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MeL分野別カタログ 食
●2017年～2018年 最新刊●

書名
47都道府県・米/雑穀百科

著編者

同時
同時
１アクセス ３アクセス 商品コード
（本体）
（本体）

発行年

冊子版ISBN

井上 繁

2017

9784621301821

¥12,540

¥18,810 1026634692

井上 繁

2017

9784621301678

¥12,540

¥18,810 1025193942

星名 桂治

2017

9784621300473

¥12,540

¥18,810 1024589635

著編者

発行年

冊子版ISBN

堀 知佐子

2015

9784621300060

¥12,540

¥18,810 1020083616

John Krebs

2015

9784621089415

¥3,300

¥4,950 1019315069

地元こだわりの美味しいお米・雑穀を紹介。
47都道府県・くだもの百科
地域性あふれる名産・特産の果物を紹介。
47都道府県・乾物/干物百科
乾物の種類・作り方・食べ方を一挙紹介。

書名

和食の常識Q&A百科

同時
同時
１アクセス ３アクセス 商品コード
（本体）
（本体）

“和食の基本”を楽しく学んでマスターする。
食 ―90億人が食べていくために―（サイエンス・パレット 025）
（※）
2050年の「食」を考える。
● 表示価格は税抜きです。

● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。

2018年1月

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです
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書名

機能性食品の作用と安全性百科

著編者

同時
同時
１アクセス ３アクセス 商品コード
（本体）
（本体）

発行年

冊子版ISBN

2012

9784621085523

¥39,600

¥59,400 1011227121

2012

9784621085202

¥3,300

¥4,950 1011227118

2012

9784621085660

¥4,180

¥6,270 1011492081

2010

9784621081822

¥77,000 ¥115,500 1009767740

亀井 千歩子

2016

9784621089750

¥12,540

¥18,810 1020598988

成瀬 宇平

2015

9784621088265

¥12,540

¥18,810 1019023651

上野川 修一

機能性食品の有効性と安全性を、信頼のおける文献をもとに解説。

データが語るおいしい野菜の健康力

及川 紀久雄

健康な土壌で育った、健康なおいしい野菜は、人を健康にする。

食べられる生きものたち ―世界の民族と食文化48―

「月刊みんぱく」編集
部

世界各地の食文化をフィールドワーク、そこに地産地消の原点があった。

食品安全ハンドブック

食品安全ハンドブッ
ク編集委員会

法規から汚染物質、表示、トレーサビリティまで収録。幅広く使えるハンドブック。

47都道府県・和菓子/郷土菓子百科

古くから明治まで愛されるお菓子とは。

47都道府県・肉食文化百科

わが国の肉食文化の歴史から各地のブランド肉までを一挙紹介！
● 表示価格は税抜きです。

2018年1月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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書名

47都道府県・汁物百科

著編者

同時
同時
１アクセス ３アクセス 商品コード
（本体）
（本体）

発行年

冊子版ISBN

2015

9784621089477

¥12,540

¥18,810 1019315049

成瀬 宇平

2014

9784621088012

¥12,540

¥18,810 1016124044

成瀬 宇平

2013

9784621086810

¥8,360

¥12,540 1014156242

成瀬 宇平

2012

9784621085530

¥8,360

¥12,540 1011492082

成瀬 宇平

2011

9784621084069

¥8,360

¥12,540 1012708624

成瀬 宇平

2009

9784621080658

¥8,360

¥12,540 1012708622

野崎 洋光

日本の食に欠かせない全国各地の『汁物』を紹介するウンチク百科。

47都道府県・地鶏百科

日本各地の鶏、卵の旨さと美味しさに迫ります。

47都道府県・伝統調味料百科

ふるさとの味の核ともいえる各地の伝統的な調味料を紹介

47都道府県・こなもの食文化百科

全国各地で花開く"こなもの"文化を一挙紹介！

47都道府県・魚食文化百科

全国各地の多様な魚食文化から食育まで

47都道府県・伝統食百科

その地域では伝統的にどういったものが食べられてきたのか、都道府県ごとに伝統食を紹介するコンパクト百科。
● 表示価格は税抜きです。

2018年1月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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書名

47都道府県・地野菜/伝統野菜百科

著編者

同時
同時
１アクセス ３アクセス 商品コード
（本体）
（本体）

発行年

冊子版ISBN

成瀬 宇平

2009

9784621082041

¥8,360

¥12,540 1012708623

伏木 亨

2008

9784621079713

¥4,180

¥6,270 1008139862

地野菜・伝統野菜の歴史から食べ方までを網羅!!

味覚と嗜好のサイエンス （京大人気講義シリーズ）

味覚・嗜好からおいしさに至る感性の世界を、生理学・行動学・脳科学・食文化・食品科学などの幅広い視点から解説。

健康食品・中毒百科

内藤 裕史

2007

9784621078402

¥6,160

¥9,240 1008060868

9784621070314

¥3,080

¥4,620 1012995666

9784621052563

¥1,584

¥2,376 1008060839

9784621051504

¥1,496

¥2,244 1008060837

学術的裏付をもとに中毒学の第一人者が警告。健康食品の安全性を問いかける1冊。

世界路地裏・食紀行 （商社マン、世界を駆けめぐる 続） 財前 宏

2002

世界の隅から隅まで歩き回ってみつけたとっておきのエピソードと豊富な写真をまじえたおもしろ話

成人病を防ぐ現代人の食事学 （丸善ライブラリー 256） 井上 勝六

1998

米・豆食などの伝統的栄養学をベースに成人病を防ぐ日常の食生活の基本を提言

サイエンス食生活考 （丸善ライブラリー 150）

成瀬 宇平

1995

科学的に正しい栄養学の知識、健康と長寿のための食生活を平易に紹介
● 表示価格は税抜きです。

2018年1月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

