NHK 出版
お客様注文センター

テ キ スト
関 連 アイテム
TEL.

0570-000-321
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テキストから生まれたムックや単行本、
テキストでご紹介して好評をいただいたツール……
NHK 出版ならではのラインナップをお楽しみください。
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「手作りのよさを
次の世代に伝えたい」
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やさいの時間

20 きょうの健康
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お申し込 み 期 限：平成 29 年 5月31日（水）まで
詳 し くは 3 1ペ ー ジ をご 覧くだ さ い

ニット作家

広瀬光治さん

手作りのよさを次の世 代に伝えたい
NHK「すてきにハンドメイド」の前身である「おしゃれ工房」初出演から、61回という最多出演を誇るニット作家の広瀬光治さん。
テキスト「すてきにハンドメイド」では４月から新連載が始まる広瀬さんに、
NHKテキストとのかかわり、テレビ出演裏話や、おすすめアイテムまで紹介してもらいました。

1993年のテレビ初出演で大反響
25年間で、最多の出演数！
NHK「おしゃれ工房」に初出演したの
が1993年、38歳のとき。それから人生

生、あんたに会いたかったのよ」と言って
くれたおばあちゃんがいらっしゃって。これ
も、25年間、テレビに出てきた歴史の積
み重ねのおかげかな、と感じましたね。

が変わりました。その当時、私は出版社
の社員で、商品を売り込みに行ったわけ
で、自分がテレビに出るつもりはありません
でした。男性で編み物をしているというも

４月からテキスト「すてきにハンドメイド」

の珍しさで反響があって、それから25年

で一年間、ストールなどの巻き物で新連

間ずっと出演することになりました。

載をやるんですが、ほかの先生はテキスト

今はたびたび被災地へ行って、手作り
ひろせ・みつはる
ニット作家。高校時代から編み物を始め、出版社勤務
を経てニットデザイナー、ニット講師として活躍。38 歳で、
「おしゃれ工房」初出演以来、61回の出演回数を誇る。
著書に「広瀬光治 美しい模様の棒針ニット」
（高橋書
店）ほか多数。

これまでなかった演出で
注目を浴びることに

企画では顔を出さないのがふつうですけど、

を通して被災地の方々とコミュニケーション

毎回、
「
（私の）着ている作品が見たいか

を取っているのですが、
「編み物の男の先

ら誌面に出てください」と言われるんです。

セットになっていると針をなくす心配がないのでいいですね

糸が傷まずに抵抗感なくパチンと切れます

「すてきにハンドメイド」
４月号から１年 間、広
瀬光治さんの新連載
がスタート！

エティモ ロゼ

かぎ針とレース針のセット

なめらかなかぎ先で糸をスムーズに編みすすめることができます。グリ
ップは持ちやすい形状で長い時間編んでいても手が疲れにくく、楽し
い編み物の時間が過ごせます。
商品コード 51701-037

13,392 円 送料 400円

■セット内容：かぎ針 2/0、3/0、4/0、5/0、6/0 各 1 本、レース針 NO.0、NO.2、NO.4、
NO.6、NO.8 各 1 本、はさみ、とじ針（細・太）
、タッセル付き専用ケース ■主要材質：
かぎ針 アルミニウム（針）
、レース針 スチール、ニッケルめっき ( 針）
、エラストマー樹脂
（柄）
、PVC（ケース） ■日本製（かぎ針、レース針、とじ針）
、イタリア製（はさみ）
、中国
製（ケース） ■メーカー：チューリップ
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ハ ン ド メ イ ド

ぷちはさみ３色セット（ストラップ付き）
小さくてもきちんと切れるんです！ 糸を切る、タグを切るなどちょっと
切りたいときに役立ちます。持ち運びに便利なキャップ付き。
商品コード 51703-021

1,944 円 送料 400円

■セット内容：はさみ ピンク、グリーン、ブルー 各 1 個 ■サイズ（約）
：全長 4.5㎝、刃
長 0.8㎝ ■材質：ステンレススチール（ブレード）
、ABS 樹脂（樹脂部） ■日本製
■メーカー：長谷川刃物

ハンドメイド

2.5㎝ずつマス目があることによっ
て、仕上げのスピードアップに

裏面はスチーム（蒸気）がぬけやすい耐熱
コーティングをした加工布使用。表面の方
眼マスはサイズ調整の目安に。スチームア
イロンは表面、ドライアイロンは裏面を使い
ます。使わないときは丸めて収納でき、持ち
運びも便利 !

段数のカウントや編み方が変わるポイントな
ど、目印を付けたい編み目にかけて使う便
利でかわいいマーカー。

5,940 円 送料 600円

健康・短歌・俳句

誌面に載せるポーズを全部撮影しなきゃ

■内容：ステッチマーカー 3 サイズ［Ｓ］赤・黄緑 各 5
個／
［Ｍ］ピンク・ブルー 各 10 個／
［Ｌ］紫・黄色 各 3 個
■適応号数の目安：
［Ｓ］かぎ針・レース針：2 号～ 5/0
号、棒針：0 号～ 5 号／
［Ｍ］かぎ針：5/0 ～ 8/0 号、棒
針：6 号～ 15 号／
［Ｌ］かぎ針：8/0 ～ジャンボ、棒針：
13 号～ジャンボ ■材質：ポリアセタール（本体）
、ポリ
プロピレン（ケース） ■日本製 ■メーカー：クロバー

春」で連載していた「テレビ消灯時間」
で、タレントでもないのにハンコ作られてね。

がもうないから」って言うんですけど、や

その頃、結構ワイドショーとか、ほかのテレ

らされるんですよ（笑）
。不評だったらや

ビ番組でも編み物が取り上げられたので、

らないと思うので、うれしいことではあるん

結果としてはよかったかなと思います。

力を入れずに開閉できるのでストレスになりません

語

いけないんです。
「ポーズのバリエーション

ですけど。
以前、NHKの「趣味悠々」に３か月間
と編み物を教えるところを、番組サイドは、

自分のために作ってくれた
その思い出を大事にしたい

学

出たことがあります。ふつうだったらきちん

今は編み物はどんどんやさしい傾向に
本体

が着ているニットを別撮りしたい」と言って、

のが求められていて、小難しいものだった

喫茶店でお茶を飲んでいるカットとか、花

ら「買った方が早いし」っていうね。

洗濯用合成洗剤と詰め替え用洗剤

屋さんに寄っているところなんかを撮影し

なんでこんな面倒くさいことをやるんだ

て。ついには千鳥ヶ淵でボートをこがされ

ろうっていうのはあるけれども、たとえば

たこともあるんです。秋の放送だったので、

私の母は編み物はできなかったんですけ

収録は真夏。カメラマンさんは岸から撮っ

ど、シャツとかは作ってくれました。その手

てますから、炎天下にセーターを着た私が

作りのよさは、いつの時代になっても、な

ひとりでボートをこぐという形で。周りにい

くなってほしくないですね。小さなものでも

たカップルが、不思議がってボートをこぎ

「お母さんが編んでくれた」とか、「孫が

ながら近寄ってくるんですけど、
「すいませ

おばあちゃんにプレゼントした」とか、そ

ん、今撮影中なんで」って言うと、
「この

ういう思い出っていいじゃないですか。

人知ってる！」って指差されて。あのときは

手作りのよさを知っていただくためには、

もう恥ずかしくてね。ほかにもカラオケで

たまにはちょっとおかしなことをしてでも、み

歌わされたこともありました。

なさんが面白いと思ってくれればいいと思

NHKが教育テレビ（現Ｅテレ）で、よ
くこんなことをやったと話題になって、消し
ゴム版画家のナンシー関さんが「週刊文

って活動してきました。
自分がやってきたことを次の世代に伝え
ていきたいですね。

詰め替え用

ドライクリーニングの溶剤を、環境に優しい
成分に改良した洗濯洗剤です。ドライマー
クが付いている衣料を、家庭で水洗いがで
きます。付属のスプーン約 1 杯分（約 10ｇ）
でセーター 5 〜 6 枚分。すすぎは1 回なので
節水にもなり、ふわっと仕上がるのでニット
洗いにおすすめ。

オリジナル商品

なっているんですね。とにかく早くできるも

「それだけじゃつまらないから、ふだん私

理

置いただけで寸法がわかって仕上げがしやすいです

■ サ イ ズ・ 重 さ（ 約 ）
：100 × 60 × 厚 さ 1 ㎝・600 ｇ
■材質：綿 100％（表、裏生地）
、ポリエステル 100%（中
面）■日本製 ■メーカー：ファッション・パーキー
※漆塗りやビニール素材、塗料が剥がれやすい素材など
の上での使用は避けてください。
※ 2.5 × 2.5㎝の方眼目盛りがついています。

商品コード 51703-020

1.404 円 送料 400円

料

商品コード 51411-032

芸

ステッチマーカー（専用ケース付き）

園

アイロンマット

商品コード 51411-021 [洗濯用合成洗剤]

6,264円 送料600円

商品コード 51512-041 [詰め替え用洗剤]

5,616円 送料400円

■容量（約）
：[ 洗濯用合成洗剤 ]1,100 ｇ（計量スプーン
付き）／ [ 詰め替え用洗剤］1,000g ■液性：弱アルカ
リ性 ■成分：界面活性剤（32％）
、直鎖アルキルベンゼ
ンスルフォン酸アミン塩、第二級アルコールエトキシレ
ート、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アル
キルベンゼンスルフォン酸ナトリウム、植物系溶剤、ノ
ルマルパラフィン、ポリオキシアルキレングライコー
ル、硫酸ナトリウム、キレート剤、ポリオクチルポリア
ミノエチルグリシン、たんぱく質分解酵素、脂肪分解酵
素 ■日本製 ■メーカー：サンワード
※お洗濯ガイドをお読みのうえ、ご使用ください。
※詰め替え用洗剤には、計量スプーンは付いていません。
また、本体の容器に移し替えてご使用ください。

撮影／近藤 誠 文／梅森 妙

定価・価格はすべて消費税込みです。
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♦テキスト
♦テキストから生まれた本

こうの早苗の
デイリーコーディネート

ソーイング＆布バッグ

こうの早苗さんの著書「こうの早 苗のデイリーコーディネート」の掲 載 作 品の中から、
ワンピースやバッグなど素敵で持ちたくなる作 品と同じものが作れる材 料セットをご紹 介します。
作り方は、
「こうの早苗のデイリーコーディネート」をご参照ください。
こうの早苗の

♦関連アイテム

デイリーコーディネート
ソーイング＆布バッグ

こうの早苗 著
ソーイング、パッチワークで、ライフス
タイルに合わせて作るデイリーバッグ、
自分で「着たい！」と思える服のほか、
洋服の残布 ・ 共布で作る帽子やアク
セサリー、牛乳パックを利用して作る
小物など、気軽に作って楽しめる作品
を紹介します。
商品コード 00031-205

定価 1,836 円

送料 120円

AB 判 80 ページ（実物大型紙１枚）

こうの・さなえ
パッチワーク・キルト作家。ロ
マンチックな作風と、大人かわ
いい、実用性の高い小物やソ
ーイングの提案で、幅広い世
代から支持を得ている。著書
「こうの早苗のキルト かわい
くて使える大人のバッグ＆ポー
チ」
（NHK 出版）ほか多数。

材 料 セット

ベビーキルト

フレンチスリーブのブラウス

材料セットのおしらせ
●材料セットには記載されているもの以外は含まれていません。写真の中の作品以外の洋服や小物等は含まれませ
ん。 ●材料セットの用尺は生地の取り都合により、本書の用尺と異なる場合があります。 ●生地の取り方により、
柄の出方が掲載写真と異なる場合があります。 ●生地は天然素材のため、織りムラやほつれなどが見られますが、
不良品ではありません。 ●印刷の都合上、実物の色合いが異なる場合があります。 ●取扱期間中に材料セットが
ご用意できなくなる場合があります。また、使用生地の一部が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

※材料セットには、作り方や型紙は入っていません。作り方は書籍をご参照ください。

中袋には、
トワル・ド・ジュイを
使用しています。

ジム通いのバッグ
商品コード 51738-276
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タイトスカート
商品コード 51738-281

メガバッグ
商品コード 51738-283

17,280 円 送料 400円

12,960 円 送料 400円

17,280 円 送料 400円

■材料：木綿地 ストライプ柄、無地（当て布）
、プリント
柄、麻地 ベージュ、木綿・麻地のプリント柄５種、キル
ト綿、厚手接着しん、薄手接着しん、ワックスコード 黒、
25 番刺しゅう糸 赤、本革持ち手 黒、ボタン

■材料：麻地 プリント柄 100cm 幅 170cm、化繊地 ベ
ージュ 110cm 幅 150cm、ゴムテープ
※ 9 ～ 11 号サイズ対応

■材料：麻地 ベージュ、淡いベージュ、プリント柄、木
綿地 プリント柄 6 種、プリント無地（当て布）
、キルト綿、
接着しん、25 番刺しゅう糸 グレー、底板、ワックスコー
ド 黒、持ち手 ベージュ

ハ ン ド メ イ ド

秋

冬

ハンドメイド

斉 藤 謠 子 のハウス 大 好き

斉藤謠子さんの著書「斉藤謠子のハウス大 好き」の掲 載 作 品の中から、バッグや小 物 入れなど
園

かわいくて友達に見せたくなる作 品と同じものが作れる材 料セットをご紹 介します。
作り方は、
「斉藤謠子のハウス大 好き」をご参 照ください。

理

商品コード 00031-206

定価 1,944 円

料

斉藤謠子 著
世代を問わず人気の高い「ハウス」を
モチーフにしたバッグと、ソーイング
ケース・めがね入れ・パスケースな
ど、小物 26 点を新作で紹介。一枚布
や少ない工程で簡単に作れるものもあ
り、初心者にもうれしい一冊です。

芸

斉藤謠子のハウス大好き

送料 120円

ＡＢ判 96 ページ（実物大型紙・図案２枚）

アルザスの街

健康・短歌・俳句

ソーイングポーチ

材料セットのおしらせ
●材料セットには記載されているもの以外は含まれていません。 ●材料セットの用尺は生地の取り都合により、本書
の用尺と異なる場合があります。 ●生地の取り方により、柄の出方が掲載写真と異なる場合があります。 ●生地
は天然素材のため、織りムラやほつれなどが見られますが、不良品ではありません。 ●印刷の都合上、実物の色合
いが異なる場合があります。 ●取扱期間中に材料セットがご用意できなくなる場合があります。また、使用生地の一
部が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

語

さいとう・ようこ
パッチワーク・キルト作家、布
小物作家。洋裁、和裁を学ん
だ後、アメリカのアンティーク
キルトに興味を持ちパッチワー
クを始める。国内外にて作品
を発表。著書「斉藤謠子の毎
日着る服、毎日持つ布バッグ」
（NHK 出版）ほか多数。

学

材 料 セット

※材料セットには、作り方や型紙は入っていません。作り方は書籍をご参照ください。

商品コード 51738-295

2,268 円 送料 400円

■材料：木綿地 グレープリント、こげ
茶色チェック、グレーストライプ、は
ぎれ 10 種、チェック、口金、紙ひも、
25 番刺しゅう糸 オリーブ色・茶色・
グレー・黒・水色
※キルト綿は含まれていません。

オリジナル商品

冬の鳥

シルエットA

シルエットAとC セット

シルエットC

商品コード 51738-297

友達をたずねて
商品コード 51738-298

2,376 円 送料 400円

2,376 円 送料 400円

■材料：[ シルエット A] 木綿地 グレーストライプ、黒織り柄、グレー柄、緑、接着しん、
25 番刺しゅう糸 黒・緑／ [ シルエット C] 木綿地 グレー柄、薄茶織り柄、紺チェック、接
着しん、25 番刺しゅう糸 黒・紺

■材料：木綿地 淡いグレー柄、茶色柄、濃いグレー柄、ブルーグレ
ー系柄 5 種、黄土色柄、緑柄、こげ茶色市松柄、こげ茶色プリント柄、
赤柄、チェック、ファスナー、25 番刺しゅう糸 黒・グレー
※キルト綿、両面接着キルト綿、接着しんは含まれていません。
定価・価格はすべて消費税込みです。
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♦テキスト
♦テキストから生まれた本

ソーイング、ニット、クラフトなど
作るのも使うのも楽しいアイテムがいっぱい。
すてきにハンドメイド

♦関連アイテム

ソーイング、ニット、キルト、刺しゅう、ビーズ、クラフトなど、季節に合わせた「作りたい」
「身に着けたい」ものが必ず見つかります。丁寧な作り方解説や図案・型紙付きで、ビギナ
ーから手作りが大好きな方まで楽しめるアイテムが満載！
毎月 21 日発売
定価 617 円

送料 80円

2017 年度の注目ポイント！

４か月以上の

放送講師

新連載

注目！

広瀬光治さん、斉藤謠子さん、こ
うの早苗さん、高橋恵美子さん、
風工房さん、川路ゆみこさんら、
人気講師が続々出演予定。

毎号少しずつ作るのが楽しい「斉
藤謠子さんのマンスリーキルト」
、
モチーフ編みで魅せる「広瀬光治
さんの巻き物 12 か月」
、
「美しき
にっぽんの染めと織り探訪」など、
内容充実 !

まったく初めてソーイングに挑戦す
る方へ「基礎からはじめるソーイン
グ」
。チュニック、パンツ、ジャケット
など基本アイテムを取り上げます。
中級者の方も
「いまさら聞けない」
テクニックを総復習。

いつでも予約ができて、毎月確実にお手元に届くテキストの定期購読。

定期購読の
おしらせ

4 か月以上の購読で送料無料！ 12 か月の購読お申し込みには
お得な特典が付いています。ぜひ、ご利用ください。

お申し込みで、

送料無料

!

12 か月予約

11 か月予約

10 か月予約

9 か月予約

8 か月予約

7 か月予約

6 か月予約

5 か月予約

4 か月予約

すてきに
ハンドメイド

7,404

6,787

6,170

5,553

4,936

4,319

3,702

3,085

2,468

（円）

※定期購読は発売前の商品で、4 か月以上が対象となり、購読期間は 1 年以内とさせていただきます。
※定期購読代金は消費税込みの金額（国内向け）です。

12

か月の
お申し込みで、

プレゼント

!

「すてきにハンドメイド」

12か月（1年分）お申し込みの方には、特製フォルダーをプレゼント！

型紙・図案フォルダー

花柄

付録の「実物大型紙・図案」を12 か月分保
存できるフォルダーです。テキストから外し
た型紙も、これで迷子知らず！

○特典は初回号をお届けするときにテキストに同封いたします。
○特典のプレゼントは、NHK 出版に定期購読をお申し込みい
ただいた場合に限ります。
○特典は数に限りがあります。途中で内容や仕様を変更する
場合がありますので、ご了承ください。

B5 サイズの丈夫でしなやかなクリアファイル
を 12 ポケット分、冊子状にとじた特製フォル
ダーです。つや消し加工の表紙には、北欧風の
明るいイラストをプリントしました。
縦 280 ×横 200 ×厚さ 6㎜

お申し込み方法は 31ページをご覧ください。WEB でのお申し込みはコチラ ▶ http://nhktext.jp/teiki
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ハ ン ド メ イ ド

定価 1,728 円

料

商品コード 00031-184

芸

月居良子 著
ぽっちゃりさんが、かわいくスッキリ見える、13・15・17 号サイズの服
のソーイングブック。チュニックやブラウス、コートやはおりもの、ゆっ
たりしたパンツ、フォーマルシーンで着られる服や、さらにパジャマま
で。全部で34 点をご紹介します。

園

ぽっちゃりさんがかわいくスッキリ見える服

ハンドメイド

Contents
•マキシ丈のワンピース
•３段のティアードパンツ
•リボン結びの
ブラウスとワイドパンツ
•ドレープ・カーディガン
……etc.

送料 120円

AB 判 72 ページ（実物大型紙 1 枚）

理
健康・短歌・俳句

Contents

語

•クッション
•カフェカーテン
•ランチョンマット
•トラベルポーチ
……etc.

大塚あや子の白糸刺しゅう

シュヴァルム・ドロンワーク・ラスキンレース・カサルグイディ・ヒーダボー

定価 2,700 円

オリジナル商品

商品コード 00031-147

学

大塚あや子 著
優雅で繊細な白糸刺しゅう。古くからヨーロッパ各地に伝わる５種類の白糸刺しゅうを、
クッション、ポーチやカフェカーテンなどのアイテムにアレンジして紹介。写真と図版に
よる詳しい刺し方解説付きで、５つの技法が基礎からわかります。
送料 120円

AB 判 112 ページ

新刊
Contents
• シルクのフレンチスリーブ
ワンピース
•フレアースカート
•Ｖネックのブラウス
•リネンのコート
……etc.

ふだん着からおしゃれ服まで

１年ずっと手ぬい服

高橋恵美子 著
ふだん着からお出かけ用のおしゃれ着まで、手ぬいならではの柔らかい着心
地の服25点を紹介。シンプルな定番のスタイルで立体裁断のきれいなシルエ
ットはずっと着られます。身長で選べる型紙付きで、自分のサイズに合った服
が手ぬいで作れます。
商品コード 00031-207

定価 1,728 円

送料 120円

AB 判 72 ページ（実物大型紙 2 枚）

定価・価格はすべて消費税込みです。
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♦テキスト
♦テキストから生まれた本

楽しみながら花や植物、野菜を育ててみたい！
植物との楽しい生活のための情報満載です。

♦関連アイテム

趣味の園芸

趣味の園芸

やさいの時間

NHK「趣味の園芸」は放送
開始 50 周年！ 大特集でよ
り楽しく植物を紹介。小さな
庭やベランダでの育て方も満
載。生活空間を花と緑でい
っぱいにします。「いちばん
やさしい園芸入門」「多肉植
物、ティランジア」（仮）など
の新連載と50 周年企画「盆
栽 ABC」（仮）も！
毎月 21 日発売

花と緑とともに

50th
Anniversary

定価 545 円

「育ててみたい！」を応援す
るビギナーにやさしい菜園誌。
すべての野菜好きに、栽培
から料理まで多彩な切り口
で野菜を楽しむ豊かな時間
を提案します。2017 年度は、
読んで楽しい栽培ハウツーと
パワーベジタブルなどの特集
で、野菜がもっと好きになる！
毎月 21 日発売

送料 80円

定価 669 円

送料 80円

いつでも予約ができて、毎月確実にお手元に届くテキストの定期購読。

定期購読の
お し らせ

4 か月以上の購読で送料無料！ 6 か月以上の購読お申し込みには
お得な特典が付いています。ぜひ、ご利用ください。

４か月以上の

お申し込みで、

送料無料

!

趣味の園芸
趣味の園芸

やさいの時間

12 か月予約

11 か月予約

10 か月予約

9 か月予約

8 か月予約

7 か月予約

6 か月予約

5 か月予約

4 か月予約

6,540

5,995

5,450

4,905

4,360

3,815

3,270

2,725

2,180

8,028

7,359

6,690

6,021

5,352

4,683

4,014

3,345

2,676

（円）

※定期購読は発売前の商品で、4 か月以上が対象となり、購読期間は 1 年以内とさせていただきます。
※定期購読代金は消費税込みの金額（国内向け）です。

6 か月以上の

お申し込みで、

プレゼント

!

「趣味の園芸」
「趣味の園芸 やさいの時間」
「きょうの料理」
「きょうの料理ビギナーズ」

6 か月以上お申し込みの方には、
特典DVD vol.2をプレゼント！

オリジナル DVD

「基本の切り方 ７つの野菜 2017年度版」
トマト、なす、かぶ、里芋、ごぼう、にんにく、しょうが、７つの野菜の基本の切り方を知れば、
料理がおいしく変わる! 包丁の選び方から切り方のテクニックまで、動画でたっぷりご紹介。

大好評 !

ＤＶＤ
vol.2

○特典は、初回号お届け時にテキストに同封いたします（ただし4 月号からお申し込みの場合、
DVDは 5 月号に同封となります）
。
○ DVDは対象４誌共通です。複数お申し込みの場合はそれぞれ同じものを１枚ずつお届けします。
○特典は数に限りがあります。途中で内容や仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

お申し込み方法は 31ページをご覧ください。WEB でのお申し込みはコチラ ▶ http://nhktext.jp/teiki
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園 芸

バラ

鈴木満男 著
木立ち性バラ栽培の基本を解説。

ハンドメイド

NHK 趣味の園芸
12 か月栽培ナビ①

病気にかかりにくいよう健康な

定価 1,296 円

送料 120円

Ａ５判 96 ページ

オリジナルのバラ用培養土
２袋セット

理

オリジナル

商品コード 00040-274

料

木村卓功さん

健康・短歌・俳句

植物性堆肥や最先端の緩効性肥料など、10 種類近い成分を
黄金比で配合。自動点滴灌水でも根を傷めず、締まったバラ
に育つので、毎日水やりができない人にも最適。枝葉が締ま
り、悪天候にも強いバラに育ちます。日本で育てやすい四季
咲き性のバラの育種や初心者でも簡単に栽培できるオリジナル
商品の開発も手がける、木村卓功さんおすすめの土です。
商品コード 51512-513

芸

ローズ
クリエイター

園

Contents
•バラ栽培の基本
•おすすめ名花 ＆
育てやすい新品種
（大輪品種、中・小輪
品種）
•12 か月栽培ナビ
•バラの主な病害虫と
防除法
……etc.

株を育て、美しく咲かせることを
目指します。おすすめの名花＆
育てやすい新品種も紹介。毎月
の作業と管理で株を健康に保ち、
美しいバラを咲かせましょう。悩
みの多い病害虫対策も詳しく解
説します。

2,765 円 送料 600円

ベリー

語

■セット内容：15ℓ× 2 袋 ■原材料：赤玉土、鹿沼土、くん炭、腐葉土、植
物性堆肥、緩効性肥料ほか ■日本製 ■メーカー：キムラ企画
※「趣味の園芸」2016 年 12 月号掲載

学

アプリコット

バラの剪定や誘引作業に適したグローブで
す。手のひら側は人工皮革で強度があり、
手の甲皮は柔らかいメッシュ、脱着テープ
でぴったりフィットするので、安全に細かい
作業ができます。汚れたら洗濯機で洗えて、
乾いてからも硬くなりにくい素材です。

オリジナル商品

ガーデニンググローブ

商品コード 51407-514 ［アプリコット XS］

本革巻の剪定芽切バサミ

小さい剪定バサミ

本鍛造、一丁ずつ手作りされた、手の小さ
い人も使いやすい万能バサミ。芽摘みから
やや太めの小枝の剪定まで幅広く使えます。
丁寧に巻かれた牛革は、握ったときのフィッ
ト感がよくて滑りにくく作業効率を高め、ま
た、使うほどに味わいある色に変化します。

本格的な剪定バサミの機能はそのままにサイ
ズを小さくした、手の小さな人にも扱いやす
い剪定バサミです。小さくても生木で1.5㎝ま
で切断できるのは、従来品より約 50％に刃を
薄くしているため。枝への食い込みがよく、少
ない力で切断できるので作業がはかどります。

商品コード 51512-512

商品コード 51702-501

8,532 円 送料 400円

3,953 円 送料 400円

■サイズ・重さ（約）
：全長 18㎝、刃長 5㎝・215g
■材質・仕様：全鋼、本革グリップ巻き・予備バネ付き・
紙箱入り ■日本製 ■メーカー：みきかじや村
※「趣味の園芸」2017 年 1 月号掲載
※お届けに 1 か月半ほどかかる場合があります。

■サイズ・重さ（約）
：全長 16.5㎝、刃長 3.8㎝・175g
■最大切断径：1.5㎝（生木） ■材質：炭素刃物鋼（ハ
ードクロムメッキ仕様）
、PVC ■日本製 ■メーカ
ー：キンボシ
※「趣味の園芸」2017 年１月号掲載

商品コード 51407-518 ［アプリコット

S］

商品コード 51407-526 ［アプリコット

L］

商品コード 51407-522 ［アプリコット M］
商品コード 51407-515 ［ベリー XS］
商品コード 51407-519 ［ベリー
商品コード 51407-523 ［ベリー
商品コード 51407-527 ［ベリー

各 3,218 円

S］

M］
L］

送料 400円

■サイズ（約）
：手のひら回り 19㎝（XS）
、20㎝（S）
、
21㎝（M）、22㎝（L） ■主要材質：人工皮革（ナイ
ロン、ポリエステル）、再生ポリエステル、塩化ビニー
ル（滑り止め） ■ベトナム製 ■メーカー：東和コー
ポレーション
※「趣味の園芸」2016 年 12 月号掲載

定価・価格はすべて消費税込みです。
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♦テキスト

NHK 趣味の園芸
12 か月栽培ナビ②

クリスマスローズ

♦テキストから生まれた本

野々口 稔 著

クリスマスローズ交配種栽培の基本を、
生育ステージ別に解説。夏場の管理や、
疑問の多い病害虫対策などを詳しく説明
します。さまざまな花色 ・ 花形のバリエ
ーションも多数紹介。
商品コード 00040-275

定価 1,296 円

♦関連アイテム

Contents

送料 120円

Ａ５判 96 ページ

•クリスマスローズの魅力と特徴
•クリスマスローズの花図鑑
•12 か月栽培ナビ
•クリスマスローズをさらに詳しく
•クリスマスローズの選び方
……etc.

クリスマス
ローズ研究家

野々口 稔さん
監修

クリスマスローズ用の土
（15ℓ× 2 袋）
クリスマスローズが専門の園芸家 ・ 野々口 稔さ
んが、長年の研究から割り出した配合でブレンド
したクリスマスローズの専用培養土です。配合
用土の素材にこだわり、保水性、排水性、通気
性、保肥性に優れた培養土なので、初心者でも
安心して使用できます。
商品コード 51101-504

2,981 円 送料 600円

■セット内容：15ℓ×２袋 ■原材料：焼成赤玉土（硬質）
、
日向土、馬ふん堆肥、木炭、ゼオライトほか ■日本製
■メーカー：sekiguchi-dai 音ノ葉
※「趣味の園芸」2017 年３月号掲載

効率のよいスプレーボトル
葉水や、薬剤の噴霧の際に便利な使いやす

30 型

35 型

いスプレーボトル。トリガーを握るときと、離
すときの両方で噴射するダブルアクション構
造なので、ムラができにくく、広範囲の噴霧
作業が楽にできます。先端のノズルを回すと、
噴射形状を円錐から直線に切り替えられます。
商品コード 51611-504

2,592 円 送料 600円

■サイズ・容量・重さ（約）
：縦 10.5 ×横 13 ×高さ 23㎝・
0.5ℓ・170 ｇ ■使用可能液：中性（pH5.0 ～ 9.0 程
度）
、耐油モデル ■ドイツ製 ■取り扱い：日本クラ
ンツレ
※「趣味の園芸」2017 年 3 月号掲載

軽い角型鉢（同サイズ２個セット）
深さのある四角型なので、見た目の印象以上に土がたっ
ぷり入ります。目皿付きで、水はけや通気性がよく、バラ
の植えつけにも適しています。テラコッタ風の凹凸と四角
いフォルムがオシャレな印象の、軽くて実用的な鉢です。
商品コード 51702-502［30 型］
商品コード 51702-503［35 型］

スリット入りの目皿が水はけを確保
します

10

園 芸

表面の細かい凹凸がやわらかな雰
囲気を出します

1,944 円 送料 600円
2,592 円 送料 600円

■サイズ・容量・重さ（約）
：［30 型］30 × 30 ×高さ 28.5㎝・13ℓ・
610g ／［35 型］35 × 35 ×高さ 33.3㎝・21ℓ・870g ■材質：ポ
リプロピレン ■目皿付 ■日本製 ■メーカー：リッチェル
※「趣味の園芸」2017 年 3 月号掲載

コチョウラン
富山昌克 著

温室を使わずに室内の窓辺でコチョウラ

ハンドメイド

NHK 趣味の園芸
12 か月栽培ナビ③

ンを咲かせる方法を大公開！ 冬は窓か

園

らの冷気を、夏は強い直射日光を遮る
のがコツ。豪華な花を自分の手で咲か
せるための一冊です。
商品コード 00040-276

定価 1,296 円

理

大

料

•コチョウラン栽培の基本
• 温度で異なる生育サイクル
•コチョウランの年間の作業・管理暦
•12 か月栽培ナビ
• 保温設備を使った栽培
……etc.

芸

Contents

送料 120円

Ａ５判 96 ページ

健康・短歌・俳句

小

語
学

バラ、ハーブ、ランなど幅広い植物に使える
天然ココヤシの実 100％のコンポスト。単体
で使用するほかマルチングにしたり、用土に
混ぜ込んでも。軽くて清潔なので室内栽培
にも適し、使用後は燃えるゴミとして捨てら
れます。
商品コード 51512-504［20ℓ］

ステンレス製のジョウロ
スタイリッシュなデザインでインテリアの一つとしても魅力的な、ステンレス製のジョウロ。注ぎ
口が細くて長いので、枝葉が込み入ったところや、小さな植物などに、ねらった場所に適量の水
やりができます。傾けたときに上部から水がこぼれにくい設計です。
商品コード 51608-030［小］
商品コード 51608-031［大］

2,376 円 送料 600円
3,024 円 送料 600円

■サイズ・容量・重さ（約）
：
［小］底径10×高さ12㎝、注水口直径0.5㎝・400㎖・246g ／［大］底径12.5×高さ14.5㎝、
注水口直径0.7㎝・900㎖・406g ■材質：ステンレス ■中国製 ■メーカー：佐藤金属興業
※「趣味の園芸」2017年3月号掲載
※ジョウロの小と大では、注水口の取り付け部分の角度が異なる場合があります。

オリジナル商品

アク抜き・吸水加工した
ヤシの実チップ

1,944 円 送料 600円

商品コード 51512-505［50ℓ］

4,104 円 送料 600円

■原料：ココヤシ ■タイ製 ■メーカー：フジック
※「趣味の園芸」2016 年 4 月号掲載
※ 20ℓは、パッケージデザインが異なります。

ハンディータッカー
タッカーは、大きなコの字形の針（ステープル）を
打ち込んで、紙や布を板にとめるDIY の用具。椅
子の張り替えなどで活躍しますが、ランの植え付け
でヘゴ板やコルク板を思うような形に固定したいと
きにも便利に使えます。打ち込みパワーの調節機能
付き。汎用性の高い８㎜の針を１ケース（1000 本）
セットしてお届けします。
商品コード 51702-504

2,538 円 送料 600円

■サイズ・重さ（約）
：幅 3.2 ×奥行き 15.8 ×高さ 14㎝・560
ｇ ■使用可能針サイズ：幅 12㎜×長さ６ / ８ /10/13㎜
■材質：スチール ■台湾製 ■メーカー：高儀
※「趣味の園芸」2017 年２月号掲載
定価・価格はすべて消費税込みです。
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♦テキスト
♦テキストから生まれた本

料理ビギナーさんもベテランさんも
レパートリーが広がるレシピいっぱい！

♦関連アイテム

おかげさまで

60th
Anniversary

きょうの料理

きょうの料理ビギナーズ

放送開始から今年 11 月で満 60 周
年！ 日本の食卓に「おいしい」
を届けます。一流講師の人気の
定番料理や旬の食材を使ったレ
シピから、保存食やつくりおきお
かず、梅干しなどの季節の手仕事
まで、優しく丁寧に紹介します。
毎月 21 日発売

家に帰ってすぐにつくれる、ビギナ
ーはもちろん、忙しい人も大助か
りの簡単レシピが満載。高木ハツ
江おばあちゃんが、料理の ABC
を丁寧に教えます。10 周年の今
年は、料理の基本をもう一度おさ
らいする新コーナーもスタート。
毎月 21 日発売

定価 545 円

切り取れる
新定番料理

2

好評の
シリーズ

「 新 家 庭 料 理の定 番 土井善晴さんの「味こ
60」では、今人気のほ よみ」
、栗原はるみさん
りえさわこさん、ワタナベ の「定番ごはん」
、大原
マキさん、舘野鏡子さ 千鶴さんの「もっと気軽
ん、小林まさみさんが定 に魚介レシピ」など、話
番料理を紹介。切り取 題の料理家が毎月登場
って保存できます。
します。

定期購読の
おしらせ
４か月以上の

10th
Anniversary

送料 80円

2017 年度の注目ポイント！

1

おかげさまで

3

定価 514 円

2017 年度の注目ポイント！

期待の
新連載

白井 操さん、程 一彦さ
んペアなど、ベテラン講
師陣の新シリーズのほ
か、テキスト連載「大庭
英子の 旬の食材でいっ
ぱいつくろう」
、
「きょうの
料理 60 年を振り返る」
などがスタート。

1

番組
新コーナー

今さら聞けない料理の
基 本がわかる「ビギナ
ビ」がスタート。調味料、
料理道具まで今さら聞
けない基礎の基礎を優
しく丁寧に教えます。

2

新企画
連載開始！

送料 80円

3

今年も
必見！

大 人 気 料 理 研 究 家・ 大好評の飛田和緖さん
坂田阿希子さんイチオ の「 野 菜とのつきあい
シ料理満載の「サカタメ 方 」は 2017 年 度も継
シ」がスタート。また、今 続します。内田真美さん
井洋子さんが体に優し のフルーツレシピもお楽
いナチュラルなお菓子 しみに！
を紹介します。

いつでも予約ができて、毎月確実にお手元に届くテキストの定期購読。
4 か月以上の購読で送料無料！ 6 か月以上の購読お申し込みには
お得な特典が付いています。ぜひ、ご利用ください。

お申し込みで、

送料無料

!

12 か月予約

11 か月予約

10 か月予約

9 か月予約

8 か月予約

7 か月予約

6 か月予約

5 か月予約

4 か月予約

きょうの料理

6,540

5,995

5,450

4,905

4,360

3,815

3,270

2,725

2,180

きょうの料理
ビギナーズ

6,168

5,654

5,140

4,626

4,112

3,598

3,084

2,570

2,056

※定期購読は発売前の商品で、4 か月以上が対象となり、購読期間は 1 年以内とさせていただきます。 ※定期購読代金は消費税込みの金額（国内向け）です。

6 か月以上の

お申し込みで、

プレゼント

!

「きょうの料理」
「きょうの料理ビギナーズ」
「趣味の園芸」
「趣味の園芸 やさいの時間」

6 か月以上お申し込みの方には、
特典DVD vol.2をプレゼント！

オリジナル DVD

大好評 !

ＤＶＤ
vol.2

「きょうの料理」をお申し込みの方には

「基本の切り方 ７つの野菜 2017年度版」

もプレゼント!
「オリジナルリングファイル」

トマト、なす、かぶ、里芋、ごぼう、にんにく、しょうが、

「きょうの料理」の
巻 末「 新 家 庭 料
理の定番 60」のレ
シピページを切り取
って保存できます。

７つの野菜の基本の切り方を知れば、料理がおいしく変
わる！包丁の選び方から切り方のテクニックまで、たっ
ぷり動画でご紹介。

○特典は、初回号お届け時にテキストに同封いたします（ただし4 月号からお申し込みの場合、DVDは 5 月号に同封となります）
。
○ DVDは対象４誌共通です。複数お申し込みの場合はそれぞれ同じものを１枚ずつお届けします。
○特典は数に限りがあります。途中で内容や仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

お申し込み方法は 31ページをご覧ください。WEB でのお申し込みはコチラ ▶ http://nhktext.jp/teiki
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料 理

（円）

新刊

３ステップで定番おかず

送料 120円

理

Ｂ５判 96 ページ

にんじんのポタージュ
トマトジュース
ガリシア風いんげん豆のスープ
根菜のけんちん汁
……etc.

NHK 出版 DVD＋BOOK
NHKきょうの料理

健康・短歌・俳句

Contents
•春
•夏
•秋
•冬

料

商品コード 06199-244

定価 972 円

芸

NHK 出版 編
肉じゃが、マーボー豆腐、煮豚など誰
もが知ってる定番おかずが、「切る」
「火を入れる」「味つけ」の３ステップ
で、しかも24㎝のフライパン 1 つでつく
れます。ビギナーでもおいしく、しかも
簡単にできるレシピを紹介します。

園

3月17日
発売

NHK「きょうの料理ビギナーズ」
ABCブック
簡単！ おいしい !

ハンドメイド

Contents
• 豚のしょうが焼き
• 鶏のから揚げ
•ハンバーグ
• 親子丼
……etc.

いのちを養う四季のスープ

送料 120円
DVD１枚 120 分

Contents
• 砂糖のチカラ 1
• 砂糖のチカラ 2
• 砂糖のチカラ 3
• 砂糖のチカラ 4

肉がふっくら柔らかく
！
卵がふんわり、色鮮やかに！
魚のくせがやわらぎ、照りが出る！
野菜の味と食感いきいき！
……etc.

オリジナル商品

Ｂ５判 48 ページ

学

商品コード 00039-432

定価 2,808 円

語

辰巳芳子 著
NHK「きょうの料理」で放送した「辰
巳芳子の四季のスープ」を再編集した
DVD付きレシピブック。春夏秋冬、合
計 12 品のスープのほか、ベースにな
る「鶏のブイヨン」「たまねぎのヴルー
テ」「一番だし」「煮干しだし」も収載。

砂糖が決め手！

コウ ケンテツの
またつくりたくなる定番レシピ

コウ ケンテツ 著
肉をふっくら柔らかくしたり、野菜の味と食
感をいきいきさせたり、卵をふんわりさせた
り――甘みを加えるだけではない砂糖の調
理効果を紹介します。ゆで鶏、パスタ、卵
炒め、ポテトサラダなど、定番料理が砂糖
の力でもっとおいしくなります。
商品コード 06199-236

定価 1,188 円

送料 120円

Ｂ５判 96 ページ
定価・価格はすべて消費税込みです。
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こ こ が ポ イ ント！

2016年度

「きょうの料理」
の
人気記事
読 者アンケートで 世代を問わず
好 評だった、2016 年度の
「きょうの料理 」の記 事と
読 者の声をご紹介します。

大きな文字でレシピを掲載。
くっきり・はっきり読みやすい！
「ひとり分のおかず」
「20 分で晩ごはん」な
ど、シニアが手早くつ
くれるレシピが満載で、
毎月、先生方の工夫
があるので楽しみです。

自己流で薄味だっ
たのが、薄味でも
しっかりおいしいの
にびっくり！

インターネットの無料レシ
ピサイトは味つけが濃い
ものも多く、やはり「プロ
の味」を覚えたいと思い
テキストを購入しました。

※掲載したコメントは、
「きょうの料理」読者アンケートに
寄せられたご意見を、一部編集したものです。

4 月号

土井善晴の満足おかず

新たけのこの酢豚

土井善晴

先生によって料理法
が違うので、どの味や
作り方が自分に合うの
か探すのが楽しみです。

6 月号

「きょうの料理」のレシ
ピは材料が入手しやす
く、食材が多すぎない
ところがとても気に入っ
ています。

達人に教わる 初夏の漬物

信州発

さしす梅干し

横山タカ子

〜読者アンケートから〜
・旬の食材を使っていてよかったです。
・土井さんの料理は「手抜きでない合理的な基本」がわかるので、いつも注目
しています。

レギュラーで毎号登場した土井善晴さん。馴染み深い食材を使った、
おいしくなるコツが詰まったレシピが参考になると、人気を集めました。

2017 年 4 月号から、土井善晴さんが「味こよみ」
で登場するほか、ベテラン講師陣の新シリーズも
スタート。ご期待ください!

ひとり分で楽々！

7 月号

にっぽんの中国風おかず

にら豚もやし 杵島直美

〜読者アンケートから〜
・塩分控えめの市販品を買っていましたが、さしす梅干しと梅サワーを自作しま
した。
・味も楽しみですが、
「さしす」を調味料として使うのが楽しみです。

砂糖、塩、酢を合わせた合わせ酢「さしす」で梅を漬ける、失敗の少
ない方法を丁寧に紹介。漬けたあとの合わせ酢を活用するレシピも載
せた、充実の内容が大好評でした。

〜読者アンケートから〜
・全品夕食でつくっています。毎晩の１、２品のおかず調理に強い味方
ができました。
・本当にピタリと味が決まりました。何品かひとり分料理をつくり、少量
ずつ、いろいろ食べられてよかったです。

「使う道具は鍋１つ」「１回で食べきる量」「市販のおかずの素
は使わない」といったルールで、身近にある材料を短時間で調
理する「ひとり分レシピ」。納得のコツと味が大人気に。

●このルールでつくれる「ひとり分レシピ」を
1 冊にまとめた本を、25 ページで紹介しています。
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料 理

ハンドメイド

テキスト関連アイテム
2 016 年 の「 きょうの 料理 」に
掲 載したお す すめです。

園
芸

厚底の鉄の揚げ鍋
鉄製で丈夫なつくりなので、長く使える揚げ鍋。底が 3.2㎜と
厚いため保温性が非常に高く、揚げ物はもちろん、煮込みや
炒め物にも活躍します。小さめの 20㎝もご用意しました。
商品コード 51703-313［20㎝］

4,212 円 送料 600円

鍋つかみ付き

厚手のアルミ製のふたが付いているので、炒め物だけでなく煮物や蒸
し物にも使える、ロングセラーの万能フライパン。両側の注ぎ口や、先
端の補助つまみなど、便利なつくりです。一回り小さい23㎝もご用意し
ました（
「ＩＨ対応」のみ）。

直火

商品コード 51612-301［26㎝・直火専用］

IH
片側には便利な注ぎ口付き

29,160 円 送料 600円

商品コード 51612-302［26㎝・ＩＨ対応］

31,320 円

送料無料
（別途、代引き手数料 540円がかかります）

健康・短歌・俳句

■サイズ・容量・重さ（約）
：
［24㎝］全幅 28.8 ×高さ 11㎝、深さ７㎝・2.9ℓ・
1.85㎏／［20㎝］全幅 25 ×高さ 10㎝、深さ 6.5㎝・1.6ℓ・1.36㎏ ■材質：
鉄 ■日本製 ■メーカー：島本製作所
※「きょうの料理」2016 年 10 月号掲載
※初めてご使用になる前には、直火での
空焼きが必要です。 ※調理中や直後は
非常に熱くなるので、必ず鍋つかみ等を
ご使用ください。 ※ＩＨ使用可。食器
洗い乾燥機は使用不可。

理

無水調理ができるフライパン

4,860 円 送料 600円

料

商品コード 51610-301［24㎝］

商品コード 51703-314［23㎝・ＩＨ対応］

29,160 円 送料 600円

ＩＨは対応品のみ

ハーフ
（2 個セット）

オリジナル商品

IH

学

直火

小
（4 個セット）

語

■サイズ・満水容量・重さ（約）
：
［26㎝］全長 50 ×高さ 13.5㎝、内径 26 ×深さ７㎝、
底厚４㎜（ＩＨ対応は５㎜）
・3.5ℓ・1,460g（ＩＨ対応は 1,580g）／［23cm］全長
47 ×高さ 13㎝、内径 23 ×深さ７㎝、底厚 5㎜・2.8ℓ・1,380g ■材質：アルミニウ
ム合金（フッ素樹脂加工）
、フェノール樹脂 ■付属品：鍋つかみ×１、レシピ集 ■日
本製 ■メーカー：日本食生活改善指導会
※「きょうの料理」2016 年 12 月号掲載 ※食器洗い乾燥機は使用不可。
※補助つまみは熱くなりますので、
鍋つかみ等をご使用ください。

大
（2 個セット）
ふたの裏もフッ素樹脂加工。両側につ
いた溝で蒸気を調整できます

耐熱ガラスの保存容器
食材の色やにおいが移りにくい、ガラス製の保存容器。冷
蔵 ・ 冷凍保存のほか、ふたをしたまま電子レンジにかけら
れるので、つくりおきしたおかずの保存にも便利です。
商品コード 51703-310［小］

3,024 円 送料 600円

商品コード 51703-312［大］

3,024 円 送料 600円

商品コード 51703-311［ハーフ］2,376 円

同じサイズ同士でも違うサイズとでも積み重ねできて、
棚や冷蔵庫の場所をとりません

ガラス製なので、食材の酸や塩分を
気にせず使えます

送料 600円

■サイズ・適正容量・重さ（約）
：
［小］9.3 × 9.2 ×高さ 5.4㎝・200㎖・
170g ／［ハーフ］18.6 × 9.3 ×高さ 5.5㎝・500㎖・360 ｇ／［大］18.5
× 18.5 ×高さ 5.5㎝・1.2ℓ・760g ■材質：耐熱ガラス（本体／耐熱温
度差 120℃）
、ポリプロピレン（ふた／耐熱温度 140℃） ■タイまたは中
国製 ■メーカー：iwaki
※「きょうの料理」2016 年９月号掲載品のセット内容を変更しました。
※電子レンジ、食器洗い乾燥機使用可。オーブンは本体のみ使用可。
定価・価格はすべて消費税込みです。
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こ こ が ポ イ ント！

どちらから読んでも楽しい！
前半の特集記事と後半の放送記事

きょうの料理ビギナーズ」
の人気記事

「

読者アンケートで世代を問わず

料理が苦手なうえ、出産
と育児で時間がとれな
くなって買ってみました。
今までのどの料理本より
も簡単で、すごくおいし
くできました。

手に入れやすい食材で、
分かりやすいつくり方と
おいしさを実感できるお
かずの提案に、発見が
いっぱいあります。

好評だった、2016 年度の
「きょうの料理ビギナーズ」の
記事と読者の声をご紹介します。

年老いて、複雑な手の
込んだ料理は面倒にな
りましたが、
「ビギナー
ズ」のレシピは手ごろで
つくりやすいです。

※掲載したコメントは、
「きょうの料理ビギナーズ」読者ア
ンケートに寄せられたご意見を、一部編集したものです。

これさえつくれれば！

テキスト独自の特集記事
「定番おかず」や「サラダ」
「しょうがの使い切り」など、毎号特集
を立てて、豊富なレシピとともにたっぷり掘り下げます。料理のビギナー

4 月号

3 Step

定番おかず
＆簡単サブおかず

さんでも挑戦しやすいように、手順が少なく、すぐにつくれるレシピが
いっぱい。きれいな写真も人気です。

２人分でもおいしく簡単

11 月号

黄金ルールで
ホカホカ煮物

ズ
リターン

● 3 Step でつくれる! １週間定番おかず 重信初江
●野菜１つ＋αで おいしい副菜 牛尾理恵

●みそ汁＆スープ 瀬尾幸子

〜読者アンケートから〜

●［こってり］も［あっさり］も［丼］も !
黄金比率でほっこり和風煮物 尾身奈美枝
●黄金の煮物の素で 中国料理自由自在 市瀬悦子

・レシピ通りにつくってみたら、これまで自分のやり方で適当につくっていたもの
との違いを感じ楽しかった。ビギナーに戻って基本を見直すことは勉強になり
ます。今さら人に聞けないこともありますし……（50 代）。
・１週間の定番おかず、分かりやすく詳しく教えてもらってよかったです。定番レ
シピって人に聞きづらかったりするので、今後も教えてほしいです（30 代）。
・あれも、これも、とつくりたくなるレシピ満載でした。購入して正解でした。レパ
ートリーを増やせそうです。

●この特集に新たなレシピを加えて
1 冊にまとめた本を、13 ページで紹介しています。

●残った野菜が役立つ !! 冷凍経由で極上野菜煮物 庄司いずみ

〜読者アンケートから〜

・黄金比率で味がピタッと決まるので、減塩や減糖につながります。
・数字で比率を表すのが分かりやすく面白かったです。
・つくるたびに味が変わり、
しっくりしていなかったので、黄金ルールで失敗のな
い煮物をつくりたいと思います。

テレビと連動した放送記事
テレビ放送では「高木ハツ江おばあちゃん」が毎回
優しく料理を指南。テキスト誌面でもたくさんの写真と
ともに掲載しています。食材の下ごしらえを切り方から
解説するので、料理のビギナーさんはもちろん、ベテラ
ンさんからも基本がおさらいできると好評。
「キャベツ」
「豚肉」などの食材や、
「夏の麺と丼」
「極上スープ」など、
毎号テーマ別のレシピをたっぷり紹介します。
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2017 年度は、番組新コーナー「ビギナビ」や、
大人気料理研究家・坂田阿希子さんの新連載
など、盛りだくさん。ご期待ください !

ハンドメイド

鶴

テキスト関連アイテム
2 016 年 の「 きょうの 料理ビギナーズ」に
掲 載したお す すめです。

250㎖

園

グリーン
100㎖

芸

250㎖

ホワイト

初回
各20個

料

亀

100㎖

理

250㎖
100㎖

商品コード 51703-317［レッド］

各 2,160 円

送料 400円

商品コード 51608-403［鶴］
商品コード 51608-404［亀］

各 2,916 円

送料 400円

■サイズ・重さ（約）
：
［鶴］長さ 9.5 ×
幅８㎝・74g ／［亀］長さ 10 ×幅７
㎝・65g ■材質：銅（本体、スズメッ
キ加工）
、淡竹、絹（薬味寄せ） ■日本
製 ■取り扱い：木屋
※「きょうの料理ビギナーズ」2016 年
８月号掲載
※食器洗い乾燥機は使用不可。

オリジナル商品

■サイズ・重さ（約）
：
［100㎖］口径6.5×高
さ7㎝・45g／［250㎖］口径８×高さ９㎝・
92g ■材質：シリコン樹脂 ■耐冷・耐熱
温度：－30〜270℃ ■中国製 ■メーカー：
ワールド・クリエイト
※「きょうの料理ビギナーズ」2016 年２月号
掲載品のセット内容を変更しました。
※電子レンジ、食器洗い乾燥機使用可。

卓上用に、おしゃれで縁起のよい鶴と亀の手のひら
サイズの薬味おろし。力を入れなくても細かくきれ
いにすりおろせます。付属の薬味寄せは茶せんのよ
うにしなり、細かい部分までしっかりかき取れます。

学

商品コード 51703-316［ホワイト］

銅の薬味おろし（薬味寄せ付き）
語

側面に凹凸があって持ちやすく、両
側を押すと先がすぼまって注ぎやす
い計量カップ。電子レンジで温めも
できて便利です。容量 100㎖と250
㎖の 2 サイズを、同色セットにしまし
た。

商品コード 51703-315［グリーン］

容量 100㎖タイプには大さじと小さじ目盛り、
250㎖タイプには炊飯水量が分かる目盛り付き

健康・短歌・俳句

レッド

シリコンの計量カップ
（同色２サイズセット）

職人による鋭い目立て

グリルピザプレート
直径20㎝の鉄製のプレート。魚焼きグリルの強い火力で、短時間で外
はこんがり、中はふっくらした本格的なピザが焼きあがります。たまね
ぎやじゃがいものグリルや、普通のフライパン料理にも使え、鉄製なが
ら軽いのも魅力です。
商品コード 51305-324

1,944 円 送料 600円

■サイズ・重さ（約）
：長さ 28 ×幅 20 ×高さ 3.5㎝（適応グリル内寸：入り口幅 20.5 ×
奥行き 27 ×網から入り口の高さ４㎝以上）
・590g ■材質：鉄（シリコン塗装） ■付属
品：レシピ集 ■日本製 ■メーカー：オークス
※「きょうの料理ビギナーズ」2016 年５月号掲載
※本体は熱くなりますので、厚手の鍋つかみ等を使用してください。
※直火、ＩＨ、オーブン使用可。食器洗い乾燥機は使用不可。

ピザはコンロで下面を焼いてから魚焼きグリルへ

直火

初回●個 このマークが付いた商品は、初回数を超えた場合、お届けに数か月かかる場合があります。

IH オーブン
定価・価格はすべて消費税込みです。
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♦テキスト

「 きょうの料理ビギナーズ 」

黒

♦テキストから生まれた本

黄

赤

特集
「きょうの料理ビギナーズ」の連載で、
スタイリストの城 素穂さんがおすす

♦関連アイテム

めしたお気に入りのキッチン道具を

2016 年
4月号掲載

ご紹介。
じょう・もとほ
料理スタイリスト。ベルギーで食ともてなしを学び、
雑誌や書籍で活躍する。著書に「大人のもてなし
とっておきの時間 素敵な食卓」
（講談社）
。

トマト・ベジタブルナイフ（２本セット）
トマトの皮や堅いバゲットもラクに切れる、スイスの老舗メーカーの小さくて
軽いナイフ。薄い波形の刃は切れ味抜群で、にんにくやハーブを刻んだり、
果物を切ったり、テーブルナイフにしたり、万能に使えます。
商品コード 51703-318［黒］
商品コード 51703-319［黄］
商品コード 51703-320［赤］

各 2,376 円

送料 400円

■サイズ・重さ（約）
：全長 22.3㎝、刃渡り 11㎝・29g ■材質：ステンレススチール（刃）
、ポ
リプロピレン（柄） ■耐熱温度：100℃ ■スイス製 ■メーカー：ビクトリノックス・ジャ
パン
※冷凍食品、骨など堅い食材は切らないでください。 ※食器洗い乾燥機使用可。

2016 年
10月号掲載

スタイリストの
城 素穂さんが選んだ
おすすめです。

ペッパーミル

白木

チョコ
2016 年
11月号掲載

フランスの老舗メーカー、プジョーのペッパー
ミルは、多くのシェフ達が愛用する憧れの一品。
特許をもつグラインダー（刃）でひいた、粒こし
ょうの香りは格別。料理に合わせて粗さを６段
階に調節できるのもポイントです。

フレンチトーストバット
角型食パンがピッタリ入るサイズのフレンチトースト専用
バット。卵液を入れてパンを2 時間以上浸したら、その
まま魚焼きグリル、またはオーブントースターへ。フッ
素樹脂加工で焼き上がりもスルッと簡単に取り出せます。

商品コード 51610-401［白木］

商品コード 51610-402［チョコ］

各 6,480 円

送料 600円

■サイズ・重さ（約）
：直径 5.6 ×高さ 18㎝・240g ■材質：
天然木、鉄、ステンレス ■フランス製 ■取り扱い：コー
ンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
※天然木のため、色や木目などが商品によって多少異なりま
す。 ※粒の大きさ 2 ～ 5㎜の粒こしょう専用。ピンクペッ
パーは使用不可。 ※水洗い不可。

料理の下味には粉のように細かく、
仕上げには粗めにひいて香りのアク
セントをつけるのが城さん流
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料 理

商品コード 51611-401

2,160 円 送料 400円
てっぺんの金具、頭部の順
に外して、粒こしょうを入れ
ます

■サイズ・重さ（約）
：13.4 × 13.4 ×高さ 3.5㎝・85 ｇ ■材質：鉄（内
側はフッ素樹脂加工） ■日本製 ■メーカー：下村企販
※本体は熱くなりますので、鍋つかみ等をご使用ください。
※魚焼きグリル、オーブントースター専用。直火やＩＨ、電子レンジ、
食器洗い乾燥機は使用不可。

バゲットをじっくり浸すのも
おすすめ！

料理研究家

脇 雅世さん
監修

ハンドメイド

料理のプロが監修し
使い勝手に気を配った
キッチン道具です。
料理研究家

ステンレスのトング

園

脇 雅世さん
監修

料

商品コード 51703-322

ふたは中が見えるガラス窓付き

1,620 円 送料 400円

鉄のフライパン（25cm・ふた付き）

■サイズ・重さ（約）
：長さ 24×幅 3.5×
高さ 3㎝（収納時）
・100g ■材質：ステ
ンレススチール、シリコンゴム（耐熱温度
210℃） ■中国製 ■メーカー：貝印
※食器洗い乾燥機使用可。

理

家庭料理の達人、料理研究家の脇 雅世さんが監修。ステーキなど厚
めの肉をじっくり焼き上げます。両手で持ち運べる補助ハンドル付き。
付属のふたの金属部分は、フッ素樹脂加工でお手入れ簡単です。

健康・短歌・俳句

商品コード 51703-321

10,800 円 送料 600円

直火

底厚 2.3㎜で焦げつきにくく、む
らなく火を通せます

料理研究家

有元葉子さん
監修
角プレート
角ざるの水受けや、
バットのふたに

IH オーブン

学

料理研究家

有元葉子さん
監修

揚げ物やゆで物に便利な網じゃくし。軽くて
扱いやすく、網の交差部分に汚れがたまりに
くい設計です。料理研究家の有元葉子さん
が監修し、金属加工の町・新潟県燕市の技
術で商品化されました。
商品コード 51407-439

4,104 円 送料 600円

■ サ イズ・重さ（ 約 ）
：長さ
37.8× 幅 13× 高 さ 3 ㎝・
75g ■ 材 質：18-8 ステン
レス ■日本 製 ■メーカ
ー：和平フレイズ
※食器洗い乾燥機使用可。

カーブした大きな面で、
すくいやすいつくり

角ざる
野菜の水きりや
揚げ物の油きりに

バット
角プレートを合わせれば重ねて置くことも

オリジナル商品

ステンレス網じゃくし

語

■サイズ・重さ（約）
：全長 43×高さ 11.5㎝（ふた
含む）
、深さ 5.4㎝、底厚 2.3㎜・本体 1,550g、ふ
た 360g ■材質：鉄（本体）
、フェノール樹脂（耐熱
温度 230℃／取っ手、つまみ）
、アルミニウム合金
（フ
ッ素樹脂加工／ふた）
、強化ガラス
（ふた） ■日本製
（ふたは中国製） ■メーカー：貝印
※ＩＨ使用可。オーブンは本体のみ、230℃まで使
用可。食器洗い乾燥機は使用不可。 ※初めてご使
用になる前には、油ならしが必要です。 ※補助ハ
ンドルは熱くなりますので、鍋つかみ等をご使用くだ
さい。

芸

同じく脇さんが監修したトングは、
適度なバネで食材をしっかりつ
かみます。肉を返す、揚げ物を
取り出す、パスタにソースをから
めるなどの作業で活躍。
ロック機能付きでコンパクトに収納

下ごしらえや
マリネの保存に

ステンレスのバットと角ざる
同じく有元さん監修のバットと、それに合わせられる角型のざるとプレートです。
厚めの板や太い線材を使って、丈夫でたわみにくい仕上がりに。縁の巻き込
みがないので、汚れがたまりにくく清潔です。
商品コード 51512-432［角プレート］

2,700 円 送料 400円

商品コード 51408-602［角ざる］

2,376 円 送料 400円

商品コード 51512-433［バット］

3,240 円 送料 600円

■サイズ・重さ（約）
：
［角プレート］幅 25.4×奥行き 20.5×高
さ 1.7㎝・280g ／［角ざる］幅 24.9×奥行き 20.2×高さ 3.4㎝・
142g ／［バット］幅 24.9×奥行き 20×高さ 4.3㎝・463ｇ
■材質：18-8 ステンレス ■日本製 ■メーカー：和平フレイズ
※食器洗い乾燥機使用可。
定価・価格はすべて消費税込みです。
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♦テキスト

「元気で、長生き」のために！

♦テキストから生まれた本

確かで信頼できる健康・医療情報をお届けします。

2017 年度の注目ポイント！

♦関連アイテム

きょうの健康

放送

病気の症状、診断基準、治療の選択、
生活改善について、各分野で活躍中
の専門医が、わかりやすく解説。こん
な時代だからこそ、確かな健康 ・ 医
療情報が求められています。「元気
で、長生き」のために自分でできるこ
と、毎日の料理、体操など、お役立ち
情報満載です。
毎月 21 日発売
定価 545 円

おかげさまで

50th

送料 80円

4 月で放送開始 50 周年！ 腰痛・ひざ
痛などの整形外科系、高血圧、糖尿病な
どの生活習慣病系、心臓や動脈の循環
器系、目や耳の気になる病気、効果的な
運動法などを、毎月、詳しく解説します。

新連載
藤井 恵さんの「健康おかず帖」
、
「みんな
の体操」など、知りたい情報、役立つ情
報が、ますます充実です！

Anniversary

定期購読の
おしらせ

いつでも予約ができて、毎月確実にお手元に届くテキストの定期購読。
4 か月以上の購読で送料無料！ 12 か月の購読お申し込みには
お得な特典が付いています。ぜひ、ご利用ください。

４か月以上の

お申し込みで、

送料無料

!

12 か月予約

11 か月予約

10 か月予約

9 か月予約

8 か月予約

7 か月予約

6 か月予約

5 か月予約

4 か月予約

きょうの健康

6,540

5,995

5,450

4,905

4,360

3,815

3,270

2,725

2,180

（円）

※定期購読は発売前の商品で、4 か月以上が対象となり、購読期間は 1 年以内とさせていただきます。
※定期購読代金は消費税込みの金額（国内向け）です。

12

か月の
お申し込みで、

プレゼント

!

「きょうの健康」

12 か月（1年分）お申し込みの方には、特製フォルダーをプレゼント！

ヘルスチェックカレンダー

フォルダー

森柄

巻末折込付録の「ヘルスチェックカレンダー」
を1年分保存できるフォルダーです。一緒に
病院の明細書やメモを挟んでおいても便利。
○特典は初回号をお届けするときにテキストに同封いたします。
○特典のプレゼントは、NHK 出版に定期購読をお申し込みい
ただいた場合に限ります。
○特典は数に限りがあります。途中で内容や仕様を変更する
場合がありますので、ご了承ください。

B5 サイズの丈夫でしなやかなクリアファイルを
12 ポケット分、冊子状にとじた特製フォルダーで
す。つや消し加工の表紙には、北欧風の明るい
イラストをプリントしました。
縦 280×横 200×厚さ 6㎜

お申し込み方法は 31ページをご覧ください。WEB でのお申し込みはコチラ ▶ http://nhktext.jp/teiki
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健 康・俳 句・短 歌

ハンドメイド

俳句・短歌に親しみ、深く味わう。
作品作りの楽しさが 実感できます！

園

2017 年度の
注目ポイント！

選者

選者

第1週
第2週
第3週
第4週

今井 聖
髙柳克弘
夏井いつき
櫂 未知子

作歌上達のコツをわかりやすく紹介。添削 ・ 実作指導にも定評
のある４人の歌人による短歌講座です。定型、しらべといった
短歌の基本から表現力の磨き方まで、すぐ役に立つ知識をお届
けします。短歌の世界をより深く、より身近に。
毎月 20 日発売 定価 679 円 送料 80円

＊4 月号は別冊付録「短歌手帖」付き特別号（特別定価 730 円）

＊4 月号、10 月号は別冊付録「俳句手帖」付き特別号（特別定価 700 円）

お申し込みで、

いつでも予約ができて、毎月確実にお手元に届くテキストの定期購読。
4 か月以上の購読で送料無料！ 6 か月以上の購読お申し込みには

語

４か月以上の

健康・俳句・短歌

人気俳人による放送講座と入選佳作句の紹介や添削指導、兼
題解説など、俳句を学び楽しむための情報が満載です。人気
連載の「巻頭名句」「宇多喜代子のくらしの暦」「旅を詠む」、
堀本裕樹の「ひぐらし先生の俳句指南」なども充実です。
毎月 20 日発売 定価 648 円 送料 80円

理

ＮＨＫ短歌

ＮＨＫ俳句

定期購読の
おしらせ

永田和宏
大松達知
黒瀬珂瀾
佐伯裕子

料

第1週
第2週
第3週
第4週

芸

2017 年度の
注目ポイント！

お得な特典が付いています。ぜひ、ご利用ください。

送料無料

11 か月予約

10 か月予約

9 か月予約

8 か月予約

7 か月予約

6 か月予約

5 か月予約

4 か月予約

ＮＨＫ俳句

7,776

7,128

6,480

5,832

5,184

4,536

3,888

3,240

2,592

ＮＨＫ短歌

8,148

7,469

6,790

6,111

5,432

4,753

4,074

3,395

2,716

※定期購読は発売前の商品で、4 か月以上が対象となり、購読期間は 1 年以内とさせていただきます。
※定期購読代金は消費税込みの金額（国内向け）です。

6 か月以上の

お申し込みで、

プレゼント

!

「NHK 俳句」
「NHK 短歌」

（円）

※〈特別号〉を含む場合は、お申し込み
開始月により金額が異なります。

6 か月以上お申し込みの方には、ミニ下敷きをプレゼント！

2017年度版

オリジナル商品

12 か月予約

学

!

歌会・句会のお供に ミニ下敷き

作句・作歌に必携 !「言い換え一覧表」

作歌や作句の際に、
リズムやニュアンスを整えたいとき、言葉
の言い換えや類語がひと目でわかる一覧表です。吟行や歌
会、句会のお供に便利な13×18㎝のミニサイズです。

動植物編

プレゼントは 2 誌共通です。2 誌をお申し込みの場合はそれぞれ同じ
ものを各 1 枚ずつお届けします。
○特典は初回号をお届けするときにテキストに同封いたします。
○特典は数に限りがあります。途中で内容や仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

お申し込み方法は 31ページをご覧ください。WEB でのお申し込みはコチラ ▶ http://nhktext.jp/teiki
定価・価格はすべて消費税込みです。
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♦テキスト
♦テキストから生まれた本

N ＨＫ 出 版 の 語 学 テ キ スト

英語をはじめ、さまざまな外国語を
基礎から会話まで学べます。

4 月から新講座スタート！
今、世界で使える英語を身に着けよう!
発信力を鍛える新講座

３か月ごとに新テーマ ! 楽しく続けられる
ワンテーマ英会話講座がスタート

ココロが通う中国語で、
もっとコミュニケーション

♦関連アイテム

高校生からはじめる
「現代英語」

短期集中！ ３か月英会話

講師 伊藤サム
（ジャパンタイムズ元編集局長）
NHK の英語ニュースを高校生レベルに
した英文を教材に、学校で学んだ英語を、
実際に使えるようにする総合型講座。日
本語訳された文を再び英語に変換する反
訳トレーニングや、ニュースに関するダイ
アログを素材に、英語で自分の意見を言
えるようになることを目指します。
４月～３月

講師 江口裕之
（CEL 英語ソリューションズ最高教育責任者）

毎月 14 日発売 Ａ５判

486 円 送料 60円

別売 ＣＤ１枚 1,512 円 送料 80 円
別売 音声ダウンロードチケット 972 円

短期間で目的に応じて実践的な英語力を
身につけるための、ワンテーマ英会話番
組が始まります。いま注目の「スポーツボ
ランティア」や「ドラマメソッドで学ぶ英会
話」など、さまざまな切り口でお届けしま
す。３か月の集中講座なので、気軽にス
タートできます。
４月～６月 「めざせ ! スポーツボランティア」
７月以降
テーマ、講師未定
毎月 14 日発売 Ａ５判

486 円 送料 60円

送料 80 円

※レベルはテーマごとに変わります。
※この講座の音声教材はありません。

おもてなしの中国語

講師 及川淳子（桜美林大学専任講師）
中国人旅行者を中国語でもてなし、分か
りあうための講座。「中国語で分かりあ
う喜び」をテーマに、「おもてなしフレー
ズ」のほか、日本の名所や習慣を紹介す
る中国語も学べます。「日本のココを知っ
て欲しい」ということを、中国語でコミュ
ニケーションできるように目指します。
４月～９月 「出会い ふれ合い 語り合い」
10 月～３月 ※ 2017 年４～９月の再放送です。
毎月 18 日発売 Ａ５判

486 円

ticket
CD

お申し込みで、

送料無料

!

定期購読の
おしらせ

CD

4 か月以上の購読で送料無料！ ぜひ、ご利用ください。

お申し込み方法は 31ページをご覧ください。WEB でのお申し込みはコチラ ▶ http://nhktext.jp/teiki

４か月以上定期購読でお申し込みの方には
「オリジナルＣＤケース」
をプレゼント！

語

学

音声ダウンロード 語学プレーヤー
チケット

いつでも予約ができて、毎月確実にお手元に届くテキストの定期購読。

「基礎英語１・２・３」ＣＤ付きテキスト

22

送料 80 円

ticket

音声ダウンロード 語学プレーヤー
チケット

４か月以上の

送料 60円

別売 ＣＤ１枚 1,512 円 送料 80 円
別売 音声ダウンロードチケット 972 円

ＣＤが 24 枚収納できます
○特典は毎月10日頃にテキストとは
別に発送いたします。
○特典は数に限りがあります。途中で
内容や仕様を変更する場合があり
ますので、ご了承ください。

スマ ホ や 音 楽 プ レ ー ヤ ー など で

園

テキストと一緒に

ハンドメイド

お申し込み方法は 31ページをご覧ください。WEB でのお申し込みはコチラ ▶ http://nhktext.jp/teiki

外 出 先 で も 繰 り 返し 語 学 学 習 で きる！
芸

972 円 送料 80円

発売 !

❶

ダウンロードできる引き換えコードがついた、
新しい音声教材です。

※ご利用には NHK 出版サイトの会員登録（無料）とインターネット環境が必要です。
※引き換えコードには有効期限があります。

❷

❸

16 桁の引き換え
コードを入力

パソコンでも
スマホでも

一律 972円で、月刊ＣＤ
よりお得！

ダウンロードはお手持ち
のデバイスで何度でも
利用可能。

音声ダウンロードチケットの特 徴
スマホ学習に
効果的

19 講座から
選んで使える

スマホの無料アプリ「語 「講座」と「月号」を選ん
学プレーヤー」で効率的 でダウンロード。お取り
に学習できます。
寄せの時間も手間もか
かりません。

取り込み・転送の
手間が軽減
ＣＤを携帯プレーヤーや
スマホにデータ転送し
て利用されている方に
特におすすめ！

※「NHK 語学テキスト 音声ダウンロードチケット」の定期購読はお受けしておりません。

WEBでの

お申し込み限定

「NHK 語学テキスト 音声ダウンロードチケット」

プレゼントキャンペーン !

キャンペーン対象誌
●「基礎英語１・２・３」テキスト、
およびＣＤ付きテキスト
●「高校生からはじめる『現代
英語』」
「ラジオ英会話」
「英会
話タイムトライアル」
「実践ビジ
ネス英語」のテキスト、および
月刊ＣＤ

オリジナル商品

リーズナブルな
価格

最新情報はコチラ！

http://nhktext.jp/tk-info

学

いままでの音声教 材とここが 違う！

デジタル音声を
ダウンロード

語

音声ダウンロード
チケットを購入

対象講座：
「基礎英語１・２・３」
「ラジオ英会話」
「英
会話タイムトライアル」
「入門ビジネス英語」
「実践
ビジネス英語」
「高校生からはじめる『現代英語』
」
「お
となの基礎英語」
「まいにちドイツ語・フランス語・
中国語・ハングル講座・ロシア語・スペイン語・イ
タリア語」
「おもてなしの中国語」
「レベルアップ中
国語・ハングル講座」

健康・短歌・俳句

Ａ５判 16 ページ
３・６・９・12 月（季刊）発行
引き換えコードつき

NHK 語学講座 CD の音声を「１講座・１か月」選んで

理

3 月14 日

音声ダウンロードチケットとは？

料

音声ダウンロードチケット

WEBで

対象のテキスト、CD 付きテキスト、月刊ＣＤを定期購読で

10 か月以上（4・5・6月号～2018 年３月号）を

お申し込みの場合は、

「NHK 語学テキスト

音声ダウンロードチケット」を

１冊プレゼントします。

○1商品に1冊、初回号をお届けするときにテキストおよび CD に同封いたします。
○お申し込み期限：2017 年５月12日（金）

定価・価格はすべて消費税込みです。
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♦テキスト

NHK 出版のオリジナル商品

♦テキストから生まれた本

おなじみ の講 師の方々監 修 の商 品 や、
テキスト編 集 部とのコラボで 生まれた商 品をご 紹 介します。

丈夫で風合いのよい
コットンの布を使用

♦関連アイテム

風工房デザイン
使用頻度の高いかぎ針を
かわいいケースにセット！
オリジナルかぎ針セット
かぎ針で編んだフェアアイル模様がプリ
ントされたかぎ針ケースは、丈夫で使い
やすく、持ち歩くのにちょうどいい大きさ。
５本セットのかぎ針はオリジナルカラー
です。風工房さんと「すてきにハンドメイ
ド」編集部のコラボ商品。ケースに使った
フェアアイル模様の編み方解説つき。
商品コード 80000-497

7,884 円 送料 400円

ニット
&
クロッシェデザイナー

手持ちの針も
収納できるよう
ポケットの数が多め

風工房さん
デザイン

はさみや目数リング、
とじ針などを入れられる
ポケットつき

オリジナルカラーの柄＆
かわいい毛糸の直筆イラスト

風工房さんのサインが
刺しゅうされた
オリジナルタグ

3/0 号
4/0 号
かぜこうぼう
独学で編み物を学び、20 代のころ
から雑誌、書籍で多くの作品を発
表する。NHK「すてきにハンドメイド」
講師として番組にも出演。洗練され
た美しいデザインと配色は国内外
で高く評価されている。

5/0 号
6/0 号

かぎ針で編んだフェアア
イル模様をプリント

7/0 号
使用頻度の高い 3/0 ～ 7/0 号のかぎ針 5 本セット

■ 内 容： か ぎ 針 ケ ー ス、か ぎ 針 5 サ イ ズ
3/0 号、4/0 号、5/0 号、6/0 号、7/0 号 各
１本 ■サイズ（約）
：[ かぎ針ケース ] 縦 17
×横 9.5cm、ひろげたとき 37㎝／［かぎ針］
全長 13㎝ ■素材・材質：
［かぎ針ケース］
ポリエステル 100％（外側）
、綿 100％（内
側・バイアステープ）／［かぎ針］アルミニ
ウム（針）
、ABS 樹脂（柄）
、スチレン系エラ
ストマー（指当て） ■日本製（生地、加工、
縫製、かぎ針）
※小物は含まれません。

Contents
•アラン模様のミトン
•モチーフつなぎのひざかけ
• 地模様のマフラー
•パイナップル模様のスクエアバッグ
……etc.

簡単でかわいい

風工房の身にまとうニット

風工房 著
人気のニット＆クロッシェデザイナーの風工房さんの、春夏秋冬、季節を問わず
に一年を通じて楽しめるニット本。「すてきにハンドメイド」テキストで連載された、
簡単でかわいい人気の作品をセレクトし、くつしたやミトンなど新作も紹介。
商品コード 00031ｰ204

AB 判 96 ページ
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オリジ ナ ル 商 品

定価 1,620 円

送料 120円

ハンドメイド

ミニマルチパンも登場！

Contents

芸

別冊 NHKきょうの料理
小さなフライパン１つで！

シニアの１人分ごはん

定価 864 円

送料 120円

ゆでる 揚げる

おかげさまで大好評！
これ１つで何役もこなす頼れるフライパン！

健康・短歌・俳句

煮る

理

ＡＢ判 96 ページ

焼く

料

NHK 出版 編
ついおっくうになりがちな１人分のごはん。肉じゃが、さばのみそ煮などの定番おかずからストッ
クしておきたい野菜のおかずまで、少ない材料で時間をかけずに、フライパンか小鍋１つでおい
しくできるレシピを収載。手軽でおいしくて、むだを出さないワザが満載です。
商品コード 06646-254

園

• 粉ふき肉じゃが
•さば缶とねぎのみそ煮
•きゃべつ1/4コでストックおかず
•トロトロしそチーズオムライス
……etc.

語

ふた

本体

全部重ねて
コンパクトに収納 !

ゆでざる

脚付きで調理台に底がつ
かず、湯きりに便利。ゆで
た野菜や麺をざるごと引き
上げられるので、湯をかえ
ずに次々とゆでられます

ミニマルチパン（ざる付き）
１〜２人分の食事づくりにぴったりの直径 20㎝のフライパ
ンと、ゆでざる、ガラスぶたをセットにしました。毎日使
える便利なフライパンです。
商品コード 80000-498

4,968 円 送料 600円

■サイズ・満水容量・重さ（約）
：
［本体］全長 38.5 ×幅 21 ×高さ 13.7
㎝（取っ手・つまみ含む）
、内径 20 ×深さ 7.8cm・2.2ℓ・980g ／［ざ
る］全長 36.9 ×幅 21.1 ×高さ 12㎝・205g ■主要材質：
［本体］アル
ミニウム合金（フッ素樹脂加工）
、ステンレス鋼（貼り底）
、フェノール樹
脂（取っ手）／［ふた］強化ガラス、シリコン、フェノール樹脂／［ざる］
ステンレス鋼 ■中国製（ざるは日本製） ■メーカー：和平フレイズ
※ＩＨ使用可。食器洗い乾燥機は使用不可。

直火

IH

オリジナル商品

焦げつきにくく、金属べら
も使えるフッ素樹脂加工
で、ＩＨにも対応。広めの
底面で塊肉や魚の切り身
を焼いたり、少量の煮物や
揚げ物、かさのある野菜の
蒸し焼きにも活躍！

学

鍋の中が見えて便利な、強
化ガラス製のふた。シリコン
製の縁を付けて、当たりを
柔らかくしました

おかげさまで想定
を上回るたくさん
のご注文をいた
だき、一時商品が
欠品しておりま
す。ただいま急ぎ
増産をしており、
2017 年 3 月 下 旬
頃からお届けを再
開できる見込みで
す。お待たせをし
てしまい大変申し
訳ございません。

定価・価格はすべて消費税込みです。
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♦テキスト

フルーツのサラダ＆スイーツ

♦テキストから生まれた本

ビタミン、ミネラル、食物繊維がたっぷりで体にいい
フルーツに野菜、魚介、肉を合わせたレシピを紹介。

もっとおいしい組み合わせで
小堀紀代美 著

ヘルシーなサラダや、スパイスを使ったフルーツの
コンポートやジャムなど、新しい味の世界を楽しめ
ます。「ちいさなジャム鍋」を使ったレシピも掲載。
商品コード 00033-291

定価 1,512 円

Contents

♦関連アイテム

「きょうの料理ビギナーズ」テキスト通巻100 号に合わせて、
料理研究家・小堀紀代美さんと編集部がコラボして生まれた、
使い勝手のよい調理道具です。

こぼり・きよみ
カフェのオーナー兼料理人を経て、現在は
東京で料理とお菓子の教室「LIKE LIKE
KITCHEN」を主宰。
「きょうの料理ビギナー
ズ」テキストで「旅するキッチン」
を連載中。

小さくても容量はたっぷり１ℓ
●一度に４個のゆで卵（Mサイズ）がつくれます
●約カップ３強のだしがとれます
●炒めてから煮る具だくさんの汁やスープも、
たっぷり２杯分つくれます

ちいさなジャム鍋
ジャムをちょっとつくりたいときに便利な銅の片手鍋は、口が小さめで
深さがあるので、ふたがなくても蒸し煮のような調理ができます。熱伝
導がよい純銅製で、強火で湯を沸かすのも、弱火で柔らかく火を通す
のも得意。毎日使える、納得の銅鍋です。
商品コード 80000-494

送料 120円

A5 判 80 ページ

• Step1 フルーツ×調味料
• Step2 フルーツ×野菜・ハーブ
• Step3 フルーツ×肉・魚介
• フルーツのスイーツ
……etc.

ぜいたくに銅を使った厚手の本体は軽
すぎず、安定感があります。金属加工
の町、新潟県燕市生まれの日本製

直火

ジャムや汁物を移し替えやすいよ
う、注ぎ口は両側に付けました

http://nhktext.jp/jampot_mv

動画もチェック！

手触りのやさしいケヤキ材を使用。
女性の手にしっくりなじむ、握りや
すい形です

鍋底は角に丸みを持たせ、深型ボウルのように隅々まで混ぜやすい形
●野菜をゆでたら、そのままボウル代わりにしてあえられます
●蒸気が回りやすく、ふたなしでも炒め蒸し状態でしっとり仕上がります
●中身が飛び散りにくい深さは、混ぜながら加熱するソースづくりに便利です
●取っ手付きのボウルとして、湯煎にかけることもできます

カーブ木べら

大きめのフライパンなどで
の炒め物には、左右に大
きく振るように使います

商品コード 80000-495

1,620円 送料 400円

■サイズ・重さ（約）
：長さ 27.5 ×
幅 5 ×厚さ 0.8㎝・43g ■材質：
メープル ■日本製 ■取り扱い：
和平フレイズ
※天然木のため、色や木目などが商
品によって多少異なります。 ※色
の濃い物、においの強い物などに使
うと、洗っても残る場合がありま
す。 ※食器洗い乾燥機は使用不可。

小堀さんがジャム鍋
を紹介する動画が
見られます

ジャム鍋のような深めの
鍋の側面や、底の丸みに
も沿わせやすい形状です

バターナイフを大きくしたら、使い勝手のいい木べらになりそう。
そんな小堀さんの発想から誕生した、ユニークな形の木べらで
す。緩やかなカーブが鍋の側面や底にフィット。ジャム鍋だけで
なく、大きな鍋で炒め物をするときなども活躍します。

オリジ ナ ル 商 品

監修

6,300 円 送料 600円

■サイズ・重さ（約）
：直径 13 ×全長 26.9 ×高さ 10.3㎝、深さ 9.5㎝・450 ｇ ■満水
容量（約）
：1.1ℓ ■主要材質：純銅（板厚 1㎜、内面ニッケルメッキ）
、ケヤキ■付属品：
クリーナー ■日本製 ■メーカー：和平フレイズ
※ＩＨ、食器洗い乾燥機は使用不可。 ※取っ手は天然木のため、色や木目などが商品に
よって多少異なります。 ※内側のメッキ加工はご使用に伴いはがれますが、衛生的には
問題ありません。 ※鍋外面と取っ手は、時間とともに自然に変色していきます。
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料理研究家

小堀紀代美さん

料理研究家

小堀紀代美さん
監修

平らな持ち手部分。
指先で
挟むように持つと、
カーブの
いろいろな部分が使えます

水野仁輔 カレーの鍋

鍋の縁までフッ素
樹脂でコーティング、
炒めるときに
こびりつきにくい！

水野仁輔さん
監修

おいしいカレーをつくるために大切な「ム
ラなく炒める」
「水分をとばしながら煮込
む」ことがしやすい形状の鍋。片手鍋とし
て「焼く」
「ゆでる」
「揚げる」などの調理も

ハンドメイド

500㎖、1ℓ、1.5ℓと、
便利な3つの目盛り付き

カレー研究家

可能です。
商品コード 53000-001

3.5㎜の厚めの底面が
しっかり熱を蓄えて、
じっくり火を通します

直火

IH

料

鍋にぴったりで炒めやす
い木べら、カレー 12 品
が載ったレシピブック付き

芸

みずの・じんすけ
出張料理集団「東京カリ～番長」
、イ
ンド料理集団「東京スパイス番長」を
結成するほか、カレーに関する著書
は 40 冊以上。現在はカレーのレシピ
つきスパイスセット頒布サービス「AIR
SPICE」を運営中。

■サイズ・重さ（約）
：
［本体］全長 41 ×幅 22.3 ×高さ
11.5㎝（ふた含む）
、内径 21 ×深さ 8.5㎝・940g（ふた
含む）／［へら］長さ 30.4 ×幅 6.2㎝・50g ■満水容
量（約）
：2.6ℓ ■材質：
［本体・ふた］アルミニウム合
金（フッ素樹脂加工）／［取っ手］フェノール樹脂／［へ
ら］天然木（ブナ材） ■韓国製（へらは日本製） ■メー
カー：和平フレイズ
※ＩＨ 200V 対応。

園

7,560円 送料 600円

理

通称

容器は酸や塩分に強
く、色やにおいが移り
にくいホウロウ製。開け
閉めしやすい柔らかな
ふた付きで、冷凍保存
も可能です

健康・短歌・俳句

握りやすく力を込め
やすい持ち手。フッ
クにもかけやすい！

“ かごホウロウ ”

先端は程よくしなります

語

かご付きホウロウ容器

商品コード 80000-490

置いたときに
先端が浮く
！

シリコン素材なので、表面加工をした
フライパンでも安心して使える！

学

ホウロウ製の容器とステンレス製の水きりかごがセットになった、ふた
付きの保存容器。水きりしながら保存ができるので、料理の幅が広が
り、時短料理にも活躍します。

いわい

紅白祝べら
あか

■サイズ（約）
：
［本体外寸］幅 19.8 ×奥行き 15.5 ×高さ 8㎝／［かご］幅 18 ×奥行き
13.7 ×高さ 7.5㎝ ■満水容量（約）
：1.9ℓ ■重さ（約）
：615g ■材質：ホウロウ用
鋼板（ホウロウ加工・本体）／エラストマー、ポリプロピレン（ふた）／ 18-8 ステンレス（か
ご） ■タイ製（かごは日本製） ■メーカー：和平フレイズ
※電子レンジ、食器洗い乾燥機は使用不可。 ※オーブンは容器本体のみ使用可。

炒める、すくう、よそうが手早く楽にできる「紅べら」と、細長い調味料
の瓶やミキサーの奥にまでスッと届いて残さずすくい取る、シャープな
しろ

「白べら」。便利な使い分けができる大小 2 本セットです。
商品コード 80000-486

2,160 円 送料 400円

■サイズ・重さ（約）
：
［紅べら］幅 7 ×高さ 3.7 ×長さ 29㎝・84 ｇ／［白べら］幅 2.6 ×
高さ 2.8 ×長さ 22.4㎝・29 ｇ ■材質：シリコンゴム、ナイロン ■耐熱温度：200℃
■中国製 ■輸入元：マーナ
※食器洗い乾燥機使用可。 ※電子レンジは使用不可。

1 丁の豆腐が丸ごと入る
サイズ

約 1㎝の脚がついているの
で、底面が水に触れません

オリジナル商品

3,888 円 送料 400円

かごは片側を広げて取り出
しやすい形に

きょうの料理

とりわけスプーンＮＥＯ［ネオ］

金属加工で名高い
新潟県燕市生まれ

「軽さ・丈夫さ・さびにくさ」を兼ね備えたチ
タン製。スプーンの角度や先端の薄さにもこ
だわりました。楽にたっぷりすくえて、毎日の
食卓で活躍します。
商品コード 80000-417

2,263 円 送料 400円

■サイズ・重さ（約）
：幅 6.7 ×全長 24㎝・42 ｇ ■材質：
国産純チタン ■日本製 ■メーカー：ホリエ
※電子レンジやオーブンに入れたり、直火やＩＨでの直接
の使用はできません。
定価・価格はすべて消費税込みです。
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♦テキスト

浅野木工所 × NHK 出版
女性が考えた女性のための菜園ツール

♦テキストから生まれた本

三面に刃のついたクワ

金属加工の町、新潟県燕三条の老舗園芸用品メーカーとNHK 出版のコラボ
で生まれた、女性のための菜園ツールです。柄を短くし、頭部に型抜きを施

クワは土を耕したり、畝を立てるときにとて

して軽量化しています。明るいグリーンの柄は使い込むと味が出ます。革ひ

も便利な道具。花壇づくりなどの庭での作
業にも使えます。三面に刃がついているの
で、除草も簡単。

も付きなので、ぶら下げて収納できます。

除草に便利な
三角ホー

頭部の後方は除草
した草を集めるの
に便利な形になっ
ています

♦関連アイテム

三角ホーは土寄せ、中耕、
除草に使う道具です。この
商品は特に除草機能にこだ
わりました。根っこからしっ
かり除草できます。庭の除
草作業にも便利。

商品コード 53000-003

6,800 円 送料 600円

■サイズ・重さ（約）
：全長 116㎝、頭部 9.5 × 18㎝・
850g ■材質：ステンレス刃物鋼（頭部）
、天然木（柄）
■日本製 ■メーカー：浅野木工所

波状の刃は長い草
をからめて刈り取る
のに最適

商品コード 53000-002

頭部には曲げ加工が
施されているので、土
をすくうこともできます

7,581 円 送料 600円

■サイズ・重さ（約）
：全長 116㎝、
頭部 11 × 20㎝・650g ■材質：
ステンレス刃物鋼（頭部）
、天然木
（柄） ■日本製 ■メーカー：浅野
木工所

鋭い先端は、残った草を根っこから
掘り起こすことができます

鋭い 切 れ 味 の 刃 は、
職人さんの刃付けの
技術のたまもの。頭部
の四隅は丸みのある
処理になっているので、
園芸資 材などを傷つ
けにくくなっています

鋭い切れ味の刃が、
短い草をきれいに刈
り取ります

よこて・ていいちろう
有名モデル、女優、俳優からプ
ロアスリートまで幅広くサポート。
横手貞一朗さん 美しくしなやかなボディー作りに
定評がある。
監修

パーソナル
トレーナー

伸びるバンドでストレッチ
Contents
• Chapter1
誰でも簡単に始められる！
フロントバンド1 分ストレッチ
• Chapter2
気持ちのいい伸びがくせになる
バックバンド1 分ストレッチ
• Chapter3
引き締め効果も期待できる
レッグバンド1 分ストレッチ
• Chapter4
トータル 10 分でＯＫ
全身1 分ストレッチ
……etc.

❶ 発泡
オレフィン系樹脂
高密度ウレタン
チップフォーム
❷ 太すぎなくて
使いやすい
直径 14㎝
❸ ナチュラルな
ライトベージュ

スパインローラー
ポール形のエクササイズアイテム。運動が苦手な人でも、男性でも女
性でも使いやすいように太さや、感触などにこだわりました。この上で
横になって深呼吸するだけで、体の芯からリラックス。さらに、体のさ
まざまな部位をストレッチすることでゆがみが整い、肩こりなどの不調
の改善につながります。
商品コード 80000-491

付録の
「伸びるバンド」

10,584 円 送料 600円

「伸びるバンド」
特設ページも
あります !

■サイズ・重さ（約）
：直径 14 ×長さ 99㎝・1,650g ■材質：
［本体］発泡オレフィン系
樹脂（芯内側）
、高密度ウレタンチップフォーム（芯外側）／［カバー］ポリウレタン ■最
大使用者体重（約）
：100kg ■日本製（カバーは中国製） ■メーカー：ラッキーウエスト

胸が開く

肩が落ちる

「伸びるバンド」で姿勢改善、代謝アップ

ガチガチ体をほぐす１分ストレッチ

横になってリラックス、
深呼吸すると…

ストレッチ効果で体が緩み、
骨が正しい位置に戻りやすくなります！

※下記に当てはまる方はご使用を中止するか医師にご相談のうえ、ご使用ください。
・発熱や過労がある ・虚弱体質 ・妊娠中 ・高血圧、心臓病などで加療中 ・医師の指
示で運動を止められている
※小さなお子様、高齢者、また体の不自由な方がリハビリで使用する場合は保護者が
付き添ってください。
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オリジ ナ ル 商 品

横手貞一朗 著
体がみるみる柔らかくなる！ 伸びるバンド（ゴムバンド）を使うと、伸
ばすのが難しい小さな筋肉を伸ばすことができます。体の奥からしっ
かり柔軟性を高めることで、こりや冷え、むくみ改善、代謝もアップ！
本を見ながら、すぐに始められます。
商品コード 06199-241

定価 1,296 円

送料 120円

ＡＢ判 80 ページ
付録：伸びるバンド（ゴムバンド ※周囲 60㎝）
定価・価格はすべて消費税込みです。
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〒
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年
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年
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□

□

・お届け時に代金引換（定期購読は除く）

・コンビニエンスストア ・郵便局
・ゆうちょ銀行での代金払込（後払）

▼ ご希望のお支払方法をお選びください。

月号 〜

月号 〜

月号 〜

書名・商品名
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16〜18 時

お問い合わせ先： NHK出版お客様注文センター 0570 - 000 -321（ナビダイヤル）

）

テキスト購読期間：

-

商品コード

テキスト購読期間：

-

商品コード

テキスト購読期間：

-

商品コード

注）本、テキストはDM便発送となりますので、お時間のご指定はできません。

時間帯

ご希望配達

▼ ご希望の配達時間帯がお選びできます。

お電話番号

ご住所

14〜16 時

044-811-9133

FAX番号（24時間受付）

▼ ご住所に変更のある 場合は下欄にてお知らせください。

下記の商品を注文します

※黒のボールペンかサインペンではっきりとご記入の上、矢印方向にご送信ください。

FAX送信方向

FAX専用ご注文書

商品のお申し込み方法のご案内
１．商品のご注文方法

ご注文は下記の方法から選べます。

ＮＨＫ出版お客様注文センター

TEL.

0570-000-321 （ナビダイヤル）

● 定期購読期間中のお届けは、発売日に合わせてのお届けになります
（配送事情で遅れる場合もありますので、あらかじめご了承ください）。
● ２点以上の定期購読の場合、商品の発送は１点ずつの発送となるため、お届
け日に多少のずれが生じる場合があります。
● 宅配便のみ配達時間指定をお受けします（お届け日の指定はできません）。

受付時間：9：30 ～ 17：30

土・日・祝日（年末年始を除く）もご注文を承っております。

電話

※Ｉ
Ｐ電話などで上記の番号につながらない場合は、
ＴＥＬ 044-829-3650 ヘおかけください。

ホームページ

http://www.nhktext.jp/npb
ホームページからお申し込みの場合は
クレジット決済も可能です！

インターネット

FAX 044-811-9133
FAX

（24時間受付）

午前中

12〜14時

14〜16時

18〜20時

20〜21時

指定なし

16〜18時

4．送料
● 送料は、１回のご注文（定期購読は除く）の中で、一番高い送料１つ分を申
し受けます。
● 商品をまとめて発送できない場合でも、１つ分の送料でお届けします。
1 回のご注文で「本・テキスト」と「関連アイテム」両方をお申し込みの場合
商品代金合計３万円（消費税込み、定期購読を除く）以上のご注文の場合は
送料は無料です。
※ただし、別途、代引き手数料「 540 円」がかかります。
1 回のご注文が「本・テキスト」のみの場合
ご注文金額が合計 3,000 円（消費税 込み）以上の場合と、４か月以上の定
期購読をご注文の場合は、送料無料です。

5．返品・交換の期限
〒150-8081
はがき

ＮＨＫ出版 お客様注文係

※ＦＡＸ、はがきでのご注文は、商品コード、商品名、冊・個数、購読期間（定期購読のご注
文の場合）、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、配達時間帯（本・テキストの注
文を除く）をご記入ください。また、代金引換をご希望の場合は、ご明記ください。

２．お支払方法
商品代金合計３万円（消費税込み）未満

● 「代金払込」または「代金引換」がご利用いただけます。
● 「代金引換」をご希望の方はご注文時に「代金引換希望」とお知らせください。
● 「代金払込」は、商品到着後１４日以内に、同封の払込 用紙にてコンビニエ
ンスストア、郵便局、ゆうちょ銀行でお支払いください
（払込手数料は小社負担）。
● 「代金引換」は送料のほかに「代引き手数料３２４円」がかかります。

商品代金合計３万円（消費税込み）以上

● 「代金引換」のみご利用いただけます。
● 代金は商品と引き換えに、商品をお届けする配送業者にお支払いください。
● 配送会社の領収書（送り状）は６か月間保管してください。
「代引き手数料５４０円」がかかります。
● 送料は無料ですが、

クレジットカード決済をご希望の場合

● 小社ホームページからのお申し込みのみとなります（詳しくはホームページの
購入ガイドをご覧ください）。

直送商品の場合

● メーカーや取り扱い店からの直送商品は、
「代金引換」はご利用いた
だけません。商品とは別に、
「代金払込」の払込用紙をお送りします。

定期購読の場合（４か月以上の継続購読）

● 定期購読代金は、
「代金引換」はご利用いただけません。
● ご注文後に「代金払込」の払込用紙をお送りします。代金は一括払いです。
※定期購読は、発売前の商品で、４か月以上の継続購読が対象となり、購読期間は１年以
内とさせていただきます。

３．商品のお届け
● ご注文受け付け後、5 〜１０日前後でお届けします
（ご注文多数の場合は、お時間をいただくことがあります）。
● 本・テキストのご注文の場合は、クロネコ DM 便での発送となります
（お届け日の指定、配達時間の指定はできません）。
● ２点以上の商品、本・テキスト（定期購読を除く）と関連アイテムを同時にお
申し込みいただいた場合は、お届けが別々になる場合があります。
Staf f

● 万が一、品違いや不良、破損、不備などがあった場合は、商品到着後８日以
内に必ずお電話でお客様注文センターまでご連絡ください（返送料は小社負担）。
● お客様のご都合による返品は、商品到着後８日以内に必ずお電話でお客様注
文センターまでご連絡ください。返送料はお客様のご負担となります。
● 使用された商品、商品到着後８日を経過した商品、お電話でご連絡をいただ
いていない商品などの返品はお受けできませんので、ご注意ください。

6．ご注意
●
●
●
●
●
●

本誌
（カタログ）掲載の写真と実際の商品の色などが多少異なる場合があります。
手作り商品、自然素材のものはサイズ・色みなどに差異があります。
海外からのご注文及び海外への配送はお受けできませんので、ご了承ください。
販売期間中の商品が、品切れや仕様変更になる場合があります。ご了承ください。
セット商品のばら売りは、お受けできません。
本、テキストが品切れになる場合があります。あらかじめご了承ください。

7．お問い合わせ
● 商品についてのご質問、お問い合わせは
ＮＨＫ出 版お客 様 注 文センター ＴＥＬ 0570-000-321（ナビダイヤル）
にお願いいたします。

8．個人情報の取り扱いについて
ご注文の際の個人情報は、商品の発送、お客様からのお問い合わせ対応、お支
払い確認連絡、小社からのご案内（出版物、関連アイテム、イベントなど）をお
送りするなどの目的以外では使用いたしません。なお、発送業務を代行するもの
に発送目的に限り個人情報を提示することをあらかじめご了承ください。またダ
イレクトメールによるご案内を希望されない場合は、ＮＨＫ出版お客様注文セン
ター ＴＥＬ 0570-000-321（ナビダイヤル）にご連絡ください。

お申し込み期限

平成２9 年 5 月３1日（水）まで
お申し込み期限が過ぎた商品でも在庫があるものに関しては、引き続き販売い
たします。お電話でお問い合わせください。

※表記の定価・価格・送料は、すべて消費税込みです。

● デザイン：大 坪輝世
（Spring Design Studio） ● 撮 影：近 藤 誠／竹内章 雄
（メーカー提 供画像を除く） ● 校 正：ケイズオフィス

※４月号の内容は変更になる場合があります。

●編 集協力：梅 森 妙
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読 んで もっとドラマ を 楽し む！

N H K 出 版 のドラマ 関 連 書 籍
2 0 1 7 年 N H K 大 河ドラ マ 『 お ん な 城 主 直 虎 』
戦国のニューヒロイン誕生！
話題の大河ドラマ『おんな城主 直虎』を
楽しむためのガイドブック
NHK 大河ドラマ・ストーリー

おんな城主 直虎 前編

森下佳子 作 NHKドラマ制作班 製作協力 NHK 出版 編
姫でありながら男の名を名乗り、戦国を生き抜いた「井伊直虎」。その
波乱の生涯を描くドラマの世界を完全ガイド。主要出演者のインタビュ
ー、舞台地・歴史紹介、制作ロケ日記のほか、スペシャル対談など、ド
ラマを楽しむために必携の一冊です。あらすじ１〜 15 回を収載。「後
編」は４月発売。
商品コード

NHK 出版
オリジナル楽譜シリーズ
NHK 大河ドラマ

06923-374 定価 1,188 円 送料 120円

Ｂ５判 208 ページ

内カラー 128 ページ ４Ｃ片観音付き

おんな城主 直虎 一

森下佳子 作 豊田美加 ノベライズ
戦国時代、遠江 ・ 井伊家は親族の男
たちが皆死に、御家断絶の危機にあっ
た。その井伊家を救うべく立ち上がった
のは、尼になっていた当主の一人娘・お
とわ（のちの直虎）だった！ ──みずか
ら運命を切り開き、戦国を生き抜いた直
虎、その激動の生涯を描く大河ドラマを
ノベライズ化。全４巻。「二」は３月発売。
商品コード 00005-682

定価 1,512 円

送料 120円

「おんな城主 直虎」
ピアノ・ソロアルバム

菅野よう子 作曲
2017 年度ＮＨＫ大河ドラマ『お
んな城主 直虎』のメインテー
マを、作曲者・菅野よう子自ら
アレンジ。弾きやすさを重視し
た中にも音楽性豊かなショート
サイズ、技巧を凝らした上級者
向けアレンジなど、充実のピア
ノ譜です。

NHK 大河ドラマ・ストーリー

おんな城主 直虎
おんな城主 直虎
（ノベライズ）

期間限定送料無料
キャンペーン！
2017 年５月 31日㊌まで

商品コード 00055-359

キャンペーンのお申し込みは、
NHK 出版お客様注文センター、
または小社ホームページまで。

定価 918 円

送料 120円

菊倍判 16 ページ

四六判 304 ページ

連 続 テレビ 小 説『 べ っ ぴ ん さん 』
NHKドラマ・ガイド
連続テレビ小説 べっぴんさん

Part1

渡辺千穂 作 NHKドラマ制作班 製作協力 NHK 出版 編
娘や女性のために心をこめて「別品＝一生の宝物」の子ども服作
りに邁進するヒロインの物語。ヒロイン＆同志の名場面グラビア、
出演者紹介、美術・小道具紹介、特集「神戸ハイカラ物語」、あ
らすじなど、情報満載のガイドブックです。
商品コード

06923-577 定価 1,188 円 送料 120円

ＡＢ判 112 ページ

内カラー 64 ページ

NHKドラマ・ガイド
連続テレビ小説 べっぴんさん

NHK 出版 オリジナル楽譜シリーズ
NHK 連続テレビ小説「べっぴんさん」

ヒカリノアトリエ

桜井和寿 作詞・作曲 Mr. Children うた

Mr.Children の歌唱で話題の 2016 年度後
期 NHK 連続テレビ小説『べっぴんさん』主
渡辺千穂 作 NHKドラマ制作班 製作協力 NHK 出版 編
題歌「ヒカリノアトリエ」の、ボーカル＆ピ
ドラマ後半の出演者インタビューやあらすじ、夫婦対談：芳根京子 アノ譜、ピアノ・ソロ譜、メロディ譜を収載。
×永山絢斗、キアリス特別企画：芳根京子×谷村美月×百田夏 前向きに人生を紡いでいくヒロインに、寄り
菜子×土村 芳、メンズ特集ここがステキ♥「べっぴんな男たち」、 添うように歌い上げる話題の楽曲です。
商品コード 00055-360
セット＆衣裳紹介など、豪華企画満載のガイドブック後編です。
商品コード 06923-578

ＡＢ判 96 ページ

定価 1,188 円

内カラー 64 ページ

Part2

送料 120円

定価 778 円

送料 120円

菊倍判 20 ページ
定価・価格はすべて消費税込みです。

