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香りの健康ライブラリーの書棚

No. 書名 著者 出版社 分類コード

1 におい かおりー実践的な知識と技術 堀内哲嗣郎 フレグランスジャーナル社

2 カモミール事典−ハーブとしての効能・研究開発から産業への応用― ロルフ・フランケ/ハインツ・シルヘル編著 池田雄二/角田英男訳 中島基貴監訳 フレグランスジャーナル社

3 パヒュームレジェンド 世界名香物語 マイケル・エドワーズ著 フレグランスジャーナル社

4 抗菌アロマテラピーへの招待 井上重治 安部茂著 フレグランスジャーナル社

5 ケルトの植物 ヴォルフ＝ディーター・シュトルル 手塚千史 高橋紀子 訳 株式会社ヴィーゼ

6 食品香粧学への招待 藤森嶺 三共出版株式会社

7 世界のコーヒー生産国 社団法人全日本コーヒー協会

8 匂いの人類学 鼻は知っている エイヴリー・ギルバート・勅使河原まゆみ＝訳 ランダムハウス講談社

9 香りの事典 仏 英 和 黒沢路可 フレグランスジャーナル社

10 森林の香り、木材の香り 大平辰朗 ８１八十一出版

11 合成香料の最新技術 CMCシーエムシー CMC

12 日本の香り 二部治身 文化出版局

13 アロマテラピストのための 最近の精油科学ガイダンス 三上杏平 フレグランスジャーナル社

14 香り それはどのようにして生成されるのか 蟹沢恒好 フレグランスジャーナル社

15 植物の香りと生物活性ーその科学的特性と機能性を科学するー 谷田貝光克 フレグランスジャーナル社

16 香りの小ばこ 花と香りのエッセンス 中村祥ニ 求龍堂

17 自然に学ぶ粋なテクノロジー なぜカタツムリの殻は汚れないのか 石田秀揮 化学同人

18 香りの小百科 渡辺洋三 工業調査会

19 脳のなかの匂い地図 森 憲作 PHPサイエンス・ワールド新書

20 香りの世界をさぐる 中村祥ニ 朝日新聞社

21 いにしへの 香り ―古典にみる「にほい」の世界― 樋口百合子 株式会社淡交社

22 臭気の嗅覚測定法 三点比較式臭袋法測定マニュアル 岩崎好陽 社団法人臭気対策研究協会



2

23 改訂 嗅覚とにおい物質 川崎通昭・堀内哲嗣郎 共著 社団法人におい・かおり環境協会

24 茶の香り研究ノート 製造にみる多様性の視点から 川上美智子著 光生館

25 「匂いオブジェクト」を学ぶ ドナルド・A・ウィルソン リチャード・J・スティーブンソン著 鈴木まや 柾木隆寿 監訳 フレグランスジャーナル社

26 続 天然物と生物活性 新しい展開をめざして 井村裕夫・後藤俊夫・他 東京大学出版会

27 天然物と生物活性 新しい展開をめざして 井村裕夫・後藤俊夫・他 東京大学出版会

28 においの科学 元木澤文昭 奈良県立医科大学教授 医学博士 理工学社

29 匂いの応用工学  栗岡豊・外池光雄 編 朝倉書店

30 スパイスの人類史 アンドリュー・ドルビー 樋口幸子訳 原書房

31 ハッカ属植物の自殖株の精油成分 梅本和泰 晃洋書房

32 香料博物誌 C.J.S.トンプソン 駒崎雄司訳 東京書房社版

33 分析化学実験ハンドブック 日本分析化学会 丸善株式会社

34 香料入門 吉儀英記 フレグランスジャーナル社

35 東西香薬史 山田憲太郎 福村書店刊

36 匂いの科学 ⾧沢徹 中部日本教育文化会

37 植物ホルモンを生かす 太田保夫 農文協

38 香料の化学 赤星亮一 大日本図書

39 香料化学入門 渡辺昭次 培風館

40 日本香料学史 山田憲太郎 明治前日本応用化学史別刷

41 香料の化学 須賀恭一 渡辺昭次 講談社

42 香りの科学と美学 藤森嶺 編著 東京農大出版会

43 味覚を科学する 都甲潔 株式会社角川書店

44 日本の香り物語 心に寄り添う香りのレシピ 渡辺敏子 （株）八坂書房

45 感性の科学 心理と技術の融合  都甲潔 坂口光一 朝倉書店

46 スパイスのサイエンス スパイスを科学で使いこなす 武正三男 株式会社文園社

47 丁子と肉桂のガブリエラ ジョルジェ・アマード・尾河直哉 株式会社彩流社

48 みどりの香り 青葉アルコールの秘密 畑中顕和 中公新書
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49 食品と香料 薬学博士 諸江辰男 東海大学出版会

50 香りと環境 岩橋基行 理工図書

51 花香科学 奥西平曽 有限会社巖翠堂

52 香料小史 大淵彰三 史学社

53 感性バイオセンサ 味覚と嗅覚の化学 都甲清 朝倉書店

54 東亜香料史 山田憲太郎 東洋堂

55 香料植物 ものと人間の文化史159 吉武利文 法政大学出版局

56 橘（たちばな）ものと人間の文化史 吉武利文 法政大学出版局

57 ＜味覚の生理学＞を読む ロラン・バルト 松島征訳  みすず書房

58 魚臭・畜肉臭 においの化学とマスキング 太田静行 編 恒星社厚生閣

59 胡椒 暴虐の世界史 マージョリー・シェファー・栗原泉訳 白水社

60 スパイス、爆薬、医薬品 P・ルクーター/J・バーレサン 小林力訳 中央公論新社

61 香料と調香の基礎知識 中島基貴 編著 産業図書

62 フレーバー おいしさを演出する香りの秘密 広山均著 フレグランスジャーナル社

63 嗅覚の話 高木貞敬 著 岩波新書

64 食品香料の知識 山崎三吉 著 株式会社研文社

65 香りの百科事典 谷田貝光克他 丸善株式会社

66 新合成香料化学 下巻 近畿大学教授 平尾子之吉著 フタバ書店

67 新版 官能検査ハンドブック 日科技連官能検査委員会 日科技連

68 合成香料 化学と商品知識 印藤元一著 化学工業日報社

69 香料及び其の応用 理学士 堀内利器 著 合資会社至玄社

70 香料博物事典 山田憲太郎 著 同朋舎

71 天然香料基原物質集 増補版 日本香料工業会

72 天然香料基原物質の解説 日本香料工業会編 食品化学新聞社

73 香料案内 今井樟太郎 株式会社永廣堂

74 香料の配合 附 化粧品製造提要 西澤勇志智著 内田老鶴圃
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75 「にほひ」の研究 名人に学ぶヒット商品づくり 中原勲平 日本経済新聞社

76 嗅覚概論 臭気の評価の基礎 斉藤幸子・他 公益社団法人におい・かおり環境協会

77 合成香料増補改訂版化学と商品知識 印藤元一著 化学工業日報社

78 合成香料 化学と商品知識 合成香料編集委員会編集 化学工業日報社

79 食品香料ハンドブック 化学的合成品以外の香料 日本香料工業会編 食品化学新聞社

80 愛情の匂いと生命の味 山田憲太郎 刀江書院

81 岩波古語辞典 大野晋他 編 岩波書店

82 蒼き水の匂い 北神照美 本阿弥書店

83 香草の船 赤江瀑 中央公論社

84 舌の記憶 筒井ともみ スイッチ・パブリッシング

85 水の匂 久保田万太郎 武蔵書房

86 異邦の薫り 福永武彦 株式会社新潮社

87 茂吉の体臭 斉藤茂太 岩波書店

88 薔薇の名前 下 ウンベルト・エーコ河島英昭 (株)東京創元社

89 プルーストの記憶、セザンヌの眼 ジョナ・レーラー著 鈴木晶訳 株式会社白楊社

90 コレット著作集6 新庄嘉章 監修 二見書房

91 植物生物学 松本巍著 南郊社

92 日本植物文化語彙攷 吉野政治著 和泉書院

93 おいしさの科学事典 山野善正 総編集 朝倉書店

94 薄荷と除虫菊 理学博士 ⾧澤徹著 東洋堂

95 東西香薬史 山田憲太郎 福村書店

96 香料の知識 堀内利器 誠文堂

97 香料辞典 堀口博著 共立出版株式会社

98 南海香薬譜 スパイス・ルートの研究 山田憲太郎著 法政大学出版局

99 近世 香料工業 岡澤辰蔵著 太陽堂発行

100 香りの百科 日本香料協会＝編 朝倉書店
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101 合成香料化学 平尾子之吉著 合名会社裳華房

102 香り創りをデザインする 堀内哲嗣郎 フレグランスジャーナル社

103 中世モルッカ諸島の香料 岡本良知著 東洋堂版

104 香りの記号論 J.シュテファン・イェリネク著 狩野博美訳 人間と歴史社

105 香料の研究 農商務省商工局 丸善株式会社

106 香料博物誌 C.J.S.トンプソン 駒崎雄司訳 東京書房社版

107 季刊 化学総説/味とにおいの分子認識 日本化学会編 学会出版センター

108 講座 感覚・知覚の科学４/味覚・嗅覚 内川恵二 総編集他 朝倉書店

109 香料とともに六十年 曽田正治 曾田香料株式会社

110 香料の実際知識 第２版 印藤元一著 東洋経済新報社

111 北見の薄荷入門 井上英夫 北網圏北見文化センター博物部門協力会編集

112 薔薇のイコノロジー 若桑みどり 青土社

113 やさしーオリジナル香水のつくりかた 立川一義著 フレグランスジャーナル社

114 香りと五感 香りで五感の機能と有用性を増進する 外池光雄編著 フレグランスジャーナル社

115 花の大百科事典 大澤雅彦 監訳 朝倉書店

116 香りを旅する 相良嘉美 サガラローム

117 香料およびフレーバーの天然素材 STEFFEN ARCTANDER 著

118 スパイスの本 ローゼンガーテンJr. 柴田書店

119 新英和大辞典 第六班 研究社

120 香料化学総覧  第一版   奥田治著 廣川書店

121 香料化学総攬 ２  奥田治著 廣川書店

122 香料化学総覧 ３ 奥田治著 廣川書店

123 香料化学総覧 １総論 天然香料 奥田治著 廣川書店

124 香りの総合事典 日本香料協会編 朝倉書店

125 香りの美学展 ② 諸江辰男他 監修 大丸ミュージアム

126 デザイン力が創り出すブランド 松永真 日本香堂、医心方
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127 香りビジネスの新しい考え方 一過性ブームで終わらせないために 東レリサーチセンター

128 最新生薬学 医学博士刈米達夫著 廣川書店

129 天然薬物事典 奥田拓男編 廣川書店

130 メディカルハーブ 安全性ハンドブック 小池一男、林真一郎他 東京堂出版

131 食品香粧学入門 食品香粧学科編 東京農大出版会

132 F.F.マガジン［1994Ⅱ] 香料産業新聞社

133 感覚と錯覚のミステリー 五感はなぜだまされる 日経サイエンス編集部編 日経サイエンス社

134 蛋白質核酸酵素/PNE 10 編集：高林純示 共立出版株式会社

135 パプリカ種子からの新規抗菌性物質の分離と食品製造における利用 矢嶋瑞夫

136 Biophilia生命科学の未来を考える 特集においの最新事情 アドスリー

137 香りが見える理由 藤森嶺 編著 東京農大出版会

138 香料のGHS対応の手引き 環境安全委員会 日本香料工業会

139 失われた時を求めて 上 鈴木道彦・編訳 株式会社集英社

140 失われた時を求めて 下 鈴木道彦・編訳 株式会社集英社

141 臭気対策の基礎と実際 石黒辰吉著 オーム社出版局

142 森林医学 Ⅱー環境と人間の健康科学ー 大井 玄 宮崎良文 他 朝倉書店

143 毒草を食べてみた 植松れい 文藝春秋

144 樹の文化誌 足田輝一 朝日新聞社

145 柑橘類と文明 ヘレナ・アトレー著 三木直子訳 築地書館

146 ３分でフェロモンが出た。 中谷彰宏 三笠書房

147 幻想植物園 花と木の話 巖谷國士 絵 宇野亜喜良 株式会社PHP研究所

148 炭これは便利だ！ 102の使い方 知的生活研究所 谷田貝光克監修 株式会社青春出版社

149 フィトンチッドってなに 植物の知られざる働き 谷田貝光克 東京大学教授理学博士 第一プランニングセンター

150 樹 バウム 樹木の神話、医療用途、料理レシピ スザンネ・フィッシャー・リチィ 手塚千史訳 株式会社精興社

151 植物の名前のつけかた 植物学名入門 L.H.ベイリー著 編集部訳 八坂書房

152 森はよみがえる 都市林創造の試み 石城謙吉 講談社現代新書 
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153 がんは「におい」でわかる！ 外崎肇一 明海大学教授 株式会社光文社

154 香りでこころとからだを快適に 中井吉英他 菅原努監修 オフィスエム

155 匂いの中の日本文化 小泉武夫 ハイカルチャーブックス

156 薬草500種―栽培から効用まで 馬場篤 大貫茂  株式会社誠文堂新光社

157 マイコフィリア きのこ愛好症（知られざるキノコの不思議世界） ユージニア・ボーン著 佐藤幸治他 株式会社バイインターナショナル

158 コンサイス 木材百科 木材のよりよい使い方を知るための143のヒント 秋田県立大学木材高度加工研究所 有限会社アパレア

159 身近な生物間の化学的交渉 化学生態学入門 古前恒 林七雄 共著 三共出版株式会社

160 好きな色が似合うとはかぎらない あなたを生かす色・殺す色彩 武蔵野美術大学教授 千々岩英彰 主婦と生活社

161 生物の多様性ってなんだろう？ 生命のジグソーパズル 京都大学総合博物館京都大学生態学研究センター 京都大学学術出版会

162 仏教植物散策 中村元編著 東京書籍株式会社

163 ものと人間の文化史119 有用植物 菅 洋 法政大学出版局

164 和漢薬の世界 薬学博士 木村雄四郎著 創元社

165 北海道植物教材図鑑 続・野の花    谷口弘一 三上日出夫 編 北海道新聞社

166 薬草カラー図鑑１身近にあり、効きめの確かな225種 星薬科大学名誉教授 伊澤一男 主婦の友社

167 ジョンレノンが愛した森・夏目漱石が癒された森 上原巌著 全国林業改良普及協会

168 森林医学・ 森本兼嚢・宮崎良文他    朝倉書店

169 やさしいフィトンチッドのはなし フィトンチッド普及センター フィトンチッド普及センター

170 樹皮タンニンの多彩な機能と有効利用 大原誠資 著 81 八十一出版

171 埋木の特性―有機地球素材への展望 成田廣枝 著 81八十一出版

172 植物成分と熱―生成物の特性と利用― 逆瀬川三有生 著 81八十一出版

173 森を歩く 森林セラピーへのいざない 森林ジャーナリスト 田中淳夫 株式会社角川SSコミュニケーションズ

174 森の力ー育む、癒す、地域をつくる 浜田久美子 岩波新書

175 ふしぎの植物学 身近な緑の知恵と仕事 田中修著 中公新書

176 イチョウの威力 血管強化と血液浄化の身近な妙薬 東洋医学薬理研究所所⾧ 張寛容 光文社文庫

177 植物はすごい 生き残りをかけたしくみと工夫 田中修著 中公新書

178 バラの香りの美学  蓮田バラの香り研究所



8

179 森林療法のてびき 地域でつくる実践マニュアル 上原巌著 全国林業改良普及協会

180 森林療法序説 森の癒しことはじめ 上原巌著 林業改良普及双書

181 自然史思想への招待 松本丈二 著 緑風出版

182 世界を変えた薬用植物 NORMAN TAYLOR著難波恒雄難波洋子訳注 創元社

183 身近な薬用植物 あの薬はこの植物から採れる 指田豊 木原浩 平凡社

184 漢方事典 週刊朝日編 朝日新聞社

185 香合 根津美術館編 根津美術館

186 香が語る日本文化史 香千載 監修 畑正高/協力 香老舗 松栄堂

187 香と仏教 有賀要延 株式会社国書刊行会

188 香要抄と薬種抄 天理図書館善本叢書 八木書店

189 正倉院の香薬 材質調査から保存へ 米田該典著 思分閣出版

190 組香の鑑賞 三條西公正 株式会社理想社

191 香道蘭之園 尾崎左永子 薫遊舎 校注 淡交社

192 香の文化史 日本における沈香需要の歴史 松原睦著 株式会社雄山閣

193 雪香ものがたり 山口椿 株式会社トレヴィル

194 ちょっとの工夫で心豊かに かおる 金谷敏博 学習研究社

195 香道の歴史事典 神保博行 柏書房株式会社

196 癒しのお香 ⾧谷川弘江 監修・著 株式会社ガイアブックス

197 お道具必携 ③ 香合 見かたと心得 納屋嘉人 株式会社淡交社

198 お香が好き。にほんの香りを楽しむための便利帳 吉田揚子 ソフトバンククリエイティブ株式会社

199 お香を楽しむTHE INCENSE CATALOG （株）cocoro company 田村正隆 株式会社ナツメ社

200 香道具 NHK美の壺 日本放送出版協会

201 香をたのしむ ハートフルフレグランスのすすめ 一条信也 現代書林

202 匂い・香り・禅 東洋人の知恵 関口真大 株式会社日貿出版社

203 香道の作法と組香 蜂谷宗吉監修 ⾧ゆき編 雄山閣出版株式会社

204 す が り 漆と香の道具 荒川浩和 淡交社
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205 香道への招待 北小路功光 宝文館出版株式会社

206 生薬単 語源から覚える植物学・生薬学名単語集 伊藤美千穂・北山隆監修 原島広至著 株式会社エヌ・テイー・エス

207 香道 歴史と文学 三條西公正著 株式会社淡交社

208 香書 一色梨郷著 石原求龍堂

209 墨の香り 日高茜苑 新風舎

210 香と日本人 稲坂良弘 角川文庫

211 王朝の香り 現代の源氏物語絵とエッセイ 香老舗松栄堂広報室編 株式会社青幻舎

212 香と香道 第四版 香道文化研究会編 株式会社雄山閣

213 香三才 香りと日本人のものがたり 畑正高  東京書籍株式会社

214 平安京のニオイ 安田政彦 吉川弘文館

215 香清話 香に聞く 香を聞く 畑正高  淡交社

216 薫集類抄の研究 附・薫物資料集成 田中圭子著 株式会社三弥井書店

217 香りの本 芳香を楽しみ、豊かな暮らしを演出する 香老舗松栄堂広報室編 株式会社講談社

218 中世後期の香文化 香道の黎明 本間洋子 思文閣出版

219 瑞籬の香木 池田瓢阿 図書印刷株式会社

220 INCENSE インセンスー薫香料と香を焚く儀式ー トーマス・キンケレ著 竹之内悦子訳 フレグランスジャーナル社

221 世界自然遺産・屋久島と屋久杉の秘密（上） 藤田晋輔著 ８１八十一出版

222 世界自然遺産・屋久島と屋久杉の秘密（下） 藤田晋輔著 81八十一出版

223 最新の香り物質抽出法 大平辰朗著 ８１八十一出版

224 土は土である 作物にとってよい土とは何か 松中照夫 (株)農文協プロダクション

225 日本の杜から生まれたアロマ 稲本正 株式会社世界文化社

226 植物の神秘生活 ピーター・トムプキンズ+クリストファー・バード 工作舎

227 薬用植物を探る ボルネオ先住民の草木利用 プラントハンター 深井勉 健康産業情報センター

228 パラディン 植物生理学 矢部吉貞 大賀一郎 共訳 内田老鶴圃

229 四季の花事典花のすがた花のこころ 麓 次郎著 八坂書房

230 フェロモン受容にかかわる神経系 ⾧田俊哉・市川眞澄・猪飼篤 編著 森北出版株式会社
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231 白い薔薇 世界文化社

232 源氏物語 におう、よそおう、いのる 藤原克己、三田村雅子、日向一雅、他 株式会社ウエッジ

233 森林の不思議 気持ちをやわらげ、生命を吹き込む森林浴 谷田貝光克 現代書林

234 資源植物事典 柴田桂太 株式会社北隆館

235 こどもを育てる五感スクール 感覚を磨く25のメソッド 山下柚実・岸尾祐二 東洋館出版社

236 哺乳類のにおいと生活 D・M・ストダルト著木村武ニ・林進訳 朝倉書店

237 子どものための味覚教育 食育入門編 石井克枝他 講談社

238 植物たちの秘密の言葉 ふれあいの生命誌 ジャン=マリー・ペルト 工作舎

239 薬用ハーブの宝箱 アドバイスと体験 マリア・トレーベン著 西村サイエンス

240 薬用ハーブの文箱 薬用ハーブの宝箱に基づく体験の手紙 マリア・トレーベン著 西村サイエンス

241 花とかおり 花精油について 外山猛生著 塩野香料株式会社

242 植物園の巣穴 梨木果歩 朝日新聞出版

243 コケの自然誌 ロビン・ウオール・キマラー著 三木直子訳 築地書館

244 ヘッピリムシの屁 動植物の化学戦略 ウイリアム・アゴスタ ⾧野敬他訳 青土社

245 恋する植物 花の進化と愛情生活 ジャン=マリー・ペルト ベカエール直美訳 工作舎

246 森林セラピーへのいざない ココロとカラダを癒す 全国の「癒しの森」魅力まるごとご紹介 国土緑化推進機構

247 自然セラピーの科学 予防医学的効果の検証と解明 宮崎良文編 朝倉書店

248 おもしろサイエンス薬草の科学 佐竹元吉著 日刊工業新聞

249 お薬と奈良のお話 中村洋子 レベル

250 香り植物の緑化デザイン 近藤三雄 株式会社成文堂新光社

251 皮膚炎をおこす植物の図鑑２００７ 西山茂夫編集 株式会社協和企画

252 木質新素材技術研究成果報告書 木質新素材技術研究組合編

253 中国植物志 第二十巻 第一分冊 科学出版社

254 中国植物志  第六十五巻 第一分冊 科学出版社

255 香粧品香料講習会テキスト 日本香料協会 日本香料協会

256 論文集！95  中国国際香料香精化粧品及び 原料設備興技術交流展覧会
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257 ディオスコリデス研究 著者 大槻真一郎 エンタープライズ株式会社

258 緑の不思議な効用 フィトンチッド 平成４年４月 フィトンチッド研究会

259 薬用天然物質 柴田承ニ・糸川秀次他 南山堂

260 香 道具 監修・荒川浩和 淡交社

261 和楽 二月号「香」をめぐる冒険 「香」を聞く、「香」と暮らす 小学館

262 和楽 五月号「美術館列島」ニッポン 「美術館列島」ニッポン「源氏香」の世界へようこそ 小学館

263 いにしえの雅びな世界 王朝のあそび 奥 淳一 図書出版 紫紅社

264 香道秘伝書・米川常白香道秘伝抄 翠川文子、山根京 翠川文子

265 古香微説・古香微説別集 蘭奢待・香木法隆寺および六一種名香 翠川文子

266 忍鎧の香道著作 山根京・翠川文子 翠川文子

267 香道入門 淡交ムック 澤田ちぐさ 株式会社淡交社

268 香りの世界 Fragrance 太陽スペシャル 株式会社平凡社

269 香りと遊ぶ 暮らしに生かす和の香り 淡交社

270 珠玉の香合 珠玉の香合展 モントリオール美術館・朝日新聞社 朝日新聞社

271 薫物書の研究 薫 創刊号 薫物書研究会編

272 薫物書の研究 薫 第二号 薫物書研究会編 以後Webで閲覧

273 香料入門 浪江秋生 (株)香料産業新聞社

274 茶席の香 すがたと扱い 戸田宗安 目片宗弘 蜂谷宗玄 畑正高他 淡交社

275 香り俱楽部 2002 香料産業新聞社

276 香り俱楽部  2004 香料産業新聞社

277 香り俱楽部 2006 香料産業新聞社

278 香り俱楽部 2008 香料産業新聞社

279 香り俱楽部6 2010 香料産業新聞社

280 香り俱楽部７2012 香料産業新聞社

281 香り俱楽部8  2014 香料産業新聞社

282 香り俱楽部 浪江秋性 香料産業新聞社
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283 香料名鑑 2005年版 香料産業新聞社

284 香料名鑑 2009年版 香料産業新聞社

285 魂の植物 バッチの花療法への新しい洞祭 手塚千史 フレグランスジャーナル社

286 いろいろな感覚の世界 超感覚のしくみを探る 江口英輔・蟻川謙太郎 学会出版センター

287 ⿁が花を嗅いでいる 末森英機 書泉山田

288 香りの生理心理学 印藤元一訳 フレグランスジャーナル社

289 ハーブ万葉集 今日に役立つ植物達 大貫茂 共同印刷株

290 東西薬用植物考 川端男勇著 文久社出版部

291 調香師が語る香料植物の図鑑 フレディ・ゴズラン 前田久仁子訳 原書房

292 香辛料の民族学 カレーの木とワサビの木 吉田よし子 中公新書

293 植物記 牧野富太郎 バベル社

294 続植物記 牧野富太郎 バベル社

295 和漢薬の世界 薬学博士 木村雄四郎著 創元社

296 廣川 薬用植物大事典 廣川書店

297 香料作物の生産と技術 農林省農政局拓殖課 農林省農政局拓殖課

298 抗酸化物質 健康革命 キャロリン・リスター 大久保貴代美訳 フレグランスジャーナル社

299 においと脳・行動 外池光雄・渋谷達明 編著 フレグランスジャーナル社

300 においの心理学 矢部早穂・斉藤幸子 編著 フレグランスジャーナル社

301 においと医学・行動遺伝 和田昌士・山崎邦郎 編著 フレグランスジャーナル社

302 香りの機能性と効用 アロマサイエンス シリーズ21編集委員会 編 フレグランスジャーナル社

303 NHK趣味悠々香りを楽しもう 講師 太田清史 日本放送出版協会

304 天然物構造式集 滝戸道夫・糸川修治他 講談社サイエンティフィック

305 香りの感性心理学 印藤元一訳 フレグランスジャーナル社

306 第七回国際精油会議京都大会

307 中国 日本 薬用植物・生薬 大村重光 廣川書店

308 ハーブ・スパイス事典 安間哲男・石井まり子 共訳 ヤスマ株式会社
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309 ハーブの安全性ガイド クリス・D・メレティス著 川口健夫 訳 フレグランスジャーナル社

310 五感のふしぎシリーズ 香りのふしぎ百科 １ 青森大学 栗原堅三 編著 樹立社

311 五感のふしぎシリーズ 香りのふしぎ百科 2 青森大学 栗原堅三 編著 樹立社

312 脱臭・消臭・抗菌ビジネス シーエムシー

313 臨床医学と薬用植物 世界の薬草と漢方 原著 W.P.F.エルビン・ルイス教授他 エンタプライズ

314 熱帯林再生技術研究成果報告書 熱帯林再生技術研究組合編

315 森林サイエンスの現状と今後の展望 ２１世紀へのアプローチ 編集 森林サイエンス研究会 社団法人 全国林業改良普及協会

316 スパイス オブ ライフ ハウス食品工業株式会社

317 ⾧谷川香料八十年史 ⾧谷川香料株式会社

318 塩野香料株式会社 ２００年の歩み 塩野香料株式会社

319 日本香料工業会十年史 日本香料工業会

320 日本香料史 山田憲太郎著 同朋舎

321 １９２０−２０００ ８０年史 高砂香料工業株式会社 高砂香料工業株式会社

322 スパイス百科事典 武政三男著 三琇書房

323 １９１２−１９８９ 日本フレーバー工業株式会社

324 曾田香料七十年史 曾田香料株式会社

325 小川香料百年史 小川香料株式会社

326 イングリッシュ・ガーデン 英国に集う花々 株式会社求龍堂

327 ホメオパシー心理学 松本丈二・金野秀香他 フレグランスジャーナル社

328 アロマセラピーサイエンス マリア・リス・バルチン著 田邊和子訳 フレグランスジャーナル社

329 曾田香料100年史 曾田香料株式会社

330 東亜香料史研究 山田憲太郎 中央公論美術出版

331 神戸香料株式会社50年のあゆみ レモンフレーバーとともに KOBE KORYO SINCE1959 神戸香料株式会社

332 有機化合物のスペクトルによる同定法 荒木俊・益子洋一郎・山本修訳 東京化学同人

333 日本香料工業会の歩み 1980~1989 稲畑謙一郎 日本香料工業会

334 日本香料工業会の歩み 2000~2009 稲畑謙一郎 日本香料工業会
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335 薔薇と共に 跡見昭作品集 株式会社草土出版

336 香り かぐわしき名宝 東京藝術大学大学美術館 日本経済新聞社

337 漢方薬副作用百科 事例・解説・対策・提言 筑波大学名誉教授 内藤裕史著 丸善出版株式会社

338 曾田香料七十年史 曽田義二郎 曾田香料株式会社

339 花のきもち ひとの こころ 2 妖精たちの舞踏会 富田忠雄 遊人工房

340 よい匂いの街角 八木実枝子写真集 深夜叢書社

341 NMRワークブック H.デユデック・W.デイートリッヒ著 シユプリンガーフエアラーク東京株式会社

342 国際交流 2002  95 国際交流基金

343 環境カオリスタ検定 公式テキスト 日本アロマ環境協会

344 古代インドの仏教美術の精華 サンチーのストゥーパ 溝口史郎 鹿島出版会

345 花の香り 酒寄賢治・豊子写真集 株式会社STEP

346 かおり風景第16回香・大賞発表 藤本義一、中田浩二、畑茂太郎 香老舗 松栄堂

347 香りの源氏物語 香り研究家 島本静子 旬報社

348 媚薬 勝目梓 講談社

349 香りの本 心と体のリラクゼーション 国書刊行会

350 石鹼の香り 半田晃一 株式会社花神社

351 動物のことば入門 ウルリッヒ・クレバー 増井光子監修 動物社

352 嗜好品の香りと健康 香りで健康に過ごそう 青山均著 フレグランスジャーナル社

353 香りの記憶 新潮社編 株式会社新潮社

354 くすりの小箱 薬と医療の文化社 静岡大学 湯之上隆 南山堂

355 未来からの宿題 漫画でよくわかるLPガス 一般社団法人全国LPガス協会

356 土佐備⾧炭 21世紀に伝えたいこと 宮川敏彦 谷田貝光克 飛鳥出版室

357 新潮４５ 明治・大正・昭和文壇１３の怪事件簿 新潮社

358 コスメティック 林真理子 株式会社小学館

359 誘惑の芳香 常盤新平・原田宗典他 講談社

360 アジアの音・光・夢幻 杉浦康平…デザインの言葉 工作舎
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361 花の風物誌 釜江正巳 八坂書房

362 食品の裏側 みんな大好きな食品添加物 安部司 東洋経済新報社

363 アドベンチャー精神と価値創造経営 小仲正久 ダイヤモンド社

364 香料と化粧品の科学 奥田治齋・藤修二・鈴木一成 廣川書店

365 五感で楽しむまちづくり 山下柚実編著 学陽書房

366 においとかおりと環境 嗅覚とにおい問題 岩崎好陽 アサヒビール株式会社

367 C-13NMR 基礎と応用 藤原鎮男 監修 竹内敬人 石塚英弘 共著 講談社サイエンティフィク

368 食と感性 都甲潔編著 株式会社光琳

369 感情心理学パースペクティブズ 畑山俊輝 北大路書房

370 チョコレート カカオの知識と製造技術 古谷野哲夫訳 株式会社幸書房

371 トウガラシの文化誌 アマール・ナーシ 晶文社

372 昆虫の生理活性物質 石井象二郎著 南江堂

373 都市の遺伝子 にっぽん五感探索遊行 山下柚実 NTT出版

374 くさいはうまい 小泉武夫 毎日新聞社

375 死にいたる芳香 ユベール・モンテイエ 榊原晃三 早川書房

376 お皿の上の生物学 阪大出前講座 小倉明彦 築地書館

377 昆虫誘引物質 平野千里著 東京大学出版会

378 光琳選書③ 食品と香り 清水純夫 角田一 牧野正義 編著 光琳

379 風味絶佳 山田詠美 株式会社文藝春秋

380 香料商が語る東西香り秘話 相良嘉美 株式会社山と渓谷

381 海のシルクロード 絹・香料・陶磁器 藤本勝次 山田憲太郎 三杉隆俊 大阪書籍

382 日々香日 大橋マキ 株式会社サンマーク出版

383 昆虫科学が拓く未来 藤崎憲治 西田律夫 佐久間正幸 京都大学学術出版会

384 パルファム紀行 香りの源泉を求めて セリア・リッテルトン 田中樹里 原書房

385 香りを創る 香りを売る 塩野香料株式会社 塩野秀作 ダイヤモンド・ビジネス企画

386 美酒の設計図 佐藤信 著 大日本図書
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387 におい110番110番 においの悩み、解決します 社団法人におい・かおり環境協会

388 魚は香りだ 関谷文吉 中央公論新社

389 ナチュラルヘルスケアのための スパイスハンドブック ぺにー・スタンウエイ著 林真一郎監修 東京堂出版

390 臭いの謎 嗅覚の世界を探る 渋谷達明著 八坂書房

391 薫香のカナピウム 上田早夕里 株式会社文藝春秋

392 皮膚という脳 心をあやつる神秘の機能 山口創 東京書籍

393 夏美とラベンダー 下はつ子 株式会社文芸社

394 いろは匂へど 瀧羽麻子 幻冬舎

395 くさいものにフタをしない     幻戯書房

396 媚薬 西田博美 第三書館

397 時間の香り 高砂香料工業株式会社 広報室編 八坂書房

398 誘惑の芳香 常盤新平・原田宗典他 講談社

399 新潮選書 皮膚感覚と人間のこころ 傳田光洋 新潮社

400 においとひびき 日本と中国の美意識をたずねて 朱捷 株式会社白水社

401 匂い遊びの博物誌 高藤由明著 東京・現代出版・新宿

402 イマーゴ 特集＝現代マンガの心理学 1991 Vol.2-10 青土社

403 歌集 香曼荼羅 諸江辰男 著 風神社

404 香料用語説明集 日本香料協会 日本香料協会

405 ハッカ属植物の精油成分と種の系統分類 梅本和泰 名古屋学院大学産業科学研究所

406 化粧 中上健次 株式会社講談社

407 ひな菊とペパーミント 野中柊 株式会社講談社

408 日の匂い 中村稔 青土社

409   出久根達郎 株式会社文藝春秋

410 香りバイブル PERFUME 平尾京子 モード学園出版局

411          森田由子 ソフトバンククリエイティブ株式会社

412 そこが知りたい 匂いの不思議 芳香も悪臭も見えないだけに謎だらけ 荻野洋一 株式会社雄鶏社
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413 ネパール・インドの聖なる植物 T.C.マジュプリア著 株式会社八坂書房

414 日高俊隆選集Ⅰ チョウはなぜ飛ぶか 日高敏隆 株式会社ランダムハウス講談社

415 香水 F・サガン/G・アノトー 鷲見洋一訳 新潮社

416 キリスト教の伝統を継承しよう 礼拝で用いられる香について 桑山隆 有限会社聖公会出版

417 おいしさの人類史人類初のひと噛みからうまみ革命まで 中里京子 訳 河出書房新社

418 浪速発 電車の中の○○くさい人々 川中政宏 株式会社上野印刷所

419 香りの博物誌 諸江辰男 東洋経済新報社

420 香りの時間 中井英夫 大和書房

421 ニオイが消えたVOC対策技術へのアプローチ  保母敏行・橋向秀治・水野民雄・ほか オフィスHANS

422 持続可能な都市 欧米の試みから何を学ぶか 福川裕一 矢作弘 岡部明子 株式会社岩波書店

423 古代の人々の心性と環境 異界・境界・現世 三宅和朗 吉川弘文館

424 五行健康法の秘密 五つの力が貴方の元気と幸福を決める 名誉博士M.クラメス サンイチマル出版社

425 昆虫を誘い寄せる戦略 植物の繁殖と共生 監修 川那部浩哉 井上健・湯本貴和 編 株式会社平凡社  

426 イギリス検認遺産目録研究 岡部芳彦著 晃洋書房

427 柑橘類の文化誌 歴史と人との関わり ピエール・ラスロー著 寺町朋子訳 株式会社一灯舎

428 薔薇のパルファム 蓮田勝之 石内都 株式会社求龍堂

429 五感刺激のブランド戦略 マーチン・リンストローム ダイヤモンド社

430 まともな暮らしを紡ぐライフキーピング帖 藤原千秋 アールズ出版

431 スパイス戦争 大航海時代の冒険者たち ジャイルズ・ミルトン 松浦伶 訳 朝日新聞社

432 スパイスストーリー 欲望と挑戦と B.S. ドッジ著 白幡節子訳 (株)八坂書房

433 富良野ラベンダー物語 岡崎英生 遊人工房

434 人の匂ひ  日本エッセイスト・クラブ編 文藝春秋

435 伽羅の香 宮尾登美子 中央公論新社

436 老王の家 アルツハイマー病の父と私 アルノ・ガイガー 渡辺一男訳 株式会社新日本出版社

437 太陽の便り鼻から昇る 青野聰 株式会社河出書房新社

438 薔薇香 岡本米蔵 株式会社岡本洋行出版部培風館
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439 北の街はリラの香り 札幌・小樽・函館 作品社

440 からだに効く ハーブティー図鑑 監修・板倉弘重 主婦の友社

441 トイレの文化史 大矢タカヤス訳 筑摩書房

442 香りのプリザーブドフラワーで楽しむ12カ月 青木恵 監修 角川マガジンズ

443 匂いの科学 ⾧沢徹著 中部日本教育文化会

444 鼻はなにを語りたいのか 脳、顔と病気  高橋亮著 築地書館

445 死にいたる芳香 ユベール・モンテイエ 榊原晃三 早川書房

446 なぜ、その人に惹かれてしまうのか? ヒトとしての恋愛学入門 森川友義 中央精版印刷株式会社

447 匂いの記憶 日向蓬 角川書店

448 イマドキの動物ジャコウネコ 真夜中の調査記 中島啓裕 東海大学出版部

449 触媒 吉村冬彦 岩波書店

450 アロエベラ驚異の薬効 近畿大学東洋医学研究所講師 林輝明 (株)四海書房

451 スパイス 効用と料理法      梧桐書院

の 食品と化学物質 添加物の安全性 メルビン・A・ベナード著崎川 範行著 日本経済新聞社

453 四季の英国紅茶 出口保夫文 出口雄大 イラストレーション 東京書籍

454 西洋中世ハーブ事典 マーガレット・B・フリーマン＝訳 八坂書房

455 オスはどうして男になったか 大島清 筑摩書房

456 香り選書３花はなぜ香るのか その秘密を探る 渡辺修治著 フレグランスジャーナル社

457 香りの謎 鳥居鎭夫 フレグランスジャーナル社

458 甘い物は脳に悪い すぐに成果が出る食の新常識 笠井奈津子 株式会社幻冬舎

459  ハーブ入門 種類と育て方 南雲今日子 株式会社主婦と生活社

460 妊娠と出産の ハーブ医学 アン・マッキンタイアー著 衣川ハヤミ監訳 フレグランスジャーナル社

461 ハーブサラダ 四季の香りと健康を食べる 松永満智子著 株式会社誠文堂新光社

462 香り選書2 森の香り 宮崎良文著 フレグランスジャーナル社

463 体と心が生まれ変わる！呼吸法 原 久子 宝島社新書

464 遺伝子組み換え食品の総チェック! 危ない食べ物の正体 山形大学農学部 藤原邦達 青春出版社
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465 機能性食品の驚異 病気・肥満・老化を防ぐ 石倉利治 講談社

466 太る食べ物、やせる食べ物 石原結實 廣済堂出版

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483
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