
化学分野の新刊情報Eメール配信のお申し込みはこちら www.wiley.com/email
図書館に役立つ情報のEメール配信のお申し込みはこちら wileyonlinelibrary.com/library-alerts

高機能なオンライン版
Wileyの電子プラットフォームWiley Online 
Libraryに搭載されたウルマン工業化学百科事典
オンライン版は、化学および化学工学における最
高水準の電子資料です。

ウルマン工業化学百科事典オンライン版は、以下
のような便利な機能を備えています。

  ABC順および主題別に記事を一覧表示

  引用されたオンライン文献への直接リンク

   記事本文・著者名・CAS登録番号・主題を対象
に記事検索が可能

   膨大な量の記事本文から単語やフレーズをピ
ンポイントで検索

   ワイルドカードやブール演算子を使った高度な
検索も可能

  ハイパーリンクによる記事間の相互参照

オンライン版は年4回更新され、記事が追加・改訂
されます。

オンライン版についての詳しい情報はこちら：  
wileyonlinelibrary.com/ref/ullmanns  

サンプル記事を無料公開中！
今すぐアクセスして下さい
ウルマン工業化学百科事典オンライン版は、機関
を対象に年間契約または一度払い（買い切り）でア
クセス権をご購入いただけます。

価格についてのお問い合わせは、ワイリー・ジャパ
ンまたは最寄りの洋書店・外国雑誌代理店で承り
ます。また利用者の方は、図書館にオンライン版の
契約をご推薦下さい。

一部の収録記事を、サンプルとして無料公開中で
す。以下のリンク先からご覧下さい。 

wileyonlinelibrary.com/ref/ullmanns

ウルマンから生まれた主題別小事典

ウルマン工業化学百科事典
新しい時代に受け継がれる伝統

Ullman’s 
Fibers
2-Volume Set

Clear, concise, 
comprehensive, 
and in proven Ullmann’s 
quality. This 2-volume ready 
reference meets the need for 
a comprehensive survey of 
the fundamentals, production 
technologies, and applications of 
all types of fibers.
Hardback | ISBN: 978-3-527-31772-1 
2008 | $479.00

Ullmann’s 
Biotechnology 
and 
Biochemical 
Engineering
2-Volume Set
The one-stop resource for all 
those involved in biotechnology 
and biochemical engineering - 
based on the latest online edition 
of Ullmann’s Encyclopedia, and 
containing articles never seen 
before in print, e.g. a cutting-edge 
contribution on biorefineries.
Hardback | ISBN: 978-3-527-31603-8 
2007 |  $545.00

Ullmann’s 
Modeling and 
Simulation
This ready reference 
meets the need for 
a comprehensive 
survey of the mathematical 
fundamentals, complementary 
computational approaches as well 
as the application of modeling 
and simulation in chemistry and 
engineering. 
Hardback | ISBN: 978-3-527-31605-2 
2007 |  $239.00

www.wiley.com/go/ullmanns 
ウルマン冊子版のご購入・オンライン版のご契約および無料トライアルの設定についての各種お問い合わ
せは、最寄りの洋書店・外国雑誌代理店またはワイリー・ジャパンにて承ります。

百年近くにわたって信頼を築いた、 
工業化学の知識の集大成 
第7版 | 全40巻セット

ウルマン工業化学百科事典

www.wiley.com/go/ullmanns

お問い合わせは　－

取り扱い書店：

ワイリー・ジャパン 
〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1　フロンティア小石川ビル4F
冊子版（書籍営業） TEL (03) 3830-1232 / EMAIL marketing@wiley.co.jp
オンライン版（電子商品担当） TEL (03) 3830-1231 / EMAIL interscience@wiley.co.jp
FAX (03) 5689-7276（共通）
日本語HP www.wiley.co.jp
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全40巻の冊子版とオンライン版についての詳しい情報はこちらで公開中！ www.wiley.com/go/ullmanns

ウルマン工業化学百科事典

百年近くにわたって信頼を築いた、
工業化学の知識の集大成

比類のない包括的な情報源 初版の刊行から百年近くにわたって、ウルマンは工
業化学・化学工学に携わる世界中の人々の間で愛用されてきました。

権威ある情報源として最高の信頼を獲得 豊富な知見を収めたウルマンは、化学
に従事する人々が日々参照する情報源として、また専門家としての知識を高める参考
図書として長年にわたって役立ってきました。

最新の知識を集めて第7版を刊行 新しい第7版は、30以上の国々を代表する3
千人の専門家の寄稿を収めています。1,050件の収録記事のうち600は旧版から大
幅に改訂されたもので、また40は新規に収録された項目です。数百点に及ぶフルカ
ラー図版と新鮮なレイアウトを特長とするウルマン第7版は、工業化学の最新の知見
を利用者に分かりやすく提供します。

新しい第7版の特長

-  旧第6版を200上回る1,050件の記事を収載。全3万ページに図版22,000点／
データ表8千点／相互参照19,000件／索引85,000項目を収める

-  ‘Further Reading’（参考文献）セクションとカラー図版数百点を新たに追加

-  新たに取り入れた記事は「イオン液体」「生分解性ポリマー」「マイクロリアクター」 
「生物精製所」「Good Manufacturing Practice (GMP)」など多数

多岐にわたる収録項目
ウルマン工業化学百科事典第7版は、1,050項目を超える記事を、 
全40巻（索引1巻を含む）にABC順に収録しています。

ウルマンがカバーする主題と記事件数は以下の通りです。
  Agrochemicals (19 Articles)

  Analytical Techniques (52 Articles)

  Biochemistry and Biotechnology (33 Articles)

  Chemical Reactions (18 Articles)

  Dyes and Pigments (46 Articles)

  Energy (26 Articles)

  Environmental Protection, Industrial Safety (34 Articles)

  Fat, Oil, Food and Feed, Cosmetics (61 Articles)

  Inorganic Chemicals (108 Articles)

  Materials (55 Articles)

  Metals and Alloys (69 Articles)

  Organic Chemicals (172 Articles)

  Pharmaceuticals (67 Articles)

  Polymers and Plastics (72 Articles)

  Processes & Process Engineering (122 Articles)

  Renewable Resources (21 Articles)

  Special Topics (83 Articles)

大幅改訂された第7版いよいよ刊行
ISBN: 978-3-527-32943-4 | 2011年8月刊行
刊行記念特価（2012年2月29日まで）： US$8,745
通常価格： US$10,490
工業化学の最新知識を集大成
30,000ページ | 1,050件の記事 | 図版22,000点 | データ表8,000点 
19,000の相互参照 | 索引項目85,000件


