌集。前途を断たれた著者が劇的運命の中、清く、
激しく、沈痛に生きた 5 年間。豊かな感性が凝縮され胸をうつ。
B6判 208頁　本体価格2,100円＋税

彷徨沙漠
田口孝吉　著

「太陽に銀貨をなげつけようと青い嶺に攀ぼること、アフリカ沙漠で金魚を飼
うこと、常に変わらぬ彷徨人の夢……」。英仏語の翻訳や通訳をつづけながら、
辺境の地をさすらう真只中に記した詩篇を集めたアンソロジー。作詞も 2 篇含
む。
B5変形判 72頁　本体価格450円＋税　限定1,000部

二人ヨーガ 楽健法
山内宥巌　著

医者に頼らず生きる。足を使い二人で行う根源的な家庭健康法の決定版！　絵
本作家ささめやゆきの挿絵も多く絵本のように楽しんで読める。本当の健康を
得たい人には必読の書。
B5変型判 184頁　本体価格1,900円＋税　付録・天然酵母パンの作り方
ISBN4-900358-13-4

自費出版

自費出版

自費出版

自費出版

( 完売・絶版 )
自費出版の本

かきつばた花譜
堀中 明　著
日本の美を象徴する花、カキツバタの全記録。江戸から現代に伝承された貴重
な園芸品種 86 種をカラーで紹介する本邦初出のモノグラフ。文化史的側面の
紹介は生け花関係者、歌人の間で大好評を受けている。世界のアイリス愛好家
のための英訳付。
B5判 264頁　本体価格9,000円＋税　ISBN4-900358-24-X

ぼくのイラストレイション的自敍傳
細谷正之（ささめやゆき）　著
過去、これほどまでに透明な時間と空間の中で自分をみすえた画家はあったろ
うか。一人の青年の自叙伝の形をとってはいるが、そのまま戦後日本の庶民史
になっている。書評各紙絶賛。著者は後にベルギー・トメルフォフ国際版画コ
ンクール銀賞、小学館絵画賞、講談社出版文化賞受賞。
A5判オールイラスト 488頁　本体価格1,900円＋税　ISBN4-900358-12-6

翻刻複製 八雲琴譜
田辺秀雄・平野健次　監修
平野健次・久保田敏子　翻刻
江戸時代安政 5 年刊の和とじ本の待望の完全翻刻複製版。い
わゆる二絃琴の唯一の代表曲楽譜。現在では、大本教の公式
行事である様々な儀式に使用される正規な楽曲として伝統的
に継承されてきている。田辺秀雄、平野健次教授が監修。
B5判 400頁　本体価格9,000円（送料共）＋税

完　売

完　売

( 完売・絶版は古書店にてご入手ください )

日本のトンボ《絵はがき図鑑》
地本義信　絵・　槐 真史　解説
日本を代表する生態画家・イラストレーター、地本義信が描く精密なトンボ画
に、トンボ研究家、槐真史が解説を付した絵はがき図鑑。身近に見られるトン
ボ 30 種類がまるで生きているかのように登場する。作家立松和平が「トンボ
とはいつまでも親しい友でありたい」と絶賛。絵はがき状に製本してある。
絵はがき21枚＋解説書24頁　本体価格1,200円＋税
ISBN4-900358-32-0

自費出版などの本

樹木アートブック
林 弥栄・小形研三　総監修／山本紀久・野田坂伸也　著
造園ガーデン樹木のバイブル本として好評を博した。新刊『木を選ぶ・野田坂造園樹
木事典』の底本である。カラー写真 1,245 枚で綴る「造園・庭園樹木」の植栽実践書。
450 種の樹木の植栽特性を日本各地の事例から捉えている。造園・庭園・景観設計に
携わる人々の座右のデータブック。どこにどの樹木が植栽できるか？その木なればこ
その美性とは？植栽可能ゾーンと適地・適木情報を収録したデータ・マニュアル。
B5判 368頁　本体価格2,816円＋税　ISBN4-900358-25-8

完　売

完　売
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　35 年の出版実績を重ねてきた当社では、このほど、自費（受託）
出版部門を本格的に開始いたしました。
　自然科学系や環境系はもちろんのこと、エッセイ、創作、評伝、自
家伝、詩歌集、写画集、絵本、記録集、社史、記念誌などを広くお引
き受けいたします。

●経験豊かなプロの編集者が担当します。
●あなたの大切な一冊！です。推敲吟味やよりよい構成、装丁デザインなど完成
度の　高い本を望むなら、時間と手間とお金がかかります。
●ご相談と概算見積は無料です（プランからは有償で承ります）。
●完全原稿などデータや原稿（文・写真・図版など）をご用意ください。
●ご相談の際には、完成イメージに近いご本を何冊かご用意ください（装丁・判
　型・本文レイアウトのご要望が判るもの）。

　①プロの編集者のアドバイス
　②判型・組版などのご提案
　③原稿整理と推敲、本文レイアウト作成 
　④著者、編集者の校正は２回
　⑤装丁デザインのご提案
　⑥一般配本やネット書店 Amazon の掲載も検討

●価格は、原稿の完成度、原稿量（ページ数）、仕様によって変わります。
●オプションは、標準仕様外の写真、図版、口絵、年表、カラー、外箱などの特別仕様／原稿
　のリライト／イラスト制作など。また、企画構成（プランニング）、取材等による制作（分野・
　業種・専門性などにより別途見積）、原稿執筆（取材込み）など。
● Aboc ならではのオプションは、Aboc ライブラリ写真・図譜の使用／ INDEX 作成／専門分
　野の校閲など。
※反社会的な内容・目的や誹謗中傷にあたるなど、当社で編集制作を行えないと判断した場合は、
　制作をお断りすることがあります。

◆ご相談のお申し込みは、Aboc web より承ります。（http://www.aboc.co.jp/）

部　数 A社 B社Aboc 価格
300 3,900,000
500 4,160,000

4,680,000
5,200,000

3,617,200
3,823,300

●B6 版、上製、200 ページの場合（原稿枚数約 300 枚）

部　数 A社 B社Aboc 価格
300 4,160,000
500 4,550 ,000 5,720,000 4,641,000

5,120,000 4,241,000

●A5 版、上製、200 ページの場合（原稿枚数約 400 枚）

見積もりから完成までの流れと期間
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① ② ①
②

④③ ④ ④⑤ ⑥

自費出版のご案内

完成までの流れと期間
●標準仕様での納品までの目安は、ご契約から約４ヶ月～です。（完全原稿支給の場合）

● B6判、上製、200 ページの場合（原稿枚数約 300 枚）

● A5判、上製、200 ページの場合（原稿枚数約 400 枚）

標準仕様料金のめやす


