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京都 カフェと洋館アパートメントの銀色物語 
 ―KYOTO CAFE ESSAY― 

著編者名 川口 葉子 発行年 2013 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487806553  商品コード 1031556667 

カフェマニア・川口葉子が、人気の観光地・京都でたどり着いた、とある謎めいた洋館ア
パートメント。そこでの不思議な出会いとつながりを軸に、魅惑の京都のカフェの数々を
描き出す、カフェエッセイ。 

パンケーキbook 
 ―基本からアレンジまで、しあわせレシピ37― 

著編者名 福田 淳子 発行年 2012 

同時1アクセス（本体） ¥2,640 同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784487806102  商品コード 1031556653 

フライパンで３分。はじめてでも、おいしく作れる！ おうちにある材料と道具ですぐにで
きる、私だけのとっておきパンケーキ！ 

食・栄養関連タイトル  
はじめての精進料理 
 ―基礎から学ぶ野菜の料理― 

著編者名 高梨 尚之 発行年 2013 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487808007  商品コード 1031556668 

和食の野菜料理の王道、精進料理を基本から。煮つけ、きんぴらごぼう、白あえ、精進揚げなどのごく基本
の精進レシピから、順を追って、料理初心者でもわかるよう、徹底してプロセスを追った写真とともに懇切丁
寧に解説した決定版。巻頭から順を追って進めていけば、これ一冊でおもてなしのお膳、いつかは挑戦した
い胡麻豆腐までが身につきます。 精進料理だけでなく、和食の基本ともなる、野菜の切り方、用具の扱い、
下処理、後片付けなど、「基本ノート」も大充実で、一家に一冊の必携書です。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 2020年3月 

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 

お弁当教本 坂田 阿希子 2017 9784487810390 ¥3,300  ¥6,600  1031556663 

おやつ教本 坂田 阿希子 2015 9784487809233 ¥3,300  ¥6,600  1031556662 

洋食教本 坂田 阿希子 2014 9784487808670 ¥3,300  ¥6,600  1031556664 

サラダ教本 坂田 阿希子 2013 9784487807840 ¥3,300  ¥6,600  1031556659 

スープ教本 坂田 阿希子 2012 9784487806270 ¥3,300  ¥6,600  1031556661 

サンドイッチ教本 坂田 阿希子 2011 9784487805549 ¥3,300  ¥6,600  1031556660 

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 

おうちで本格イタリアン 
 ―イタリア料理をもっとおいしくつくる方法をプロが教えます― 

松原 利明 2012 9784487806706 ¥2,640  ¥5,280  1031556690 

おうちで本格エスニック 
 ―スパイシーでやさしいアジアごはんのつくり方― 

チュオン・ホアン・
カィン 

2012 9784487806775 ¥2,640  ¥5,280  1031556691 

おうちで本格中国料理 
 ―四大料理のベストセレクション― 

王 貴涛 2012 9784487807260 ¥2,640  ¥5,280  1031556692 

おうちで本格韓国料理 
 ―元気が出て、きれいになれるオモニの味― 

金 泰希 2012 9784487807253 ¥2,640  ¥5,280  1031556694 

おうちで本格インドカレー 
 ―スパイスを知るとこんなにおいしくなる― 

小野 員裕 2011 9784487805860 ¥2,640  ¥5,280  1031556689 

おうちで本格鍋料理 
 ―旨さを引き出すコツを専門店に聞きました― 

出倉 吾朗 2011 9784487806065 ¥2,640  ¥5,280  1031556693 

教本シリーズ 

6冊揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥19,800 ¥39,600 

おうちで本格シリーズ 

6冊揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥15,840 ¥31,680 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年3月 

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 

全国五つ星の手みやげ 新訂版 岸 朝子 2014 9784487808267 ¥6,160  ¥12,320  1031556730 

全国五つ星の駅弁・空弁 小林 しのぶ 2009 9784487803422 ¥3,740  ¥7,480  1031556729 

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 

東京五つ星の手みやげ ―The LEGEND― 岸 朝子 2019 9784487812844 ¥4,180  ¥8,360  1031556728 

東京五つ星の鰻と天麩羅 新訂版 見田 盛夫 2017 9784487810871 ¥3,740  ¥7,480  1031556722 

東京五つ星のイタリア料理 岸 朝子 2010 9784487804061 ¥3,520  ¥7,040  1031556726 

東京五つ星の中国料理 岸 朝子 2009 9784487803392 ¥3,520  ¥7,040  1031556725 

東京五つ星の魚料理 岸 朝子 2008 9784487802470 ¥3,520  ¥7,040  1031556727 

東京五つ星の肉料理 岸 朝子 2007 9784487801831 ¥3,520  ¥7,040  1031556724 

東京五つ星の蕎麦 見田 盛夫 2006 9784487801473 ¥3,740  ¥7,480  1031556721 

東京五つ星の甘味処 岸 朝子 2006 9784487801480 ¥3,300  ¥6,600  1031556723 

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 

カクテル手帳 上田 和男 2010 9784487804009 ¥3,080  ¥6,160  1031556655 

イタリアン手帳 岸 朝子 2010 9784487804054 ¥3,080  ¥6,160  1031556656 

ワイン手帳 熊野 裕子 2010 9784487804252 ¥3,080  ¥6,160  1031556657 

焼肉手帳 東京書籍出版編集部 2009 9784487803408 ¥3,080  ¥6,160  1031556654 

すし手帳 坂本 一男 2008 9784487802371 ¥3,080  ¥6,160  1031556658 

東京五つ星シリーズ 

8冊揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥29,040 ¥58,080 

全国五つ星シリーズ 

2冊揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥9,900 ¥19,800 

手帳シリーズ 

5冊揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥15,400 ¥30,800 
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料理は食材探しから 

有元 葉子 著  2011年発行 

素材の持ち味を生かし，余分なものを入れない引き算
の料理が人気の料理家・有元葉子が，いろいろと試し，
大切に使っている食材を，生産者のもとに訪ね歩き，レ
シピとともに紹介した「食材+レシピ」の本。2012年3月6
日，世界の料理本を顕彰する「グルマン世界料理本大
賞」（GOURMAND WORLD COOKBOOK AWARDS）
において，「食の紀行部門」グランプリ受賞。 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥7,040 

冊子版ISBN 9784487805556  

商品コード 1031556674 

有元葉子の「和」のお弁当 

有元 葉子 著  2013年発行 

毎日のお弁当、行楽のお弁当、晴れたらお弁
当、家でいただくお弁当…、有元葉子が手掛
けるお弁当本は、有元流お惣菜料理の集大成。 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥7,040 

冊子版ISBN 9784487807857  

商品コード 1031556680 

有元葉子の揚げもの 
 ―家で作ってこそ、まっとうでおいしい― 

有元 葉子 著  2014年発行 

最近はとかく悪者にされがちですが、「揚げもの」は、今も
昔も身近で老若男女に人気のお惣菜の主役です。たしか
に買ってきたものは、どんな油を使っているかわからないか
ら、体にいいとは言えません。だからこそ、揚げものこそ、家
で作るのがまっとう！ それに「揚げる」という調理法は、素
材を手早く加熱でき、少ない調理時間で量を作ることがで
き、素材の味を邪魔せずにコクを加えるなど、非常に優れ
た調理法です。本書では、有元葉子さんの定番の「揚げも
の」の数々を紹介します。 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥7,040 

冊子版ISBN 9784487808700  

商品コード 1031556675 

晩酌 

有元 葉子 著  2015年発行 

日本の素敵な暮らしのひとこま、「晩酌」。晩酌は日
本独特のお酒の楽しみ方。冷蔵庫に入っている油
揚げや葱、海苔やこんにゃく、漬物、納豆など、何の
変哲もないものが、恰好のつまみの材料に。有元葉
子が気負わずささっとを身上に、そこいらにあるもの
で、気の利いた一品など、「晩酌」の醍醐味を提案。 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥7,040 

冊子版ISBN 9784487808717  

商品コード 1031556676 

バランスごはん 

有元 葉子 著  2017年発行 

ちょっと調子が優れなくなった時、重いと感じた時など
に、からだをいったんリセットして、「バランス」をとるため
の献立。食後、特に翌日に、「ふいっと気持ちの良くな
る」感覚があり、不思議と調子が戻ってくる。たまの習慣
や、何かのイベントとして取り入れれば、定期的にバラ
ンスを調える契機に。そんな素敵な献立を、暮らしに取
り入れる工夫とともに、有元流のレシピで紹介。 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥7,040 

冊子版ISBN 9784487809738  

商品コード 1031556677 

ひとりごはんの愉しみと工夫 

有元 葉子 著  2018年発行 

ひとりだから、愉しい。買ってきたらすぐにちょっと
下ごしらえを／一人でも季節感を忘れないで／小
さい道具たち／保存はどうする？／一人ならでの
贅沢を楽しもう／調味料には贅沢しよう……ひとり
であっても、ひとりであるからこそ、日常を大切に暮
らし、日々の食卓を調えることに自然と愉しみを見
出す工夫が詰まった一冊。 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥7,040 

冊子版ISBN 9784487811168  

商品コード 1031556678 

にんにくの料理 

有元 葉子 著  2019年発行 

にんにくの使い方一つで普段の料理がワンランクアップすることは間違
いありません。にんにくは料理の名脇役として欠かせない存在であり、
有元葉子さんが最も多用する食材のひとつ。にんにく使いの基本から、
新にんにくの楽しみ、にんにく×麺とご飯、にんにく×肉、にんにく×
魚介、にんにく×野菜、と、有元さんらしい「にんにく」使いにあふれる
一冊。パワーあふれるにんにく料理で、おいしく元気な食卓を。 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥7,040 

冊子版ISBN 9784487811694  

商品コード 1031556679 
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● 表示価格は税抜きです。 

チーズの料理 

サルボ恭子 著  2016年発行 

チーズは身近な人気食材。今や普通のスーパーでも
手軽に手に入るナチュラルチーズの数々。でも、その
楽しみ方といえば、「そのまま食べる」が主流で、日々
の家庭料理の中では十分に活用できていない。そこで、
日々の家庭料理の中で「普段づかい」できるチーズ料
理をテーマにつくったチーズ料理の本。決定版。チー
ズが余っても、もう困らない！ 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487809721  

商品コード 1031556697 

2020年3月 

飛田和緒の台所の味 

飛田 和緒 著  2005年発行 

料理研究家・飛田和緒さんの味の秘密を初
公開。素材・調味料・つくりおきなど、だれもが
すぐに生かせる，おいしい家庭料理のホント
のコツがこの1冊に凝縮。 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487800605  

商品コード 1031556685 

飛田和緒のシンプルごはん便利帳 
 ―缶詰・瓶詰・常備品 食品棚にある買い置きで― 

飛田 和緒 著  2012年発行 

缶詰や瓶詰など、食品棚に今ある買い置
き食材だけで、ちゃんとおいしくご飯がで
きる。シンプルだけどおいしい「巣ごもりレ
シピ」。 

同時1アクセス(本体) ¥2,860 

同時3アクセス（本体） ¥5,720 

冊子版ISBN 9784487806799  

商品コード 1031556681 

ひだパン ―飛田和緒さんの「食パン」ごはん― 

飛田 和緒 著  2015年発行 

朝のバタバタ、子どもの送り迎えや習い事や
塾の前に、パクッと頬張れ、ちゃんとおいしい。
日々の生活の中から出てくる、肩肘張らない
レシピで人気の飛田和緒さんに教わった、
「食パン」ごはんです。 

同時1アクセス(本体) ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥6,160 

冊子版ISBN 9784487808694  

商品コード 1031556682 

ひだゴハン ―飛田和緒さんの「ご飯」レシピ― 

飛田 和緒 著  2017年発行 

白飯さえあればＯＫ！ 冷蔵庫からごそごそと食材を出して、
切る、炒める、煮るかして、ご飯にのっける、一緒に炒める、
オーブントースターに放り込んで焼く、のりで巻く、汁やスー
プをかける……。一つの器の中に“おいしい”をギュッと詰め
込んだ、飛田和緒さんの「ひだゴハン」レシピ。まずは白飯を
炊きましょう。急ぐときには冷凍ご飯が活躍してくれます。そ
れから冷蔵庫を開けて、何にしようと考えてもこの本のレシピ
なら間に合います！  

同時1アクセス(本体) ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥6,160 

冊子版ISBN 9784487810406  

商品コード 1031556683 

雪平鍋で2品献立 ―使う雪平鍋は2サイズ― 

飛田 和緒 著  2018年発行 

こんなに便利！ 雪平鍋だけで献立や下拵
えもどんどんできる。飛田和緒さん流、雪平鍋
だけでつくる、シンプルな日々のごはん「二菜
献立」と、「こんなに便利」、「こんなこともでき
る」といった便利な雪平鍋フル活用術。 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487811342  

商品コード 1031556684 

タルティーヌとクロック 
 ―フランス式のっけパンとホットサンド― 

サルボ恭子 著  2015年発行 

「タルティーヌ」とは、薄く切ったバケットやカンパーニュ
に、バターやジャムを塗ったり、好みの食材を載せたり
した、「フランス風のっけパン」。「クロック」はフランス語
で、一般的に食パンなどで作った「ホットサンド」のこと
を指す。どちらも、子どもから大人まで、朝食や軽食と
して定番のもの。朝食のみならず、お昼でも夜でも、小
腹がすいたときに気軽に頬張れるのがタルティーヌや
クロックの魅力。 

同時1アクセス(本体) ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥6,160 

冊子版ISBN 9784487809165  

商品コード 1031556686 

サルボ恭子のスープ 

サルボ恭子 著  2016年発行 

スープストックを使わず、水から作って、おいしいスー
プに！ミネストローネ、コーンポタージュなどの「定番
スープとアレンジ」、身近な材料でできる「玉ねぎ、にん
じん、じゃがいものスープ」、毎日食べても飽きない「毎
日のサルボスープ」、それだけで食事になる「ディナー
スープ」、そして、スープと一緒に楽しむ「トーストパン」
や「パスタ」と「ライス」まで。スープ作りの基本図書。 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487810383  

商品コード 1031556687 
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● 表示価格は税抜きです。 

ひとり小鍋 ―食べたいものを、好きな味で、好きなだけ。

自分のための、とびきりおいしい、土鍋のレシピ。― 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487811687  

著編者名 福森 道歩 発行年 2018 商品コード 1031556698 

ひとりの夜、さて、何を食べようか？ あれこれと作るのは、自分のためだけには、なんだか面倒。適当なもので済ませよ
う。その適当なもので済ませる役目、土鍋に任せてみませんか。土鍋は秋冬だけじゃない、年中使える優秀な「調理道
具」であり、そのまま食卓に載せられる「器」もなれます。ひとりの夜を、この上なく楽しく、おいしくしてくれる、最高の土
鍋ライフ！ そんな料理をたくさん紹介。 

あえものサラダ ―なつかしくて新しい― 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487809332  

著編者名 河村 みち子 発行年 2015 商品コード 1031556688 

いくらでも食べられるのに、体がすっきり目覚める！ あえものの常識が覆る！ なつかしくて新しい、「あえもの」の新
提案です。 

取り分け&持ち寄り大皿レシピ 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487808687  

著編者名 大庭 英子 発行年 2014 商品コード 1031556673 

家での集まりも、持ち寄りパーティも、これ1冊で「どーんと来い！」の、大皿スタイル。ごちそうサラダやボリュームのある
野菜料理、おもてなしにぴったりな肉料理や野菜料理、ご飯に麺類にパンもまるごと一冊に。 「きょうの料理」でもおな
じみの大庭英子さんのアイディア満載レシピ。 

味はどーかな？  
（こぐれひでこのおいしい画帳 2） 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥6,160 

冊子版ISBN 9784487803439  

著編者名 こぐれ ひでこ 発行年 2008 商品コード 1031556672 

読売新聞の大好評連載をまとめた第2弾。こぐれひでこが四季折々の食材をさまざまにアレンジ。和・洋・ごはん別にま
とめた，読むだけでおいしい本。レシピも万全，イラスト大幅加筆！ 

粥百選 ―精進粥・中華粥とおかず100+20― 

同時1アクセス（本体） ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥7,040 

冊子版ISBN 9784487807338  

著編者名 高梨 尚之 発行年 2012 商品コード 1031556652 

日本が誇る精進料理の「滋味」溢れるおかゆ50品と，中国の家庭でも楽しまれているような「滋養」たっぷりな代表的な
お粥を50品、あわせて１００選。 

南イタリア季節のレシピ 
 ―アドリアーナの簡単料理― 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487807505  

著編者名 アドリアーナ・ヴァッローネ 発行年 2012 商品コード 1031556665 

保存版！南イタリア料理の入門書。季節ごと12品の前菜、パスタ、メイン、野菜、ドルチェのレシピをわかりやすく紹介。 
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● 表示価格は税抜きです。 

トマト・ブック 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487812912  

著編者名 坂田 阿希子 発行年 2019 商品コード 1031556701 

いつだって元気いっぱいのトマト。真っ赤で、おいしくて、瑞々しくて、世界中で愛されているトマト。一冊丸ごと、トマト料理の
本！冷やしトマト／湯むきトマト／グリルトマト／ローストトマト／ソテートマト／フライトマトトマトのマリネ／トマトのサラダ・あえも
の／トマトのスープ／トマトのファルシ／オーブンを使って／中華鍋・フライパンを使って／鍋を使って／蒸し器を使って／トマ
トのピラフ／トマトのパスタ／トマトの麺／トマトのパン／トマトのおやつ／トマトで自家製 ほか 

じゃがいも・ブック 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487811670  

著編者名 坂田 阿希子 発行年 2018 商品コード 1031556699 

欠かせない脇役であり、最高の主役となるじゃがいもを、ベイクで、フライで、マッシュで、コロッケで、そしてオー
ブンで、フライパンで、鍋で、粉料理に……と、１冊丸ごと取り上げます！ 

パウンドケーキの本 

同時1アクセス（本体） ¥3,740 

同時3アクセス（本体） ¥7,480 

冊子版ISBN 9784487812219  

著編者名 田中 博子 発行年 2019 商品コード 1031556700 

これおいしい！と思えるようなお気に入りを。おいしくできたから、半分は、あの人にも食べてもらいたい。幸せを
分けられる、愉しさのあるお菓子。材料と配合、プラスαの仕上げ、パウンド型と型の下準備、パウンドケーキ作り
のQ&Aなどの基本から、パウンドケーキ作りを工程写真とともに丁寧に解説。パウンドケーキ作りの教科書。永久
保存版。 

ジャムの本 

同時1アクセス（本体） ¥3,740 

同時3アクセス（本体） ¥7,480 

冊子版ISBN 9784487809196  

著編者名 田中 博子 発行年 2016 商品コード 1031556696 

うちのジャムがおいしくなった！そう思えるような、おいしいジャム作りのお手伝いを。材料・道具・瓶詰め・スパイ
スやリキュール・ジャム作りQ&Aなどの基本から、四季折々のフルーツで作るジャムとそのバリエーション、ジャム
を楽しむお菓子まで、写真とともに丁寧に解説し、網羅。ジャム作りの教科書。永久保存版。 

季節をつくるわたしの和菓子帳 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487807314  

著編者名 金塚 晴子 発行年 2013 商品コード 1031556666 

中目黒の和菓子スタジオへちまで和菓子作りを教える、NHK『きょうの料理』でおなじみの金塚晴子さんが、誰も
が一度は目にしたことのある、四季折々の和菓子の簡単な作り方とレシピを伝授。 
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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） 

● 表示価格は税抜きです。 2020年3月 

ウエカツの目からウロコの魚料理 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487807581  

著編者名 上田 勝彦 発行年 2014 商品コード 1031556671 

テレビ・雑誌で話題沸騰！ 元漁師の水産庁職員による、魚料理の基礎。魚の旬や下処理、調理法、レシピまでの
基本を教えます。 

地魚大全 

同時1アクセス（本体） ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥7,040 

冊子版ISBN 9784487803293  

著編者名 野村 祐三 発行年 2009 商品コード 1031556669 

知っていれば，食卓が変わる，旅が変わる，出張が変わる。ご当地グルメの極めつけ，各地自慢の特産魚とその旬，
極上の料理を知るためのバイブル。 

塩とニガリがよくわかる本 
 ―健康は海から― 

同時1アクセス（本体） ¥4,180 

同時3アクセス（本体） ¥8,360 

冊子版ISBN 9784487799459  

著編者名 玉井 恵 発行年 2004 商品コード 1031556695 

自然海塩の旨さの秘密，成分・種類の違いを徹底調査した「ニガリの科学」，医師も実感したニガリの凄い力と効果
的な利用法，全国72ヶ所の製塩所と，その製品の紹介まで「塩とニガリ」をすべて網羅した完全ガイド。 

東京駅近居酒屋名店探訪 

同時1アクセス（本体） ¥2,860 

同時3アクセス（本体） ¥5,720 

冊子版ISBN 9784487805792  

著編者名 くにろく 発行年 2011 商品コード 1031556702 

山手線エリア・スカイツリーを中心とした下町エリアにある，駅から徒歩5分以内の「駅近」居酒屋の数々を紹介。 

〈東京〉ゆとりを愉しむ至福のＢＡＲ 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487804146  

著編者名 たまさぶろ 発行年 2010 商品コード 1031556670 

東京でゆとりを愉しむ大人のための上質バー／カクテルラウンジを網羅的に紹介したガイド・決定版。洒落た大人
がぜひ使いたいバーをかつてない規模でリストアップ。全120店舗掲載。 
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