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ハート出版 ふるさと文庫 注文書 ① ご注文はTEL03(3590)6077 FAX03(3590)6078
佐々木 / 日髙
担当

必要事項をご記入ください

令和

年

月

貴社名
ご住所

日

〜９９冊

（100％）２７５．
０円

１００冊以上（90.0％）２４７．
５円

〒

３００冊以上（80.0％）２２０．
０円

TEL

５００冊以上（70.0％）１９２．
５円

FAX

１０００冊以上（67.5％）１８５．
６円

ご担当者名

１５００冊以上

問合
問合

問合

著者（肩書）＊は監修者

要相談

お支払い
納品から１週間以内に、指定銀行振込/郵便振込
にてお支払い下さい。初めてのお客様は事前振込
の確認後、もしくは代金引換での発送となります。
送料
１〜３９冊は実費ご負担、４０冊以上は無料。代金
引換の場合は別途手数料(￥400)がかかります。

問合

在庫僅少です。
増刷の応相談

48

スピルリナで現代病に勝つ

50

五臓六腑に田七人参

51

ＤＨＡびっくりデータ

カロペプタイドで元気もりもり

新居 裕久（医療法人医食会理事長）

0

深海ザメの酸素効果が癌・現代病を治す

1

スクワランいきいき素肌美容法

2

高血圧によく効くギャバロン茶

問合

52

3

頭を良くする魚のＤＨＡ

問合

若さと健康の支えコラーゲン
53 ［改訂版］
藤本大三郎 ( 理学博士／東京農工大学名誉教授 )

4

動脈硬化・成人病を防ぐ黒酢

55

ガンを抑制するイカ墨の謎

6

驚異のパワー・ニンニクの秘密

56

北国の秘薬エゾウコギ

7

ガン・老化に勝つ松葉の力

58

昆布のアルギン酸が成人病･便秘･大腸がんを防ぐ

8

現代病にドクダミの奇跡

59

ミツバチ生産物は天然のスタミナ源

9

おいしいだけじゃない 紅茶はえらい！

60

オオバコの食物繊維で
“絶好腸”

61

あっと驚く羅漢果(らかんか)の力

62

眼に速く効くブルーベリー

63

乳酸菌は腸内の働きもん

64

イチョウ葉エキス健康増進強化血管

横田 貴史 ( 薬学博士 )

問合

横田 貴史 ( 薬学博士 )

大森 正司 *( 農学博士／大妻女子大学教授 )

鈴木 平光 ( 医学博士／農林水産省食品総合研究室長 )
中山 貞男（医学博士／昭和大学保健医療学部教授）
有賀 豊彦 ( 医学博士／日本大学農獣医学部教授 )
山ノ内愼一 *( 医学博士／日本漢方協会会長 )

問合

佐丸 義夫 ( 医学博士／東京大学医科学研究所講師 )
大森 正司 ( 農学博士／大妻女子大学教授 )

・肝臓病を防ぐ
11 １日１杯のそばが高血圧
辻 啓介 *( 医学博士・農学博士 )
12 もっと凄い薬効がわかった魚のＥＰＡ

問合

矢澤 一良 ( 農学博士／相模中央化学研究所 )

13 １日２個のたまごが効く
市川 富夫 ( 薬学博士 )

木島 孝夫（薬学博士／千葉科学大学教授）
矢澤 一良 ( 農学博士／東京海洋大学大学院教授 )
大野 秀隆（理学博士）

松江

一（理学博士）

山岸
山岸

喬（薬学博士／北見工業大学教授）
喬（薬学博士／北見工業大学教授）

田代 一男（農学博士／鹿児島大学名誉教授）
印南
森

敏（農学博士／東京農業大学客員教授）

昭胤（医学博士／岡山大学名誉教授）

伊藤 三郎（農学博士／鹿児島大学名誉教授）
赤谷 薫 ( ルイ･パストゥール研究所 ) ＊岸田 綱太郎 ( 京都府立大学名誉教授）

14

カルシウムが骨・血管・神経を強くする

15

驚異の自然食品プロポリス

ＥＰＡは心臓を守る潤滑油
66 ［改訂版］
浜崎 智仁（医学博士／富山医科薬科大学教授）・中村 典雄（医学博士）

16

こんな人にビタミンＣ

69

わさびはツーンと効く

17

若返りとガン予防にビタミンＥ

問合

70

南国の秘薬 春ウコン

18

シソ油が効く !!

問合

問合

19

魚のＤＨＡで難病に克つ

甜茶 (てんちゃ) はアレルギー性鼻炎･花粉症のＡストッパー
71 ［改訂版］
鵜飼 幸太郎（病院長／元・三重大学助教授）
72 リウマチ･ダイエットにグッグル

問合

・エビの ｢ 殻 ｣ キチンキトサンが効く
21 カニ
佐藤 秀昭 ( 立川病院健康医学センター部長 )

問合

問合

江澤 郁子 ( 医学博士／日本女子大学家政学部教授 )

問合

Ｆ･カストロ ( 医師／上智大学講師 )
菅原 明子 ( 保健学博士 )
菅原 明子 ( 保健学博士 )
奥山 治美 ( 薬学博士 )

矢澤 一良 ( 農学博士／東京海洋大学大学院教授 )

川岸 舜朗（農学博士／名古屋大学名誉教授･東京農業大学客員教授）
糸川 秀治（薬学博士／東京薬科大学教授）

幡井

勉（医学博士／東邦大学名誉教授）

73

美容と若返りにコラーゲンとアパタイト
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）

22

長寿食シイタケの驚くべく薬効

74

ダイエット･美肌に昆布のソルギン

23

ぬるだけで驚くほど効く馬油 ( ばあゆ )

75

よく効く
“薬草”
アロエ

24

笹のエキスが効く

78

かつお節オリゴペプチドの威力

26

難病にはやっぱり高麗ニンジン

79

目にも良く効くＤＨＡ

27

牡蠣(かき)喰う人は病気が少ない

80

バナバ茶で糖尿が消えた！

28

ガン・成人病にβｰカロチン

81

体の中の鉄のはたらき

82

牛乳で強い骨づくり

倉茂達徳 ( 医学博士／群馬大学医療技術短期大学教授 )

木下繁太朗 ( 医学博士／中央医療生協名誉理事長 )
川瀬

清 ( 農学博士／北海道大学名誉教授 )

久保 道徳 ( 薬学博士 )

荒川 好満 *( 理学博士／海洋動物学研究所長 )
高橋 敦子 ( 女子栄養大学助教授 )

問合

驚異の酵素パワー
29 ［改訂版］
藤本大三郎 ( 理学博士／東京農工大学名誉教授 )

問合

藤澤 明生（賀茂病院長）

山岸
八木

喬（薬学博士／北見工業大学教授）

晟（薬学博士／福山大学薬学部教授）

大嶋 一徳（医学博士）

鈴木 平光 ( 医学博士／農林水産省食品総合研究室長 )
竹内 久直（農学博士／静岡大学農学部教授）
桜井

弘（薬学博士／京都薬科大学教授）

土屋 文安（農学博士／中京短期大学教授）

30

魚のＤＨＡ・ＥＰＡは泳ぐお医者さん

83

ビール酵母で胃腸快調

31

古代米は日本人を救う

84

痛みを抑え ､ 美肌を保つコンドロイチン硫酸

32

疲れたら
「杜仲」
でいっぷく

34

現代の難病に霊芝が効く

35

大麦若葉の青汁
「麦緑素」
(ばくりょくそ )

36

アフリカのお茶ルイボスティー

37

糖尿・ダイエットにギムネマ

鈴木 平光 ( 医学博士／農林水産省食品総合研究室長 )
安本 義正 ( 工学博士／京都文教短期大学教授 )
難波 恒雄 ( 薬学博士 )

問合

前田
幡井

浩 ( 医学博士・農学博士／熊本大学医学部教授 )

久保 道徳 ( 薬学博士 )

免疫力を高め健康体をつくるシイタケ菌糸体
85 ［改訂版］
岡田 淳（医学博士／関東逓信病院臨床検査科部長）

86

血栓を防ぎ骨を強くする納豆のネバネバ効果

問合

87

乳がん予防･更年期障害に大豆イソフラボン

問合

89

中高年の脳力アップにイチョウ葉エキス

90

ガン･生活習慣病に効く霊芝

久保 道徳 ( 薬学博士 )

萩原 義秀 ( 医学博士／カリフォルニア大学客員教授 )

板垣 知雄（元アサヒビール理事）

勉 ( 医学博士／東邦大学名誉教授 )

須見 洋行（医学博士／倉敷芸術科学大学教授）

矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）

陳 瑞東（医学博士／癌研究会附属病院顧問･陳端東クリニック院長）

問合

神秘の栄養食ローヤルゼリー
38 ［改訂版］
田代 一男 ( 農学博士／鹿児島大学名誉教授 )

91

体脂肪を減らし、
肥満・成人病を防ぐ
「ＣＬＡ」

問合

39

正しいクロレラよく効くクロレラ

92

体の酸化を防ぎ血管を若返らせる赤ワイン

問合

40

不思議なキノコ冬虫夏草( とうちゅうかそう )

93

ガン細胞を自滅させる昆布のフコイダン

41

しその葉エキスの秘密

問合

94

各種アミノ酸のはたらき

42

しじみのエキスが肝臓に効く

問合

95

ゴマは小粒でも栄養満点

44

美肌の味方ハトムギ

96

疲労と便秘の解消に黒酢＋オリゴ糖

45

新発見
“食べる絹”

97

不妊症・精力増強に
「マカ」
が効く

46

羅布麻 ( らふま ) の驚く効きめ

98

ザクロで打ち勝つ更年期・生活習慣病

47

自分で育てる漢方びわ

99

大腸ガンを予防し血行を良くするショウガ

問合

山田 幸二 ( 郡山女子大学家政学部教授 )
矢萩 信夫 ( 自然薬食微生物研究所長 )

山崎 正利 ( 薬学博士／帝京大学薬学部教授 )
江藤 義春 ( 農学博士／中京女子大学家政学部教授 )
志田 信男 ( 東京薬科大学教授 )
平林

潔（理学博士）

問合

難波 恒雄 ( 薬学博士 )

濱口 壽幸、長門 潤（長崎県果樹試験場職員）

問合

矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）

近藤 和雄（医学博士 / 国立栄養・健康研究所臨床栄養部室長）
北 廣美（北病院院長）

内藤 博（農学博士／東京大学名誉教授）
菅野 道廣（農学博士／九州大学名誉教授、熊本県立大学教授）
中山 貞男（医学博士／昭和大学保健医療学部教授）
小野 倫一（医学博士／清倫会理事長）

師岡 孝次（医学博士／東海大学名誉教授）
森 秀樹（医学博士／岐阜大学教授）

【品切れ問い合わせ】−［№５ヨモギ］
［№ 10 アロエ］
［№ 20 りんご］
［№ 25 うめぼし］
［№ 33 レシチン］
［№ 43 緑茶］
［№ 54 あしたば］
［№ 65 ガルシニア］
［№ 67 クマ笹］
［№ 77 オリゴ糖］
［№ 88 亜鉛］

文庫書名

注文数 No.

お支払い・送料

一括ご購入での割引率

ご注文はTEL03(3590)6077 FAX03(3590)6078

担当

必要事項をご記入ください

酸化と肥満に勝つ
145 α－リポ酸で代謝促進、
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）

佐々木 / 日髙

年

月

日

貴社名
ご住所

割引率・条件・送料は ① 参照願います

HEART

ハート出版 ふるさと文庫 注文書 ②

146 ストレスと痛みを緩和する母乳成分ラクトフェリン
原田 悦守（獣医学博士／鳥取大学名誉教授）／木元博史（医学博士）
目と脳を守るアスタキサンチン
147 美肌、
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
・グルカン
問合 148 免疫細胞を活性化するベータ
小松 靖弘（医学博士／明治薬科大学客員教授）

〒

問合 149 東南アジアの秘薬トンカットアリ
竹谷 孝一（薬学博士／東京薬科大学教授）

TEL

問合 150 スクワレンで抗加齢とデトックス
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
問合 151 魚油＋αのマリンパワーシールオイル
鈴木 平光（医学博士／女子栄養大学教授）

FAX

152 南米の伝統的薬草エルカンプーレ
小川 博（薬学博士／近畿大学医学部講師）

ご担当者名

各種ミネラルの働き
問合 101 微量でも驚異の貢献度
桜井 弘（薬学博士／京都薬科大学教授）
プラセンタ
102 神秘のパワー！
森下 幹人（医学博士／森下医院院長）
・冷え性の改善に木酢液＋お風呂健康法
103 アトピー
山岸 喬（薬学博士／北見工業大学教授）
海洋深層水
104 健康をつくる生命の源泉
鈴木 平光（医学博士／農林水産省食品総合研究所室長）
・生活習慣病・胃腸病に効くキャベツ発酵エキス
105 ガン
山田 義帰（医学博士／慈恵クリニック）

106 驚異の抗酸化力トコトリエノール
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
問合 107 活性酸素に攻め勝つアスタキサンチン
板倉 弘重（医学博士／国立健康・栄養研究所名誉所員）
108 ルビー色の健康果実クランベリー
鈴木 謙一（医学博士）
痴呆を防ぐヤマブシタケ
109 がんを抑え、
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）

関節の激痛にグルコサミン
110 ひざ、
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
- フラクションでガン細胞に勝つ
問合 111 マイタケＤ
清水 妙正（渋民中央病院院長）

問合 112 美肌づくりと関節痛の緩和にヒアルロン酸
菊池 誠（医学博士）
頻尿、前立腺肥大症にペポカボチャ種子
113 尿もれ、
小野 倫一（医学博士／清倫会理事長）
114 体脂肪の燃焼・ダイエットにカプサイシン
倉田 忠男 ( 農学博士／お茶の水女子大学教授 )

「ＨＩＭＣ」
115 腫瘍免疫の最前線から生まれた
宇野 克明（医学博士／コンフォート病院理事長）

問合 116 前立腺肥大症の悩み解消にノコギリヤシの果実エキス
矢澤 一良 ( 農学博士／東京海洋大学大学院教授 )
「Ｄ-１２」
の秘密
117 最強免疫賦活食品
宇野 克明（医学博士／コンフォート病院理事長）
“免疫乳酸菌”
問合 118 免疫バランスを正常に保つ
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
問合 120 マカの若返り効果と天然ビタミンＥ・Ｃで美肌実現
師岡 孝次（医学博士／東海大学名誉教授）

うつ、ＡＤＨＤに克つホスファチジルセリン
問合 121 痴呆症、
矢澤 一良（農学博士／東京水産大学大学院教授）
ボケ知らず
問合 122 発芽玄米食で病気知らず、
茅原 紘（農学博士／信州大学大学院教授）
１０
124 細胞強化のパワー源コエンザイムＱ
矢澤 一良（農学博士／東京水産大学大学院教授）
「奇跡」
をおこすメカブフコイダン
125 ガン治療に
清水 妙正（渋民中央病院院長）

126 糖尿病の食事療法にニガウリのパワー
三浦 俊宏（薬学博士／鈴鹿医療科学大学）
（ギャバ）
で治す
127 高血圧はＧＡＢＡ
矢澤 一良（農学博士／東京水産大学大学院教授）
・眼病対策に効果あり
128 各種カロチノイドはガン
西野 輔翼（医学博士／京都府立医科大学教授）
・難病治療に有機ゲルマニウム
129 ガン
福島 裕子（理学博士／クリニック院長）

西垣 敏明（医学博士／研究所所長）

問合 132 糖尿病とダイエットに奇跡のサラシア
吉川 雅之（薬学博士／京都薬科大学教授）
から身を守るキクイモの「イヌリン」
問合 133 “死の四重奏”
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）

問合 134 美肌アップに野バラの秘薬ローズヒップ
井上 正子（医学博士／管理栄養士）
135 アーユルヴェーダの伝統薬草バコパで心の病に克つ
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
136 ヤーコンの根と葉で糖尿病と肥満を解消
月橋 輝男（農学博士／茨城大学農学部教授）
137 ハタケシメジで美味しく免疫力アップ
三浦 俊宏（薬学博士／鈴鹿医療科学大学）

食べるコラーゲン
153 アンチエイジングの切り札
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
（樟芝）
154 台湾特産の伝統薬ベニクスノキタケ
米山 誠（農学博士）
は小粒でも美容に効果大
問合 155 「沙棘」
田代 眞一（医学博士／昭和薬科大学教授）

156 天然の鎮痛食品ＭＳＭで関節元気
本田 真樹、矢澤一良 *（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
157 微生物発酵のちから黒茶で体脂肪率低下
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
158 アレルギー疾患の緩和にビーポーレン
石川 康子（東京農業大学大学院博士課程）
159 睡眠障害ストレスにミルクペプチド
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
目の下のくまにカシスがベリーグッド
問合 160 疲れ目、
大黒 浩（医学博士／札幌医科大学眼科学講座教授）
がん、
加齢に克つラクトフェリン
161 メタボ、
原田 悦守（獣医学博士／鳥取大学名誉教授）／安藤邦雄 *（農学博士）

162 大地の恵み元気果実ハスカップ
まるも ゆきこ（管理栄養士／フードセラピスト）
- シトルリンで血管機能血流アップ
問合 163 Ｌ
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）

164 マクロファージ活性化に小麦発酵抽出物
杣 源一郎（薬学博士・免疫学者／徳島文理大学大学院教授）
165 沖縄モズクフコイダンで樹状細胞の免疫力アップ
阿部 博幸（医学博士）
アルファ

- シクロデキストリン
166 新機能性食物繊維α
寺尾 啓二（工学博士／東京農工大学客員教授）

167 美肌をつくる蜂蜜の王様マヌカハニー
寺尾 啓二（工学博士／東京農工大学客員教授）
・糖尿病対策に理想の主食
「玄米」
168 メタボ
種ヶ島永宝（医学博士／日本綜合医学会会長）
、一瀬速（日本綜合医学会学術委員）
疲労回復に包接コエンザイムＱ１０
169 肌の弾力、
寺尾 啓二（工学博士／東京農工大学客員教授）

解熱、
貧血に漢方の牛黄（ゴオウ）
170 肝障害、
木村正康（薬学博士／富山医科薬科大学名誉教授）
、
木村郁子（薬学博士）
「サクラン」
と伝統のスイゼンジノリ
171 新発見
椛田聖孝（農学博士/東海大学農学部教授）、
金子達雄（工学博士/北陸先端科学技術大学院大学准教授）

問合 172 柔軟な血管と肌のハリにエラスチン
輪千 浩史（薬学博士／星薬科大学准教授）
173 アマゾン産スーパー果実アサイー
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
がん免疫療法にラクトフェリン
174 肺がん、
安藤 邦雄（農学博士）

175 ロコモティブ症候群と美肌にアスタキサンチン
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
問合 176 陰陽のバランスを整え健康を保つスッポン
袁 世華（杏林中医薬情報研究所所長、長春中医薬大学教授）
177 抗疲労とダイエットにアンセリン
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
アンチエイジングにアポラクトフェリン
問合 178 生活習慣病、
井上浩義（医学博士・理学博士／慶應義塾大学医学部教授）
・転移を防ぐ包接プロポリス
問合 179 がんの増殖
寺尾 啓二（工学博士／東京農工大学客員教授）／丸田 浩（薬学博士）
・糖尿病対策に包接Ｒ－α－リポ酸
問合 180 抗糖化
寺尾 啓二（工学博士／東京農工大学客員教授）／中野正人（医学博士）
「酵母型サミー」
181 関節を守る天然素材
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
疼痛、
美容などにプラセンタ療法
182 更年期障害、
長瀬 眞彦（漢方専門医／日本胎盤臨床医学会代表理事）
高麗人参
183 若さと健康を守る薬用植物の王様
袁 世華（杏林中医薬情報研究所所長、長春中医薬大学教授）
グルタチオン
184 健康と美しさをサポートするアミノ酸
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
クリルオイル
問合 185 オキアミ由来の新型オメガ３
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学ヘルスフード科学プロジェクト特任教授）

186 肌と心と体の健康増進に包接トコトリエノール
寺尾 啓二
（工学博士／神戸大学医学部客員教授、神戸女子大学健康福祉学部客員教授）
187 プラセンタ療法と中医学の調整作用
長瀬 眞彦（漢方専門医／日本胎盤臨床医学会代表理事）
188 新刊

血液をサラサラにするグルコサミン
138 膝の痛みを抑え、
菅原 忍（菅原整形外科院長）

139 痴呆症から脳を守るビンカマイナー
矢澤 一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）
140 機能性と栄養に優れた南米のマテ茶
和田 政裕（農学博士／城西大学薬学部教授）

＜ 2020年 12 月現在 ＞

運動能力を高めるＬ- カルニチン
141 体脂肪を燃やし、
田島 眞（農学博士／実践女子大学教授）
“リコピン”
142 生活習慣病を予防するトマトの
成澤 富雄（秋田大学医療技術短期大学名誉教授）
おいしさと栄養満点
143 こめ油は体に優しく
井上 正子（医学博士／管理栄養士）
心臓を元気にするＥＰＡ
問合 144 中性脂肪を減らし、
矢澤一良（農学博士／東京海洋大学大学院教授）

01

＜ふるさとサイエンス文庫＞
備長炭の神秘

02

活性石の秘密

木下 伊吉
（炭焼き師）

塩野崎 悦朗（活性石発見者）

表紙・目次等ご覧になれます http://www.810.co.jp

“脳と心”が元気になる
130 ブレインフードＤＨＡで
矢澤 一良（農学博士／東京水産大学大学院教授）
“薬用果実”
ノニの熟成パワー
131 熱帯産

【絶版】−［№ 49 核酸パワー］
［№ 57 サメ軟骨］
［№ 68 各種ビタミン］
［№ 76 キャッツクロー］
［№ 119 サメ軟骨＋キノコ］
［№ 123 メシマコブ］

・キトサンの威力
100 カニ殻栄養補助食品キチン
松永 亮（医学博士／アスタークリニック理事長）

