
季節のおもてなし料理やビギナーズ陰陽講座など、マクロビオ
ティックに関する情報が毎号満載です。
日本CI 協会主催の講座やお薦め書籍、クッキングスクールのお知ら
せやご案内も掲載しております。

月刊マクロビオティック3001〜3012

“陰陽の考え方”を身につけて直感力を高める

1,540円（税込）

マクロビオティックの祖、桜沢如一最後の直弟子によるエッセイ集。食事法だけではなく、マクロビオティッ
クの考え方は健康・子育て・ビジネスなど無限に応用できる。2つのスペシャル陰陽対談も掲載（片岡鶴太
郎×勝又靖彦、 西邨マユミ×勝又靖彦）
◆著者 : 勝又靖彦／桜沢如一最後の直弟子

4765

書籍カタログ

◆毎月1日発行　定価660円（税込）

3009 9月号

3010 10月号

◆発行：日本CI協会

クッキングスクール リマ テキストブック（ベーシックⅡ）

2,200円（税込）

2,750円（税込）

マクロビオティック クッキングスクール リマのベーシックⅡ
（中級）コースで実際に使用しているテキストブックの改訂版。
季節や体調に合わせた食材の使い方、調理方法の違いなど、
基本となる調理レシピの他、基本的な手当て法も紹介してい
ます。
◆発行 : 日本ＣＩ協会

4804

「なぜ腸は第二の脳と呼ばれるのか？」
「陰陽を学んで何かいいことでも？」

という疑問を見事に払拭！

Ohsawa Japan Autumn & Winter 2021
クッキング スクール リマ テキストブック（ベーシックⅠ）

マクロビオティック クッキングスクール リマのベーシックⅠ
（初級）コースで実際に使用しているテキストブックの改訂版。
調理器具別の玄米の炊き方や、野菜の洗い方・切り方、基本
となる調理レシピを紹介しています。
◆発行 : 日本CI協会

4802

※書籍は2019年10月1日より消費税10%となります。
※商品の価格、包装、仕様等は2021年9月現在のものです。

https://www.ohsawa-japan.co.jp

売れてます

売れてます

リマ・クッキングスクールの自然食DVD

9,680円（税込）

“かんたん、きれいに自然食”ダイエット、健康食、
アレルギー体質の改善など、あらゆる面でのヘル
シーサポート料理ＤＶＤの決定版！
◆監修：リマ・クッキングスクール

1295

1295

1292

上級クラス
中級クラス
初級クラス

各3,278円（税込）
1293

1294

1292 1293 1294

BOX（3枚組）【初級・中級・上級】

DVD

＊特集　芸術の秋
＊かんたん おいしい おうちごはん
　「秋茄子と厚揚げの煮浸し／紅白菊花蕪」他
＊磯貝昌寛の正食医学vol.117「コロナワクチンと食養」
＊My Macrobiotic Life「輝いた自分に還るため」
＊資料で振り返る 桜沢如一の思想と生涯　壮年期

＊特集　CLEARING
＊かんたん おいしい おうちごはん 「筑前煮／大豆のコロッケ」他
＊磯貝昌寛の正食医学vol.118 「突発性後天性全身性無汗症」
＊食と直感力 「力強さ」
＊資料で振り返る 桜沢如一の思想と生涯 「壮年期㈬」

セミナーに関するお問い合わせ：一般のお客様は日本CI協会、卸のお客様はオーサワジャパン営業本部までお願いいたします。

Life is 

Macrobiotic

1,430円（税込）

Dish to Dish 
～マクロビオティックの愛情おうちごはん～

“マクロビオティックの鉄人”、岡田英貞シェフ初のマ
クロビオティックレシピブック。「身土不二」の考え方

4770

岡田英貞

2005年8月に東京代官山
に「メルロパノニカ」を開店。
2019年4月クッキングス
クール リマ 校長に就任。

おかだひでさだ

や、食材を皮まですべて使い切
る「一物全体」の手法、陰陽調
和をもとに岡田シェフが作りだ
した四季折々のおうちごはんレ
シピ集です。
◆著者 : 岡田英貞

売れてます



BOOK BOOK

東洋の「易経」を現代に翻訳。現代科学の分光学、原子
核転換をも説明。実用弁証法としての易を解説。
◆著者 : 桜沢如一

マクロビオティックガイドブック（2019年 改訂版）

660円（税込） 660円（税込）

マクロビオティックの基本をわかりやすくまとめた入門書。
「身土不二」「一物全体」「陰陽」などの基本理論をはじめ、
体質別食事ガイドや手当て法まで網羅しています。
◆発行 : 日本CI協会

4809

無双原理・易

1,650円（税込）

1006

マクロビオティックの陰陽がわかる本
マクロビオティックガイドブックの姉妹本。陰陽の考え方
や基本理論をイラスト入りでわかりやすく解説。
◆発行 : 日本CI協会
◆監修 : 陰陽研究会

4779

永遠の少年

935円（税込）

ベンジャミン・フランクリンが、なぜ大きな運気をつかむこ
とができたのか？ PU（無双原理）の眼でたどった、マク
ロビオティックのすぐれた入門書。
◆著者 : 桜沢如一

1001

道の原理

1,601円（税込）

世界の指導原理としての「道（タオ）」を、わかりやすく説
いたマクロビオティックの入門書。柔道、合気道、茶道・・・
などなど、およそ「道」と名のつく日本古来からの術は、
全て陰陽調和を根本とし、その源流ともいえる精神はみ
な同じであることをマクロビオティックに照らし合わせて
伝えてます。
◆著者 : 桜沢如一

1028

健康の七大条件

1,100円（税込）

精神が健康に及ぼす影響を見事に凝縮させた本書は迷
える健康法放浪者にとってのバイブル。
◆著者 : 桜沢如一

1080 正食医学　講義録 第二集

2,136円（税込）

大森医学の貴重な集大成として好評の第２集。大森正食医
学の概要ならびに病名別手当法を一般向けに分かりやすく
解説。いざという時の手引き書として大変便利です。
◆著者 : 大森英櫻

1031

食養読本（女性編）
月刊マクロビオティックの未病対策の中から女性特有の症
状を抜粋。女性特有の病気や不快な症状の改善方法を、
食養プランや手当て法などの指針を実践方法と合わせ具
体的に解説しています。
◆発行 : 日本CI協会

1016

マンガ お産と育児の食養生

1,100円（税込）

初めて出産を体験する著者が一般常識と食養生との間を
煩悶・葛藤しながらも丈夫で健康な子育てを実現するまで
のドキュメントまんが。
◆絵・文 : 夢野マリ子
◆発行 : 日本CI協会

1019 マクロビオティック食材の陰陽表

330円（税込）

食材の陰陽を判断する目安を、判りやすく表にしたもの。
体質や体調に応じて、食材を選択する基準となる圧力鍋と
土鍋を用いた玄米の炊き方も記載。使いやすい三つ折り
のＢ５版。
◆発行 : 日本CI協会

1456

マクロビオティック・ムーブメント

838円（税込）

世界に広がるマクロビオティック運動とその歴史、団体相
関図、マクロビオティックを仕事に活かす人々や、ライフ
スタイルを紹介する決定版！今まで取り上げられることの
なかった“マクロビオティック運動の全体像”がわかる歴史
的な一冊。◆発行 : 日本CI協会

1038

1 2

1,045円（税込）

免疫力を上げて体を守る !

新型ウイルスの脅威に立ち向かうには、「免疫細胞が闘
いやすい体づくり」が不可欠です。本書では、免疫のメ
カニズムをわかりやすく解説しながら、日常生活の中で
できる「免疫力を上げる方法」をご紹介します。
◆監修 : 細川順讃（総合医療コンサルタント）
　　　　 酒向猛（医学博士）

4815

2,750円（税込）

自然治癒力を高めるマクロビオティック【基礎編】

20年もの食養指導や半断食の実践から、自然治癒力を高め
る食生活「和の道」を説いてきた著者がわかりやすく解説し
ています。1万人以上の食養指導の実践に基づく正食医学
の「基礎」を紹介
『月刊マクロビオティック』に9年以上連載してきた「磯貝昌
寛の正食医学」をベースに書き下ろしています。
◆著者 : 磯貝昌寛

4814

マクロビオティックの歴史と
「今」がこの一冊でまる分かり！

仏語で初出版された
桜沢思想の代名詞本です。

むそうげんり えき

たお

桜沢如一。100年の夢。

1,980円（税込）

マクロビオティックの創始者、桜沢如一の生涯を記した伝
記小説。桜沢の「スキなことをタンノーするほどやりぬき、
スバラシイ、オモシロイ、ユカイな一生」を通して、無双原
理がどのような時代にどのような経過で生まれてきたのか
が見えてきます。
◆著者 : 平野隆彰／田舎元気本舗代表

1037

売れてます

売れてます 売れてます

2,200円（税込）

1016
売れてます

リマクッキング

11,000円（税込）

マクロビオティック料理の創始者で、クッキングスクール リ
マの初代校長桜沢里真（1999年、100才で永眠）のオリ
ジナル豪華カラーレシピ集。和洋中の食養おもてなし料理、
１２ヶ月の基本食など、たっぷりと紹介されています。
◆著者 : 桜沢里真／リマ・クッキングスクール創始者

1069リマクッキング 500レシピ

3,960円（税込）

1965年、マクロビオティック料理創始者：桜沢里真がは
じめたクッキングスクールリマの開校50周年を記念し、
桜沢里真の復刻レシピをはじめ、500レシピをオールカ
ラーで紹介。講師陣をはじめ姉妹校の郷土料理も紹介。
◆発行 : 日本CI協会

4786

家庭でできる自然療法

1,760円（税込）

平成22年に第920版出版という、驚異的な増版を重ねる本
書は、著者が若い頃に罹患した結核を玄米菜食と、自然の手
当て法によって克服した体験を元に編み出されました。
◆著者 : 東城百合子

4717

売れてます

売れてます

一慧の穀菜食Ｂook・手当法
病名別・症状別の手当て法や食箋料理の決定版。オール
カラーで見やすく分かりやすく解説。食べ物で体質改善
を目指す方にとっての基本知識が満載。病名、症状別の
索引がついているので、困ったときにすぐにページを開
くことができます。
◆著者 : 大森一慧

2,200円（税込）

1397
かずえ

売れてます

「マクロビオティックとは何か？」ということを
分かりやすく解説するガイド本！

穀菜和食

3,300円（税込）

元リマ・クッキングスクール校長で、和食職人による四季
のマクロビオティック料理レシピ集。季節との調和を重
んじる細やかな心遣いが溢れています。ごはんの炊き方
やだしのとり方、調味料の紹介、基本から素材別の料理、
季節のおもてなし料理まで幅広く伝えています。
◆著者：松本光司／元リマ・クッキングスクール校長

4736

料理・手当法

正食医学の理論と実際

2,750円（税込）

自然治癒力を高めるマクロビオティック【実践編】

「自然治癒力を高めるマクロビオティック【基礎編】」の続編
です。20年もの食養指導や半断食の実践から、自然治癒力
を高める正しい食生活「和の道」を説いてきた著者による最
新刊。半断食の体験者の声を交え、その実践の様子を紹介
しています。国民病ともなったガンの食養指導や感染症に
ついても踏み込み、半断食の幅広い効用を説いています。
◆著者：磯貝昌寛

4817 運命を開く断食
NEW!


