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探検！ ものづくりと仕事人 シリーズ探検！ ものづくりと仕事人 シリーズ 仕事人が語る、ものづくりのおもしろさ！
「これが好き！」と思ったら、読む本

学校・図書館向けシリーズのご案内

私たちの生活を取り巻く商品
が、どのようにして作られ、
私たちの手に届けられるのか。
商品ができるまでの流れと、
それにかかわる仕事人たちの
姿を紹介し、若い読者の「仕事」
への意識・興味が高まる内容
を目指すシリーズ。

❶その商品ができるまでと、かかわる人たちを
　ＭＡＰで一覧！

❷大きな写真と豊富なイラストで、
　商品を大図解！

❸できるまでの工場見学を
　カラーページで紹介！

各巻の内容

全国中学校進路指導連絡協議会 推薦

❹仕事人のインタビューから、
　仕事のやりがいや苦労がわかる！
❺歴史や知識もわかる、豆知識ページつき！

■シリーズラインナップ

■仕様：Ａ５判／上製／平均1２8頁／一部カラー
■価格：揃定価15,120円（本体14,000円＋8％税）／各巻3,024円（本体２800円＋8％税）

全５巻完結！全５巻完結！

シャンプー・洗顔フォーム・衣料用液体洗剤
シャンプー　シャンプーができるまでを見てみよう！　シャンプー
にかかわる仕事人！　洗顔フォーム　洗顔フォームができるま
でを見てみよう！　洗顔フォームにかかわる仕事人！　衣料用液
体洗剤　衣料用液体洗剤ができるまでを見てみよう！　衣料用液
体洗剤にかかわる仕事人！　まめちしき（シャンプーの歴史、他）

リップクリーム　リップクリームができるまでを見てみよう！　リッ
プクリームにかかわる仕事人！　デオドラントスプレー　デオド
ラントスプレーができるまでを見てみよう！　デオドラントスプレーにか
かわる仕事人！　化粧水 化粧水ができるまでを見てみよう！　化粧
水にかかわる仕事人！　まめちしき（リップクリームの歴史、他）

2013年 7月刊

浅野恵子 著
ISBN 978-4-8315-1361-8

リップクリーム・デオドラントスプレー・化粧水

2013年 8月刊

津留有希 著
ISBN 978-4-8315-1363-2

チョコレート菓子　チョコレート菓子ができるまでを見てみよう！　
チョコレート菓子にかかわる仕事人！　ポテトチップス　ポテト
チップスができるまでを見てみよう！　ポテトチップスにかかわる仕事
人！　アイス　アイスができるまでを見てみよう！　アイスにかかわる
仕事人！　まめちしき（チョコレートの歴史、他）

チョコレート菓子・ポテトチップス・アイス

2013年 11月刊

戸田恭子 著
ISBN 978-4-8315-1368-7

マヨネーズ・ケチャップ・しょうゆ
マヨネーズ　マヨネーズができるまでを見てみよう！　マヨネー
ズにかかわる仕事人！　ケチャップ　ケチャップができるまでを
見てみよう！　ケチャップにかかわる仕事人！　しょうゆ　しょ
うゆができるまでを見てみよう！　しょうゆにかかわる仕事人！　
まめちしき（マヨネーズの歴史、ケチャップの歴史、他）

ジーンズ　ジーンズができるまでを見てみよう！　ジーンズ
にかかわる仕事人！　スニーカー　スニーカーができるま
でを見てみよう！　スニーカーにかかわる仕事人！　まめ
ちしき（ジーンズの歴史・生地の話、スニーカーの歴
史、スニーカーの選び方）

2012年 8月刊

山中伊知郎 著
ISBN 978-4-8315-1329-8

ジーンズ・スニーカー

2012年 10月刊

山下久猛 著
ISBN 978-4-8315-1335-9

❶
　ＭＡＰで一覧！

❷大きな写真と豊富なイラストで、
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探検！ ものづくりと仕事人 シリーズ  全５巻
マヨネーズ・ケチャップ・しょうゆ

　　　冊ISBN 978-4-8315-1329-8

ジーンズ・スニーカー
　　　冊ISBN 978-4-8315-1335-9

シャンプー・洗顔フォーム・衣料用液体洗剤
　　　冊ISBN 978-4-8315-1361-8

リップクリーム・デオドラントスプレー・化粧水
　　　冊ISBN 978-4-8315-1363-2

チョコレート菓子・ポテトチップス・アイス
　　　冊ISBN 978-4-8315-1368-7

全５巻セット　　　   　セット

揃定価：15,120円（本体14,000円＋8％税）
　各巻：  3,024円（本体  2,800円＋8％税）

■本シリーズに登場する仕事人一覧

マヨネーズ
　１商品開発（キューピー 研究所）
　２品質保証（キューピー 品質保証課）
　３製造（キューピー 製造課）
　４営業（キューピー 家庭用営業課）

ケチャップ
　１国際調達（カゴメ 生産調達本部）
　２生産調整（カゴメ 農産原料部）
　３品質管理（カゴメ 品質管理課）
　４お客様相談センター（カゴメ お客様相談センター）

しょうゆ
　１研究開発（ヒゲタ醤油 研究開発部）
　２商品企画（ヒゲタ醤油 商品企画開発部）
　３商品開発（ヒゲタ醤油 商品企画開発部）
　４醸造（ヒゲタ醤油 醸造グループ）

ジーンズ
　１商品開発（リーバイ・ストラウス 商品開発）
　２デザイン（リーバイ・ストラウス ウィメンズデザイン）
　３生産計画（リーバイ・ストラウス サプライプランニング）
　４営業（リーバイ・ストラウス サプライチェーン統括部）
　５店舗開発（リーバイ・ストラウス クリエイティブサービス）
　６販売（リーバイ・ストラウス シニアショップマネージャー）
　７ＰＲ・広報・宣伝（リーバイ・ストラウス マーケティング統括部）

スニーカー
　１企画（アシックス フットウェア企画チーム）
　２デザイン・開発（アシックス プロダクトリサーチチーム）
　３素材開発（アシックスヨーロッパＢ．Ｖ． 材料開発担当）
　４設計（山陰アシックス工業株式会社 技術部）
　５販売（オニツカタイガー 六本木ヒルズ 店長）
　６プレス担当（アシックス オニツカタイガー事業部 プレス担当）

シャンプー
　１研究開発（花王 ヘアビューティー研究所）
　２マーケティング（花王 ヘアケア事業グループ）
　３販売（花王カスタマーマーケティング）
　４お客さま相談室（花王 生活者コミュニケーション部）

洗顔フォーム
　１研究開発（花王 スキンビューティー研究所）
　２安全性評価（花王 安全性科学研究所）
　３マーケティング（花王 スキンケア事業グループ）
　４デザイン（花王 パッケージ作成部）

衣料用液体洗剤
　1研究開発（花王 ハウスホールド研究所）
　２開発（花王 ファブリックケア事業グループ）
　３ライン設計（花王 プロダクション部門）
　４配送（花王ロジスティックス）

リップクリーム
　１商品企画（近江兄弟社 商品企画部）
　２研究開発（近江兄弟社 商品開発部）
　３製造（近江兄弟社 生産本部）
　４営業（近江兄弟社 営業本部）

デオドラントスプレー
　１マーケティング（ニベア花王 マーケティング部）
　２商品開発（ニベア花王 商品企画開発部）
　３研究開発（ニベア花王 研究所）
　４販売企画（ニベア花王 販売企画部）

化粧水
　１商品企画（ノエビアグループ プランナー）
　２研究開発（ノエビアグループ 研究開発部）
　３製造（ノエビアグループ生産物流部）
　４品質管理（ノエビアグループ 品質保証室）

チョコレート菓子
　１商品開発（ロッテ 商品開発部）
　２研究（ロッテ チョコ・焼菓子研究部）
　３生産技術（ロッテ 生産技術課）
　４営業（ロッテ 営業本部）

ポテトチップス
　１マーケティング（湖池屋 マーケティング部）
　　２原料仕入れ（湖池屋 生産本部原料部）
　　３品質保証（湖池屋 品質保証室）
　　４営業（湖池屋 広域営業部 量販課）

アイス
　１マーケティング（赤城乳業 マーケティング部）
　２開発（赤城乳業 開発部）
　３生産ライン設計（赤城乳業 技術部）
　４原料・資材調達（赤城乳業 購買部）


