
創立　 周年 購読キャンペーン！！

　「化学工業日報」は����年�月に創刊以来、化学工業とその関連産業のリーディングペーパーと
して発展、��万余の読者から厚い信頼を得て確固たる地位を築いています。企業動向、研究開発、
環境問題など多様化する先端情報を的確に報道し、読者のビジネスをサポートします。日本国内は
もとより中国（上海）、シンガポール、タイ（バンコク）支局からの情報を集約、また欧州や北米に記
者を派遣するなど世界の関連最新動向を的確に提供しています。
　さらに、従来の紙媒体を中心とした情報発信事業から、デジタルを融合させた新たな情報提供事
業として「化学工業日報ＰＤＦ版」を配信し、読者の利便性向上に取り組んでいます。

本　　社： 〒103-8485 東京都中央区日本橋浜町3-16-8　TEL: 03-3663-7932　FAX: 03-3663-7275
大阪支社： 〒541-0042 大阪市中央区今橋3-1-7日生今橋ビル14階　TEL: 06-6232-0222　FAX: 06-6232-0777
名古屋支局： 〒460-8422 名古屋市中区栄2-10-19名古屋商工会議所ビル6階　TEL: 052-223-6633　FAX: 052-221-5080営業企画本部　営業部
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持続可能社会 健康社会 デジタル社会

新紙面スタート!!

化学産業を取り巻く環境の転換期を迎え「カーボンニュートラルの達成」 「健康長寿社会に貢献
するライフイノベーション」 「デジタル社会を実現する素材×ＤＸのイノベーション」 に挑む。

2021年
5月24日

　日本を代表する化学産業の専門紙　

3つの重点領域の紙面新設





                                                                   令和 3 年 10 月 

化学工業日報社 創立 85 周年 「出版物記念キャンペーン」 ご案内 

                                                            株式会社 化学工業日報社 

                                                               営業企画本部 営業部 

 

        拝啓 時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は化学工業日報社に対し、格別のご支援 

       ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

        さて、弊社は 1936 年創立以来、長年にわたる皆様のご支援ご協力に支えられまして、この度創立 85 周年を 

       迎えることが出来ました。つきましては、化学工業日報社 創立 85 周年「出版物記念キャンペーン」を実施いた 

       しますので、是非この機会をご利用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

                                                                       敬具 

 

記 

 

   対 象 ： 期間中に弊社発行出版物 30,000 円（本体）以上ご購入の方 

   期 間 ： 2021 年 10 月 1 日～11 月 30 日まで 

   特 典 ： ご購入出版物 10％割引、500 円分の図書カードを進呈いたします。 

 

    ※ 弊社発行の出版物で、直接当社へのお申込に限ります。 

      電子書籍・輸入委託書籍・他社発行委託書籍・書店でのご購入は、対象外となります。 

      弊社ホームページからのご注文で、クレジットカードでのお支払も、対象外となります。 

           （ホームページからのご注文は、銀行振込か郵便振替を選択してください。ご請求書を発行いたします。） 

    ※ 出版物の詳細は、弊社図書目録（2021 年 10 月）・弊社ホームページでご確認ください。 
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お支払い方法 ：  １．銀行振込   ２．郵便振替 

ご注文・お問い合わせは 

下記まで 

化学工業日報社 
営業企画本部 営業部 

東京都中央区日本橋浜町 3-16-8 

TEL： ０３-３６６３-７９３２ 

FAX： ０３-３６６３-７２７５ 

https://www.chemicaldaily.co.jp 

FAX： ０６-６２３２-０７７７ 

FAX： ０５２-２２１-５０８０ 

TEL： ０６-６２３２-０２２２ 

TEL： ０５２-２２３-６６３３ 

【本社】 

【大阪支社】 

【名古屋支局】 
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化学品の分類および表示に
関する世界調和システム（ＧＨＳ） 
改訂8版 英和完全対照テキスト
ＧＨＳ関係省庁連絡会議／訳  ■  2019年国連改訂8版の邦訳全文。 今後の化学物質
管理の基礎文献。 見開きで和英文・図表データなどを対照掲載。
B5・1,000頁〈20/10〉 ISBN 978-4-87326-727-2　定価（税込）：14,300円（〒込）

英和対訳危険物輸送に関する勧告　　　　　　　　 第５版

試験方法及び判定基準のマニュアル
■  危険物をクラス分類する際の手順、試験方法、判定基準を解説。
B5・883頁〈12/6〉 ISBN 978-4-87326-610-7  定価（税込）：16,500円（〒込）

■  日本の化学産業における各分野の製品の基礎知識と近年の生産状況、生産各社の
動向をコンパクトにまとめた最新のガイドブックとして編集。

〈21/1〉　定価（税込）：3,300円
※お求めは電子書籍ストア、Amazon Kindle／楽天Kobo／honto にて直接お申込ください。

　　　　　　　 産業安全基礎の基礎
荒井保和／著　■  製造現場が持つべき基本情報を踏まえ事故を起こさない現場 ― 常に
気づく力が発揮でき、その気づきを共有できている現場のあり方を取り組み事例を用いて解説。
B6･190頁〈18/12〉 ISBN 978-4-87326-707-4  定価（税込）：2,530円（〒別）

デトネーション現象
笠原次郎、前田慎市、遠藤琢磨、笠原裕子／訳　■  Johnh.H.S.Lee（McGill大学）に
よる“The Detonation Phenomenon”（Cambridge,2008）を抄訳。 デトネーション現象を
定量的・定性的に記述し、物理的側面を丁寧に解説。
B5・300頁〈18/2〉 ISBN 978-4-87326-697-8    定価（税込）：8,800円（〒別）

     リスクセンスを鍛える
特定非営利活動法人リスクセンス研究会／編著　■  リスクセンスとは組織を健全に運営しリスク
を最小にしていくために必要な知識・判断力・業務遂行能力のこと。 リスク検定テキストのオフィスワーク編。
A5・200頁〈17/3〉 ISBN 978-4-87326-680-0    定価（税込）：1,980円（〒別）

     リスクセンスを鍛える
特定非営利活動法人リスクセンス研究会／編著　■   リスクから組織と個人を守るには
リスクセンス検定を活用し、組織と個人の異常感知力向上が不可欠。
A5・240頁〈16/4〉 ISBN 978-4-87326-665-7    定価（税込）：1,980円（〒別）

リスクセンスで磨く異常感知力
特定非営利活動法人リスクセンス研究会／編著　■  リスクセンスを身に付け、組織の
状態を簡便に診断し事故を防止する手法を解説。
B6・240頁〈15/1〉 ISBN 978-4-87326-650-3    定価（税込）：2,750円（〒別）

化学工業日報社

即戦力への一歩シリーズ０3

知っておきたい化学の基礎知識
北野大／監修　村田德治／著　■  化学企業の業務に従事するために知って
おきたい基礎的な化学知識を、大人の素養としての化学の基本法則について解説。
B6・264頁〈21/10〉 ISBN 978-4-87326-744-9  定価（税込）：2,200円（〒別）

即戦力への一歩シリーズ０2

危険物の取り扱い
北野大／監修　田村昌三・田口直樹／著　■  シリーズ第2弾、化学関連
企業において危険物等による爆発・火災を防止するための必要事項を分かりやすく解説。
B6・304頁〈21/5〉 ISBN 978-4-87326-740-1    定価（税込）：2,200円（〒別）

ケミカルビジネスエキスパート
養成講座　   新「化学産業」入門
田島慶三／著　■  化学産業の全体像・必要な商品知識・情報入手法・関連法規を自習
できることを狙いとし、豊富な図表を用いて解説。 化学産業の基礎知識の書として刊行。
A5・528頁〈21/4〉 ISBN 978-4-87326-736-4　定価（税込）：3,300円（〒別）

　 危険物輸送に関する勧告
＜通称：オレンジブック＞
■  国連の「危険物輸送に関する勧告」（改訂21版）の邦訳本。
B5・1,664頁〈21/5〉 第Ⅰ巻846頁・第Ⅱ巻818頁　ISBN 978-4-87326-739-5
定価（税込）：ⅠⅡ巻セット33,000円（〒込）

2050年戦略 ２ 
2050年戦略研究会／編著   ■  現在の日本は様 な々点で世界に追い
つくか、おいていかれるかの分岐点にいる。「いま始める」ための産業界からの提言。
A5・540頁＜21/11＞ ISBN 978-4-87326-747-0 定価（税込）：3,850円（〒別）

化粧品の開発からもっときれいになる使い方まで

美しさをつくる 色材工学  
柴田雅史／著   ■  本書はメイクアップ化粧品を題材に、色と光を制御する
色材工学とその周辺技術を学ぶ入門書。化粧品に用いる色材を中心に、他の成分との組
み合わせでできる様々な剤型、製品としての形態について解説。
A5・400頁＜21/7＞ ISBN 978-4-87326-741-8　定価（税込）：5,500円（〒別）

プロセス開発を楽しもう
伊藤東／著   ■  本書はプロセス開発の「手順」と「課題」を詳細に解説。
またAI・IoTを活用したこれからのプロセス開発にも触れています。
A5・248頁〈21/6〉 ISBN 978-4-87326-742-5　定価（税込）：3,300円（〒別）

森林資源を活かしたグリーン
リカバリー  地域循環共生、新しいコモンズの構築
竹林征雄／編著  ■  地球温暖化・化石資源の有限性など様々な問題が存在するなか、
世界は循環経済を指向するようになってきています。 森林資源の活用を拡大し化石資源を
代替する技術の現状と未来について考える。
A5・368頁〈21/4〉 ISBN 978-4-87326-735-7　定価（税込）：3,300円（〒別）

営業企画本部　営業部
〒103-8485 東京都中央区日本橋浜町3丁目16番8号　電話０３(３６６３)７９３２　ＦＡＸ０３(３６６３)７２７５
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■  2021年1月発行の「17221の化学商品」をＰＤＦファイルで収録。 化学品の内容を
ＰＣで素早く検索、閲覧、プリントが可能です。〈21/3〉  定価（税込）：36,300円（〒込）
※お求めは直接当社へお申込ください。

   新化学インデックス
■ 化学品の基礎情報（化学名、物質番号類、用途、メーカー名等）を的確かつ
素早く検索できる機能を持ったケミカルデータブック。検索は化学名、ＣＡＳナンバー、商品
名、さらに用途、機能面からも可能。
B5・1,300頁〈21/8〉 ISBN 978-4-87326-745-6  定価（税込）：29,700円（〒込）

   プラスチック成形材料商取引便覧
■  収載グレード8,400を誇る材料特性データベースの決定版。素材転換とそれ
による新技術、新製品開発のツールとして、有効かつ適正なプラスチック素材選択の便
を図り、材料評価での違った選択がもたらすリスクを回避するために、プラスチック成形
材料の特性データを樹脂別、メーカー別、グレード別に分類網羅。
B5･830頁〈21/9〉 ISBN 978-4-87326-746-3   定価（税込）：16,500円（〒込）

化審法 化学物質
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター／監修
■  平成23年4月1日施行法（第２段階改正）に対応した化学物質管理の基礎文献最新版。
B5･2,325頁〈11/11〉 ISBN 978-4-87326-599-5  定価（税込）：35,200円（〒込）

化学物質等法規制便覧
化学物質等法規制便覧編集委員会／編
■  化学物質に関わる国内の法体系のほとんどを網羅し、初心者から実務者までを広く
対象として編集。2020年7月以降の各種法律改正をフォローアップ。
A4･700頁〈21/7〉 ISBN 978-4-87326-743-2 定価（税込）：13,200円（〒込）

産業現場のノンテクニカルスキル教育
実践ガイドブック －事故防止教育の普及へ
南川忠男／編著　森本聡・堤克一路・井上哲夫／著  ■  教育インストラクターの養成、スキルア
ップの手法、教育プログラムの作り方等を解説。 事故防止・保安安全活動を推進するための活用書。
B6・380頁〈20/6〉 ISBN 978-4-87326-721-0    定価（税込）：3,850円（〒別）

産業現場のノンテクニカルスキルを学ぶ
南川忠男／著　■  教育インストラクターの養成、スキルアップの手法、現場の意識改革など
を実際の演習内容をもとに解き明かし、事故防止・保安安全活動を推進するための活用書。
B6・360頁〈17/8〉 ISBN 978-4-87326-689-3    定価（税込）：3,300円（〒別）

産業現場の事故・トラブルをいかに
して防止するか 現場力強化のための実践的取組
田村昌三、田口直樹／共著　■  事業所のリーダー、製造プロセス現場の管理者、第一線
作業者の方々が安全活動を推進していく上で産業現場の安全確保・向上のための必読書。
B6・174頁〈17/7〉 ISBN 978-4-87326-686-2    定価（税込）：2,200円（〒別）

  産業安全論 産官学連携による産業安全の中核人材の育成
田村昌三／編　■  社会安全環境の醸成を目指す安全管理実務者の必読書。 改訂に
あたり業界の安全担当者を執筆陣に加え、内容を充実しました。
A5・450頁〈17/3〉 ISBN 978-4-87326-681-7    定価（税込）：3,300円（〒別）

産業安全活動二つの源流
『 Think Safety First again 』 －100年の時空（とき）を超えて－

特定非営利活動法人リスクセンス研究会／編著　■  安全活動の源流を100年前にたどり、先人た
ちの知恵を学び原点に立ち返ることで現在を見直し、未来の姿を見据えて安全・安心の実現をめざす。
A5・260頁〈16/9〉 ISBN 978-4-87326-672-5    定価（税込）：1,980円（〒別）

化学プラントの安全化を考える
田村昌三／編著　■  自主的な安全活動を通じ、化学プラントの安全をより徹底するために
有効な保安力の基礎と実践を具体的に解説。
A5・300頁〈14/12〉 ISBN 978-4-87326-649-7  定価（税込）：3,300円（〒別）

プラント安全構築マニュアル
田村昌三／監修　荒井保和／著　■  プラント事故は異変に「気づく」ことにより危険度
は激減。 安全確保に係る各階層や各部署の立場から豊富な事例を踏まえて解説。
A5・390頁〈14/10〉 ISBN 978-4-87326-646-6  定価（税込）：2,750円（〒別）

環境・安全・保安

ＡＳＥＡＮ進出化学企業ビジネスハンドブック
■  ＡＳＥＡＮ域内の化学品サプライチェーンを主軸に化学産業や周辺産業、流通産業のデータ、
化学品管理などを収載し、多面的に今後のビジネスにご活用いただけるよう編集。
B5・300頁〈17/2〉 ISBN 978-4-87326-679-4    定価（税込）：8,800円（〒別）

日中化学物質規制と企業の対応
林まき子／著　■  中国で改正法が施行された新規化学物質環境管理弁法、危険化学品
安全管理条例を踏まえ、日中両国の化学品規制比較し対応方法を解説。
B5・240頁〈13/3〉 ISBN 978-4-87326-625-1   定価（税込）：5,500円（〒別）

中国「新化学物質環境管理弁法」
高月輝／著　■ 「新化学物質環境管理弁法」 2010年10月15日施行について、改正の
ポイントを解説。
A5・180頁〈11/12〉 ISBN 978-4-87326-601-5  定価（税込）：3,300円（〒別）

英文版 台湾化学品製造業者録
TAIWAN CHEMICAL PRODUCERS’DIRECTORY 2018 TCIS／発行
■  台湾の化学品製造業者を製造品目から検索できるように編集。 中国語社名・英語社名の
社名索引、地域別の会社住所録などを掲載。 3,248社収録。
A4・1,195頁〈18/4〉　定価（税込）：38,500円（〒込）

英文版 台湾化学品輸入業者録
TAIWAN CHEMICAL IMPORTERS’DIRECTORY 2018 TCIS／発行
■  台湾の化学品輸入業者を製造品目から検索できるように編集。 中国語社名・英語社名の
社名索引、各化学品の年間総輸入量などを掲載。 3,005社収録。
A4・1,164頁〈18/4〉　定価（税込）：37,400円（〒込）
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※ 〈  〉内は発行年/月 ※ 送料（〒）は１回１ヵ所につき、一律484円（税込）、 お買い上げ1１,000円（税込）以上で無料

事故になる前に
気づくための

リスクセンス
検定テキスト

化学産業が取り組む
保安力評価

事故防止の
取り組み

組織と個人でできる１１の行動
化学プラント編

リスクセンス検定テキスト
オフィスワーク編

出版物のご購入はホームページをご利用ください https//www.chemicaldaily.co.jp/category/book/
【個人情報の取り扱いについて】  ご注文頂いた方の個人情報は、注文の確定および注文品の送付、ご注文者に対する確認事項等が発生した場合の連絡、今後の新刊書籍等のご案内のみに使用し、お客様の許可無く第三者に提供することはありません。

化学工業白書
■  化学業界を俯瞰・分析に最適、専門家による化学工業の動向を統計を用いて詳細に解説。
B5･210頁〈21/2〉 ISBN 978-4-87326-733-3    定価（税込）：5,500円（〒別）

　    化学工業白書
〈21/2〉　定価（税込）：5,500円
※お求めは電子書籍ストア、Amazon Kindle／楽天Kobo／honto にて直接お申込ください。

※ 月刊「化学経済」は、2018年3月号で休刊となりました。
 バックナンバーをお求めの方は、弊社ホームページをご確認ください。
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発 行
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発 行
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発 行
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2 版

改訂
21版

英和
対訳
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年版

新 刊
2021年
8月下旬

発行

新 刊
2021年
7月20日

発 行
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年版

英和対訳

改正のポイントと
実務対策の基本

  実践・安全工学シリーズ
  安全工学会／監修　新井充、佐藤吉信、高木信夫、野口和彦、若倉正英／編
 ■  安全工学会が30年以上にわたって実施してきた「安全工学セミナー」“安全マネジメント 
 講座”の講座内容をベースに、シリーズ化として編集。

 シリーズ1 「物質安全の基礎」
 A5・403頁〈12/7〉 ISBN 978-4-87326-612-1    定価（税込）：5,500円（〒別）

 シリーズ2 「プロセス安全の基礎」
 A5・335頁〈12/8〉 ISBN 978-4-87326-613-8    定価（税込）：5,500円（〒別）

 シリーズ3 「安全マネジメントの基礎」
 A5・250頁〈13/1〉 ISBN 978-4-87326-618-3    定価（税込）：3,850円（〒別）

新 刊
2021年
7月下旬

発 行

※ 　　　　　　　　　　　      　 （書籍版） は売切となりました。
 　2022年度版は、2022年1月下旬発行予定。

2021年版

※「　　　　　　　　　　　　　　 」(書籍版)は売切となりました。
　2022年度版は2021年11月下旬発行予定。

新 刊
2021年
9月下旬

発行

新 刊
2021年
５月中旬

発 行

新 刊
2021年
11月初旬

発 行

ビーカーから
本プラントへ

進まない日本のイノベーション
－危機的状況からの脱却

https//www.chemicaldaily.co.jp/category/book/
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「これからの化学物質管理」～広がりゆく化学物質管理の裾野～
化学物質管理士協会／編著  ■  化学物質管理士協会では2019年から「化学物質管理士」資格制
度をスタート。 化学物質を取り巻く事象とその管理について事例を交えて解説、また資格制度についても紹介。
A5・400頁〈20/9〉 ISBN 978-4-87326-726-5    定価（税込）：3,300円（〒別）

ＧＨＳ分類演習　 －ＧＨＳ分類ができる人材育成へ－
ＧＨＳ分類演習研究会／編　濱田高志､奈良志ほり､中村るりこ､角田博代､城内博／著
■  ＧＨＳに基づいた物質および混合物の危険性・有害性に関する分類方法を、演習を通してよりよく理解。
B5･250頁〈19/10〉 ISBN 978-4-87326-714-2  定価（税込）：2,750円（〒別）

   化審法Ｑ＆Ａ 実務者のための届出ガイドブック
経済産業省化学物質安全室／監修　日本化学工業協会／編　■  改正化審法
施行に対応した実務者向け解説書。
A4・620頁〈11/6〉 ISBN 978-4-87326-585-8  定価（税込）：17,600円（〒込）

  安衛法Ｑ＆Ａ 化学実務者のためのガイドブック
労働安全衛生法Ｑ＆Ａ編集委員会／編　■  2012年のJIS Z 7235制定でＧＨＳに基づくラベル
やＳＤＳによる危険有害性情報の提供範囲拡大等が導入された安衛法に対応、大幅な紙面見直し・追加。
A4・300頁〈13/3〉 ISBN 978-4-87326-623-7  定価（税込）：11,000円（〒込）

   輸出令Ｑ＆Ａ －付録ＣＤ(材料・物質リスト)付－
輸出令Ｑ＆Ａ編集委員会(吉田賢治主査)／編　■  政省令の改正に対応、Ｑ＆Ａの部分を
充実。さらに輸出令別表1および2記載の材料・物質リスト（約1,300材料・物質）を拡充し、付録ＣＤとして添付。
A4・340頁〈15/11〉 ISBN 978-4-87326-658-9 定価（税込）：11,000円（〒込）

化管法 Ｑ＆Ａ  実務者のためのガイドブック
製品評価技術基盤機構化学物質管理センター／編　■   PRTRからMSDSまで
Q&A形式でやさしく解説。 改正物質リストも掲載。
A4・194頁〈09/3〉 ISBN 978-4-87326-548-3  定価（税込）：11,000円（〒込）

　　　　　 ＧＨＳ Ｑ＆Ａ 実務者のためのガイドブック
城内博､宮川宗之､森田健／共著　■  GHSの分類、SDS、ラベル、国内法規関連、海
外の実施状況などについて一問一答形式でわかりやすく解説。
A4・279頁〈07/12〉 ISBN 978-4-87326-520-9  定価（税込）：8,800円（〒別）

化 学 物 質 管 理
即戦力への一歩シリーズ０１ 化学物質管理
北野大／監修　長谷恵美子、鈴木康人／著　■  化学関連企業において必要不可
欠な化学物質管理の基礎をわかりやすく解説。
B6・190頁〈19/8〉 ISBN 978-4-87326-711-1    定価（税込）：2,200円（〒別）

「なぜ」に答える 化学物質審査規制法のすべて
北野大／著　■  化審法の成立背景やその後の変遷、試験法・判定基準、海外規制との違いなどを平易に解説。
A5・430頁〈17/8〉 ISBN 978-4-87326-691-6　 定価（税込）：3,850円（〒別）

はじめようリスクアセスメント！！
城内博、植垣隆浩／共著　■  リスクアセスメントの理解、実行ができる一冊。 「自主対応型の化学
品管理」が根付き、化学品による災害が少しでも減少することを目指す。 「資料編」に関連法令等を収載。
B5・300頁〈16/7〉 ISBN 978-4-87326-666-4　 定価（税込）：2,750円（〒別）

化学物質と正しく付き合う方法
北野大、長谷恵美子／著
B6・180頁〈14/3〉 ISBN 978-4-87326-640-4  定価（税込）：2,200円（〒別）

ＩＵＣＬＩＤ５操作マニュアル
ユークリッド 化学物質規制対応 －ＲＥＡＣＨ、ＢＰＲ、ＣＬＰ、化審法－
産業環境管理協会国際化学物質管理支援センター／編
A4変型・530頁〈14/3〉 ISBN 978-4-87326-639-8  定価（税込）：8,800円（〒別）

化学品管理の国際動向と各国の規制
グローバル対応のリスク管理必携
日本化学工業協会／編　■  実務の視点から各国の規制に対応して化学品管理者が
何をするべきか解説。 付録ＣＤ／参考資料のウェブサイトリスト付。
A5・260頁〈13/3〉 ISBN 978-4-87326-624-4  定価（税込）：16,500円（〒込）

化学物質リスク管理用語辞典
製品評価技術基盤機構／監修　■  化学物質の総合的なリスク管理に関する重要な
2,120語（用語420語、略語1,700語）を収載。
B6・224頁〈11/11〉 ISBN 978-4-87326-596-4     定価（税込）：2,750円（〒別）

化 学 産 業  （ケミカルビジネス）

改訂
第２版

改
訂
版

改訂
２版

量子化学計算ソフト GAMESSと
Fireflyの使い方 【解説と入力ファイル付きマニュアル】
毛利文仁／著　■  量子化学計算のフリーソフト「GAMESSとFirefly」の日本語マニュアルとして、
材料開発・生産プロセス開発に従事する研究者が必要とする多くの事例と実例を挙げて解説。
A5・480頁〈21/1〉 ISBN 978-4-87326-732-6　定価（税込）：3,850円（〒別）

知の立国 ベルギー・フランダースのライフサイエンス
「化学工業日報」欧州バイオ産業取材班／著　■  フランダースが取り組むバイオ・ライ
フサイエンス分野の研究や産業に焦点を当て、効率的に実践した研究成果を産業化へと
進める仕組み、成功事例等をわかりやすく紹介。
A5・190頁〈20/6〉 ISBN 978-4-87326-720-3   定価（税込）：2,200円（〒別）

改訂第4版 試薬ガイドブック
産業技術総合研究所計量標準総合センター、 日本試薬協会／共著
■  試薬の適正な管理と正しい使用のために、概要・種類・規格・表示・品質保証制度・容器・
試験方法・販売・使用から廃棄までの必要な知識を網羅し、解説したガイドブック。
A4・230頁〈20/3〉 ISBN 978-4-87326-719-7   定価（税込）：11,000円（〒込）

肥料の夜明け －肥料・ミネラルと人の健康－
渡辺和彦(食と農の健康研究所)／編著　■  農作業で使用される肥料・ミネラルと、人間
の健康との関係を硝酸塩、マグネシウム、ホウ素、亜鉛、ケイ素、カルシウム、リン、マンガン等を
取り上げて解説。
A5･232頁〈18/9〉 ISBN 978-4-87326-703-6    定価（税込）：2,750円（〒別）

ヒト臨床研究のための 統計解析ハンドブック
山田和正、杉本典夫、室谷健太／著　■  医学・心理学・社会学・歯学・看護学・医工学
・薬学など、様 な々分野における臨床研究のための統計解析の必携書。
B5・144頁〈17/9〉 ISBN 978-4-87326-692-3   定価（税込）：3,520円（〒別）

  高分子材料シミュレーション
新化学技術推進協会／編　■  高分子材料シミュレーションシステムＯＣＴＡの解説書とし
て2014年3月に刊行された書籍の増補版。
B5・400頁〈17/7〉 ISBN 978-4-87326-687-9  定価（税込）：16,500円（〒込）

触媒の話 改訂3版
触媒工業協会技術委員会／編　■  触媒工業の現状をその応用例を含めて紹介。 基
礎知識、これからの展望、リサイクル方法まで幅広く解説。
A5・230頁〈17/6〉 ISBN 978-4-87326-685-5   定価（税込）：2,750円（〒別）

合成香料 増補新版 化学と商品知識
合成香料編集委員会／編　■  前回の改定より11年ぶりの増補新版。 新たに開発上市
された新規素材を中心に、94品目の追加、また業界主導で進む安全規制に沿って、品目の
削除も行うなど変化に対応。
B5・850頁〈16/12〉 ISBN 978-4-87326-677-0 定価（税込）：16,500円（〒込）

難燃学入門 －火災からあなたの命と財産を守る
北野大／編著　■  「難燃学」とは、社会財産を難燃化することで、火災に伴う社会的影響
を最小化するための総合的な学問として提唱するものです。 難燃剤に関係するメーカー、
商社、ユーザー、研究者、専門家など必携の書。
B6・244頁〈16/10〉 ISBN 978-4-87326-674-9 定価（税込）：2,200円（〒別）

海の生き物からの贈り物 ～薬と毒と～
塩入孝之／著　■  海の生き物が生産する様々な人間の役に立つ物質のうち、薬と毒に
関するものを取り上げました。 初学者向けに化学の奥深さ、素晴らしさをやさしく解説。
B6・180頁〈16/3〉 ISBN 978-4-87326-663-3   定価（税込）：1,650円（〒別）

プロセスケミストのための化学工学
日本プロセス化学会／編　■  これからプロセス化学を担当する初心者はもとより、中堅の研究
者でも、今さら人には聞き辛いと同じような悩みを抱えておられる立場の人向けに分かりやすく解説。
A5・350頁〈15/11〉 ISBN 978-4-87326-659-6  定価（税込）：3,300円（〒別）

水 再生・活性化への挑戦 炭素と鉄のチカラ
小島昭／著　■  炭素材と鉄材を用いて、地球水（湖沼、河川、海洋）を再生・活性化する
技術開発の誕生から海外展開までの軌跡を追う。
B6・212頁〈14/4〉 ISBN 978-4-87326-641-1　定価（税込）：2,200円（〒別）

シリコーン 改訂版　広がる応用分野と技術動向
山谷正明／編著　■  省エネ分野で注目されるＬＥＤへの応用などを新たに追加、初版に大幅加筆した最新版。
A5・160頁〈11/8〉 ISBN 978-4-87326-592-6   定価（税込）：2,096円（〒別）

製 品 ・ 技 術 開 発

増
補
版

石油・天然ガス開発のしくみ 改訂版
技術・鉱区契約・価格とビジネスモデル
日本エネルギー経済研究所、石油天然ガス・金属鉱物資源機構／共同編集　兼清賢介／監修
■  伝統的アプローチから非在来型エネルギーまで、石油開発ビジネスを理解するための必読書。
B5・350頁〈20/3〉 ISBN 978-4-87326-717-3   定価（税込）：6,600円（〒別）

化学産業における実践的ＭＯＴ
事業化成功事例に学ぶ
近畿化学協会「ＭＯＴ研究会」／編著　■  重要性が認識されている化学産業向けの
ＭＯＴについて、研究開発の生産性向上に役立つ実践的テキスト。
A5・260頁〈18/10〉 ISBN 978-4-87326-705-0  定価（税込）：2,750円（〒別）

2050年戦略 モノづくり産業への提案
エネルギー、環境、社会インフラから考える
2050年戦略研究会／編著　■  将来に対してどのように戦略的に行動するか － 我が
国の2050年戦略を産業界の幅広い分野から多面的に提案。
A5・220頁〈17/12〉 ISBN 978-4-87326-694-7  定価（税込）：2,750円（〒別）

欧米のガスシステム
活性化する市場改革の基本と仕組み
内藤克彦・蝦名雅章・筒井潔／著　■  日本の天然ガス・エネルギーシステム改革を成
功に導く方法を探る。
A5・256頁〈20/11〉 ISBN 978-4-87326-729-6  定価（税込）：3,300円（〒別）

イノベーションのカギを握る 
米国型送電システム
米国送電システム研究会／編著　■  世界水準レベルである米国の最新送電システ
ムを「ＩＳＯマニュアル」をベースに解説。
A5・256頁〈20/9〉 ISBN 978-4-87326-724-1   定価（税込）：3,300円（〒別）

化学産業を担う人々のための
   実践的研究開発と企業戦略
渡加裕三／著　■  企業の研究開発活動を軸に、経営・技術に関わる戦略策定から製品
開発プロセス、工業化に至る流れ、さらに人材育成などを“現場の視点”から解説。
A5・324頁〈17/4〉 ISBN 978-4-87326-683-1   定価（税込）：2,750円（〒別）

２１世紀のモノづくりイノベーション

ダイセル式生産革新はこうして生まれた
改善から革新へ－次世代型化学工場構築の軌跡
松島茂(東京理科大学大学院教授)、株式会社ダイセル／著　■  “21世紀のあるべきモノ
づくり”を目指して、取り組んだ改革「ダイセル式生産革新」。 新しい生産現場を構築するための必読書。
A5・144頁〈15/12〉 ISBN 978-4-87326-661-9   定価（税込）：1,650円（〒別）

持続可能な社会に向けた環境人材育成
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（ＳＦＣ）の挑戦
太田志津子／著
B6・170頁〈13/6〉 ISBN 978-4-87326-628-2    定価（税込）：1,980円（〒別）

大人のための博物館ガイド 知的空間の楽しみ方
清水健一／著　■  最先端技術から江戸時時代の暮らしまで、もっと気楽に知の冒険を
楽しむためのガイドブック。
B6・260頁〈13/6〉 ISBN 978-4-87326-629-9    定価（税込）：2,200円（〒別）

危機に立ち向かう覚悟 次世代へのメッセージ
橘川武郎、小林善光／著　■  哲人経営者と気鋭の歴史学者が熱く語った日本再生を
目指すすべての人へのメッセージ。
B6・200頁〈13/2〉 ISBN 978-4-87326-621-3    定価（税込）：1,320円（〒別）

「希望学」日本再生への道 釡石からのメッセージ
橘川武郎／著　■  釜石でのフィールドワークをベースに、東日本大震災以後の日本再生へ
の道筋を展望。
B6・204頁〈13/2〉 ISBN 978-4-87326-622-0    定価（税込）：2,200円（〒別）

世界を底から変える力
化学を自由に使いこなす方法
長谷川靖哉／著　■  これからの社会を大きく変える可能性を持つ新しいキーワード「コボット」
をやさしく解説。
B6・216頁〈12/11〉 ISBN 978-4-87326-616-9   定価（税込）：1,980円（〒別）

事 業 戦 略・人 材 育 成

改
訂
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礎
編
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ナフサと石油化学マーケットの読み方
柳本浩希／著　■  ナフサや石油化学品相場の基礎と仕組み、読み方・ポイントを平易に
解説。 石油化学製品を取り扱うビジネスマンのための入門書。
A5・194頁〈21/3〉 ISBN 978-4-87326-734-0   定価（税込）：3,300円（〒別）

「化学」で考える 環境・エネルギー・廃棄物問題
村田徳治／著　■  化学の知識・歴史を学び、高い倫理観をもって化学的な視点から、
基礎知識・環境・エネルギー・廃棄物問題などについて身近な具体例を用いて解説。 
A5・344頁〈16/11〉 ISBN 978-4-87326-675-6 定価（税込）：2,750円（〒別）

化学コミュニケーション 「社会のための化学」推進に向けて
御園生誠、ほか／著　■  化学・化学技術の発展と適正利用に不可欠な「化学コミュニケーション」理解のための入門書。
B6・240頁〈11/12〉 ISBN 978-4-87326-600-8 定価（税込）：2,750円（〒別）

化学で何ができるのか －未来につながる「化学」の架け橋－
有機合成化学協会／編　■  化学の良さをもっと広く知ってほしい！  そして未来に何を
つなげていくか ̶ をテーマに各分野の第一人者が分かり易く執筆した化学入門書。
A5・276頁〈11/3〉  ISBN 978-4-87326-579-7  定価（税込）：2,750円（〒別）

コンビナートと地方創生
稲葉和成・平野創・橘川武郎／著　■  コンビナートを「希少財」と捉え、競争力を維持しなが
ら積極的に活用し、地域社会が持続的に発展することの重要性を説く、コンビナートシリーズの完結編。
B6・242頁〈20/11〉 ISBN 978-4-87326-728-9  定価（税込）：2,750円（〒別）

コンビナート新時代 ＩｏＴ・水素・地域間連携
稲葉和也、平野創、橘川武郎／共著　■  コンビナートシリーズの第２弾。 環境や時代の
変化に合わせたコンビナートの新しい方向性を探る。
B6・320頁〈18/7〉 ISBN 978-4-87326-701-2   定価（税込）

コンビナート統合 日本の石油・石化産業の再生
稲葉和也、橘川武郎、平野創／共著　■  石油、石油化学、化学企業は現代のグロー
バル競争をいかに勝ち抜いていくべきか、その方策を探る。
B6・270頁〈13/2〉 ISBN 978-4-87326-619-0   定価（税込）：2,750円（〒別）

化学産業の時代 日本はなぜ世界を追い抜けるのか
橘川武郎、平野創／著　■  日本経済の混迷を打ち破る“リーディングインダストリー”への
戦略的方策を提示。
B6・296頁〈11/6〉 ISBN 978-4-87326-586-5   定価（税込）：1,980円（〒別）

よくわかる自動車部品セクター株
－業界の特長から主要銘柄の見方まで－
坂口大陸(みずほ証券)／著　■  自動車産業全体の把握、情報の集め方、各企業・各国
の動きなどを念頭に、業界の基礎知識から主要銘柄の分析までをやさしく解説。
B6・225頁〈18/6〉 ISBN 978-4-87326-699-2   定価（税込）：1,650円（〒別）

よくわかるエネルギー株 －業界の特長から主要銘柄の見方まで－
荻野零児(三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券)／著　■  エネルギー（石油・ＬＰガス・電
気・ガス）関連の基本的な株式の見方から各社の分析まで、トップアナリストが解説。 
B6・230頁〈17/4〉 ISBN 978-4-87326-682-4   定価（税込）：1,650円（〒別）

よくわかる医薬品株 －業界の特長から主要銘柄の見方まで－
酒井文義(クレディ・スイス証券)／著　■  医薬品業界のアナリストとして活躍中の筆者
が、業界の基礎知識から主要銘柄の分析まで平易に解説。
B6・210頁〈16/4〉 ISBN 978-4-87326-664-0   定価（税込）：1,650円（〒別）

よくわかる化学株 －業界の特長から主要銘柄の見方まで－
横尾尚昭（元ゴールドマン・サックス証券）／著　■  株取引の初心者から一般の投資
家、または化学業界に就職を考えている学生から業界の方へ向けて、化学業界と株式
市場に焦点を当て、基礎知識から化学の主要銘柄の分析まで平易に解説。
B6・210頁〈15/4〉 ISBN 978-4-87326-652-7   定価（税込）：1,650円（〒別）

実践 ― ケミカルビジネス英語
藤井貞二／著　■  技術英会話で頻繁に使われる決まり文句や基本パターンを多く取り上
げ、またカタカナ英単語を正しい英語に矯正する方法など、実践的なビジネス英語習得のノウ
ハウをやさしく解説。
A5・268頁〈01/12〉 ISBN 978-4-87326-375-1 定価（税込）：4,180円（〒別）
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「これからの化学物質管理」～広がりゆく化学物質管理の裾野～
化学物質管理士協会／編著  ■  化学物質管理士協会では2019年から「化学物質管理士」資格制
度をスタート。 化学物質を取り巻く事象とその管理について事例を交えて解説、また資格制度についても紹介。
A5・400頁〈20/9〉 ISBN 978-4-87326-726-5    定価（税込）：3,300円（〒別）

ＧＨＳ分類演習　 －ＧＨＳ分類ができる人材育成へ－
ＧＨＳ分類演習研究会／編　濱田高志､奈良志ほり､中村るりこ､角田博代､城内博／著
■  ＧＨＳに基づいた物質および混合物の危険性・有害性に関する分類方法を、演習を通してよりよく理解。
B5･250頁〈19/10〉 ISBN 978-4-87326-714-2  定価（税込）：2,750円（〒別）

   化審法Ｑ＆Ａ 実務者のための届出ガイドブック
経済産業省化学物質安全室／監修　日本化学工業協会／編　■  改正化審法
施行に対応した実務者向け解説書。
A4・620頁〈11/6〉 ISBN 978-4-87326-585-8  定価（税込）：17,600円（〒込）

  安衛法Ｑ＆Ａ 化学実務者のためのガイドブック
労働安全衛生法Ｑ＆Ａ編集委員会／編　■  2012年のJIS Z 7235制定でＧＨＳに基づくラベル
やＳＤＳによる危険有害性情報の提供範囲拡大等が導入された安衛法に対応、大幅な紙面見直し・追加。
A4・300頁〈13/3〉 ISBN 978-4-87326-623-7  定価（税込）：11,000円（〒込）

   輸出令Ｑ＆Ａ －付録ＣＤ(材料・物質リスト)付－
輸出令Ｑ＆Ａ編集委員会(吉田賢治主査)／編　■  政省令の改正に対応、Ｑ＆Ａの部分を
充実。さらに輸出令別表1および2記載の材料・物質リスト（約1,300材料・物質）を拡充し、付録ＣＤとして添付。
A4・340頁〈15/11〉 ISBN 978-4-87326-658-9 定価（税込）：11,000円（〒込）

化管法 Ｑ＆Ａ  実務者のためのガイドブック
製品評価技術基盤機構化学物質管理センター／編　■   PRTRからMSDSまで
Q&A形式でやさしく解説。 改正物質リストも掲載。
A4・194頁〈09/3〉 ISBN 978-4-87326-548-3  定価（税込）：11,000円（〒込）

　　　　　 ＧＨＳ Ｑ＆Ａ 実務者のためのガイドブック
城内博､宮川宗之､森田健／共著　■  GHSの分類、SDS、ラベル、国内法規関連、海
外の実施状況などについて一問一答形式でわかりやすく解説。
A4・279頁〈07/12〉 ISBN 978-4-87326-520-9  定価（税込）：8,800円（〒別）

化 学 物 質 管 理
即戦力への一歩シリーズ０１ 化学物質管理
北野大／監修　長谷恵美子、鈴木康人／著　■  化学関連企業において必要不可
欠な化学物質管理の基礎をわかりやすく解説。
B6・190頁〈19/8〉 ISBN 978-4-87326-711-1    定価（税込）：2,200円（〒別）

「なぜ」に答える 化学物質審査規制法のすべて
北野大／著　■  化審法の成立背景やその後の変遷、試験法・判定基準、海外規制との違いなどを平易に解説。
A5・430頁〈17/8〉 ISBN 978-4-87326-691-6　 定価（税込）：3,850円（〒別）

はじめようリスクアセスメント！！
城内博、植垣隆浩／共著　■  リスクアセスメントの理解、実行ができる一冊。 「自主対応型の化学
品管理」が根付き、化学品による災害が少しでも減少することを目指す。 「資料編」に関連法令等を収載。
B5・300頁〈16/7〉 ISBN 978-4-87326-666-4　 定価（税込）：2,750円（〒別）

化学物質と正しく付き合う方法
北野大、長谷恵美子／著
B6・180頁〈14/3〉 ISBN 978-4-87326-640-4  定価（税込）：2,200円（〒別）

ＩＵＣＬＩＤ５操作マニュアル
ユークリッド 化学物質規制対応 －ＲＥＡＣＨ、ＢＰＲ、ＣＬＰ、化審法－
産業環境管理協会国際化学物質管理支援センター／編
A4変型・530頁〈14/3〉 ISBN 978-4-87326-639-8  定価（税込）：8,800円（〒別）

化学品管理の国際動向と各国の規制
グローバル対応のリスク管理必携
日本化学工業協会／編　■  実務の視点から各国の規制に対応して化学品管理者が
何をするべきか解説。 付録ＣＤ／参考資料のウェブサイトリスト付。
A5・260頁〈13/3〉 ISBN 978-4-87326-624-4  定価（税込）：16,500円（〒込）

化学物質リスク管理用語辞典
製品評価技術基盤機構／監修　■  化学物質の総合的なリスク管理に関する重要な
2,120語（用語420語、略語1,700語）を収載。
B6・224頁〈11/11〉 ISBN 978-4-87326-596-4     定価（税込）：2,750円（〒別）

化 学 産 業  （ケミカルビジネス）
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量子化学計算ソフト GAMESSと
Fireflyの使い方 【解説と入力ファイル付きマニュアル】
毛利文仁／著　■  量子化学計算のフリーソフト「GAMESSとFirefly」の日本語マニュアルとして、
材料開発・生産プロセス開発に従事する研究者が必要とする多くの事例と実例を挙げて解説。
A5・480頁〈21/1〉 ISBN 978-4-87326-732-6　定価（税込）：3,850円（〒別）

知の立国 ベルギー・フランダースのライフサイエンス
「化学工業日報」欧州バイオ産業取材班／著　■  フランダースが取り組むバイオ・ライ
フサイエンス分野の研究や産業に焦点を当て、効率的に実践した研究成果を産業化へと
進める仕組み、成功事例等をわかりやすく紹介。
A5・190頁〈20/6〉 ISBN 978-4-87326-720-3   定価（税込）：2,200円（〒別）

改訂第4版 試薬ガイドブック
産業技術総合研究所計量標準総合センター、 日本試薬協会／共著
■  試薬の適正な管理と正しい使用のために、概要・種類・規格・表示・品質保証制度・容器・
試験方法・販売・使用から廃棄までの必要な知識を網羅し、解説したガイドブック。
A4・230頁〈20/3〉 ISBN 978-4-87326-719-7   定価（税込）：11,000円（〒込）

肥料の夜明け －肥料・ミネラルと人の健康－
渡辺和彦(食と農の健康研究所)／編著　■  農作業で使用される肥料・ミネラルと、人間
の健康との関係を硝酸塩、マグネシウム、ホウ素、亜鉛、ケイ素、カルシウム、リン、マンガン等を
取り上げて解説。
A5･232頁〈18/9〉 ISBN 978-4-87326-703-6    定価（税込）：2,750円（〒別）

ヒト臨床研究のための 統計解析ハンドブック
山田和正、杉本典夫、室谷健太／著　■  医学・心理学・社会学・歯学・看護学・医工学
・薬学など、様 な々分野における臨床研究のための統計解析の必携書。
B5・144頁〈17/9〉 ISBN 978-4-87326-692-3   定価（税込）：3,520円（〒別）

  高分子材料シミュレーション
新化学技術推進協会／編　■  高分子材料シミュレーションシステムＯＣＴＡの解説書とし
て2014年3月に刊行された書籍の増補版。
B5・400頁〈17/7〉 ISBN 978-4-87326-687-9  定価（税込）：16,500円（〒込）

触媒の話 改訂3版
触媒工業協会技術委員会／編　■  触媒工業の現状をその応用例を含めて紹介。 基
礎知識、これからの展望、リサイクル方法まで幅広く解説。
A5・230頁〈17/6〉 ISBN 978-4-87326-685-5   定価（税込）：2,750円（〒別）

合成香料 増補新版 化学と商品知識
合成香料編集委員会／編　■  前回の改定より11年ぶりの増補新版。 新たに開発上市
された新規素材を中心に、94品目の追加、また業界主導で進む安全規制に沿って、品目の
削除も行うなど変化に対応。
B5・850頁〈16/12〉 ISBN 978-4-87326-677-0 定価（税込）：16,500円（〒込）

難燃学入門 －火災からあなたの命と財産を守る
北野大／編著　■  「難燃学」とは、社会財産を難燃化することで、火災に伴う社会的影響
を最小化するための総合的な学問として提唱するものです。 難燃剤に関係するメーカー、
商社、ユーザー、研究者、専門家など必携の書。
B6・244頁〈16/10〉 ISBN 978-4-87326-674-9 定価（税込）：2,200円（〒別）

海の生き物からの贈り物 ～薬と毒と～
塩入孝之／著　■  海の生き物が生産する様々な人間の役に立つ物質のうち、薬と毒に
関するものを取り上げました。 初学者向けに化学の奥深さ、素晴らしさをやさしく解説。
B6・180頁〈16/3〉 ISBN 978-4-87326-663-3   定価（税込）：1,650円（〒別）

プロセスケミストのための化学工学
日本プロセス化学会／編　■  これからプロセス化学を担当する初心者はもとより、中堅の研究
者でも、今さら人には聞き辛いと同じような悩みを抱えておられる立場の人向けに分かりやすく解説。
A5・350頁〈15/11〉 ISBN 978-4-87326-659-6  定価（税込）：3,300円（〒別）

水 再生・活性化への挑戦 炭素と鉄のチカラ
小島昭／著　■  炭素材と鉄材を用いて、地球水（湖沼、河川、海洋）を再生・活性化する
技術開発の誕生から海外展開までの軌跡を追う。
B6・212頁〈14/4〉 ISBN 978-4-87326-641-1　定価（税込）：2,200円（〒別）

シリコーン 改訂版　広がる応用分野と技術動向
山谷正明／編著　■  省エネ分野で注目されるＬＥＤへの応用などを新たに追加、初版に大幅加筆した最新版。
A5・160頁〈11/8〉 ISBN 978-4-87326-592-6   定価（税込）：2,096円（〒別）

製 品 ・ 技 術 開 発

増
補
版

石油・天然ガス開発のしくみ 改訂版
技術・鉱区契約・価格とビジネスモデル
日本エネルギー経済研究所、石油天然ガス・金属鉱物資源機構／共同編集　兼清賢介／監修
■  伝統的アプローチから非在来型エネルギーまで、石油開発ビジネスを理解するための必読書。
B5・350頁〈20/3〉 ISBN 978-4-87326-717-3   定価（税込）：6,600円（〒別）

化学産業における実践的ＭＯＴ
事業化成功事例に学ぶ
近畿化学協会「ＭＯＴ研究会」／編著　■  重要性が認識されている化学産業向けの
ＭＯＴについて、研究開発の生産性向上に役立つ実践的テキスト。
A5・260頁〈18/10〉 ISBN 978-4-87326-705-0  定価（税込）：2,750円（〒別）

2050年戦略 モノづくり産業への提案
エネルギー、環境、社会インフラから考える
2050年戦略研究会／編著　■  将来に対してどのように戦略的に行動するか － 我が
国の2050年戦略を産業界の幅広い分野から多面的に提案。
A5・220頁〈17/12〉 ISBN 978-4-87326-694-7  定価（税込）：2,750円（〒別）

欧米のガスシステム
活性化する市場改革の基本と仕組み
内藤克彦・蝦名雅章・筒井潔／著　■  日本の天然ガス・エネルギーシステム改革を成
功に導く方法を探る。
A5・256頁〈20/11〉 ISBN 978-4-87326-729-6  定価（税込）：3,300円（〒別）

イノベーションのカギを握る 
米国型送電システム
米国送電システム研究会／編著　■  世界水準レベルである米国の最新送電システ
ムを「ＩＳＯマニュアル」をベースに解説。
A5・256頁〈20/9〉 ISBN 978-4-87326-724-1   定価（税込）：3,300円（〒別）

化学産業を担う人々のための
   実践的研究開発と企業戦略
渡加裕三／著　■  企業の研究開発活動を軸に、経営・技術に関わる戦略策定から製品
開発プロセス、工業化に至る流れ、さらに人材育成などを“現場の視点”から解説。
A5・324頁〈17/4〉 ISBN 978-4-87326-683-1   定価（税込）：2,750円（〒別）

２１世紀のモノづくりイノベーション

ダイセル式生産革新はこうして生まれた
改善から革新へ－次世代型化学工場構築の軌跡
松島茂(東京理科大学大学院教授)、株式会社ダイセル／著　■  “21世紀のあるべきモノ
づくり”を目指して、取り組んだ改革「ダイセル式生産革新」。 新しい生産現場を構築するための必読書。
A5・144頁〈15/12〉 ISBN 978-4-87326-661-9   定価（税込）：1,650円（〒別）

持続可能な社会に向けた環境人材育成
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（ＳＦＣ）の挑戦
太田志津子／著
B6・170頁〈13/6〉 ISBN 978-4-87326-628-2    定価（税込）：1,980円（〒別）

大人のための博物館ガイド 知的空間の楽しみ方
清水健一／著　■  最先端技術から江戸時時代の暮らしまで、もっと気楽に知の冒険を
楽しむためのガイドブック。
B6・260頁〈13/6〉 ISBN 978-4-87326-629-9    定価（税込）：2,200円（〒別）

危機に立ち向かう覚悟 次世代へのメッセージ
橘川武郎、小林善光／著　■  哲人経営者と気鋭の歴史学者が熱く語った日本再生を
目指すすべての人へのメッセージ。
B6・200頁〈13/2〉 ISBN 978-4-87326-621-3    定価（税込）：1,320円（〒別）

「希望学」日本再生への道 釡石からのメッセージ
橘川武郎／著　■  釜石でのフィールドワークをベースに、東日本大震災以後の日本再生へ
の道筋を展望。
B6・204頁〈13/2〉 ISBN 978-4-87326-622-0    定価（税込）：2,200円（〒別）

世界を底から変える力
化学を自由に使いこなす方法
長谷川靖哉／著　■  これからの社会を大きく変える可能性を持つ新しいキーワード「コボット」
をやさしく解説。
B6・216頁〈12/11〉 ISBN 978-4-87326-616-9   定価（税込）：1,980円（〒別）
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ナフサと石油化学マーケットの読み方
柳本浩希／著　■  ナフサや石油化学品相場の基礎と仕組み、読み方・ポイントを平易に
解説。 石油化学製品を取り扱うビジネスマンのための入門書。
A5・194頁〈21/3〉 ISBN 978-4-87326-734-0   定価（税込）：3,300円（〒別）

「化学」で考える 環境・エネルギー・廃棄物問題
村田徳治／著　■  化学の知識・歴史を学び、高い倫理観をもって化学的な視点から、
基礎知識・環境・エネルギー・廃棄物問題などについて身近な具体例を用いて解説。 
A5・344頁〈16/11〉 ISBN 978-4-87326-675-6 定価（税込）：2,750円（〒別）

化学コミュニケーション 「社会のための化学」推進に向けて
御園生誠、ほか／著　■  化学・化学技術の発展と適正利用に不可欠な「化学コミュニケーション」理解のための入門書。
B6・240頁〈11/12〉 ISBN 978-4-87326-600-8 定価（税込）：2,750円（〒別）

化学で何ができるのか －未来につながる「化学」の架け橋－
有機合成化学協会／編　■  化学の良さをもっと広く知ってほしい！  そして未来に何を
つなげていくか ̶ をテーマに各分野の第一人者が分かり易く執筆した化学入門書。
A5・276頁〈11/3〉  ISBN 978-4-87326-579-7  定価（税込）：2,750円（〒別）

コンビナートと地方創生
稲葉和成・平野創・橘川武郎／著　■  コンビナートを「希少財」と捉え、競争力を維持しなが
ら積極的に活用し、地域社会が持続的に発展することの重要性を説く、コンビナートシリーズの完結編。
B6・242頁〈20/11〉 ISBN 978-4-87326-728-9  定価（税込）：2,750円（〒別）

コンビナート新時代 ＩｏＴ・水素・地域間連携
稲葉和也、平野創、橘川武郎／共著　■  コンビナートシリーズの第２弾。 環境や時代の
変化に合わせたコンビナートの新しい方向性を探る。
B6・320頁〈18/7〉 ISBN 978-4-87326-701-2   定価（税込）

コンビナート統合 日本の石油・石化産業の再生
稲葉和也、橘川武郎、平野創／共著　■  石油、石油化学、化学企業は現代のグロー
バル競争をいかに勝ち抜いていくべきか、その方策を探る。
B6・270頁〈13/2〉 ISBN 978-4-87326-619-0   定価（税込）：2,750円（〒別）

化学産業の時代 日本はなぜ世界を追い抜けるのか
橘川武郎、平野創／著　■  日本経済の混迷を打ち破る“リーディングインダストリー”への
戦略的方策を提示。
B6・296頁〈11/6〉 ISBN 978-4-87326-586-5   定価（税込）：1,980円（〒別）

よくわかる自動車部品セクター株
－業界の特長から主要銘柄の見方まで－
坂口大陸(みずほ証券)／著　■  自動車産業全体の把握、情報の集め方、各企業・各国
の動きなどを念頭に、業界の基礎知識から主要銘柄の分析までをやさしく解説。
B6・225頁〈18/6〉 ISBN 978-4-87326-699-2   定価（税込）：1,650円（〒別）

よくわかるエネルギー株 －業界の特長から主要銘柄の見方まで－
荻野零児(三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券)／著　■  エネルギー（石油・ＬＰガス・電
気・ガス）関連の基本的な株式の見方から各社の分析まで、トップアナリストが解説。 
B6・230頁〈17/4〉 ISBN 978-4-87326-682-4   定価（税込）：1,650円（〒別）

よくわかる医薬品株 －業界の特長から主要銘柄の見方まで－
酒井文義(クレディ・スイス証券)／著　■  医薬品業界のアナリストとして活躍中の筆者
が、業界の基礎知識から主要銘柄の分析まで平易に解説。
B6・210頁〈16/4〉 ISBN 978-4-87326-664-0   定価（税込）：1,650円（〒別）

よくわかる化学株 －業界の特長から主要銘柄の見方まで－
横尾尚昭（元ゴールドマン・サックス証券）／著　■  株取引の初心者から一般の投資
家、または化学業界に就職を考えている学生から業界の方へ向けて、化学業界と株式
市場に焦点を当て、基礎知識から化学の主要銘柄の分析まで平易に解説。
B6・210頁〈15/4〉 ISBN 978-4-87326-652-7   定価（税込）：1,650円（〒別）

実践 ― ケミカルビジネス英語
藤井貞二／著　■  技術英会話で頻繁に使われる決まり文句や基本パターンを多く取り上
げ、またカタカナ英単語を正しい英語に矯正する方法など、実践的なビジネス英語習得のノウ
ハウをやさしく解説。
A5・268頁〈01/12〉 ISBN 978-4-87326-375-1 定価（税込）：4,180円（〒別）
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化学品の分類および表示に
関する世界調和システム（ＧＨＳ） 
改訂8版 英和完全対照テキスト
ＧＨＳ関係省庁連絡会議／訳  ■  2019年国連改訂8版の邦訳全文。 今後の化学物質
管理の基礎文献。 見開きで和英文・図表データなどを対照掲載。
B5・1,000頁〈20/10〉 ISBN 978-4-87326-727-2　定価（税込）：14,300円（〒込）

英和対訳危険物輸送に関する勧告　　　　　　　　 第５版

試験方法及び判定基準のマニュアル
■  危険物をクラス分類する際の手順、試験方法、判定基準を解説。
B5・883頁〈12/6〉 ISBN 978-4-87326-610-7  定価（税込）：16,500円（〒込）

■  日本の化学産業における各分野の製品の基礎知識と近年の生産状況、生産各社の
動向をコンパクトにまとめた最新のガイドブックとして編集。

〈21/1〉　定価（税込）：3,300円
※お求めは電子書籍ストア、Amazon Kindle／楽天Kobo／honto にて直接お申込ください。

　　　　　　　 産業安全基礎の基礎
荒井保和／著　■  製造現場が持つべき基本情報を踏まえ事故を起こさない現場 ― 常に
気づく力が発揮でき、その気づきを共有できている現場のあり方を取り組み事例を用いて解説。
B6･190頁〈18/12〉 ISBN 978-4-87326-707-4  定価（税込）：2,530円（〒別）

デトネーション現象
笠原次郎、前田慎市、遠藤琢磨、笠原裕子／訳　■  Johnh.H.S.Lee（McGill大学）に
よる“The Detonation Phenomenon”（Cambridge,2008）を抄訳。 デトネーション現象を
定量的・定性的に記述し、物理的側面を丁寧に解説。
B5・300頁〈18/2〉 ISBN 978-4-87326-697-8    定価（税込）：8,800円（〒別）

     リスクセンスを鍛える
特定非営利活動法人リスクセンス研究会／編著　■  リスクセンスとは組織を健全に運営しリスク
を最小にしていくために必要な知識・判断力・業務遂行能力のこと。 リスク検定テキストのオフィスワーク編。
A5・200頁〈17/3〉 ISBN 978-4-87326-680-0    定価（税込）：1,980円（〒別）

     リスクセンスを鍛える
特定非営利活動法人リスクセンス研究会／編著　■   リスクから組織と個人を守るには
リスクセンス検定を活用し、組織と個人の異常感知力向上が不可欠。
A5・240頁〈16/4〉 ISBN 978-4-87326-665-7    定価（税込）：1,980円（〒別）

リスクセンスで磨く異常感知力
特定非営利活動法人リスクセンス研究会／編著　■  リスクセンスを身に付け、組織の
状態を簡便に診断し事故を防止する手法を解説。
B6・240頁〈15/1〉 ISBN 978-4-87326-650-3    定価（税込）：2,750円（〒別）

化学工業日報社

即戦力への一歩シリーズ０3

知っておきたい化学の基礎知識
北野大／監修　村田德治／著　■  化学企業の業務に従事するために知って
おきたい基礎的な化学知識を、大人の素養としての化学の基本法則について解説。
B6・264頁〈21/10〉 ISBN 978-4-87326-744-9  定価（税込）：2,200円（〒別）

即戦力への一歩シリーズ０2

危険物の取り扱い
北野大／監修　田村昌三・田口直樹／著　■  シリーズ第2弾、化学関連
企業において危険物等による爆発・火災を防止するための必要事項を分かりやすく解説。
B6・304頁〈21/5〉 ISBN 978-4-87326-740-1    定価（税込）：2,200円（〒別）

ケミカルビジネスエキスパート
養成講座　   新「化学産業」入門
田島慶三／著　■  化学産業の全体像・必要な商品知識・情報入手法・関連法規を自習
できることを狙いとし、豊富な図表を用いて解説。 化学産業の基礎知識の書として刊行。
A5・528頁〈21/4〉 ISBN 978-4-87326-736-4　定価（税込）：3,300円（〒別）

　 危険物輸送に関する勧告
＜通称：オレンジブック＞
■  国連の「危険物輸送に関する勧告」（改訂21版）の邦訳本。
B5・1,664頁〈21/5〉 第Ⅰ巻846頁・第Ⅱ巻818頁　ISBN 978-4-87326-739-5
定価（税込）：ⅠⅡ巻セット33,000円（〒込）

2050年戦略 ２ 
2050年戦略研究会／編著   ■  現在の日本は様 な々点で世界に追い
つくか、おいていかれるかの分岐点にいる。「いま始める」ための産業界からの提言。
A5・540頁＜21/11＞ ISBN 978-4-87326-747-0 定価（税込）：3,850円（〒別）

化粧品の開発からもっときれいになる使い方まで

美しさをつくる 色材工学  
柴田雅史／著   ■  本書はメイクアップ化粧品を題材に、色と光を制御する
色材工学とその周辺技術を学ぶ入門書。化粧品に用いる色材を中心に、他の成分との組
み合わせでできる様々な剤型、製品としての形態について解説。
A5・400頁＜21/7＞ ISBN 978-4-87326-741-8　定価（税込）：5,500円（〒別）

プロセス開発を楽しもう
伊藤東／著   ■  本書はプロセス開発の「手順」と「課題」を詳細に解説。
またAI・IoTを活用したこれからのプロセス開発にも触れています。
A5・248頁〈21/6〉 ISBN 978-4-87326-742-5　定価（税込）：3,300円（〒別）

森林資源を活かしたグリーン
リカバリー  地域循環共生、新しいコモンズの構築
竹林征雄／編著  ■  地球温暖化・化石資源の有限性など様々な問題が存在するなか、
世界は循環経済を指向するようになってきています。 森林資源の活用を拡大し化石資源を
代替する技術の現状と未来について考える。
A5・368頁〈21/4〉 ISBN 978-4-87326-735-7　定価（税込）：3,300円（〒別）

営業企画本部　営業部
〒103-8485 東京都中央区日本橋浜町3丁目16番8号　電話０３(３６６３)７９３２　ＦＡＸ０３(３６６３)７２７５
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■  2021年1月発行の「17221の化学商品」をＰＤＦファイルで収録。 化学品の内容を
ＰＣで素早く検索、閲覧、プリントが可能です。〈21/3〉  定価（税込）：36,300円（〒込）
※お求めは直接当社へお申込ください。

   新化学インデックス
■ 化学品の基礎情報（化学名、物質番号類、用途、メーカー名等）を的確かつ
素早く検索できる機能を持ったケミカルデータブック。検索は化学名、ＣＡＳナンバー、商品
名、さらに用途、機能面からも可能。
B5・1,300頁〈21/8〉 ISBN 978-4-87326-745-6  定価（税込）：29,700円（〒込）

   プラスチック成形材料商取引便覧
■  収載グレード8,400を誇る材料特性データベースの決定版。素材転換とそれ
による新技術、新製品開発のツールとして、有効かつ適正なプラスチック素材選択の便
を図り、材料評価での違った選択がもたらすリスクを回避するために、プラスチック成形
材料の特性データを樹脂別、メーカー別、グレード別に分類網羅。
B5･830頁〈21/9〉 ISBN 978-4-87326-746-3   定価（税込）：16,500円（〒込）

化審法 化学物質
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター／監修
■  平成23年4月1日施行法（第２段階改正）に対応した化学物質管理の基礎文献最新版。
B5･2,325頁〈11/11〉 ISBN 978-4-87326-599-5  定価（税込）：35,200円（〒込）

化学物質等法規制便覧
化学物質等法規制便覧編集委員会／編
■  化学物質に関わる国内の法体系のほとんどを網羅し、初心者から実務者までを広く
対象として編集。2020年7月以降の各種法律改正をフォローアップ。
A4･700頁〈21/7〉 ISBN 978-4-87326-743-2 定価（税込）：13,200円（〒込）

産業現場のノンテクニカルスキル教育
実践ガイドブック －事故防止教育の普及へ
南川忠男／編著　森本聡・堤克一路・井上哲夫／著  ■  教育インストラクターの養成、スキルア
ップの手法、教育プログラムの作り方等を解説。 事故防止・保安安全活動を推進するための活用書。
B6・380頁〈20/6〉 ISBN 978-4-87326-721-0    定価（税込）：3,850円（〒別）

産業現場のノンテクニカルスキルを学ぶ
南川忠男／著　■  教育インストラクターの養成、スキルアップの手法、現場の意識改革など
を実際の演習内容をもとに解き明かし、事故防止・保安安全活動を推進するための活用書。
B6・360頁〈17/8〉 ISBN 978-4-87326-689-3    定価（税込）：3,300円（〒別）

産業現場の事故・トラブルをいかに
して防止するか 現場力強化のための実践的取組
田村昌三、田口直樹／共著　■  事業所のリーダー、製造プロセス現場の管理者、第一線
作業者の方々が安全活動を推進していく上で産業現場の安全確保・向上のための必読書。
B6・174頁〈17/7〉 ISBN 978-4-87326-686-2    定価（税込）：2,200円（〒別）

  産業安全論 産官学連携による産業安全の中核人材の育成
田村昌三／編　■  社会安全環境の醸成を目指す安全管理実務者の必読書。 改訂に
あたり業界の安全担当者を執筆陣に加え、内容を充実しました。
A5・450頁〈17/3〉 ISBN 978-4-87326-681-7    定価（税込）：3,300円（〒別）

産業安全活動二つの源流
『 Think Safety First again 』 －100年の時空（とき）を超えて－

特定非営利活動法人リスクセンス研究会／編著　■  安全活動の源流を100年前にたどり、先人た
ちの知恵を学び原点に立ち返ることで現在を見直し、未来の姿を見据えて安全・安心の実現をめざす。
A5・260頁〈16/9〉 ISBN 978-4-87326-672-5    定価（税込）：1,980円（〒別）

化学プラントの安全化を考える
田村昌三／編著　■  自主的な安全活動を通じ、化学プラントの安全をより徹底するために
有効な保安力の基礎と実践を具体的に解説。
A5・300頁〈14/12〉 ISBN 978-4-87326-649-7  定価（税込）：3,300円（〒別）

プラント安全構築マニュアル
田村昌三／監修　荒井保和／著　■  プラント事故は異変に「気づく」ことにより危険度
は激減。 安全確保に係る各階層や各部署の立場から豊富な事例を踏まえて解説。
A5・390頁〈14/10〉 ISBN 978-4-87326-646-6  定価（税込）：2,750円（〒別）

環境・安全・保安

ＡＳＥＡＮ進出化学企業ビジネスハンドブック
■  ＡＳＥＡＮ域内の化学品サプライチェーンを主軸に化学産業や周辺産業、流通産業のデータ、
化学品管理などを収載し、多面的に今後のビジネスにご活用いただけるよう編集。
B5・300頁〈17/2〉 ISBN 978-4-87326-679-4    定価（税込）：8,800円（〒別）

日中化学物質規制と企業の対応
林まき子／著　■  中国で改正法が施行された新規化学物質環境管理弁法、危険化学品
安全管理条例を踏まえ、日中両国の化学品規制比較し対応方法を解説。
B5・240頁〈13/3〉 ISBN 978-4-87326-625-1   定価（税込）：5,500円（〒別）

中国「新化学物質環境管理弁法」
高月輝／著　■ 「新化学物質環境管理弁法」 2010年10月15日施行について、改正の
ポイントを解説。
A5・180頁〈11/12〉 ISBN 978-4-87326-601-5  定価（税込）：3,300円（〒別）

英文版 台湾化学品製造業者録
TAIWAN CHEMICAL PRODUCERS’DIRECTORY 2018 TCIS／発行
■  台湾の化学品製造業者を製造品目から検索できるように編集。 中国語社名・英語社名の
社名索引、地域別の会社住所録などを掲載。 3,248社収録。
A4・1,195頁〈18/4〉　定価（税込）：38,500円（〒込）

英文版 台湾化学品輸入業者録
TAIWAN CHEMICAL IMPORTERS’DIRECTORY 2018 TCIS／発行
■  台湾の化学品輸入業者を製造品目から検索できるように編集。 中国語社名・英語社名の
社名索引、各化学品の年間総輸入量などを掲載。 3,005社収録。
A4・1,164頁〈18/4〉　定価（税込）：37,400円（〒込）
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化学工業白書
■  化学業界を俯瞰・分析に最適、専門家による化学工業の動向を統計を用いて詳細に解説。
B5･210頁〈21/2〉 ISBN 978-4-87326-733-3    定価（税込）：5,500円（〒別）

　    化学工業白書
〈21/2〉　定価（税込）：5,500円
※お求めは電子書籍ストア、Amazon Kindle／楽天Kobo／honto にて直接お申込ください。

※ 月刊「化学経済」は、2018年3月号で休刊となりました。
 バックナンバーをお求めの方は、弊社ホームページをご確認ください。
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  実践・安全工学シリーズ
  安全工学会／監修　新井充、佐藤吉信、高木信夫、野口和彦、若倉正英／編
 ■  安全工学会が30年以上にわたって実施してきた「安全工学セミナー」“安全マネジメント 
 講座”の講座内容をベースに、シリーズ化として編集。

 シリーズ1 「物質安全の基礎」
 A5・403頁〈12/7〉 ISBN 978-4-87326-612-1    定価（税込）：5,500円（〒別）

 シリーズ2 「プロセス安全の基礎」
 A5・335頁〈12/8〉 ISBN 978-4-87326-613-8    定価（税込）：5,500円（〒別）

 シリーズ3 「安全マネジメントの基礎」
 A5・250頁〈13/1〉 ISBN 978-4-87326-618-3    定価（税込）：3,850円（〒別）
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