プロの仕事を伝えるために︒

株式会社 柴田書店
〒113-8477 東京都文京区湯島3-26-9 イヤサカビル3F
TEL. 03-5816-8282 (営業部) FAX. 03-5816-8281
http://www.shibatashoten.co.jp/

プロの仕事を支えるために︒

●メールマガジンのご案内
メールマガジンにて、新刊案内、旬の食の話題等の
ご案内を行っております。PCまたは携帯から今すぐご登録を。

柴田書店の本

●ホームページのご案内
小社刊行物の最新情報やコラムが充実。直販の他、ご希望のネット
書店からもご購入いただけます。また、小社の本が多数揃う書店も
ご案内しておりますのでご利用ください。
URL http://www.shibatashoten.co.jp/

﹁ 食 ﹂の 専 門 出 版 社

●ご注文方法
小社の書籍・月刊誌・ムックなどの刊行物のご購入や、
月刊誌の年間定期購読のお申し込みはお近くの書店へどうぞ。
お近くに書店がない場合は、柴田書店カスタマーセンター
（TEL. 048-989-6441 FAX. 048-989-6443）
またはホームページでもご注文を受け付けております。
（送料別）

since
1950

2016.9

ご自由にお持ちください
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ご自由にお持ちください

創業者

柴田良太の遺したもの

ロング＆ベストセラー

多くの料理人の方に長く支持され続けてきた
柴田書店のロング＆ベストセラー。

「よい仕事を残したいと思う」
年齢と仕事

尾崎紅葉も老成した感じをうけるが三十六歳でなくなり︑夏目漱石

正岡子規が俳句と短歌の革新をひろめて三十五歳で死んだ︒

は四十九歳の時︑
﹁明暗﹂執筆中に死去した︒

織田信長が本能寺で自害したのが四十九歳でその時は秀吉は四十七

歳︑家康は四十一歳であった︒

源義経は三十歳で奥州平泉で死んだが︑彼の活躍したのは最後の五

年間という︒

大石良雄が四十七士を統率して主君の仇を討ち︑本懐をとげて切腹

したのが四十四歳︑西郷隆盛は五十歳で城山で自害した︒

全世界に神を知らせた青年イエスキリストは三十三歳のとき︑処刑

柴田 良太

場ゴルゴダの丘へ十字架をかついで歩んだ︒青年老い易くではないが︑

青年も壮年も老人もボヤボヤしてはおれない︒

﹁月刊食堂﹂昭和 年３月号巻頭言の原稿︒この巻頭言が遺稿となった

41

新装版「こつ」
の科学
調理の疑問に答える

杉田浩一著 A5判 316頁 ●本体1,200円＋税
978-4-388-25112-4

1971年に旧版が発売されて以来のロングセラー。ジャガイ
モは水からゆでるのはなぜ？……昔から言い伝えられて
きた調理のコツを科学実験を繰り返して検証。一問一答
形式で287項目をやさしく解説。

新版

河田昌子著 A5判 320頁 ●本体1,800円＋税
978-4-388-25119-3

1987年刊行の超ロングセラーを、最新情報に基づき全面
改訂。チョコレートの項目を大幅増強。強力粉と薄力粉
の違いは？ 生クリームを泡立てすぎるとバター状になる
のは？ などお菓子づくりの
“なぜ”
を科学的な視点で追究。

パン「こつ」の科学

パン作りの疑問に答える

吉野精一著 A5判 240頁 ●本体1,600円＋税
978-4-388-25102-5

創業者 柴田良太は、九州小倉に生まれ育ち、1950年に柴田書店を創業。
1966年2月に航空機事故により41歳の生涯を閉じました。
六尺近い体躯とあわせ、性格も豪放不羈の人でありましたが、その反面、
感性のひじょうに鋭く繊細なところもあり、万葉集、唐詩選、茂吉歌集などは
彼のこよなく愛したものでありました。
いやしさや、ずるさをきらい、格調高くきびしく生きることが彼の姿勢でした。
彼は戦国武将の伝記や言行録にも並々ならぬ関心を持ち、かつ自らの経営の
信条にも取り入れておりました。そんな人間柴田良太の思考や感情の一端をう
かがい知ることが出来るのが、
「月刊食堂」や「月刊ホテル旅館」に連載した
巻頭言でありました。
上記は、
「月刊食堂」に昭和37年から41年まで50回にわたって毎月連載した
巻頭言の最後の原稿です。
このゲラ刷ができあがって、いつものように自分で校正の筆を入れたのです
が、最後の一行を朱で消し去ってあります。その一行は
「よい仕事を残したいと思う」
という言葉でありました。
この最後の一行は、その遺志と仕事を受け継いだ私たち柴田書店の一人ひ
とりに、いまでも行間の余白から語りかけてくるように思われてなりません。

焼成前にパン生地に切り込みを入れたら萎んだのは？ ク
ロワッサンを焼くと層になって膨らむのは？ など素朴な疑
問から技術上のコツまで130問を製パン科学の第一人者
が、Q&A形式でイラストも豊富に解説。

科学でわかる
お菓子の「なぜ？」
基本の生地と材料のＱ＆Ａ231

辻製菓専門学校監修 中山弘典、木村万紀子共著
A5判 312頁 ●本体3,200円＋税
978-4-388-25116-2

小麦粉はふるってから使うのはなぜ？な
ど、お菓子づくりの「なぜ」を科学の視
点を交えて、わかりやすく一問一答形式
で答える。お菓子の内側で、どんな変
化が起こっているのかがわかるカラー
写真採用のビジュアル版。

「柴田良太巻頭言集『よい仕事を残したいと思う』序にかえて」より引用・抜粋

柴田書店 年表
︵敬称略︶

万円で﹁株式会社 柴田書店﹂発足︑

100

１９５０ ◆柴田良太個人営業で﹁柴田書店﹂を創業

女子高生対象の家庭科副読本を次々刊行

５３ ◆資本金

深沢侑史著﹁西洋料理﹂刊行

５５ ◆西洋料理の技術を集大成した︑

江上トミ著﹁私の料理﹂刊行

５６ ◆ＴＶ普及による料理ブーム到来に先駆け︑

︻ 年の赤軍派事件で永田洋子が愛読︑話題に︼

72

５８ ◆佐々木ノブ著﹁はじめての妊娠と育児﹂刊行

１９６１ ◆外食業界の近代化を旗印に︑﹁月刊食堂﹂創刊

経営視察団を派遣

６２ ◆ヨーロッパ・アメリカ・ホテルレストラン

第一号発刊︒奥田信太郎︑山本直文監修
﹁うまい店

︑
月刊食堂臨時増刊﹁喫茶店経営﹂
６３ ◆﹁月刊ホテル旅館﹂

日︑全日空羽田沖墜落事故により︑柴田

シリーズ﹂発刊︑味覚案内書の先駆けに

1

回調理師セミナー開催

月

2
4

６４ ◆第

６６ ◆

料理﹂創刊︒京料理界の第一人者による柴田日

良太社長遭難︒創業者の遺志を継ぎ︑
﹁月刊専門

回アメリカ食堂経営視察ゼミナール開催

1

本料理研鑽会結成

６７ ◆第

料理技術入門﹂
︑井上幸作著﹁西洋料理︱基礎と

︑陳建民著﹁中国
６８ ◆田中徳三郎著﹁西洋料理入門﹂

応用﹂等プロ向けの調理技術書を続々刊行

︑
﹁ドライブインモテル経営﹂
１９７０ ◆﹁季刊喫茶店経営﹂

を発行︒Ｂ５判サイズだった主な月刊誌を現行

のＡ４変型サイズに大判化

杉田浩一著﹁こつの科学﹂刊行

７１ ◆﹁喫茶店経営﹂
を月刊化

万部のベストセラーに

50

７３ ◆松平康隆著﹁負けてたまるか！﹂が

周年

20

７５ ◆﹁居酒屋﹂
︑
﹁そばうどん﹂創刊号発刊

﹁日本料理の四季﹂発刊

１９８５ ◆﹁月刊専門料理﹂創刊

８９ ◆﹁月刊フードビジネス﹂発刊

周年︑

30

日本料理研鑽会主催﹁日本料理フォーラム﹂スタート

20

１９９１ ◆﹁月刊食堂﹂創刊

月︑新社屋竣工記念として

8

﹁月刊喫茶店経営﹂創刊 周年

渥美俊一特別講演会開催

９２ ◆

９４ ◆武川淑監修︑アメリカ外食視察ツアーを開催

９７ ◆ＭＯＯＫ
﹁料理百科﹂を発刊

０２ ◆民事再生法適用を申請

２００１ ◆ＭＯＯＫ
﹁カフェ︲スイーツ﹂を発刊

周年

40

０５ ◆民事再生手続を終結

０６ ◆﹁月刊専門料理﹂創刊

号

周年

100

０８ ◆﹁日本料理フォーラム﹂を再開

周年を迎える

０９ ◆﹁カフェ︲スイーツ﹂通巻

２０１０ ◆創業

50

周年

2

２０１１ ◆﹁月刊食堂﹂創刊

２０１６ ◆﹁月刊専門料理﹂創刊

50

60

お菓子「こつ」の科学

お菓子作りの「なぜ？」に答える

3

MONTHLY MAGAZINE

MONTHLY MAGAZINE

50
創刊

周年

毎月20日発売

毎月19日発売

A4変型判 約150頁

A4変型判 約160頁

●本体1,400円＋税

●本体1,400円＋税

フードビジネスの世界を
全方向から深く見つめ続ける
外食産業のための経営誌
消費者ニーズのハイレベル化が進む現代におい
て、外食業界は常に最先端のビジネスモデルを
提示し、トレンドをリードする役割を担っています。
本誌はこの外食業界の発展に寄与することを
目的とし、ビジネスに役立つ経営情報を幅広
く収集し、
「学び」や「気づき」のある誌面づく
りを目指します。

THE PROFESSIONAL COOKING

1966年
（昭和41年）の創刊以来
50年にわたり日本の料理界を
最前線で支え続けてきた、
プロのためのハイクオリティ誌
日本料理、イタリア料理、フランス料理、中
国料理、デザート、その他各国料理の技術と
情報を美しいカラー写真で紹介。
「専門性の高さ」をキーワードに、最先端の情
報から、伝統的な技術まで、経験豊かな編集
者が誌面にまとめます。

創刊 50 周年特別号では 4ヵ月にわたり、
仏・中・伊・日料理のアーカイブを紹介

♣1961年（昭和36年）の創刊以来、
フードビジネスの世界を業界の発展とともに
第一線で追いかけてきた外食経営誌です。
♣長年培ってきた豊かな取材源と知識を生かし、
勢いのある外食企業や繁盛店のノウハウを論理的に分析。
月刊誌だからこそ書ける、専門性の高い、深みのある記事が好評です。
♣繁盛店のオペレーションが知りたい、外食ビジネスの数値管理を学びたい、
売れるメニューのレシピが知りたい、そんな皆さまのニーズにお応えします。

♣創刊以来、一流の調理技術を惜しみなく、
初心者の方にもわかりやすく解説するというコンセプトは一貫しています。
毎号数多く登場する料理人は第一線で活躍する実力者ばかり。
♣日本国内はもとより、海外の料理界の記事も満載。
毎号の特集は 完全保存版 として永くご活用いただけます。
♣細かいプロセス写真で見せる調理技術、
徹底的に掘り下げて取材する食材に関する記事は、
料理人の方からグルメの方まで広く支持をいただいております。

原価率をおさえつつ付加価値を上げる
アイデアや技術も紹介

外食企業のトップインタビューも
小誌ならではの好評企画

4

「読んで再現できる」詳細なレシピと
動作の把握しやすいプロセス写真満載
♣デジタル版もございます➡詳細は、柴田書店ホームページ
または iTunes Store 内 App Store へ

5

MONTHLY MAGAZINE

MONTHLY MAGAZINE

Hotel Ryokan Management

毎月22日発売

偶数月5日発売

A 4 変型判

A4変 型 判

約160頁

●本体2,000円＋税

約150頁

［カフェ- スイーツ］

●本体1,300円＋税

ホテル・旅館業界、
宿泊産業の最新情報を伝える
国内唯一の専門月刊誌

菓子・パン職人、
カフェオーナーのための
カフェ・製菓製パンの専門誌

変化の激しいホテル・旅館業界、
観光業のマーケットをつぶさに分析し、
経営にすぐに役立つ情報をお届けします。

カフェや製菓、製パン業界のトレンドを追いか
けながら、魅力ある店づくり、商品や技術を紹
介します。コーヒー、
ケーキ、
パン、
お茶、和菓子、
チョコレート情報などのほか、全国で活躍する
オーナーの体験談、海外情報も満載です。

♣ホテル、旅館等、宿泊業に従事する方のための専門誌です。
♣特集のテーマに沿い、日本全国のホテル・旅館を丁寧に取材し、
設備・装置から食事、ホスピタリティに至るまでの情報を、
美しいカラー写真と詳細なデータで紹介します。
♣インバウンドなど新たなマーケット獲得に成功した事例、
施設単体のみならず地域として町おこしに取り組み成功している事例など、
幅広く国内外の観光産業の情報を掲載しています。
♣米国の名門、コーネル大学ホテル経営学部の発行する
「Cornell Hospitality Quarterly」誌と提携し、
最新記事の日本語訳が毎号掲載されている点も注目！

人気ショップの作り方、
オーナーの考え方をわかりやすく紹介

♣カフェ、ケーキ店、ベーカリーなど、
新しいお店や人気のお店、商品を紹介する媒体はたくさんありますが、
本誌ほどじっくりと一つのお店を掘り下げて丁寧に取材しているものはありません。
♣誌面のほとんどが美しいカラーページで、
作り方の詳細なプロセスも惜しみなく披露しています。
♣毎号の強力特集の他、
人気パティスリーやブーランジュリーのシェフによるケーキやパンのレシピ、
カフェオーナーによる開業録など、より専門性を高めた連載記事も好評です。

マーケティングや設計・内装、
接客など旅館の運営に必要な
具体的ノウハウが満載

製作プロセスを丁寧に
追いかけた誌面が
プロにも好評

6

♣デジタル版もございます➡詳細は、柴田書店ホームページ
または iTunes Store 内 App Store へ

♣デジタル版もございます➡詳細は、柴田書店ホームページ
または iTunes Store 内 App Store へ

7

BOOK

BOOK

プロのために、プロの目線で。
飲食店やホテル・旅館業界に従事するプロの方々が
本当に必要としている、わかりやすい実用書を目指しています

ル・マンジュ・トゥーの
全仕事
谷 昇 著 B5変型判 256頁 ●本体4,000円＋税
978-4-388-06220-1

経験は素材を見る目を育て、ベストな調理法に至らし
め、その結果、味はどんどんピュアになる──。全14
席・夜のみの営業・1万2000円でアミューズからコーヒー
まで10皿を提供する店で、素材をいかに余すところなく
使い、手を加え、一皿を仕立てるか。ル・マンジュ・
トゥー
の85皿のていねいな解説とシェフの言葉を通して、
“小
さな店のベテラ
ン”ならではの
素 材使いやテ
クニックなど
“谷
流メソッド”を
存分に伝える、
集大成の一冊。

フランス料理を描く
フロリレージュ［料理・盛りつけ］

川手寛康著 B5変型判 208頁 ●本体3,600円＋税
978-4-388-06179-2
仏料理店「フロリレージュ」は、リピート客が多い。その魅力
を、料理と個性的でスタイリッシュな盛りつけの秘訣、サプ
ライズのある提供法を中心に、プロセス写真とともに紹介。

フランス料理のソースのすべて

ソース

上柿元 勝著 A5変型判 304頁 ●本体3,500円＋税
978-4-388-06017-7
卵黄、
アルコール、
フォンをベースにしたもの、
各種ヴィネグレッ
ト、ベシャメルなどのクラシックなソースからデザート用まで、
仏料理の骨子となる185のソースと作り方をカラー掲載。フォ
ンとジュも40種収載した、ソースのすべてが詰まった１冊！

基礎からわかるフランス料理
辻調理師専門学校監修 ＡB判 280頁 ●本体4,800円＋税
978-4-388-06049-8
材料の下処理からフォンとソース、ソテやローストなどの調理
技法、オードブル、つけ合わせまで、フランス料理の基本を
全網羅、詳しく解説した。
「なぜこうするのか」まで深く理解
できる、初心者からプロまで役に立つ一冊。

料理人のための ジビエガイド

上手な選び方と加工・料理

神谷英生著 B5変型判 152頁 ●本体3,200円＋税
978-4-388-06200-3
レストランでよく使う国産ジビエ（一部輸
入物も含む）をピックアップし、図鑑風に
産地、猟期、おもな使用部位、熟成方法、
適した料理、合うソース・コンディマン（調
味料・薬味）などを網羅。仕入れ法、目
利き、下処理、料理を紹介。

エスコフィエ
フランス料理
LE GUIDE CULINAIRE

オーギュスト・エスコフィエ著
角田 明訳 井上幸作技術監修
B5判 1496頁
●本体32,000円＋税
978-4-388-05658-3
「エスコフィエを読むことなく、西洋料理を語ることなかれ」
といわれる、料理人にとってのバイブル。現在の西洋料理
の源を築いた、エスコフィエの名品5000種のレシピを掲載。
本書は1921年の第４版を翻訳したもの。

8 ●フランス料理

プロのためのパスタ事典
西口大輔、小池教之、杉原一禎 共著

B5変型判 264頁 ●本体3,600円＋税
978-4-388-06185-3
パスタの発祥、名称の由来、形状、味の特徴、伝統的な使い
方から、生地作り、ソースとの組合せ方、料理の仕上げまでを
網羅・解説した、これまでにないパスタ全書。手打ち・乾麺あわ
せて112種、素材やソースとのマッチングで152皿の料理が登場。

ピッツァ・ナポレターナS.T.G.

ピッツァ職人の技術と知識／ピッツェリアの料理
<ＤＶＤ付録>
牧島昭成著 B5判 180頁 ●本体3,200円＋税
978-4-388-06177-8

ナポリピッツァ職人協会からS.T.G.大使の任を預かる著者が
詳細に解説する形で、ナポリピッツァをつくるための技術や知
識を収載。生地練りから窯焼きまで収録したDVD（約60分）
も必見。また、
ピッツェリアの定番料理のレシピを60余品収載。

定番料理をもっとみがこう

イタリア料理の基本講座

落合 務著 B5変型判 244頁 ●本体2,500円＋税
978-4-388-06208-9
プロに必要な最高の状態で提供するためのテクニックとタイミ
ングを、99の定番料理を通してわかりやすく解説。実際のレス
トラン営業に即した実用的な工夫やアドバイスも満載。

タパス360°
all about small food

ホセ・バラオナ・ビニェス著
A4変型判 150頁 ●本体2,500円＋税
978-4-388-06234-8
大好評の既刊『ピンチョス360°
』に続く
第２弾。スペインの伝統タパス料理を核
にして、味のバリエーションを紹介。しか
も、見た目によりスマートに、キュートに。
バルはもちろん、パーティーやケータリン
グで使える新アイディア満載。

カレー全書

より広く より深く

40軒の113のレシピ

柴田書店編 B5判 212頁 ●本体2,500円＋税
978-4-388-06243-0
2007年刊行『カレーのすべて』の続編。世界編ではインドの
地方独特のカレーや、ネパール、スリランカのカレーを増強。日
本編では、
スープカレーや焼きカレーなどの地方発信のカレー、
割烹やバー、仏料理店で提供される本業のテクニックを駆使
したカレーなど、広くて深いカレー文化とそのレシピを紹介。

新しい中国点心

生地からわかる基本とバリエーション
辻調理師専門学校監修 吉岡勝美著
AB判 368頁 ●本体6,200円＋税
978-4-388-06222-5
点心は生地と餡との組み合わせで多彩な商品を生み出せ
る。各生地を質感がわかる写真とともにその特徴がわかるよ
う構成。伝統の点心と伝統技術にアレンジを加えた新しい
商品約200品目を、
「パオズ」
「パイ」
「その他の生地」
「デザー
ト」
「小吃」の５つに分け、圧倒的なボリュームで紹介する。

ラーメン技術教本

人気店に学ぶ、スープ、自家製麺、トッピング
柴田書店編
AB判 192頁 ●本体2,500円＋税
978-4-388-06236-2
人気 16 店の商品を徹底解剖。スープや麺、トッピングのつ
くり方を、詳細なプロセス写真を添えて解説。スープについ
ては、鶏ガラ、豚骨スープなどの定番から、豚骨魚介、鶏白
湯など近年のトレンドまで多様な種類を紹介。店主の店づく
りや経営のノウハウも収録。

イタリア料理・各国料理● 9
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やさい割烹

日本料理の「野菜が8割」テクニック
野﨑洋光、江﨑新太郎、堀内 誠 共著

B5変型判 208頁
●本体2,800円＋税
978-4-388-06245-4
すりおろしたり、ソースにしたり…さまざまな
技法で相性のよい野菜を組み合わせれば、
高価な魚介や肉の量を抑えても、おどろくほ
ど価値ある一品ができる。たっぷりの野菜で
魚介や肉の魅力を引き出した166品を紹介。

日本料理

野菜調理ハンドブック

The酒菜1500
材料別 居酒屋の料理便利帳

柴田書店編 A5変型判 552頁 ●本体1,800円＋税
978-4-388-06192-1
既刊「酒菜シリーズ」３冊が１冊にまとまった。東京中心に、
全国の人気居酒屋で実際に提供されている酒肴を1500品
収録。簡単なものから、メイン商品になるような手の込んだ
料理まで揃う。居酒屋のみならず、和食店、旅館でも役立つ。

さばき方から加熱までがよくわかる

最新 鶏料理

定番と部位別アレンジ82品
柴田書店編 A4変型判 248頁 ●本体3,200円＋税
978-4-388-06230-0

基本の下処理・切り方・味つけ

奥田高光著 A5変型判 188頁 ●本体2,200円＋税
978-4-388-06242-3
日本料理でよく使う野菜を季節で分類し、野菜ごとに相応
しい下処理、料理に適した切り方や飾り切り、味つけの基
本技術を丁寧に解説した野菜調理の決定版。※2000年に発
行した『野菜調理の基礎』を再編集してまとめたものです。

日本料理店のだし図鑑
柴田書店編 B5変型判 212頁 ●本体2,800円＋税
978-4-388-06231-7
日本料理の現場でどのような種類の“だし”が作られ、使
われ方をされているのか、さらにだしを大量に必要とする
そばうどん店での作り方を、21店の実例から解説。基本材
料、だし材料の応用、だしを生かした料理など網羅。

『賛否両論』笠原将弘の

味づくり虎の巻

だし・たれ・合わせ調味料275
＋便利な作りおき52 ＋活用料理121

笠原将弘著 A5判 288頁 ●本体2,600円＋税
978-4-388-06247-8
人気和食店『賛否両論』で使用している「だし」や「たれ」
、
「合わせ調味料」
、作っておくと便利な「料理屋の作りおき」
を多数紹介。作りためたレシピを一挙に大公開していただい
た決定版。活用料理も充実の121品を紹介した。

かじゅある割烹

日本料理のお値打ちコースと一品料理

柴田書店編 B5変型判 328頁 ●本体3,200円＋税
978-4-388-06215-7
飲んで食べて１万円でおつ
りがくる値打ちのある料理
を提供している東京の割
烹料理12店の、実際に提
供しているコース料理と一
品料理を紹介。店づくりや
仕入れのコツなども併載。

料理のアイデアと考え方

柴田日本料理研鑽会 川崎寛也 共著 B5変型判 224頁

■9人の日本料理人、12の野菜の使い方を議論する

●本体2,200円＋税 978-4-388-06216-4

9人の日本料理人、12の魚介の使い方を議論する

●本体2,200円＋税 978-4-388-06255-3
各巻12種の食材をテーマとし、それらを使った料理の発想・
調理・表現の方法を、9人の日本料理人が試作品を通じて
座談会で議論する。月刊『専門料理』の人気連載「京料理
のこころみ」の書籍化。
「おいしい」の理由を論理的に追求。

日本料理 前菜と組肴
野﨑洋光著 B5変型判 240頁 ●本体3,600円＋税
978-4-388-06223-2
「分とく山」で提供されているコース料理前半の「前菜」
、後
半の「組肴」は５種類以上の酒肴を盛り合わせた八寸的
なもの。膨大なレパートリーの中から250余品を選び紹介。
分量や切り方をアレンジすれば、一つの酒肴が一品料理に
展開できるすぐれもの。毎日の献立作りのアイデアが満載！

10 ●日本料理

各種さばき方をはじめ、和洋
中の鶏だしのとり方、定番料
理などをプロセス写真を使っ
てわかりやすく解説。余熱を
利用した柔らかな火 入れな
ど、加熱の極意も収載。後半
では、部位ごとの特徴を生か
した4人のシェフのアイデア満
載の料理を紹介した決定版。

個性派ビストロの 魚介料理
佐藤幸二、山田武志、掛川哲司 共著
B5変型判 148頁 ●本体2.500円＋税
978-4-388-06214-0
日本人が大好きな、日本の素材を最大限に生かした魚介
のつまみ、魚介の料理計90点を、個性派ビストロの人気の
シェフが紹介。クリスチアノ、フジマル浅草橋店、アタ…３
店３様の視点＆テクニックも見どころ。

手軽につくれて使いまわせる

ソース＆ディップス

プロのための

柴田書店編 B5変型判 208頁 ●本体2,500円＋税
978-4-388-06229-4
簡単に作れて添えるだけ、かけるだけ、和えるだけで料理
にひと工夫加えられる、そんな創意に富んだソース、ディッ
プ、ドレッシング、タレ、ペースト、合わせ調味料などを幅
広く多数収録。商品力アップに役立つ！

プロも使える

作っておける 料理のもと

和・洋・中の料理人が作る、
簡単で便利な作りおき107＋活用料理131品
柴田書店編 B5判 160頁
●本体2,200円＋税
978-4-388-06227-0
作りおくと便利なものを集め、和・洋・中
の５人のプロがその活用料理とともに紹
介。簡単な自家製調味料やそのまま提供
できる常備菜も役に立つ。食材も時間も
むだにしない、プロの知恵がいっぱい！

プロの味を決める

ソース・たれ・ドレッシング・
合わせ調味料
和・洋・中・韓・ベトナム・タイの、
簡単で 使える ソース201＋活用料理201品

柴田書店編 B5判 224頁 ●本体2,900円＋税
978-4-388-06217-1
身近な調味料や素材を使った手間のかからないものを中心
に、
便利なソース201種を、
それらを使用した料理とともに紹介。

メニューブック● 11
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金子美明の菓子

パリセヴェイユ
金子美明著
A4変型判 276頁 ●本体4,600円＋税
978-4-388-06246-1
クラシックのよさ、基本のテクニックを大事にしつつも、今
のフランス菓子をリアルタイムで伝える金子美明シェフのお
菓子作りを、パリの空気をまとったような美しい写真とてい
ねいな解説で紹介する。
定番から最新作の菓子と、
金子シェ
フが大事にしている皿盛りデザートを併せて53品掲載。

心にひびくクッキー 50品。定番から和素材、塩味まで

アトリエうかいのクッキー

鈴木滋夫著 B5変型判 136頁 ●本体2,000円＋税
978-4-388-06233-1
「アトリエうかい」の看板商品は、色とりどりのクッキーを詰め
合わせた「フールセック」
。その定番アイテムをはじめ、形も
美しい和のクッキー、おつまみにぴったりの塩味のクッキーな
ど、
味わいも形も作り方もオリジナリティあふれる50品を紹介。

安食雄二のオリジナルスイーツ
AJIKI SWEETS WONDERLAND

安食雄二著 B5判 224頁 ●本体4,200円＋税
978-4-388-06232-4
ヨーロッパの菓子文化、伝統菓子のすばらしさに敬意をはら
いつつ、日本人としての味覚や日本で育まれた洋菓子文化
も尊重し融合をはかる安食シェフのスイーツ109品を紹介。う
ち49品はレシピも開陳。超人気の
“町のケーキ屋”レシピ集。

Bake Shop！
ベイクショップ！

10店の焼き菓子レシピと店づくり
柴田書店編
B5変型判 128頁 ●本体2,000円＋税
978-4-388-06240-9
いま注目の小さな菓子店ベイクショップ。店頭に並ぶ
のは、焼きっぱなしでありながら、どこかしゃれた趣
きのあるパウンドケーキ、
マフィン、
スコーン、
クッキー、
タルト、パイ、カップケーキなど。人気10店に取材し、
各店の焼き菓子レシピと店づくりを紹介する。

パティスリー エーグルドゥース

味の美学

寺井則彦著 A4変型判 248頁 ●本体4,000円＋税
978-4-388-06183-9
エーグルドゥースのスペシャリテを中心に、シュークリームなどの
ベーシックなアイテムやアントルメまで37点を例に、お菓子の構
成を分解。その要素（パーツ）をひとつずつ丁寧に掘り下げて
解説し、ルセットだけではわかりづらい味作りの本質を伝える。

パティスリー オ・グルニエ・ドールの

12の生地と26のフランス菓子

西原金蔵著 B5変型判 112頁 ●本体1,900円＋税
978-4-388-06210-2
人気店「オ・グルニエ・ドール」が指南する、基本の生地
で作るフランスの定番菓子を紹介。オールカラーで詳細な
プロセス写真を掲載しているので、焼き上がりや生地の混
ぜ終わりの適切な状態など一目瞭然。

保存版

プティフール

焼き菓子、生菓子、コンフィズリー
110種の小さなスペシャリテ
柴田書店編 B5変型判 152頁 ●本体2,500円＋税
978-4-388-06207-2
クッキー、マドレーヌ、シュー、タルト……。ひと口、ふた
口サイズのお菓子「プティフール」に注目！ 実力派８店のパ
ティスリーに、110のバリエーションとそのポイント、詰め合
わせ例などを紹介してもらい、その魅力を存分に伝える。

12 ●製菓

基礎からわかる製パン技術
エコール 辻 大阪 𠮷野精一著
AB判 248頁 ●本体4,600円＋税
978-4-388-06107-5
パンづくりから製パン科学まで、パンづくりに必要な専門知
識を網羅。フランス、ドイツ、イタリアなどの伝統的なパン
レシピから、あんパンやカレーパンや食パン、
ベーグルやドー
ナッツにいたるまで67品を収載。天然酵母パンも網羅。本
格派を目指す人のために。

忘れられないパン
「たま木亭」
基本の生地とバリエーション

玉木 潤著
A4変型判 116頁
●本体2,200円＋税
978-4-388-06241-6
パン・ド・カンパーニュ、バゲット、パン・ド・ミ
といった食事パンから、
クーニャマンやブリオッ
シュなどの菓子パンまで、計12種類の基本の
生地をレシピとともに詳解。その生地から派
生させた40品超のバリエーションも紹介する。

サンドイッチとパンメニュー
238

喫茶店、カフェ、ベーカリー、ホテルの食パン
サンド、バゲットサンド、オープンサンド、ハン
バーガー、フレンチトースト etc.
柴田書店編 B5判 188頁 ●本体2,200円＋税
978-4-388-06219-5

トースト、サンドイッチ、ホットドッグ、オープンサンド、フレンチトー
ストなど、パンを使ったあらゆるメニューを紹介するメニューブッ
ク。業種業態を問わず、39店の人気メニュー 238品を一挙公開。

酵母から考えるパンづくり
志賀勝栄著 AB判 208頁 ●本体3,500円＋税
978-4-388-06016-0
ルヴァン種、
ホップ種、
サワー種、
レーズン種のおこし方をカラー
写真で丁寧に解説し、イーストや老麺も含め、各酵母の特性
を生かしたヨーロッパ仕込みの本格派パン計44品を掲載。

丸山珈琲の
スペシャルティコーヒーと、
コーヒーショップの仕事
柴田書店編 B5変型判 108頁 ●本体1,900円＋税
978-4-388-06213-3
豆を直接世界中の農家から買いつけている自家焙煎豆売り店
兼カフェ「丸山珈琲」の一連の仕事を追いながら、
現代のコー
ヒー職人が必要とする技術、コーヒーの新しい潮流を解説。

コーヒー「こつ」の科学
コーヒーを正しく知るために

石脇智広著 A5判 188頁 ●本体1,800円＋税
978-4-388-25114-8
おいしいコーヒーを淹れるために必要な全知識―豆の生産
地・品種、精選法、焙煎、ブレンド、挽き方、抽出法、保存法、
カフェインなどの諸成分―を科学的根拠にもとづきＱ＆Ａ形
式で解説。愉快なイラスト満載の、
プロ・アマ問わず楽しめる書。

改訂 NBA 新 オフィシャル・

カクテルブック

（一社）
日本バーテンダー協会編著 A5判 320頁
●本体2,800円＋税 978-4-388-06249-2
2009年刊行の「NBA新オフィシャルカクテルブック」を7年ぶ
りに改訂。酒名の表記などに修正を加え、
より使いやすくなっ
たプロ必携の教科書。
（※DVDは付属していません）

製パン・ドリンク● 13
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定番ムックも人気！ 柴田書店のムックは、
時代のトレンドを重視しながらも、
長くご活用いただけるものばかりです

この1冊で「今」を知り繁盛店がつくれる！

使えるレシピ シリーズ

焼肉ビジネス必勝本

人気シェフが、身近な食材を使って家庭で作れる料理を紹介。
各巻 ： A5判 136頁〜 144頁 ●本体1,300円＋税

使える豚肉レシピ

柴田書店MOOK

薄切り肉も、厚切り肉も、塊肉、挽き肉もおまかせ。
和・洋・中100品
笠原将弘、音羽和紀、小林武志 共著
978-4-388-06159-4

A4変型判 156頁 ●本体2,000円＋税
978-4-388-80859-5
今、焼肉ビジネスが大きく様変わりしている。
「焼肉繁
盛店の極意は売り方にあり！」をメインテーマに、SNS
で拡散される面白メニュー、端材を活用したアイデア
メニュー、牛肉だけではない特化型専門店の紹介な
ど、進化する焼肉業界を追い、繁盛の極意を明かす。

使える鶏肉レシピ

部位別で使いやすい。和・洋・中100品
丹下輝之、濱﨑龍一、五十嵐美幸 共著
978-4-388-06160-0

使える魚介レシピ

居酒屋戦国時代を勝ち抜くノウハウ満載！

スーパーで買える魚介で作れる。和・洋・中106品
丹下輝之、日髙良実、菰田欣也 共著
978-4-388-06168-6

居 酒 屋 2016

柴田書店MOOK

使える牛肉レシピ

A4変型判 212頁 ●本体1,900円＋税

スーパーの牛肉がそのまま使える。和・洋・中・韓90品
吉岡英尋、有馬邦明、菰田欣也、金 順子 共著
978-4-388-06176-1

978-4-388-80852-6
今号のテーマは「居酒屋優秀企業ベスト20－組織が
生み出す顧客価値づくり」
。組織経営としての課題に
果敢に挑戦し成長している企業を「優秀企業」とし
て選出。各社各様の革新的な取り組みや方向性のレ
ポートは必見！

使えるじゃがいもレシピ

煮ても、揚げても、炒めても。
優秀素材をフル活用の和・洋・中105品。
小泉功二、島田哲也、佐藤 護、五十嵐美幸 共著
978-4-388-06211-9

経営から調理技術、歴史、文化まで…
そばうどん専門誌 リニューアル第３号！

使える豆腐レシピ

豆腐・油揚げ・高野豆腐・湯葉・おから・豆乳で作る。
毎日食べたい和・洋・中・韓116品。
笠原将弘、和知 徹、小林武志、金 順子 共著
978-4-388-06224-9

そばうどん 2016

柴田書店MOOK 菊4変型判 224頁
●本体2,500円＋税 978-4-388-80858-8

使えるたまごレシピ

ふわふわ、トロトロ、つるり、しっとり。
おつまみからデザートまで和・洋・中114品
野﨑洋光、秋元さくら、有馬邦明、田村亮介 共著
978-4-388-06235-5

シェフに
教えてもらった

今号のテーマは、
「ソバ、小麦の多様な味わい方を見
直そう」
。個性満載 粉食ローカリズム（岩手／島根）
／吾は自家製粉にあらず 10店の粉選び そば粉、小
麦粉／定番は偉大なり（天ぷらそば、天ぷらうどん、
天ぷらの一品 編）／セルフそばチェーン「嵯峨谷」の
戦略 ほか、盛りだくさんな内容でお届けする。

シンプルですてきな
おもてなしフレンチ

音羽和紀著 B5判 132頁 ●本体1,800円＋税
978-4-388-06225-6
フレンチの料理人である音羽シェフが、家庭でも無理なく作れ
るおもてなし料理を、美しい盛り付けとともに多数ご紹介。

進化するバー＆バーテンダーの
世界観を徹底レポート

あの人のおうち餃子

by Drink Planet

柴田書店編 A5判 120頁 ●本体1,300円＋税
978-4-388-06238-6
餃子好きを自認する７人に、包んで楽しい、食べておいしい餃
子を27品紹介してもらう。焼き、ゆで、蒸し、揚げと調理もいろ
いろ。おすすめのたれや餃子と一緒に食べたいおかずも収録。

プロのためのフランス料理 仏和・和仏辞典

進化する BAR
柴田書店MOOK B5変型判 172頁
●本体2,500円＋税 978-4-388-80857-1

今、世界のバーシーンでは、クラフト主義、ミクソロジー、
ボタニカル素材など、新コンセプトの波が押し寄せてい
る。
「日本のバーの進化」を象徴する店を総力取材し、
カクテルの革新、店作りの新視点など、現代バー事情
を徹底レポート。最新カクテルレシピ120点も掲載。

日仏料理協会編 四六判 800頁 ●本体3,800円＋税 978-4-388-35344-6
仏和と和仏の料理用語辞典を１冊に合せた、見やすく、引きやすい徳用版。仏語の読
みはカタカナで示し、女性形や複数形の語尾のつづりや発音の変化も細かくフォロー。

包丁入門

基本素材から便利な加工品まで
最新情報を網羅！

プロのための

研ぎと砥石の基本がわかる

洋菓子材料図鑑 vol.4

加島健一著 A5判 112頁 ●本体1,300円＋税 978-4-388-06203-4
切れる包丁は達人の証。現場で役立つ実戦的な包丁研ぎの基本と極意を、
包丁の知識、
砥石の知識、研ぎの知識、
包丁の管理の４部構成で、
イラストも豊富にわかりやすく解説。

柴田書店MOOK A4変型判 304頁
●本体3,000円＋税 978-4-388-80856-4

食堂業の店長塾 強い店長が、外食の現場を強くする

井上恵次著 四六判 256頁 ●本体1,400円＋税 978-4-388-15334-3
オペレーションと準備の技術、採用とトレーニングの進め方、店長の数値管理の技術、
部下の育成の４部構成で、店長の本来の役割、店長の育成に必要なものを解説。

製菓のプロに役立つ素材、器具、機器などの製品を
紹介する材料カタログと、実力パティシエ、人気店に
よる素材の使いこなしや最新技術を一冊に収録。５
年ぶりの刊行となる今号では、材料カタログを大幅に
増補しアップデート。パティスリー必携の一冊.。

簡単＆シンプルなフレーズで、感じのよいおもてなし 【音声データ無料配信中！】

使いこなせる！ レストランサービス英会話

毛利桜子著 B5変型判 120頁 ●本体1,600円＋税 978-4-388-15335-0
飲食店ですぐに使える「シンプルな接客フレーズ」
、それを感じよく表現する要点をまとめ
た英会話用例集。練習用ロールプレイテキスト、和食メニュー品目英訳集も収録。

飲食店の開業の仕方教えます

〜３店までの財務〜

田中繁明著 B5判 128頁 ●本体1,500円＋税 978-4-388-15333-6
資金調達の手段、経営計画書の作成方法、金融機関に関する解説など、資金繰りに
苦慮することが多い飲食店開業者に向けて、
財務課題をさまざまな切り口から取りあげる。

14 ●一般書・教養書・経営書

ベーカリーの経営に必要な情報が満載！

Bakery book

［ベーカリーブック］

10 柴田書店MOOK

vol.

978-4-388-80127-5

A4変型判 約180頁 ●予価:本体2,500円＋税

★2016年12月発売予定

特集「ベーカリー経営のお悩みをズバッと解決」
※本カタログの価格は2016年9月現在です。資材高騰などのため、やむを得 15
ず定価を変更したり、品切れになる場合もございますので、予めご了承ください。

