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消化管からみた健康・栄養 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,800 

同時3アクセス 
（本体） 

¥13,200 

冊子版ISBN 9784767961972  

著編者名 日本栄養・食糧学会 発行年 2018 商品コード 1028391629 

味覚・食欲、消化・吸収、腸内細菌、腸管免疫、消化管ホルモンなど、消化管と健
康・栄養に関するトピックについて、最新の知見を解説する。２０１７年５月開催の第
７１回日本栄養・食糧学会大会のシンポジウムをもとに書籍化。   

楽しく学べる味覚生理学  
―味覚と食行動のサイエンス― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,500 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,700 

冊子版ISBN 9784767961880  

著編者名 山本 隆 発行年 2017 商品コード 1028391630 

食べ物をおいしく味わうための味覚や食行動に伴う体のしくみを，幅広く解説する。咀嚼機能、
唾液分泌等の口の基本的な構造や働きから、おいしく味わうための味覚の仕組みについて、
味蕾の構造と機能，味覚受容体の最新の知見を解説。さらに、食べ物の好き・嫌いの発現な
どの脳の仕組みについても言及し、味覚と食行動，味覚と健康、味覚の発達老化などについ
ても理解を深める。「デザートは別腹」等のコラムも多数収載。口腔生理学の概説書ともいえ
る内容で、分野の専門以外の読者にも読みやすく、歯学部入学直後の学生などへの学習の
動機付けともなり得る。 

食事摂取基準による栄養管
理・給食管理 ―PDCAサイク

ルの実践― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,050 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,800 

冊子版ISBN 9784767961804  

著編者名 由田 克士 発行年 2015 商品コード 1028391624 

「日本人の食事摂取基準(2015年版)」を理解した上で、栄養管理・給食管理を現場
で具体的に実践するための考え方や留意点を詳細に示す一冊。対象者・対象集団
別の必要量を把握するための、アセスメント・目標量設定・モニタリングのサイクル
を具体的に解説する。ライフステージ・施設別に、実際的な手順の事例を理解しや
すいフロー図で提示。 

2018年 新規配信タイトル 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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衣環境の科学 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,500 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,700 

冊子版ISBN 9784767910475  

著編者名 田村 照子 発行年 2004 商品コード 1028391625 
衣服を人間に最も身近な微小環境と位置づけ、機能的で健康な衣生活が実現できる自立した
消費者の育成を目的に記述。有機的に関連づけた基礎編と応用編で実際的な学習ができる
よう構成。 

衣服材料の科学 第3版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,500 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,250 

冊子版ISBN 9784767910499  

著編者名 島崎 恒蔵 発行年 2009 商品コード 1028391626 
新しい素材、技術、情報を可能な限り取り入れわかりやすく解説。特にニットは十分な理解が
できるよう詳説し、編物とニットのバランスを適切に保った。難解な読みにはルビ、主要な述語
には英名を付記。 

衣服管理の科学 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,500 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,700 

冊子版ISBN 9784767910482  

著編者名 片山 倫子 発行年 2002 商品コード 1028391627 
大学・短大等の「被服管理学」「被服整理学」の教科書。最新の研究、資料等に基づき洗濯に
関すること全般を述べる。 

衣服製作の科学 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,500 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,250 

冊子版ISBN 9784767910468  

著編者名 松山 容子 発行年 2001 商品コード 1028391628 
被服構成学の入門書・解説書として、衣服の形と設計に関する理論を最新の研究成果を含め
て系統的に示すと共に、実際のもの作りや衣服生産のシステムと課題に対する基礎的理解が
得られるように構成。 

衣の科学 シリーズ 

全４冊揃価格 
  同時1アクセス（本体） ¥22,000  同時3アクセス（本体） ¥31,900 

2018年 新規配信タイトル 
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好評配信中  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

ミネラル摂取と老化制御 ―リン研究の最前線― 宮本 賢一 2014 9784767961767 ¥5,500 ¥8,250 1025423530 

亜鉛の機能と健康 ―新たにわかった多彩な機能― 駒井 三千夫 2013 9784767961712 ¥8,800 ¥13,200 1025423531 

ロコモティブシンドロームと栄養 田中 清 2012 9784767961651 ¥5,500 ¥8,250 1025423532 

災害時の栄養・食糧問題 板倉 弘重 2011 9784767961613 ¥5,500 ¥7,700 1025423533 

栄養・食品機能とトランスポーター 竹谷 豊 2011 9784767961545 ¥9,900 ¥14,300 1025423534 

機能性タンパク質・ペプチドと生体利用 岡 達三 2010 9784767961507 ¥7,700 ¥11,000 1025423535 

ルミナコイド研究のフロンティア ―食物繊維・オリゴ糖・
レジスタントスターチの最新研究動向― 

海老原 清 2010 9784767961514 ¥8,800 ¥13,200 1025423536 

公衆衛生学 3訂第3版 
（管理栄養士講座） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,000 

冊子版ISBN 9784767906140  

著編者名 伊達 ちぐさ 発行年 2017 商品コード 1025423521 

管理栄養士養成課程のためのハイレベルな教科書。最新の行政資料・統計データを反映し
た改訂版。公衆衛生の動向を深い部分まで書き込み、高度な専門知識を身につける。 

非栄養素の分子栄養学 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,800 

同時3アクセス 
（本体） 

¥13,200 

冊子版ISBN 9784767961897  

著編者名 芦田 均 発行年 2017 商品コード 1025423528 

非栄養素による遺伝子発現制御の核である転写制御を中心として、非栄養素の生体への
作用と機能性についての最新の研究成果をまとめる。 

食品因子による栄養機
能制御 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,900 

同時3アクセス 
（本体） 

¥14,300 

冊子版ISBN 9784767961811  

著編者名 芦田 均 発行年 2015 商品コード 1025423529 

生活習慣病などの疾病予防・改善にかかわる作用機構を解明あるいは解明する糸口が明
確な研究に焦点を当て、化合物レベルでの栄養機能制御に関する作用機構についての最
新知見を詳述。 



■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町87-4　東戸塚N&Fビル1 2階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

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

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp
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