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岐阜県の動物
I爾乳類•爬虫類•両生類•十脚類
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四 3,600円鷹送料込み）

標高Omから3000mまで、広大な森林と多数の河川に
恵まれた岐阜県の野生哺乳類、爬虫類、両生類、十脚類
の合計123種を全て掲載した地方図鑑の決定版！

2020年12月下旬発売予定

岐阜県は日本列島の中央部に位菖しており、日本海側の多雪地帯や高山帯、温暖な太平洋側の濃尾平野といった多様な蠣境を有している。

そして東日本と西日本の動物相が交わる地域でもある。本書は、そうした岐阜県に分布する哺乳類・爬虫類・両生類・十脚類を網羅した。全

て県内で撮影された写頁（もしくは県内産標本の写真）で紹介し、地域変異や個体変異なども多数の写頁を掲載。確実な記録がある外来種

も全て掲載している。岐阜県の自然の魅力や現状を知ってもらうために気鋭の研究者たちが力を結集させたこだわりの1冊。
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