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書 名・著者名  定価 内容

庭のざぶとん犬
くにのい あいこ 著

A5 判・128 頁

ISBN978-4-7709-0070-8

庭のざぶとん犬　2巻
くにのい あいこ 著

A5 判・128 頁

ISBN978-4-7709-0074-6

ワインの香り
日本のワインアロマホイール＆アロマカード
で分かる！

東原 和成、佐々木 佳津子、 渡辺 直樹
鹿取 みゆき、大越 基裕 著 著

B5 判・98 頁

ISBN978-4-7709-0073-9

ワインバレーを見渡して
玉村 豊男 著

四六 判・240 頁

ISBN978-4-7709-0071-5

日本ワイン 北海道
鹿取みゆき 著

A5 判・132 頁

ISBN978-4-7709-0067-8

はじめてのワイン法
蛯原 健介 著

四六 判・368 頁

ISBN978-4-7709-0063-0

においと味わいの不思議
知ればもっとワインがおいしくなる

東原和成 著　佐々木佳津子 著
伏木亨 著　鹿取みゆき 著

四六判・340頁

ISBN978-4-7709-0061-6

ゼロから始めるワイナリー起業

蓮見 よしあき 著

四六 判・176 頁

ISBN978-4-7709-0060-9

2

＜犬＞コミック・エッセイ

3

4,000円
＋税

ソムリエじゃなくても、ワインの香りを表現できるよう
になる！をコンセプトにした、誰でもワインの香りが表
現できることを目指した「香り」の本。本文は香りに関
するクイズ形式で学べる。また、日本人の感性で表現で
きる香りの共通言語「日本のワインアロマホイール」を
掲載するほか、ワインの重要な香り27種を嗅げる「アロ
マカード」の付録付き。
（2017年10月11日発行）

1
1,200円
＋税

「犬あるある」がいっぱいのコミックエッセイ。
ワンコとの暮らしにある日常のシーン、犬の表情や仕草
を、著者ならではの視点で、ユニークに描いています。
犬好きの、犬好きによる、犬好きのための本です。
（2015年7月27日発行／2015年8月27日第2刷発行）

6
2,400円
＋税

ワイン法の模範とされるフランスとEUの法律を中心に、
その成り立ちと内容を分かりやすく紹介し、日本の現状
を考える、ワイン法研究者による、日本で初めてのワイ
ン法の入門書です。
（2014年9月1日発行）

＜日本ワイン＞

4
1,200円
＋税

小規模ワイナリーが次々に開業し、注目を集めてい
る長野県の「千曲川ワインバレー」。その最前線で
新たな日本ワインの造り手を育成するプロジェクト
を進めながら、地域の今と未来を見つめる玉村豊男
氏のブログ・エッセイ集。
（2016年5月20日発行）

5
2,400円
＋税

本書はワインを育む風土がテーマとなっており、気候や
地質、土壌など、風土を形作るさまざまな要素から、北
海道のワインの姿を捉えようとしています。
図版やデータも満載です。
（2016年3月3日発行）

1,200円
＋税

人気コミックの第2巻。めくってもめくっても犬ばかりが
登場する「犬あるある」コミックエッセイ。
「うちの子と一緒」と思わずつぶやいてしまう「犬ある
ある」や「飼い主あるある」が満載！
（2018年11月21日発行／2018年12月5日第2刷発行）

7

2,200円
＋税

ワインの香りの正体とは何か？	私たちは、どうやって、
においや味わいを感じているのか？	「おいしい」とは、
どういうことなのか？	これらの疑問を、最先端で研究を
続ける嗅覚の科学者、味覚の科学者、醸造家、ワイン
ジャーナリストが、分かりやすく解き明かします。
（2015年5月25日第3刷発行）

8
1,600円
＋税

長野県東御市のワイン特区を利用して、個人でワイナ
リーを設立してから5年、著者の経験から培ったノウハウ
をまとめた一冊。新しく農業を始めたい人、小規模ワイ
ナリー設立を目指す人におすすめです。
（2015年6月22日第3刷発行）
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日本ワインガイド
純国産ワイナリーと造り手たち

鹿取みゆき 著

B5判変型・536 頁

ISBN978-4-7709-0055-5

国際観光誘致のしかた
インバウンド・ツーリズム振興の基本

小林 天心 著

B6 判・265 頁

ISBN978-4-7709-0058-6

旅行企画のつくりかた
新しいツアープランと顧客の創造

小林 天心 著

B6 判・197 頁

ISBN978-4-7709-0054-8

ツーリズムの新しい諸相
地域振興× 観光デザイン

小林 天心 著

B6 判・294 頁

ISBN978-4-7709-0049-4

やわやわ富山・金沢の旅

みやこ小路 著

A5 判・128 頁

ISBN978-4-7709-0068-5

絵で学ぶ易占

宇澤 周峰 著

四六 判・658 頁

ISBN978-4-7709-0069-2 

易入門

柳下尚範 著

B5 判・284 頁

ISBN978-4-7709-0013-5 

易占入門

宇澤周峰 著

A5 判・357 頁

ISBN978-4-7709-0039-5

12

16

1,000円
＋税

ツーリズム専門誌『TRAVELJOURNAL』に3	年にわたり連載
されたコラムに書き下ろしを加えて書籍化。日本のツー
リズムに関わるすべての人に読んで欲しい一冊。（2008
年9月11日発行）

加藤大岳師、柳下尚範師に師事し、40	年以上にわたり易
学を探究し、運命諸方術の研究にも精進した宇澤周峰師
による入門書。分かりやすく本格的な指南書です。
（2005年3月1日3刷発行）

3,000円
＋税

4,500円
＋税

易占を学びたい人に向けた、絵で学べる入門書です。
本書には、六十四卦、三百八十四爻、合計448点のイラス
トを掲載しており、それぞれの卦辞・爻辞の意味を、イ
ラストで具体的にイメージし、覚えることができます。
易占の勉強を始める人、さらに深く学びたい人におすす
めの一冊です。
（2016年6月29日初版発行）

9

15

11

＜占い・易占＞

「岳易館柳下尚範易学教室」を主宰し、易学の普及に尽
力した柳下尚範師による手引き書。初めて易を学ぶ人に
も分かりやすく解説された名著。
（2015年4月21日改訂第6版第2刷発行）

＜ツーリズム・旅行＞

10
1,400円
＋税

「日本にとっては国際観光、とりわけインバウンドと呼
ばれる外客誘致のビジネス分野こそ、大きく広がった
「今そこにある機会」なのだ」（「まえがき」より）
ツーリズム専門誌『TRAVELJOURNAL』に掲載された人気連
載「国際観光誘致の技法」に書き下ろしを加えて単行本
化。（2011年10月24日発行）

3,500円
＋税

独自の調査による国産ブドウ原料100％の「純国産ワイナ
リー」を掲載。これまでにない詳細なデータ、ひと目で
分かるグラフを使ってワイナリーを分析。日本各地で奮
闘する造り手たちの日本ワインへの思いに迫る。日本の
風土を感じるワイン293本、掲載日本ワインを取り扱って
いる酒販店130店以上を紹介。（2015年7月第3刷発行）

14

1,400円
＋税

13
1,200円
＋税

富山出身のイラストレーター・みやこ小路さんが、富
山・金沢の注目スポットを、独自の視点で体験取材。
知ってるようで知らなかった富山・金沢の魅力をとこと
ん楽しめるコミック・エッセイです。
（2015年3月2日発行）

1,900円
＋税

「旅行商品をつくる人、販売する人たちに、もう一度原
点に立ち返り、旅行企画のしかたの基本を、さらには商
品、販促、流通、価格というマーケティング全体の見直
しをしてもらいたい、そのきっかけを提供したい、とい
うのがこの本の狙いである」。『TRAVELJOURNAL』の人気
連載を単行本化。（2011年4月25日発行）
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易占例集

監修・宇澤周峰
日本易学振興協会編

A5 判・419 頁

ISBN978-4-7709-0044-9

僕が見たアフガニスタン
Afghan Blue

久保田 弘信著

B4 変型・80 頁

ISBN978-4-7709-0051-7

戦後日本の課題と検討

齋藤 洋 著

B6 判・255 頁

ISBN978-4-7709-0050-0

国際法講義編

齋藤 洋 著

B6 判・205 頁

ISBN978-4-7709-0053-1

ウェストファリアは終わらない
国際政治と主権国家

柴田 純志 著

B6 判・153 頁

ISBN978-4-7709-0059-3

東日本大震災
ボランティア活動報告書

亜細亜大学経営学部 著

B5判・208 頁

ISBN978-4-7709-0057-9

忘れてはならないこと

亜細亜大学経営学部 著

四六判・272 頁

ISBN978-4-7709-0062-3

東洋大学法学部、齋藤洋教授による戦後日本の課題にお
ける研究書。
（2009	年1	月25	日発行）

17

1997	年〜2008	年の10	年間にわたりアフガニスタンの撮
影を続けてきた報道写真家、久保田弘信氏の集大成。ま
えがきは第8	代国連難民高等弁務官　緒方貞子さんによ
るもの。日本図書館協会選定図書
（2009	年3	月20	日発行）

日本で唯一の易占例集。さまざまな悩みにおける易占い
のケーススタディを具体的かつ分かりやすく掲載。
(2009	年1月20日２刷発行）

6,000円
＋税

1,800円
＋税

19

18

＜国際政治・国際法＞

2,000円
＋税

23
1,000円
＋税

震災から2年半。亜細亜大学経営学部の学生自身が企画
し、仲間を集い、現地の人々や大学の協力をえながら行
われた活動で、学生はなにを感じ、今後なにをすべきだ
と思ったのか。	学生自身が書いた活動報告書を中心に、
「忘れてはならないこと」を考える。
（2014年4月2日発行）

20
1,300円
＋税

変化する国際法の世界を学ぶ講義書。

東洋大学法学部の教科書として採用。国際法を学ぶ学生
が理解しやすいようにまとめられている。
（2010年4月24日発行）

＜ボランティア・東日本大震災関連＞

500円
＋税

亜細亜大学経営学部の学生が主体となり、大学と協同し
ながらボランティアツアーを計画。宮城県でボランティ
ア活動を行い、その体験をまとめたレポート集。学生た
ちが感じたことを、自分たちの言葉で綴っています。本
書の売り上げは、必要経費をのぞき、全額を災害復興支
援活動のために寄付します。（2011年9月発行）

1,600円
＋税

本書は、現代国際政治の変化ではなく、変化しない部分
に焦点を当てることで、過去から現在、そして未来を見
つめる揺るがぬ視点を提出している。現代社会の多様で
急速な変化は、こうした不動の視点からのみ正しく認
識・評価することができる。世界を理解するための最良
の書。（2012年7月17日発行）

21

22
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連珠入門（れんじゅにゅうもん）

三浦 和、小林高一 著

四六判・224 頁

ISBN978-4-7709-0064-7

新版  連珠必勝法

新井 華石 著

四六判・288 頁

ISBN978-4-7709-0065-4

女子力UPのための最新入浴法

後藤　康彰 著

四六判・150 頁

ISBN978-4-7709-0072-2

26
1,400円
＋税

お肌のカサカサが気になるひとが「うるおい美人」にな
るための入浴法とは？　お風呂で「姿勢美人」や「体形
美人」を目指すには？　おうちで簡単にできる入浴法
を、“フロ”フェッサーである著者がご紹介。
（2017年4月2日発行）

＜その他＞

＜連珠＞

24

1,600円
＋税

連珠とは「五目並べ」を競技ルール化したゲームで、子
どもから大人まで、年齢を問わず世界中で楽しまれてい
ます。本書はこの「連珠」の書き下ろしの入門書です。
「連珠」という言葉を初めて聞いた方でも、碁石を初め
て触る方でも、すぐに楽しめるように、基本のルールか
ら分かりやすく徹底解説。さらに強くなる10のテクニッ
ク、ステップアップ講座、実力養成問題を掲載し、問題
を解きながら力を付けることができます。
（2016年7月15日初版発行）

25
1,600円
＋税

およそ50年にわたり読まれてきた連珠の基本定石集を大
幅改訂。九段	新井華石氏による「浦月・花月・雲月・名
月・嵐月・恒星」の６珠型の基本定石に加え、日本連珠
社の編集協力により、その他19珠型の定石を新たに掲
載。この１冊で、連珠の全珠型の打ち方の基本が分かり
ます。（2015年2月15日発行）


