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 作物学、有害生物管理、土壌
微生物学、環境経済に関する
研究へのアクセス

 Lippincott Williams & Wilkins、 
Manson Publishing Ltd.、CABI、 
Wiley-Blackwell などの一流出
版社による精選されたリソース 

 フ レ キ シ ブ ル な 価 格 設 定 と 
アクセス・オプションを活用し
てコンテンツ・コレクション 
を維持！

 農業および地球/植物科学分野
のコンテンツやその他の Ovid 
の情報源を一括して同時に検索 

 OvidSP 独自の検索作業効率化
ツール、様々な検索モード、 
柔軟性に富んだカスタマイズ・
オプション、そして操作しやす
いインタフェイスを使って、 
好みの方法で情報収集 

500 を越える農業および地球/植物科学分野のフルテ
キストおよび書誌情報が OvidSP でご利用になれます
OvidSP は林業、植物生物学、園芸、畜産などの幅広い分野の数百件もの貴重 
な最新情報源に対し、使いやすい単一のアクセスポイントを提供します。

約 20 誌の電子ジャーナル、40 冊を超える電子ブックに加えて、450 近くの
収録タイトルから成る 5 つのブック・コレクションのほか、17 種の書誌情報 
データベースを揃えたこの包括的なコンテンツ群には、農学、植物学、環境
科学、植物生態学など、多方面の研究者の方々に、かならずお役に立つご 
活用いただけるタイトルが含まれています。
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植物科学分野

Ovid

Ovid の農業および地球/植物科学分野の特長
 CABI による農業分野の電子ブック・コレクションの注目タイトル： 

Agri-food Chain Relationships、Biopesticides: Pest Management and 
Regulation、The Next Rural Economies: Constructing Rural Place in 
Global Economies、および Plant Cold Hardiness: From the Laboratory 
to the Field

 CABI による植物科学分野の電子ブック・コレクションの主要タイトル： 
Molecular Plant Breeding、Bananas and Plantains、Climate Change 
and Crop Production、および Management of Fungal Plant Pathogens

 Ovid の電子ジャーナル、Journals@Ovid には、エンバーゴ（公開
猶予期間）が一切ありません

 500 点以上のフルテキスト・ジャーナルおよび書誌情報データベース 
にワンクリックでアクセス！
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以下にご紹介する情報源はさまざまな機関において必須なコンテンツです。Ovid でご利用い
ただける農業および地球/植物科学分野の電子ジャーナル、電子ブックおよびデータベースの
全リストは、 www.ovid.com/agriculture をご覧ください。
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Annals of Botany 
Oxford University Press 
An international journal that publishes in all areas of plant science with articles that are all highly 
reputable due to the rigorous review acceptance process. 

Journal of Experimental Botany 
Oxford University Press 
A monthly journal that provides high quality primary research papers covering a range of disciplines 
from molecular and cellular physiology and biochemistry through whole plant physiology to  
community physiology; each month also includes a ‘Perspective’ article with research about a  
particularly exciting and controversial topic. 

The Plant Journal 
Wiley-Blackwell 
Publishes the best original research papers in all key areas of modern plant biology from the world’s 
leading laboratories, this journal is committed to bringing together all the disciplines necessary for 
understanding key issues in plant biology: molecular genetics, biochemistry, cell biology, develop-
mental biology, molecular pathology, physiology, and botany. 

Soil Science 
Lippincott Williams & Wilkins 
This unique publication, both industrial and academic, publishes primary research reports and  
critical reviews especially as it relates to soil and plant studies and general environmental soil science. 

Botanical Medicine in Clinical Practice 
CABI  
This comprehensive reference work contains contributions from more than 80 clinical  
and academic experts in the field, covering a range of plant products and their uses, divided into  
sections on topics such as treatments of cardiovascular diseases and cancer. 

Plant Nematodes of Agricultural Importance -A Colour Handbook 
Manson Publishing Ltd.  
For farmers and growers working commercially with crop plants to identify and improve their 
diagnosis of nematodes, this book is organized by crop for easy diagnosis and information on 
identification, distribution, symptoms, and control. 

AGRICOLA, National Technical Information Service
AGRICOLA は、植物科学、林業、農業、農業システム、農業経済学、地球環境科学を含む農業および関連分野のあら 
ゆる側面を網羅する、400 万件以上の書誌情報を収録するデータベースです。

AGRIS, Food and Agriculture Organization
AGRIS は、農業科学技術文献の世界的に収録し、未発表の科学技術レポート、学位論文、会議論文、政府刊行物、
その他のユニーク・コンテンツを含む約 13 万レコードが毎年追加されています。

CAB Abstracts, CABI
農業および植物科学分野の国際的な問題を扱う最も包括的な書誌情報源には、650 万件以上の記録が収録されています。 
Ovid の機能には、120,000 以上のフルテキスト文書のフルテキスト検索が含まれます。

Zoological Record ®, Thomson Reuters
Zoological Record は、生物多様性と環境から分類学や獣医学までの幅広い収録範囲をもち、1864 年に遡る世界有数の 
系統分類体系は、動物名の非公式なレジスタとして機能してきました。

農業および地球/植物科学分野の包括的コンテンツ・ソリューションについて詳しくは、 www.ovid.com/agriculture 
をご覧ください。
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農業および地球/植物科学分野

Ovid 本社  
333 7th Avenue 
New York, NY 10001 
(646) 674-6300 
(800) 343-0064 
E メール：sales@ovid.com
その他のセールスオフィスは、以下の都市および
国に設置されています。

オランダ・アルフェンアンデリジン
中国・北京
ドイツ・ベルリン
イタリア・ボローニャ
香港
マレーシア・クアラルンプール
英国ロンドン 
スペイン・マドリッド
インド・ニューデリー
米国・マサチューセッツ州ノーウッド
フランス・パリ
米国・ユタ州サンディー
ブルガリア・ソフィア
スウェーデン・ストックホルム
オーストラリア・シドニー
日本・東京
チリ・ビラアレマナ
ポーランド・ワルシャワ

連絡先および所在に関する詳細情報につきまして
は、www.ovid.com/contact をご覧ください。

再生紙を利用しています

• 幅広い検索モード、そしてカスタマイズ
可能な作業効率化ツールやコンテンツア 
ラートツールを使って、思いのままに
作業を実行 

• 重 要 な 検 索 結 果 や 文 書 を 専 用 の 作 業 
エリア、My Projects に保存、管理

• Ovid ツールバーを使って、OvidSP を 
超える検索を体感

• わずか 1 つの検索クエリで、あらゆる 
Ovid リソース (電子ブック、電子ジャー 
ナルおよびデータベース) を同時検索

OvidSP
検索から結果を導き出す。

OvidSP は、オンライン検索ソリューシ
ョンの完成形。単一のオンラインソリ 
ューションを使って重要な情報を検索、
探索および管理できるため、研究の生産
性向上と作業の効率化につながります。
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