
2015.11

タイトル 出版社 刊行頻度 内容 所蔵

1 Elle à Table
アシェット婦人画報
社

隔月刊
食への関心が高く料理を楽しむ
女性に向けたおしゃれなフードマ
ガジン。

31号(2007.5)-

2 bon appétit. (英語）
Conde Nast
Publications

月刊

1956年に創刊された米国の人気
フード雑誌。毎号、多数のレシピ
を紹介している。（沢山召し上が
れの意味）

Vol.54no.1(2009.1)-

3 Saveur（英語） Ｂｏｎｎｉｅｒ 月刊

アメリカの料理専門誌。様々な料
理やワインが紹介されている。世
界の料理についての読み物も豊
富。

Ｎｏ．126（2010.1・2）
-

4
Vegetarian Times（英
語）

Cruz bay
Publishing

月刊
菜食に関わるベジタリアンの雑
誌。

Vol.38
no.3issue391(2012.
2)-

5
NHKきょうの料理ビギ
ナーズ

NHK出版 月刊

Eテレ放送の『きょうの料理ビギ
ナーズ』のテキスト。初心者がま
ず覚えたい料理の基本や簡単・
手軽にできるシンプルなレシピを
紹介。

1号（2007.4）-

6 うかたま
農山漁村文化協
会

季刊

20代後半～40代の子育て世代の
女性に向けた食のライフスタイル
誌。「うかたま」とは食べ物の神様
である「宇迦之御魂神（ウカノミタ
マノカミ）にあやかってつくった言
葉。

1号（2006年冬）-

7 栄養と料理
女子栄養大学出
版部

月刊
自分の健康、家族の健康などを
対象に、四群点数法を中心とした
健康と料理に関する雑誌。

19巻10号（1953.10）
-

8 おかずのクッキング
テレビ朝日コンテ
ンツビジネスセン
ター

隔月刊
テレビ朝日が放送する料理番組
「おかずのクッキング」のテキスト
誌、並びに生活情報誌。

29巻1号通巻149号
（2007.4・5）-

9 オレンジページ オレンジページ 半月刊

「読者の声に応える」という徹底し
た編集方針で、日常生活に活か
せる役にたつ情報を収載する生
活情報誌。

1巻1号（1985.7）-

10 きょうの料理
日本放送出版協
会

月刊

Eテレ放送の『きょうの料理』のテ
キスト。内容は季節の素材を使う
ことを大切にした料理のつくり方
が中心。

15巻8号通巻98号
（1971.11）-

11 シェフ イマージュ 季刊

料理・製菓のプロ向けの技術知
識専門誌。一流シェフが作る季節
の料理メニューとデザートメ
ニューが中心。

78号（2008年春）-

12 食楽 徳間書店 月刊
40歳をメインターゲットにした、旬
にこだわる男の食情報誌。

3巻4号通巻23号
（2007.4）-

「食の雑誌①」では食文化や業界誌など食の周辺の雑誌を紹介しましたが、「食の雑誌②」では身体に
直接取り入れる料理や飲み物を中心に紹介します。継続している主なタイトルをF 料理、G 菓子・パン
等、H 飲料、I 保存食品、J 食品工業、K その他の6項目に分けましたので、是非ご覧ください。

　　F 料理

食 の 雑 誌 ②



タイトル 出版社 刊行頻度 内容 所蔵

13 四季の味
ニューサイエンス
社

季刊
家庭料理から美味探究まで、春
夏秋冬の季節感あふれる料理を
歳時記風に紹介する料理雑誌。

1巻1号通巻1号
（1995年夏）-

14 西洋料理
全日本司厨士協
会

隔月刊
「内閣府認定公益社団法人　全
日本司厨士協会」の活動報告や
関連イベントなどの情報誌。

27巻4号通巻376号
（1981.4）-

15 月刊専門料理 柴田書店 月刊
プロ調理師を対象とした料理専門
誌。”プロのためのプロの指南
書”

7巻1号（1972.1）-

16 食べようび オレンジページ 季刊

20～30歳代の単身者及び二人暮
らしに向け「見れば作れる、読ま
ずにできる」をコンセプトにビジュ
アルレシピを展開する食の情報
誌。

1巻（2015.4）-

17 ダンチュウ プレジデント社 月刊
30代～40代の男女を主な対象に
した”食”の生活雑誌。 1巻1号（1991.1）-

18 月刊日本料理 日本料理研究会 月刊
日本料理研究会の機関誌。日本
料理の大会の出品作品などをビ
ジュアルに掲載。

復刊33巻4号通巻
44号4月（1981.4）-

19 料理王国 Cuisine　Kingdom 月刊
日本、世界各国の「食（料理・飲
み物・食器等）」の最新、本格情
報を提供する食情報誌。

152号（2007.4）-

20 料理通信 料理通信社 月刊

消費者から料理人、食材生産者
までをターゲットとした食欲と知欲
を刺激するクリエーティブ・フード・
マガジン。

1号（2006.7）-

21 レタスクラブ
角川マーケティン
グ

半月刊

毎日忙しくても家族においしいご
はんを食べさせたい、快適な暮ら
しを送りたい、そんな読者を応援
する生活実用情報誌。

1巻1号通巻1号
（1987.11）-

22 café sweet 柴田書店 隔月刊
これからの喫茶、製菓、製パン業
に役立つ知識と情報を掲載する
専門誌。

74号（2007.5）-

23 Pain JIB 月刊
パンの製造、販売に関する技術
面をテーマとする会員向けの雑
誌。

57巻4号通巻676号
（2010.4）-

24 いとおかし 両口屋是清 季刊

1964年の創業以来、和菓子づくり
一筋に歩み続け、現在では日本
の味覚、伝統の味覚として全国で
親しまれている両国屋是清の広
報誌。

0号（2008.4）-

25 お菓子フォーラム 東京菓子協会 季刊
菓子・食品新素材技術センター・
東京菓子協会の機関誌。

103・104号（2009.7）
-

26 製菓製パン 製菓実験社 月刊
和洋菓子・パン製造業者を対象と
して、業界全般にわたって報道・
解説する。

32巻1号通巻386号
（1966.1）-

27 製パン工業 日本パン菓新聞社 月刊
製パン技術に関する海外文献の
翻訳と国内統計データを収載。 39巻4号（2010.4）-

28 世界の菓子PCG
全日本洋菓子工
業会

月刊
洋菓子店の経営者、技術者、販
売業者、一般の愛好者を対象と
する洋菓子の技術指導誌。

485号（2010.4）-

　　G 菓子・パン等



タイトル 出版社 刊行頻度 内容 所蔵

29 和菓子 虎屋虎屋文庫 年刊
虎屋文庫の機関誌。和菓子研究
雑誌。 1号（1994.3）-

30 Decanter（英語） IPC Inspire 月刊
イギリスを代表するワイン雑誌。
ワインの評価報告は信頼されて
いる。

Vol.34no.11
（2009.8）-

31 The　Herbs
ジャパンハーブソ
サエティー

季刊

NPO法人ジャパンハーブソサイエ
ティの広報誌。ハーブ全般に関す
る情報の提供、報道、解説を行
う。

15巻通巻148号
（1999.12・2000.1）-

32 酒とつまみ 酒とつまみ編集部 不定期
お酒にまつわる武勇伝、失敗談、
酒好き有名人のインタビュー、思
いつき研究レポートなどを掲載。

10号（2007.12）-

33 清・飲・彩
全国清涼飲料工
業会

季刊
清涼飲料業界のさまざまな情報
を知らせる広報誌。 21号（2010年春）

34
ソフト・ドリンク技術飲
料

全国清涼飲料工
業会

年3回刊
ソフトドリンクに関する技術資料
集。

2009年1号通巻157
号（2009.4）-

35 Coffee　Break
全日本コーヒー協
会

年3回刊
コーヒーに関する有名人のエッセ
イを目玉にしているコーヒー情報
誌。

43号（1999.8）-

36 Wands
ウオンズパブリシ
ングリミテッド

月刊
酒販店を対象とするアルコール
飲料の専門誌。

26巻4号通巻270号
（2007.4）-

37 Wine-What！？ ユ－ビ－エム 季刊
ワインと食の情報や楽しさを多彩
な視点で提供するライフスタイル
マガジン。

1巻1号通巻1号
（2014.7）-

38 ヴィノテーク ヴィノテーク 月刊
世界・日本各地のワインの情報を
詳細に知らせる雑誌。

29巻4号通巻341号
（2008.4）-

39 温故知新 秋田今野商店 年刊
醸造、発酵、健康、環境をキー
ワードに微生物利用の現状と将
来展望に関する情報を収載。

6号（1969年）-

40 珈琲時間 大誠社 季刊
「おいしいコーヒーのある暮らし」
をキャッチフレーズにコーヒー専
門店や喫茶店を紹介。

2010.8-

41 酒史研究 酒史学会 年刊
日本酒ならびに世界の酒の歴史
に関する論文・史料紹介を掲載。 26号（2010.10）-

42 醸界春秋 醸界通信社 隔月刊 酒通向け専門情報誌。
124巻217号通巻
1855号（2008.4）-

43 日本醸造協会誌 日本醸造協会 月刊
醸造・醗酵技術の解説、研究報
告を主体とし醸造全般を掲載。 102巻4号（2007.4）-

44 乳酸菌ニュース
全国発酵乳乳酸
菌飲料協会

季刊
全国発酵乳乳酸菌飲料協会の広
報誌。

459号（2008年新
年）-

45 月刊たる たる出版 月刊
お酒・銘酒を中心に旅・グルメ・
エッセイを掲載する雑誌。

28巻4号通巻294号
（2007.4）-

46 緑茶通信 世界緑茶協会 半年刊

世界緑茶協会が会員向けに発行
する機関誌。茶の文化・歴史、産
業、科学などの特集のほか、茶
産地紹介など幅広く紹介する。

2号（2002.3）-

　　H 飲料



タイトル 出版社 刊行頻度 内容 所蔵

47 ワイナート 美術出版社 季刊
食とワインの世界を探求するビ
ジュアルなワイン雑誌。 1号（1999年冬）-

48
日本食品保蔵科学会
誌

日本食品保蔵科
学会

隔月刊
日本食品保蔵科学会の機関誌。
「日本食品低温保蔵学会誌」の改
題。

34巻1号（2008.1）-

49 冷凍
日本冷凍空調学
会

月刊
日本冷凍空調学会の機関誌。低
温・冷凍・空気調和等に関する学
術・技術の紹介と解説。

82巻954号（2007.4）
-

50 冷凍食品情報
日本冷凍食品協
会

月刊
日本冷凍食品協会の機関誌。同
協会の動向や検査数量などを収
載。

38巻1号通巻418号
（2010.4）-

51 缶詰時報
日本缶詰びん詰レ
トルト食品協会

月刊
日本缶詰びん詰レトルト食品協
会の機関誌。8月号は統計特集
号。

86巻4号通巻988号
（2007.4）-

52 月刊HACCP
鶏卵肉情報セン
ター

月刊
食の安全と品質保証に関する専
門情報誌。

15巻11号通巻170
号（2009.11）-

53 イルシー
国際生命科学研
究機構

季刊
国際生命科学研究機構の会員向
け機関誌。同機構主催の講演会
報告などを収載。

89号（2007.5）-

54 季刊糖業資報 製糖工業会 季刊
砂糖の生産・消費、価格等の統
計情報が中心。

2008年度4号通巻
180号（2009.3）-

55 食品グラフ 食品新聞社 半年刊
食品業界の生産、販売、流通お
よび企業、商品などの中から毎
号テーマ特集するグラフ誌。

135巻（2010.8）-

56 食品工場長 日本食料新聞社 月刊

食品産業界の製造工場にスポッ
トを当てた業界専門誌。今後の課
題などの情報を製造現場と消費
者ニーズの双方の視点から掲
載。

11巻12号通巻132
号（2008.4）-

57 食品商業 商業界 月刊
食品小売業に豊富な経営情報を
提供する専門誌。 別冊（1983.5）-

58 食品と科学 食品と科学社 月刊
食品関係業者を対象として、業界
全般にわたって報道・解説する。

49巻4号通巻624号
(2007.4)-

59 食品と開発 UBMメディア 月刊
最新の食品行政ニュース、機能
性食品素材の市場動向、新技術
など最新の話題を掲載。

42巻4号通巻590号
（2007.4）-

60
ニューフードインダスト
リー

食品資材研究会 月刊
食品加工及び資材の新機械雑
誌。

13巻1～12号（昭
46.1～12）-

61 月刊フードケミカル 食品化学新聞社 月刊
食品の技術、研究成果やマーケ
ティング問題を加味した技術情報
専門誌。

23巻4号通巻264号
（2007.4）-

62 ふーま
日本食品機械工
業会

季刊
食品を加工したり、おいしさを維
持するための機械雑誌。

28巻3号111号通巻
113号（2011.11）-

63 ミート・ジャーナル 食肉通信社 月刊
食肉関係の流通やメーカーの動
きを掲載している食肉通信社の
定期刊行物。

44巻4号通巻521号
（2007.4）-

64 おきなわいちば
光文堂コミュニ
ケーションズ

季刊
つくる人と食べる人をつなぐ、暮ら
しと食のマガジン。

8巻2号通巻30号
（2010年夏）-

65 金沢 金沢倶楽部 月刊
金沢を楽しむ衣・食・住・遊・学の
情報誌。（食情報が多い）

10巻1号通巻51号
（2007.3・4月）-

　　K その他

　　J 食品工業

　　I 保存食品


