
お客様の多様な印刷・出版ニーズに迅速できめ細かいサービスを
提供する営業センター

〒305-0005 
茨城県つくば市天久保2-11-20
Te l . 029-851-2515　
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最新鋭のデジタルワークフローでデザイン・編集から印刷、製本
までの一貫生産を行う印刷工場

〒305-0812 
茨城県つくば市東平塚389
Tel . 029-856-4166　
Fax.029-856-4147
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多様化する印刷・出版ニーズに　
優れた瞬発力でお応えします

最新鋭の設備が約束する
確かな印刷技術革新
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　私たちイセブは、筑波研究学園都市を中心とする地域で培ったお客様との信

頼関係を礎に、お客様一人ひとりに最適な印刷ソリューションのご提案をめざし

ています。高品位な学術書・論文集等にすぐれた編集ワークとクリエイティブなビ

ジュアル提案が可能なデザインワークを特長とする制作部門に、フルデジタル化

によるワークフローを構築。完成したデジタルデータをCTPシステムでダイレクト

に刷版出力することで、

印刷・製本工程とあわせ

て迅速な生産体制を確立

し、高品質の印刷物をス

ピーディかつ低価格でご

提供しています。

　私たちイセブでは、最新鋭の印刷設備をライン

ナップし、幅広い商品ニーズに高品質・短納期・

低コストでお応えしています。印刷機はハイデル

ベルグ社製のスピードマスターを設備し、最先端

のデジタル制御技術と卓越したオペレータによる

厳しいチェック体制が、つねにハイグレードな印刷品質をお約束します。また、

個人ユーザーによる自分史や詩歌集、学術論文など、モノクロを主体とする小

ロットの印刷媒体には、デジタルデータから直接印刷するオンデマンド印刷

でフレキシブルに対応しています。
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新日本海藻誌　－日本産海藻類総覧－
吉田  忠生  著　B5判・1248 頁・定価（本体 46,000 円＋税）

岡村金太郎著「日本海藻誌」以来，実に 60余年ぶりに刊行された海藻学の決定版．斯界の権威が日本の海藻を網羅
して書き下ろした歴史的大著．綱，目，科，属，種などの分類階級ごとに，形質の特徴，および他との比較などを
詳細に記述．また「綱から目へ，目から科へ・・・」わかりやすい検索表が付く．各種ごとに極めて詳細，細緻な
文献リストが付される．さらに種ごとにタイプ産地，タイプ標本，分布地域名が示される．学名，和名の由来，生
育地の特徴など，関連する話題も豊富．

有 用 海 藻 誌　海藻の資源開発と利用に向けて
大野  正夫  編著　B5判・596 頁・定価（本体 20,000 円＋税）

本書は「生物学編」，「利用編」，「機能性成分編」の 3編から構成されどの項目からも必要なところから読むことが
できる．生物学編は，利用分野ごとに分けて，種名の査定に必要な形態，生活史，分布生態を記述．これらの水産，
食用などへの利用や産業的背景，利用の歴史についても詳述する．利用編は，海藻産業の歴史的背景，加工技術か
ら化学構造，品質などにふれ，将来への展望を示す．機能性成分編では，あまり知られていない海藻の成分とその
利用範囲を幅広く記述．

淡   水   藻   類    －淡水産藻類属総覧－
山岸　高旺　著　B5判・1444 頁・定価（本体 50,000 円＋税）

本書は淡水における藻類，約 1500 属を収録した淡水藻類の属の総覧である．配列は淡水藻類を 12分類群に分ける
Bourrelly の分類系を採った．これに加え異名とされるもの，関連するものをさらに約 800 属所収する．60年に及
ぶ著者の淡水藻研究の集大成として淡水藻類の全体像に迫る大著．本文は，それぞれの分類群の「細胞・藻体」「生殖・
生活史」「分類・分類表」を示した後，それぞれの属の記載が中心となり線画による基本的な図版を示しながら，属
の分類基準とされる形態形質，生殖形質，生育状況を述べる．また類似属との関係や産状など特記事項も詳細に記す．

小林弘珪藻図鑑　H.Kobayasi's Atlas of Japanese Diatoms based on electron microscopy

小林　弘・出井雅彦・真山茂樹・南雲　保・長田敬五　著　B5判・596 頁・定価（本体 34,000 円＋税）
本書は，珪藻の分類学の成書として長く刊行が待たれていた待望の書であり，斯界の第一人者，故小林弘博士の名
を冠するものである．プレートとその解説をはじめ，特殊な用語が多く使われる珪藻の殻構造の解説を電顕写真や
線画を添えて分かりやすく示す．分類体系には最新の研究成果を盛り込む．用語の英語，日本語，ラテン語の一覧
表や，学名と和名の対照表などを付し読者の便宜を図った．

淡水珪藻生態図鑑  群集解析に基づく汚濁指数DAIpo，pH耐性能
渡辺仁治　編著　浅井一視・大塚泰介・辻　彰洋・伯耆晶子　著　B5判・784 頁・定価（本体 33,000 円＋税）
日本のみならず世界各地から約 1500 のサンプルを採集，膨大なサンプルの生態情報を処理検討し，約 1000 種の珪
藻についてその結果を分かり易くまとめる．生態情報の妥当性を期するため，すべてのサンプルを統一条件下で採
集し，好清水か好汚濁か＝きれいな水を好むのか，汚れた水を好むのか等を判断する環境指標としての珪藻群集の
適性を，多くの図版で具体的に示す．

日本淡水化石珪藻図説   －関連現生種を含む－
田中　宏之　著　B5判・612 頁・定価（本体 33,000 円＋税）

日本の淡水成堆積物から見出された化石珪藻の図説であり 236 分類群を収録する（一部に汽水種，および現生の淡
水珪藻も収録）．本文は各分類群の精密な電顕写真，和文解説，和英の図版キャプションから成り解説の文献欄には
原記載，または標記の所属に組み合わせを行った文献，殻の形態，種の特性等を理解する上で参考となり入手しや
すい文献を示す．用語は基本的にRoss et al.(1979)，小林弘珪藻図鑑（小林ら 2006）で示されたものを使用した．

珪藻Navicula図鑑
福島　博・木村　努   共著　B5判・596 頁・定価（本体 33,000 円＋税）

環境指針としての珪藻の中でも多数を占めることから，同定が比較的煩雑で難しい Navicula属について，殻長，殻幅，
条線密度，点紋密度等を計測し，同定に役立つ情報として計測数，計測値，あるいは指数化した値を示す．丁寧な解説，
写真を付し，環境，水処理分野の関係者，藻類関係者にとって有用・実用の書である．



　下記の出版物をご希望の方に頒布いたしますので，学会事務局（庶務）までお申し込み下さい（価格は送料を含む）。

１．「藻類」バックナンバー
各号， 会員価格 1,750円， 非会員価格 3,000円； 30巻 4号（創立 30周年記念増大号，1–30巻索引付き）のみ会員価格
5,000円，非会員価格 7,000円； 欠号 1–2巻全号，4巻 1，3号，5巻 1，2号，6–9巻全号。

２．「藻類」索引
1–10巻，会員価格 1,500円，非会員価格 2,000円； 11–20巻，会員価格 2,000円，非会員価格 3,000円； 1–30巻（創
立 30周年記念），会員価格 3,000円，非会員価格 4,000円。

３．山田幸男先生追悼号
藻類 25巻増補，1977，A5判，xxviii + 418頁。山田先生の遺影，経歴，業績一覧，追悼及び国内外の藻類学者より寄
稿された論文 50篇（英文 26篇，和文 24篇）を掲載。価格 7,000円。

４．日米科学セミナー記録
Contributions to the systematics of benthic marine algae of the North Pacific. I. A. Abbott ・ 黒木宗尚共編，1972，B5判，
xiv + 280頁，6図版。昭和 46年 8月に札幌で行われた北太平洋産海藻に関する日米科学セミナーの記録で，20篇の研
究報告（英文）を掲載。価格 4,000円。

5．北海道周辺のコンブ類と最近の増養殖学的研究
1977，B5判，65頁。昭和 49年 9月に札幌で行われた日本藻類学会主催「コンブに関する講演会」の記録。4論文と討
論の要旨。価格 1,000円。

6．Proceedings of Algae 2002
藻類 52巻特別号，2004，A4変形判，253頁。平成 14年 7月につくば市で開催された第 26回日本藻類学会大会・日本
藻類学会 50周年記念行事・第 3回アジア太平洋藻類学フォーラム合同会議（Algae 2002）のプロシーディング集。43
篇の論文・レビューを掲載。価格 3,500円（送料込み）。
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