
K N O W L E D G E  F O R  L I F E

bring your
books to life

CABI は学術出版社として、もっとも適切な情報を入手できることが非常に重要だと考え
ています。学生や研究者が必要とする情報を見つけ出すお手伝いをするために、CABI 
eBooks をフレキシブルに選んでいただける新しいシステムを導入しました。
環境科学・獣医学・畜産科学・国際開発・農業科学・健康科学・栄養学・森林科学・
植物科学・園芸学・レジャー・ツーリズムなど幅広い分野にわたって、質の高い専門書、
百科事典、レファレンスなどおよそ 800 タイトルを収録し、定期的に新しいタイトルを
追加しています。

eBooks
from CABI

主な特徴 :
•　1970 年代以降の書籍、雑誌、プロシーディング、レポートから、196,000 件以上の
研究要約

•　毎週更新 (1 年あたり 11,000 件以上の書誌情報を追加 )
•　80 ヵ国以上の文献
•　定評のある CABI の観光学分野の電子ブックから、2000 年以降に出版された約
2,650 チャプターを PDF で提供

•　4,400 件以上のニュース・評論記事
•　レジャー・観光に関する会議のイベント・カレンダー
•　年間購読 ( 買切り部分あり )

•　同時アクセス無制限  •　IP アドレス認証
•　使いやすい検索機能  •　無料トライアル
•　MARC レコード  

Leisure Tourism Database
Your source for all tourism, leisure and hospitality information

レジャー・ツーリズム・データベースは、レジャー、レクリエーション、スポーツ、
ホスピタリティ、観光、文化を網羅する、充実したオンライン情報サービスです。

政策と企画、教育と訓練、芸術とエンターテイメントなども含む、レジャーや観光
のあらゆる面に関する書誌情報と要約をご提供します。
自然環境とエコツーリズム、レクリエーション活動と文化遺産なども重要な分野と
してカバーしています。
教育機関や企業の研究者、教育者、学生、コンサルタントやアドバイザー、観光に
関わる政府機関など、観光産業に携わる全ての方に必要不可欠なリソースです。
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分野別コレクション

菌類学と無脊椎動物学➢

Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI) は農学や環境学に
関する情報の提供によって人々の生活を向上させることを目的とする英国の非営
利団体です。
CABI は生命科学分野における応用領域や持続可能な観光について等、幅広い
分野を対象とする学術専門書と教科書を刊行し、世界トップレベルのアカデミッ
クコンテンツを提供しています。

取扱分野 :

➢ 農業科学
農業経済学
国際開発と地域研究
農業生産学と農業経営

➢ 畜産科学
畜産学
動物栄養学
獣医学
養殖・水産学

➢ 環境科学と天然資源研究
森林科学
土壌学・水文学・陸水学・灌漑管理
生態学・環境保護・気候変動

➢ 健康科学・栄養学
公衆衛生学
食物学・栄養学

➢ 観光学・ツーリズム研究
観光経営学
観光客の行動研究と体験
環境ツーリズム学

➢ 植物科学
植物生物学・作物学
植物保護
園芸学

CABI は図書館のご要望に応えるべく厳選したコレクションを取り揃えております。
農業科学、動物科学、観光学、健康科学、植物科学などの多岐にわたる分野から、
お好みの組み合わせをお選びいただけます。

11 subject collections 主な機能
➢　同時アクセス無制限

➢　１タイトル単位で購入可能 （  (初回のみ11タイトル
以上）

➢　デジタル著作権管理(DRM)フリー

➢　Shibbolethに対応

➢　IP認証、リモートアクセス

➢　完全な買切り（ホスティング費用不要）

➢　PDFフォーマット

➢　CABI Abstract ( 要約のデータベース )  で
電子ブック及びチャプターを検索可能

➢　無料MARCレコードとURLリンク

図書館向けに、柔軟性に富んだ多彩な購入オプションをご用意しています。
ニーズに合わせて、カスタマイズしたパッケージをお作りすることも可能です。
マルチサイト契約により、異なるロケーションのキャンパスでも電子ブックに素早く効率的にアクセス
することができます。

購入オプション

・CABIコレクション

・Pick-and-Chooseモデル
CABI のタイトルリストからお好みのタイトルをご購入いただけます。
初回オーダー数は 11タイトル以上、その後は 1タイトル単位で追加購入が可能です。
タイトル数に応じて段階的な割引を適用いたします。

CABIの多様な分野から特定のコレクション、出版年に基づくコレクション、アーカイブ・
コレクションなどもご購入可能です。
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