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エム ティーシー

800g800g
800g

200g 400g250g 13g×30パック

日清MCTパウダーの特長
1.まぜるだけでエネルギーアップ
2.たんぱく質ゼロ
3.油脂成分はＭＣＴ100％です
4.用途にあわせて3タイプ

日清MCTオイルの特長
1.すっきり、クリアな食用油です
2.母乳にも含まれる天然成分
3.日清ＭＣＴオイルはMCT100％
4.酸化安定性にすぐれています

MCT（中鎖脂肪酸油）は、
一般的な植物油と比べて、

以下のような特長を持っています。

消 化・吸 収 が よ い

エネルギーになりやすい

お問い合わせ先
〒104-8285 東京都中央区新川一丁目23番1号
TEL.03-3206-5636  
●ホームページアドレス  http：//www.nisshin-oillio.com
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主催 一般社団法人 日本応用老年学会

お申込み・詳細等はこちらから

団体でお申込みになる場合 企業・学校・グループ等で、ある程度人数がまとまれば、法人受験として受けられます。まずはご相談ください。

　国家資格や高齢社会対応に資する民間資格等を持っている方は、本検定を受検・合格した後、ウェルビーイング資格認定委員会が指定する資格
や検定試験の登録証・認定証や合格証を提示いただくことで、ウェルビーイング・コンシェルジュの認定・登録の申請をすることができます。

ジェロントロジー検定試験ジェロントロジー検定試験

14002

■編著：NPO法人 生活･福祉環境づくり21・
　　　　日本応用老年学会
■協力：東京商工会議所　
■発行：社会保険出版社
■2013年9月発行
■B5判／288頁／表紙4色・本文2色
■ISBN978-4-7846-0267-4

　子どもから高齢者までが、安心して暮らせる
社会を築くために必要な知識を集約。ジェロン
トロジー（老年学）の入門書であり、今後の福
祉にもシニアビジネスにも必須の、実用的エン
サイクロペディアです。

14031

■編著：柴田　博・鈴木隆雄・小池高史
■今秋発行予定
■Ｂ5判／120頁／表紙4色・本文2色
■ISBN978-4-7846-0309-1

　年代に関係なく、だれもが安心して暮らせる
社会を築くために必要な知識を集約。ジェロン
トロジー（老年学）の入門書であり、今後の福
祉やシニアビジネスに必要な知識をまとめ、一
般の方にも読みやすくしました。「ジェロント
ロジー検定」の公式テキストです。

老年学修得に
必携の1冊！

ジェロントロジー
検定試験

新公式テキスト

14002

本体  2,800円＋税（送料別）

高齢社会の道案内
ジェロントロジー入門

ジェロントロジー・ライブラリー

14031

価格未定

高齢社会の基礎知識
すぐわかる！ 
ジェロントロジー

http://www.shaho-net.co.jp/gerontology-kentei/

14601

スーパー老人のヒミツは肉だけじゃない！ 
～室井摩耶子に注目～

■著　柴田　博
■平成28年発行
■A5判／168頁
■ISBN-978-4-7846-0292-6

本体 1,000円+税
肉食推進派で老年学の大家・柴田博が世界最高齢
の現役ピアニスト、室井摩耶子さんの生き方を取
材分析。人生の目標があれば、誰でも老化と生涯
発達を両立できると説く、楽しくも心強い人生の
必読エール書である！

生涯発達の条件
14610

住宅改修と地震対策でまちづくり 

■著　児玉道子
■平成29年発行
■Ａ5判／108頁カラー
■ISBN-978-4-7846-0308-4

本体 1,000円+税
要介護の状態は人それぞれ。個別のニーズを見抜
き、住宅改修で人も住まいも幸せにする建築士で
ある著者は、シニアを活用した家具転倒防止隊活
動で、地震に強く、孤立者がいないまちづくりに
も挑戦中。業者任せの住宅改修を見直す1冊。

14605

何歳まで働くべきか？
■著　藤原佳典・小池高史
■平成28年10月発行
■A5判／180頁
■ISBN-978-4-7846-0299-5

本体 1,000円+税
高齢者の就業は大切な課題。どうすれば、どんな仕
事なら、働き続けられるのか？　答えが、ここにあ
る。やっぱりいくつになっても、ニッポン人にとっ
ては、｢仕事」と「役割」が元気の素だということ
を広く社会に伝える一冊です。

Ⅰ 高齢期の就業と健康Ⅱ 高齢期の住まいと安全Ⅲ
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ジェロントロジー検定試験

●消費税について…………代金ご請求時に消費税を加算させていただきます。
●梱包料・送料について……ご注文いただきました製品の発送にかかる送料は実費を申し受けます。
送料として支出されにくい場合は、実費を単価に組み入れてご請求申し上げますので、その旨、お申
しつけください。

「プライバシーポリシー（個人情報保
護方針）」および「個人情報の利用目
的」につきましては、弊社ホームペー
ジをご参照ください。

多部数の配布をご検討により見本をご希望の際は、お問い合わせ先までご連絡ください。無償で送付いたします（書籍は除く）。見本進呈

86472

今日から実践！ 安心食生活
〈お年寄りの安心・安全シリーズ〉

■A4判／12頁カラー
■監修　柴田　博 
　（人間総合科学大学 大学院 教授）

定価 100円（税抜）
お年寄りの食生活で気をつけたいポイン
トをまとめたパンフレットです。

86511

■A4判／16頁カラー
■監修　
　長田久雄
　（桜美林大学大学院 老年学研究科 教授）
　服部安子
　（社会福祉法人浴風会 浴風会ケアスクール 校長）

定価 150円（税抜）
家族の介護疲れを軽減する方法・考え方
を提案するパンフレットです。

87332

介護予防大作戦！
■A4判／20頁カラー
■監修　鈴木隆雄
　（桜美林大学 加齢・発達研究所長／
　 大学院教授）

定価 200円（税抜）
介護予防のための日常生活のチェックと
実践方法をまとめた1冊。

気になったらはじめどき

87042

■A4判／8頁カラー／
　リーフレット
■監修　鈴木隆雄
　（独立行政法人 国立長寿医療
　 研究センター 研究所長）

定価 80円（税抜）
認知症と介護予防の専門家集団が考案し
たウォーキングとステップ法を紹介。

87012

■A4判／16頁カラー
■監修　新開省二
　（地方独立行政法人 東京都健康長寿
　 医療センター研究所研究部長
　 医学博士）

定価 150円（税抜）
誰もが気になる「認知症」。最新研究で導
き出された予防法と具体策を紹介！

地域ぐるみで始めよう！
認知症予防大作戦

認知症予防
ウォーキング＆ステップ

介護疲れがたまる前に
心を軽くするコツ

■A4判／140頁カラー
■平成 29年 6月発行
■編・著　東京都健康長寿医療センター研究所
    　健康長寿新ガイドライン策定委員会
■発行 東京都健康長寿医療センター研究所
■発売 社会保険出版社

【主な項目】１． 食生活　２． 体力 ・ 身体活動　３． 社会参加 　４． こころ（心理）　
５． 事故予防　６． 健康食品やサプリメント　７． 地域力　８． フレイル　
９． 認知症　10． 生活習慣病　11． 介護 ・ 終末期

食生活の新しい目安 
A4判／6頁カラー／リーフレット

食生活

体力・身体活動

こころ（心理）

事故予防

健康食品やサプリメント

地域力

社会参加

86551

地域力でみんな元気に！
A4判／4頁カラー／リーフレット

86581

健康食品やサプリメントの利用の目安

健康長寿新ガイドライン エビデンスブック

A4判／6頁カラー／リーフレット

86571

フレイル

3本の矢でフレイルを防ごう！
A4判／12頁カラー

86586

認知症

知っておこう！ 
“認知症”を防ぐための4つのピース
A4判／8頁カラー

86591

家庭内事故を防ごう 
A4判／8頁カラー／リーフレット

86576

めざそう! 
豊かなこころ ウェル・ビーイング
A4判／8頁カラー  

86566

４つのカギで人やまちとつながろう 
A4判／8頁カラー

86561

生活体力を保つ新しい目安
A4判／8頁カラー

86556

新ガイドラインの根拠となった長年にわ
たる長寿研究を解説。貴重な調査データ
が満載！すべての研究者&支援者必読の
内容です。

自治体や地域で働く専門職、
老年学・老年医学の研究者
の方などに最適

86705

健康長寿新ガイドラインを
実践するための各種パンフレットです！

続刊テ ー マ　
■生活習慣病　■介護・終末期

定価　60円（税抜）

定価　60円（税抜）

定価　120円（税抜）

定価　80円（税抜）

定価　40円（税抜）

定価　80円（税抜）

定価　80円（税抜）

定価　80円（税抜）

定価　80円（税抜）本体　1,800円＋税（送料別）

東京都健康長寿医療センター研究所 
健康長寿新ガイドライン策定委員会　監修！　

健康長寿新ガイドラインシリーズ
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