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第1章

人は必ず比べている

比べるからこそ決められる
期待感こそがお客様を増やしてくれる
比較の心理「松・竹・梅」
2択か3択か、5択か10択か
一見不要に見える選択肢が重要な役割を持つ
見せ筋・売り筋・売れ筋
恋愛も商売もマインドシェア
選ばれる「ウリ」がないから「値段」に目が行く
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成功哲学シリーズ

すべての根 底にある共通の真 理を見出したとき 、あなたは成 功を確 信 する

あらゆる成功哲学の原点がここにある
iTunes Store
総合
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第

位

人生の頑張りどころを教えてくれる

引き寄せの法則 〜完全新訳版〜

自助論

ウィリアム・ウォーカー・アトキンソン、翻訳：関岡孝平

サミュエル･スマイルズ、翻訳：関岡孝平

アプリ
有り

望むものを引き寄せる力は、
人間の歴史的経験則から立証されている

努力を苦にしないのなら、
この本は必ずやあなたを導いてくれる

本書では 望むもの を手に入れるための信条と意志のあり方、
自らを良い方向に
習慣付ける様々な考え方を徹底的に教えてくれる。
運が良い悪いと感じる境遇の
違いは、心の状態に起因する。
あなたの仕事・人間関係・人生の一場面でポジ
ティブ思考の持ち主になれる実践的ヒントとアドバイスが満載。
多くの成功者や思
想家に影響を与え続ける普遍的名著の完全版オーディオブック。

日本国内でも100万部以上の超ベストロングセラーとなった
『自助論』
の改訂版
を現代語にて全文を完全新訳し朗読。価値ある目的の実現に向けて注ぐ努力
と忍耐、勇気、不屈の闘志が人々を成功に導いた数多の例が全13章に渡り語
られている。一流経営者・アスリートがこぞって絶賛する1冊がついにオーディオ
ブックに。約19時間もの大作があなたのマスターピースに。

482246 ダウンロード版 約210分 858円＋税

483026 ダウンロード版 約1,130分 1,429円＋税

・13章に渡り紹介される膨大な数の成功談
・さらに先を知りたくなる魅力ある個々のストーリー
・職業、分野を問わず自己を投影しやすい
・時代を問わない教訓が満載
・主旨が一貫しており明快
・難しい表現がなくわかりやすい
・自明の原則を再認識させてくれる
・自分にも出来るという勇気が湧く

詳しくは P.20 へ

関 連 商 品

Self Help

人生を変える極上の教え
『ザ・シークレット』
『アルケミスト』等の翻訳者
が伝える 人生でいちばん大切なこと

With Illustrations of
Character,Conduct, and
Perseverance

483100 ダウンロード版 約234分 1,429円＋税

自分を導く普遍の真理

思いと結果の法則

〜新訳完全版〜

わずか90分 ― 聴くか聴かないかで
人生が大きく変わることもある

正しいものはただひとつ
自分の本質に適った法則だけだ―

特典
つき

約88分

無料特典
ダウンロード

858円＋税

意志力の法則

アプリ
有り

〜新訳版〜

ラルフ・ウォルドー・エマソン、翻訳：関岡孝平

聖書に次ぐ世界 的超ロングセラー
As a Man Thinketh 。日本では
『「原因」と「結果」の法則』の名で広
く知られる名著が、わかりやすい現
代語新訳でついにオーディオ化。ナ
ポレオン・ヒルや、引き寄せの法則の
思想の原型となった本書の命題は、
原題が意味する「人は心の中で考え
るとおりの人間になる」
「意志を伴う
努力は確実に人を成長させる。怠惰
は人を堕落させる」というテーマが出
発点になっている。この一聴であな
たの人生は確実に変わり始める。
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自己信頼

アプリ
有り

ジェームズ・アレン、翻訳：関岡孝平

483025 ダウンロード版

〜新訳完全版〜

ラッセル・H・コンウェル、翻訳：関岡孝平

「意志」こそが成功への出発点
意志あるところにのみ道は開ける

本書はエマソンが1841年に発表し
た『エッセー第1集』に収められた論
文で、まさに彼の代表作と言ってい
い名著。オバマ大統領がSNSなどで
自己の愛読書として取り上げたこと
でも話題になった。
「自分を信頼せよ」
「 これまでの慣習
にとらわれず自分の思うとおり行動
せよ」
「 内に秘めた信念を口にせよ」
心をこめて仕事をし、最善を尽くした
とき、人は心安らぎ、晴れやかな気持
ちになれる。真の人間は服従しない
し、何ものにも頼らない。
482572 ダウンロード版 約111分 858円＋税

でじじのオーディオブック CD をご購入いただきますと、
倍速版、
セミナー音声、
著者メッセージなどのダウン
ロード音声をさらにプレゼントしております。
詳しくはホームページ、
またはお電話でお問い合わせください。

「努力をすれば必ず成功するわけで
はない。しかし成功者は一人残らず
努力している。」成功や幸福を望むと
きに必須の要素は努力の仕方、すな
わち「ひとつのことにフォーカスを定
め、継続して取り組む」ことである。
その行為をコントロールする唯一に
して絶対の力の源が「意志の力」。決
意こそが、人生という道を前へ進むた
めの推進力となるのだ。固い決意を
持って歩みを進めたとき、成功はあな
たの手のうちにある。
482320

ダウンロード版

約86分 858円＋税

【ＣＤ版とは…】

CDまたはCD-Rが複数枚入ったパッケージ商品。
特徴：複数の環境で使用できる。再生環境：ステレオ・カー
オーディオ、一般のオーディオ機器。

近刊案内

※画像はイメージです。

人生から悩みを取り除
くことに成功し、時の
試練にも耐えた処方箋
の集大成

道は開ける
現代語新訳版（仮）

デール・カーネギー、翻訳：関岡孝平

ダウンロード版

人は、語られることで、より深く理解できる。本書は数多もの
人びとが悩みを克服した方法について、テンポよく簡潔に記録
した報告書である。ここでは目新しいことは何ひとつ語られて
いない。しかし、目新しさなどは必要ないはずだ。理想的な生
活を送る方法はみながすでに分かっている。問題なのは、知ら
ないことではなく、行動に移さないことである。その方法論の
全てがここに。

【MP3データCD版とは…】

ダウンロード版と同様のMP3音声データファイルをCD1枚にまとめた
もの。再生環境：パソコン、MP3再生対応のCDデッキなど。
※対応していないCDプレイヤーでは再生できません
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成功哲学シリーズ

時を経るにつれ輝きを増す賢人たちの言葉

心に撒いた種に栄養分を与える

望みは強く
「願い」
「言葉」
にしなさい

あなたの人生をプラスの結果に導く

マスターの教え 〜新訳版〜

成功への秘密の扉

ジョン・マクドナルド、翻訳：関岡孝平

フローレンス・スコヴェル・シン、翻訳：関岡孝平

目標が達せられるプロセスは暗闇の中で
育まれるのです

決意を言葉にすることによって、
成功は引き寄せられる ―

出版から80年以上経った今でも世界中で売れ続けている本書は、
作者は名前以
外不明、
初版発行元は消滅という少々謎に包まれた経歴をもっている。
しかしなが
ら本書が時代を超え、
読み継がれてきたのにはそれ相応の理由がある。
シンプルで
はあるが溢れ出る
「人が幸せを引き寄せ掴み取るための智慧」
。
心に思い描かなけ
れば達成されることはない。
その理由が理論的背景に裏付けられ、
口述形式でマ
スター自身の口から語られるという、
まさに耳で聴くために書かれたような一冊。
暖か
い声であなたに語られるマスターの教えに耳を傾けてみてはいかがだろうか。

言葉はあなたの生き方に変化をもたらし、
望みを実現する。
言葉や思考には人を動
かす力があるからである。
ものごとを肯定的にとらえて宣言することを
「アファメーショ
ン
（肯定的自己宣言）
」
という。
「出来る」
と強く思い、
自分自身を信頼しなさい。
思い
は実現します。
決して不安を抱いてはならない。
失敗を恐れた時点であなたは失敗
を引き寄せ、
その先に待っているのは挫折である。
自分自身に従い、
望みを声に出
し、
真っ直ぐに進みなさい。
そうすればあなたはどこに行っても成功する。

482912 ダウンロード版 約153分 858円＋税

482571 ダウンロード版

に保ちます。それに栄養分を与えます。それであなたの役割は終わりです。
種をまき、水をやれば、自然の法則に従って種は芽を出します。それと同じ
で、あなたの目標が実現するのを妨げるものはありません。

ラッセル・H・コンウェル、翻訳：関岡孝平

観察、決意、行動 ―
チャンスは自分自身の手で掴み取るものだ
『富と幸福の探し方』〜宝の山はそこにある〜（Acres of Diamonds）
は、
コン
ウェル氏が全米各地で6,000回以上も行ったとされる有名な講演から生まれ
た。巨万の富を手に入れる、偉大な人物となるためには、
自分の住む町から離れ
てチャンスを探す必要がある、
と誰しもが考える。

富を築く技術
P.T.バーナム、翻訳：関岡孝平

マイケル・ジャクソンも夢中になった
伝説の興行師の講演を完全採録
全米で最も有名な興行師の一人
として、今も尚語り継がれているP・
T・バーナム。興行を通し巨大な富
を築きながら、投資や火事で失うと
いう不運に見舞われつつも、最後
には成功者としてその一生を終え
ている。150年に渡りさまざまな実
業家やエンターテイナーに影響を
与え続ける
「金儲けのための黄金
の20のルール」
とは。

このことがいかに真実であるかを本書ではいくつもの実例を挙げて解説している
「これは真実です。富を手にしたい、偉大な人物になりたいと本気で望むなら、今
自分がいるその場所で、今のままの自分から始めなければいけません」。
『宝の山の探し方』
は、本書の中であなたに発見されるのを待っている。

ダウンロード版 約140分 858円＋税

アプリ
有り

金儲けのための黄金のルール20

しかしコンウェル氏はこう言う。
「チャンスはあなたのすぐ手の届くところにありま
す。宝の山はあなたのすぐ足元で、
あなたに発見されるのを待っています」
と。

482387

約218分 858円＋税

「幸福を思えば幸福を引き寄せ、不幸を思えば不幸を引き寄せる」
「あなたにとっての魔法のランプはあなたが発する言葉」
「理屈で考えるな。直感に従え」
「思考をコントロールすることはできなくとも言葉をコントロールすることはできる」
「今こそが約束のとき、今日こそがその日」

あなたは種となる考えを心の中にまきます。そしてしっかりとそれを心の中

富と幸福の探し方

アプリ
有り

482519 ダウンロード版 約135分 858円＋税

幸福実現のための

フランクリン・メソッド
総合法令出版（底本）、
ベンジャミン・フランクリン
ハイブロー武蔵

「自分の人生は自分で切り開くものだ」
アメリカの独立に全力を尽くした建国の父、ベ
ンジャミン・フランクリン。徳について述べた
『13の習慣』、ビジネスの原点『若き商人への手
紙』
富の築き方
『プア・リチャードの教え』
収録。
481246

ダウンロード版

約96分

1,048円＋税

バビロンの大富豪
グスコー出版（底本）、
ジョージ・S・クレイソン, 大島豊

人生の指針と勇気を与えてくれる
「黄金の知恵」と感動のストーリー！

現代における「富の支配法則」とは、バビロンの
市街に裕福な人がひしめいていた数千年前の
法則と、
少しも変わるものではない。
現代ビジネスの極意が解る物語。
110753 ダウンロード版

約400分

2,096円＋税

詳しくは P.18 へ
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MP3データ版CDについて

対応していないオーディオ機器、ステレオ、カーステレオなどではお聴きいただけません。
パソコンや対応する機器以外でご使用の際には、機器の故障に繋がる場合もございます。ご確認の上ご使用ください。

日本最大級の電子書籍・オーディオブックサイト
でじじ は、パンローリング株式会社により運営されております。

オーディオブック 制作・出版・販売

03-5386-7396

営業時間
平日 あさ 9：00 〜よる 6：00
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時を経るにつれ輝きを増す賢人たちの言葉

日本を代表する5人の志士の物語
代表的日本人
内村鑑三、翻訳：関岡孝平

道徳、献身、
自己鍛錬、
自己犠牲、継続する信念が
人や組織を変える。時代を作る。

ラッセル・H・コンウェル
翻訳：関岡孝平

翻訳：関岡孝平
941188

四六判 上製本 144頁
1,200円＋税

【ＣＤ版とは…】

941171

四六判 上製本 144頁
1,200円＋税

CDまたはCD-Rが複数枚入ったパッケージ商品。
特徴：複数の環境で使用できる。再生環境：ステレオ・カー
オーディオ、一般のオーディオ機器。

富を築く技術

稼ぐための黄金のルール20
P・T・バーナム、翻訳：関岡孝平 941218
四六判 上製本 197頁 1,200円＋税

バーナムが 世紀の時を超え︑

四六判 上製本 176頁
1,200円＋税

ラッセル・H・コンウェル

■

■

■

■
■

本シリーズはいずれも読めば人生が変わるほど

941140

富と幸福の探し方

今あなたに紐解く︑

翻訳：関岡孝平

意志力の法則

の名著・古典ばかり︒訳書も複数出ているものが多

でじじのオーディオブック CD をご購入いただきますと、
倍速版、
セミナー音声、
著者メッセージなどのダウン
ロード音声をさらにプレゼントしております。
詳しくはホームページ、
またはお電話でお問い合わせください。

パラグライダー（予定）。

成功するための稼ぐ方法とは

無料特典
ダウンロード

国遍路に挑戦中！）、そしてモーター

新発売
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特典
つき

483031 ダウンロード版 約180分 858円＋税

ある。趣味は読書、ウォーキング（四

く︑そこに新たな訳書を加えるからには︑それらを

482659 ダウンロード版 約350分 858円＋税

はどこにある？』
『 引き寄せの法則』
（いすれもパンローリング社）などが

超えるものが求められるのは当然でしょう︒

てきた影響を紐解いていく。

訳者となる。訳書に『投資家のヨット

翻訳者として私が目指したのは︑作者が欧米の

ションで語られている。

後大手電気メーカー勤務を経て翻

読者に伝えようとした﹁心﹂をそのまま日本の読者

道徳、習慣、芸術、建築に及ぼし

引き寄せの法則

ウィリアム・ウォーカー・
アトキンソン

せきおか・こうへい

１９５２年静岡市生まれ。大学卒業

にもお伝えすること︒作者の意図したことをきち

の書が、心熱くするプロのナレー

んと理解して︑こな れた分かりやすい日本語に移

「茶」が 現代日本にいたる文化、

し替える︒さらには︑読者を楽しませるための作者

の拠り所を詳細に解説した普遍

の工夫︵言葉遊び︑有名な著作からの引用／もじり

を受けていないものはない 」。

など︶をしっかり汲み取って訳文に生かす︒そのよ

異性と唯一無二の行動規範・心

うに心を砕きました︒

学に至るまで、すべて茶道の影響

また︑既訳書では内容を一部省略しているもの

ていることを表している。その特

が少なくなく︑中には﹁抄訳﹂と呼ぶべきようなも

理、陶磁器、漆器、絵画、そして文

のさえあります︒このシリーズはそうした省略を

人特有の「道徳律」が存在し続け

一切しない﹁完訳﹂を旨としました︒

「日本の住 居や慣習、衣 服や料

オーディオブックならではの工夫も︒たとえば︑

ら子へと語り継がれてきた日本

同音異義語の扱い︒使 いたい言葉を我慢して別の

天心はこう述べる。

言葉に置き換える︑漢語より大和言葉を優先する︑

精神と行動は時代を超えて、親か

補足的な言葉を添えるな ど︑耳で聴いてすっと理

した専門書ではない。

解できるように努めました︒また︑日本人にはなじ

害時での規律、自発的な他助の

みの薄い人名や地名︑史実などについては︑補足説

『聴け。日本人の心を』世代と国境を越え 「茶」とは生き方である。アジアの思想に
今なお読み継がれている世界的ベストセ 肉付けされ、彩られ、削ぎ落とされたシン
ラーが現代語完全新訳で登場
プルで朽ちることの無い「心」
本書は、茶道の歴史・技術を紹介

関岡孝平

書籍版のご案内

岡倉天心、翻訳：関岡孝平

世界有数の犯罪率の低さ、大災

明をさりげなく本文に埋め込む工夫もしました︒

新渡戸稲造、翻訳：関岡孝平

茶の本

もっともそんな 裏の苦労話は読者の皆様には関

〜日本のこころ〜

係ないこと︒私としては︑皆様が﹁読んでよかった﹂

武士道

西郷隆盛― 新日本の創設者
上杉鷹山― 封建君主
二宮尊徳― 農民聖者
中江藤樹― 村の先生
日蓮上人― 仏教僧

と思われるような 読書体験をされることを願うば

483055 ダウンロード版 約379分 858円＋税

かりです︒

明治期。
外国にて日本人が英語で著した3冊の歴史的名著
「武士道」
「茶の本」
に続く待望の一冊が、
ついに登場。
ケネディがアメリカ大統領に就任したとき
「日本で最も尊敬する政治家は誰です
か」
と問われると即座に
「上杉鷹山です」
と答えた。
本書で語られた鷹山のエピソー
ドにリーダーのあるべき姿を見出し、
強い感銘を受けたからだ。
「国があなたに何をし
てくれるかを問うのではなく、
あなたが国に何をできるかを問うてほしい」
という名ゼリ
フは、
鷹山の言葉と政治姿勢がヒントになっている。
現代の日本を形作る礎となる
概念を体現した5人の志士。彼らはどのようにして生まれ、育ち、考え、行動したの
か。
現代社会にも通じる人生のヒント、
行動学のエッセンスが散りばめられている。
刊行から100年。
朽ち果てることのない名作が今、
完全現代語新訳で蘇る。

Letter from a translator

翻訳者
からの手紙

成功哲学シリーズ

1

【MP3データCD版とは…】

ダウンロード版と同様のMP3音声データファイルをCD1枚にまとめた
もの。再生環境：パソコン、MP3再生対応のCDデッキなど。
※対応していないCDプレイヤーでは再生できません

7

あなたの人生を豊かに、
輝かす
Living the 7 Habits

全4巻

実践ストーリー
スティーブン・R・コヴィー

キングベアー出版（底本）

THE ONE MINUTE

1分間

シリーズ
マネジメント

「7つの習慣」をビジネスに応用し、感動の結果を生んだ
希望とインスピレーションあふれるストーリー集
「知っていても実行しないならば、知らないのと同じだ」とコヴィー博士が言うよう
に、
「７つの習慣」は実際の場面に適用して初めて本当に理解したと言えます。直面
した困難に「７つの習慣」の原則を活用して問題を解決した人々が語る言葉は、他の
どんな言葉よりも活用できる場面や取り組み方のヒントとして役立つでしょう。

2

自分を変える12のストーリー

3

マネジメントを考える8のストーリー
482763

ダウンロード版

ダウンロード版

約134分

約135分

約234分

1,143円＋税

1,143円＋税

家族を支える16のストーリー
482764

約157分

第3の案

キングベアー出版（底本）スティーブン・Ｒ・コヴィー著
フランクリン・コヴィー・ジャパン訳

『7つの習慣』の著者があなたに贈る
よりよく生きるための18の原則

1,143円＋税

キングベアー出版（底本）
スティーブン・R・コヴィー
ブレック・イングランド

本書は
『7つの習慣』
をはじめとして、
『第８の習慣』
『原則中心リー
ダーシップ』
『7つの習慣 最優先事項』
『第３の案』
など、
数々のベ

の原則

8

特典
つき

1.責任の原則
2.バランスの原則
3.選択の原則
4.貢献の原則
5.勇気の原則
6.効果性の原則

無料特典
ダウンロード

7.感情移入の原則
8.誠実の原則
9.リーダーシップの原則
10.学習の原則
11.愛の原則
12.潜在能力の原則

13.自制心の原則
14.シナジーの原則
15.信頼の原則
16.真理の原則
17.ビジョンの原則
18.Win-Winの原則

482249 ダウンロード版 約1,363分 2,667円＋税
■

482742 ダウンロード版 約241分 1,429円＋税

スティーブン・R・コヴィー

世界で最も大きな影響を持つ思想家。約
30年にわたり、
アメリカの最優良経営コン
サルタントとして活躍。世界各国の政府や
リーダーのコンサルタントとして活躍。著書
に
『7つの習慣』、
『第8の習慣』他多数（キ
ングベアー出版刊）。

でじじのオーディオブック CD をご購入いただきますと、
倍速版、
セミナー音声、
著者メッセージなどのダウン
ロード音声をさらにプレゼントしております。
詳しくはホームページ、
またはお電話でお問い合わせください。

1分間マイケル・ポーター

「競争の戦略」を理解する77の原則
かつみ

SBクリエイティブ
（底本）、西村克己

戦略の本質は、独自の価値を生み出すこと

1分間コトラー

顧客を虜にする戦略的マーケティング
SBクリエイティブ
（底本）、西村克己
77の原則
かつみ

「売れるしくみ」づくりを学べる教科書

関わりの深かった人物たちとの人間ドラマか
ら、ジョブズが求め続けたイノベーションや部
下・同僚の能力を最大限に引き出した言葉に迫
る。
482855 ダウンロード版 約189分 953円＋税

ダウンロード版 約181分 953円＋税

1分間松下幸之助

逆境を力に変える不屈の人生哲学77
ぜんこう

SBクリエイティブ
（底本）、小田全宏

人生に革命を起こす77の原則

スタンフォード大学・卒業式での
スピーチも再現して収録

半世紀近くの長期にわたり高い運用成績を残
し、フォーブス長者番付では四半世紀以上ベス
ト10に入る、希代のマネースペシャリストの言
葉から成功を学ぶ。
482743

1分間スティーブ・ジョブズ
てるや

技術屋の心

18

時を超えて永遠に生き続けている。

『７つの習慣』における第6の習慣「相乗効果を
発揮する」を数多くの事例を用いながら、より
広く、そしてより深く探求した1冊。

『マネジメント』他10冊のエッセンスを1冊に

SBクリエイティブ
（底本）、桑原晃弥

「賢人」バフェットの知恵から成功を学
ぶことはできる

経営の神様

2012年、
コヴィー博士は私たちのもとを旅立ったが、
その教えは、

お金の本質を解き明かす88の原則
SBクリエイティブ
（底本）、桑原晃弥

ストセラーの中から珠玉の名言ばかりを集めたものであり、
人生
における最も重要な原則についての博士の言葉を収録している。

1分間バフェット

てるや

二者択一論争
を越え、
「第3
の 案 」を 選 択
する勇気をも
つ こ と で 、世
界は変わる

「人はみな価値ある存在であるのだから、
その価値を凡庸な生
き方で無駄にせず、
偉大な力を解き放たなければならない」

かつみ

482908 ダウンロード版 約184分 953円＋税
イノベーション

未来に遺す よりよく生きる
ための18の原則

ダウンロード版

最高の成果を生み出す77の原則

SBクリエイティブ
（底本）、西村克己

482857 ダウンロード版 約198分 953円＋税

1,143円＋税

投資哲学

永遠の知恵

482762

ダウンロード版

マ ーケティング

4

482761

1分間ドラッカー

482906 ダウンロード版 約182分 953円＋税

競争戦略

1

ビジネスに活かす12のストーリー

ビジネス界の巨人のメッセージを通して、一
流の働き方や生き方、仕事のノウハウを学ぶ
ことができる。通勤のお供におススメ。

1分間本田宗一郎

常識を打ち破る人生哲学77

しんや

SBクリエイティブ
（底本）、岩倉信弥

ビジネスパーソンなら学んでおきたい
「経営の神様」の経営哲学

夢と若さ、理論とアイデアと時間を大
事にした人

「世のため」
「人のため」
「日本のため」を常に考
え、一代で世界的大企業を築いた「経営の神
様」の言葉から、ビジネスマンに気付きを与えて
くれる名言や逸話を収録。

「モノづくり、車づくり」という仕事を、
「 心底愛
し、信じて身をゆだね、そして楽しんでいた」。
多くのビジネスマンに気付きを与えてくれる言
葉を採録。

482978 ダウンロード版 約186分 953円＋税

482977 ダウンロード版 約191分 953円＋税

日本最大級の電子書籍・オーディオブックサイト
でじじ は、パンローリング株式会社により運営されております。

オーディオブック 制作・出版・販売

03-5386-7396

営業時間
平日 あさ 9：00 〜よる 6：00

9

中村天風

人生訓

最幸の人生を生きるための心の在り方を学ぶ

自分の人生を変えられるのはこの世でたった一人だけ
くよくよしなければ人生はうまくいく︑﹁心﹂を強くする画期的な方法

実践 中村天風

困ったことは起らない！
アプリ
有り

プロセスコンサルティング
（底本）、清水克衛、沢井淳弘、池田光

9月

天風哲学で心の力、言葉の力、五感の力を引き出そう

刊行予定

従来の中村天風について書かれたものは、総論とい

目 次（抜粋）

うものが多く、
天風哲学の諸テーマを深く掘り下げたも
のは存在しなかった。本音源は、実践のための各論で

※画像は原書イメージです。

天風式「自己暗示」のしかた

◆

〜唱詩のすすめ

あり、天風哲学を実生活にうまく取り入れられることを
勧めるものである。言葉の暗示法を取り入れた
「唱
詩」、天風式瞑想のしかた、五感の研きかた、問題解
決方法など、実生活に活かせ、人生を充実させること
ができる天風哲学を分かりやすく解説していく。

◆

天風式「瞑想」のしかた

〜十五分でできる心の整理法

◆

天風式「五感の研きかた」

◆

天風式「問題解決法」

〜認識力を高め、心を豊かにする秘訣
〜壁を壁ではなくす考えかた

481953 ダウンロード版 約328分 1,715円＋税

中村天風から教わった

やさしい瞑想法
『中村天風から教わった やさしい瞑想法』
プレジデント（底本）、沢井淳弘

『すべてはよくなる』プレジデント（底本）、沢井淳弘

瞑想とは、
「心を洗う」
こと。
ストレスフル社会

人生は、九分九厘「ことば」
で決まる。天風の

を生きるすべての人に向けた、最も効果的で

「誦句」
を学び、唱詩のつくり方を体得する。

実践しやすい瞑想法の解説。

天風先生座談

すべてはよくなる

二見書房（底本）、
中村天風述、宇野千代

波瀾万丈の生涯を送った中村天風の独特な生き方を描いた
読み継がれる名著

自己暗示の唱詩
〔実例集〕
付。

京セラの稲盛和夫、
パナソニックの松下幸之助など、偉大な経営者たちが師と仰いだことで知られる中村
天風。
その教えは経営者にとどまらず、昭和天皇などの皇族、双葉山や長嶋茂雄などのスポーツ選手のほ
か、
大学教授や人間国宝の画家など、
各界の著名人にいまだ影響を与え続けている。
自らが受けた教えを、

沢井淳弘

多くの人々にも享受してほしいと、宇野千代が
「できるだけ生の声の印象のままに」講話をまとめた底本を、

1939年、大阪生まれ。京都大学英文科卒。京都産業大学名誉教授。18歳のとき、はじめ

臨場感溢れる朗読で。
心に響く天風先生の言葉が甦る。

てヨーガ式の瞑想を学び、以後、12年間にわたって薫陶を受ける。編著者として『心を空

それが得られないのが人間の現実の姿。
これ
人間として大切なもの─ 誰しも倖せを求めながら、

にする〜中村天風「心身統一法」の真髄』(財団法人天風会監修、飛鳥新社）、著者として

はいったいどういうことであろうか。
天風先生は波瀾万丈のその体験を通じて、
生きるか死ぬかという

『実践 中村天風 困ったことは起らない!』
（プロセスコンサルティング）などがある。

ギリギリのところで、
その答えを身をもって悟られた。

── 推薦 松下幸之助

481320 ダウンロード版 約315分 1,905円＋税

中村天風から教わった

お鈴・ブザーを使う瞑想法
制作・著作：湧くわく本心塾

amazon・一般書店様での
お取り扱いございません。

監修・解説：沢井淳弘
（京都産業大学名誉教授、湧くわく本心塾学監）

自己鍛錬記

全

四巻

10

心身を正しく整え生き抜くための理念と極意

二巻

実録 中村天風先生 人生を語る

自らの教えを説き続けた講演から骨子となる一言一句を採録
482525 ダウンロード版 約291分 1,524円＋税

第

三巻

中村天風先生の教えと一生

人々を悟りの境地へと導く心身統一法の教え
482547 ダウンロード版 約249分 1,524円＋税

第

482961 ダウンロード版 約70分 1,429円＋税

でじじのオーディオブック CD をご購入いただきますと、
倍速版、
セミナー音声、
著者メッセージなどのダウン
ロード音声をさらにプレゼントしております。
詳しくはホームページ、
またはお電話でお問い合わせください。

中村天風先生に教わった心の力
482524 ダウンロード版 約341分 1,524円＋税

第

1 朝10分、夜20分の瞑想を習慣にする。
2 iPodなどのデジタルオーディオプレーヤーに取り込み、電車やバスの中で瞑想する。
3 対人関係などでイライラした際に、10分間瞑想をする。
※左記の活用法はほんの一例です。
4 勉強前の集中力づくりのために10分間瞑想をする。
瞑想を習慣化
5 仕事で大きな決断をする前に20分間の瞑想をし、心を鎮める。 自由に工夫を凝らし、
して毎日の生活にお役立てください

無料特典
ダウンロード

一巻

南雲堂フェニックス
（底本）、森本節躬、森本暢

実際にブザーやお鈴の音を収録。
この音源で天風式瞑想法を一人で簡単に実践しよう

特典
つき

第

四巻

実録 今を生きぬく 中村天風先生の教え
相手の身になっていたわれば それが悟り

482548 ダウンロード版 約313分 1,524円＋税

【ＣＤ版とは…】

CDまたはCD-Rが複数枚入ったパッケージ商品。
特徴：複数の環境で使用できる。再生環境：ステレオ・カー
オーディオ、一般のオーディオ機器。

【MP3データCD版とは…】

ダウンロード版と同様のMP3音声データファイルをCD1枚にまとめた
もの。再生環境：パソコン、MP3再生対応のCDデッキなど。
※対応していないCDプレイヤーでは再生できません

11

日本の実業家

池田光の

明 治 以 降、近 代日本を築き経済発展を
支えてきた実 業 家たち

富の活動
安田善次郎, 菊地暁汀

株式会社プロセスコンサルティング代表取締役を務めるかたわら、
「成功哲学」
「中国古典」
の研究を行う池田光氏。
その池田氏が、渋沢栄一、本多静六、安岡正篤、船井幸雄の名言や人生哲学をわかりやすく解説していくのが本シリーズである。
「逆境を生き抜く言葉」、
「人生を豊かにする言葉」
「こころを磨く言葉」、
、
「未来をつくる言葉」、
いずれも骨太で力強い言葉がきっとあなたの背中を押してくれることだろう。
挫折に苦しみ、不安で自分を見失いそうになったとき、現状を打破して運命を切り開きたいとき、
「ツイていない」
と思ったとき、過去を悔やむとき。先人の人生哲学をお役立ていただきたい。

安岡正篤

こころを磨く言葉
政財界のトップも心酔
した、時代に振り回さ
れることのない金言

お金、成功、健康、すべ
てを手に入れて悔いな
く生きるヒントとは

時代の風潮や圧力に主張を
変える人が相次いだ激動の
時代、戦前戦後を通じ一貫
した態度を貫いた国民的指
導者。極められた思想があ
なたの運命を切り開く指針
となり得るだろう。

苦学して東大教授となった後
も、質素倹約に努め、独自の
「本多式四分の一貯金方」
な
どで巨万の富を築いた
「蓄財
の神 様 」。江 戸 末 期から昭
和、激動の時代を力強く歩ん
で体得した哲学は、
きっとあな
たの人生を豊かにする手掛か
りになるだろう。

未来をつくる言葉

船井総合研究所を設立し、
経営コンサルティング会社と
して世界で初めて株式上場
させた
「経営指導のプロ」
。
「ツイていない」と思ったと
き、過去を悔やむとき、船井
流の人 生哲 学は、きっとま
だ見ぬ未来への指針となる
だろう。
482704 ダウンロード版 約172分 953円＋税

12

特典
つき

無料特典
ダウンロード

◆ 第二編

富の蓄積実験

◆ 第三編

立身出世の捷径

◆ 第四編

事業経営と投資

はやみち

483064 ダウンロード版 約300分 1,429円＋税

私の財産告白
実業之日本社（底本）、本多静六

50年以上読み継がれてきた不朽の名著
「ブレない財産の作り方」
のバイブル

482706 ダウンロード版 約180分 953円＋税

幼少期から貧乏に苦しみ、学校も一度落第し、職も学者のため給料は多くは無かったにも関わらず、現在の

渋沢栄一

価値にして数十億円を超える大資産家となった本多静六。
「日本近代化の父」大実業家・渋沢栄一や第8代・
17代総理大臣を務めた大隈重信、
安田財閥の祖 安田善次郎らの顧問を務めた稀代の賢人が、
自らの人生体

逆境を生き抜く言葉
イースト・プレス
（底本）
渋沢栄一（著）、池田光（解説）

ドラッカーからも
絶賛された
「日本資本主義の父」
明治維新の政変のなかを生
き抜き、関東大震災の復興
に尽力した渋沢栄一。生き
ざま、富や成功をどう捉える
べきか。挫折に苦しみ、不安
で自分を見失いそうになっ
たとき、骨太で力強い言葉
がきっとあなたの背中を押
してくれるだろう。

験から
「財産」
を語る。
482207 ダウンロード版

日本近代化の父

世 の 中 の 構 造 、発 想
法、
「 つき」の原理、成
功法 数々の知恵をこ
こに凝縮

本音源では、事業に対する頑なな経営
指針、自己に打ち克つ克己修養の法を
明かす。

渋沢栄一

イースト・プレス
（底本）
池田光（解説）

日本金融界の基礎を築いた
「日本の銀行王」
と称され、巨万の富を築きな
がらも、生 涯にわたっては「 勤 倹 努力」
目 次
「克己制欲」
を貫き、富を持つ者の務めと
して東京大学安田講堂・日比谷公会堂
◆ 第一編 勤倹努力の生涯
の寄贈など社会事業にも貢献した。

人生を豊かにする言葉
イースト・プレス
（底本）
本多静六著（著）、池田光（解説）

船井幸雄

安田善次郎は、安田銀行（現・みずほフィナンシャルグループ）
を中核とした安
田財閥を一代で築き上げ、
「日本資本主義の父」大実業家・渋沢栄一らと共に
国立銀行の設立や、70余りの銀行の救済に尽力した人物である。

本多静六

イースト・プレス
（底本）
安岡正篤（著）、池田光（解説）

482707 ダウンロード版 約185分 953円＋税

安田財閥の創始者であり、後のみずほ銀行を作っ
た
「日本の銀行王」
が語る

虚業に走り経済道徳をなくした
現代こそ耳を傾けたい 渋沢の言葉
〜個々人の公益の追求と私益の追求とは〜

論語と算盤

（そろばん）

481757 ダウンロード版 約522分 1,905円＋税

国富論

徳育と実業

481786 ダウンロード版 約317分 1,905円＋税

立志の作法

481785 ダウンロード版 約360分 1,905円＋税

482705 ダウンロード版 約198分 953円＋税

でじじのオーディオブック CD をご購入いただきますと、
倍速版、
セミナー音声、
著者メッセージなどのダウン
ロード音声をさらにプレゼントしております。
詳しくはホームページ、
またはお電話でお問い合わせください。

約283分 953円＋税

481970 ダウンロード版 約301分 1,905円＋税

先見と行動

481873 ダウンロード版 約350分 1,905円＋税

日本最大級の電子書籍・オーディオブックサイト
でじじ は、パンローリング株式会社により運営されております。

オーディオブック 制作・出版・販売

03-5386-7396

営業時間
平日 あさ 9：00 〜よる 6：00
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仕事のあり方

心が変われば仕事が、人生が動き出す

仕事の魔法

営業の魔法

ビーコミュニケーションズ
（底本）
中村信仁

ビーコミュニケーションズ
（底本）
中村信仁

「成長」
と
「トップ営業マンへの道程」
をリアルに描いた
営業サクセスストーリー

『人は変わる。自らが変わろうと
さえすれば、必ず』

新入社員の小笠原は、営業部に配属されてからの半年間、売上げゼロのダメ営業マンだっ
た。
ある日、全身からオーラを放つスーパー営業マン紙谷と出会う。紙谷は二冊のバインダー
を巧に操り、瞬く間にお客様をイエスへと導いていた。
まるで魔法に掛かったかのように喜ぶ
お客様の姿を目の当たりにした彼は、
スーパー営業マン紙谷に頼み込み、営業についてのレ
クチャーを受けることになる。紙谷は本物の魔法使いの如く、
ダメ営業マンの小笠原に十一
個の魔法を伝授する。本当の営業を知った小笠原は、瞬く間にトップ営業マンへと成長して
いた。
しかし、最後の魔法、十二個目を伝えないまま紙谷は小笠原の前から忽然と姿を消す。
紙谷の身に何が起こったのか。

誰もが心震わせた
「営業の魔法」
続編がついに登場
珠玉の10の魔法がここに
〜心が技術を超えないかぎり、技術は生かされない〜
人としての在り方が、営業人としてのあなたを支える柱となる。
多くのお客様より音声化のご希望をいただいた第二弾をついに音声化。前作

482136 ダウンロード版 約257分 1,143円＋税

「営業の魔法」
で成長物語の主人公だった小笠原が帰ってきた。営業部主任と
なった小笠原に新入社員の水口が部下として配属される。態度、行動、言動、
す

本のソムリエ「読書のすすめ」
店長 清水克衛 推薦

べてに学生気分の抜けきらない水口に対し、小笠原はどのように育てればよいか

営業とはズバリ人間力だと思います。いやいや、それしかない！
それを教えてくれるこれほどの本を私は他に知りません

悩む日々が続く。紙谷さんならどうするだろうか？ 水口との同行営業を続ける中、
小笠原は新人育成の奥義に気づく。それは・・・？
夢は希望を生み、希望は勇気を育て、勇気は仲間を創る。信じる勇気と賭ける覚
悟、命の呼応が人を育てる。
Disc 1

「あなたが傍楽(はたらく)ことで、
あなたの愛する人はきっと幸せになります。」
BGM音楽・監修 谷直人（ピアニスト）

CONTENTS

挨拶 〜ハイという返事の実践。ハイは我を捨て、素直な心を蘇らせる〜
叡智 〜信じる勇気と賭ける覚悟。人の叡智が命の呼応を生み人を育てる〜
夢を語り合う 〜夢は希望を生み、希望は勇気を育て、勇気は仲間を創る〜
言葉 〜使ってよいことばと、使ってはいけないことばがある。そして、ことばは命よりも重たい〜
ただ見ていてあげること 〜自信とは自分を信じる力ではない〜
歴史 〜人を育てるということは、五年、十年の先を考えるのではなく、千年、二千年の先を考えること〜
時間 〜時間に振り回される人から時間をコントロールする人へ〜
傍楽(はたらく) 〜人生は自分のためあらず。大切な仲間を幸せにすることが人生の使命〜
ご縁 〜感謝の心がご縁を結ぶ〜
即動力 〜人の提案には間髪入れずにイエスということ〜

の

・プロローグ
魔法その1
魔法その2
魔法その3
魔法その4
魔法その5
魔法その6
魔法その7
魔法その8
魔法その9
魔法その10

・魔法ノート ・エピローグ

中村信仁
な(かむら・しんじ
)
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仕事
魔法

482987 ダウンロード版 約234分 1,143円＋税

2

購入
大特典

MESSAGE

・著者メッセージ音声

「中村信仁からのご挨拶・伝えたいこと」

・栄業塾 東京ステージ 講義映像

PROFILE

対応していないオーディオ機器、ステレオ、カーステレオなどではお聴きいただけません。
パソコンや対応する機器以外でご使用の際には、機器の故障に繋がる場合もございます。ご確認の上ご使用ください。

日常でも役立つ。人間として大切なことが学べます。心の在り方を第1に考え、会話技術で人々を幸せ
へと導く。今まで、
たくさんの本やオーディオブックを聞いてきましたが、
この作品が一番大好きです。生き
る希望をもらいました。
（21歳・男性）
思わず聴きいってしまう魅力があります。分りやすいのですぐ
に実践で使えそうです。
（40歳・男性）

高校卒業と同時に外資系フルコミッションの営業会社に入社し、初めて渡米。
日本と海外を行ったり来たりする二重生活。
世界142ヶ国の支店と200年以上の歴史を持つ外資系営業会社で、幾度もの挫折を経験しながら、入社初年度から2年間連続世
界トップ・テンに名を連ねたプロセールスマン。退職後、東京にて大手書店とのコラボレーションによる英会話学校の立ち上げを任さ
れ関東有数の有名スクールに育て上げる。
その後22才で起業。現在、各社の営業戦略顧問や人材教育、人材育成、人材採用プラ
ンナーとして活躍中。次世代に
「格好いい大人の背中」
を伝え残すことをライフワークに、講演活動、営業早戦力セミナー、大学生た
ちの就活道場「笑顔塾」
を展開している。笑顔塾の門下生は既に一千人を超え、各企業、各業界で新人賞を獲得し大活躍している。
また、
「中村式永業塾」
を札幌、仙台、福島、東京、大阪、福岡にて開催。業種、業界を問わずすべての営業人を頂点へ導く夢のような
勉強会と噂されている。口コミのみで拡がり、近々、宮崎、名古屋での定期開催の準備に入っている。

MP3データ版CDについて

『営業の魔法』
に寄せられた
お客様の声

上司に勧められて購入しました。CDなの
で会社の行き帰りに流しておくだけで営
業の基本やマナー・考え方などが身につ
きます。又、初めての営業経験の私にも
すんなりと理解のできるわかりやすい内
容でした。紙谷さんの話法のとりこになり
ます。
（36歳・女性）

営業の仕事に生かそうと考えたため購入。MP3
プレイヤーに入れて、通勤途中に聞きます。
（中
略）10分程度のデモ版がインターネットで聞くこと
ができて良かったので購入しました。書籍版も同
時に購入しました。
（31歳・男性）

【ＣＤ版とは…】

CDまたはCD-Rが複数枚入ったパッケージ商品。
特徴：複数の環境で使用できる。再生環境：ステレオ・カー
オーディオ、一般のオーディオ機器。

通勤時間が勉強時間になって大変ありがたい。
（46歳・男性）

感動。明日の仕事が楽しみになるなんて、初めての
体験でした。
スーッと頭に届く。
オーディオブックなん
て初めてでしたが、予想以上に良かったです。
（28歳・男性）

【MP3データCD版とは…】

ダウンロード版と同様のMP3音声データファイルをCD1枚にまとめた
もの。再生環境：パソコン、MP3再生対応のCDデッキなど。
※対応していないCDプレイヤーでは再生できません

15

マーケティング・セールス

「商品が売れない…」
とお悩みの

超訳 孫子の兵法

中小企業ビジネスパーソン必聴！

「原文の意味に最も近く、
最も理解しやすい」
現代語による全訳で収録

選ばれる理由
現代書林（底本）、武井則夫

Disc 1

まえがき

第1章

人は必ず比べている

数千人の経営者と交流してきた著者が満を持して
著した本音源では、
「 選ばれる理由」のつくり方、伝
え方、仕組みにする方法について、20の企業事例
を挙げながら、実践的に紹介します。
「お客様が買う
理由」
を伝えれば、選ばれる。
だから、企業は
「選ばれ
る理由」
を用意する必要があるのです。

すべての問題に応用することができると
いわれる
『孫子の兵法』
を、原文の意味
に忠実に、時には補足を加えながら、不
明瞭な部分なども分かりやすく翻訳して
います。Google、Twitter、Apple の成
功やマイケル・ジャクソンのヒットの理

期待感こそがお客様を増やしてくれる
比較の心理「松・竹・梅」
2択か3択か、5択か10択か
見せ筋・売り筋・売れ筋
恋愛も商売もマインドシェア
選ばれる「ウリ」がないから「値段」に目が行く

由、一般的な日常やビジネスシーンなどを

483244 ダウンロード版 約315分 1,400円＋税

挙げ、原文の言葉をそのまま現代の言葉
に置き換えて説明するなど、孫子の言わ

CDを聴いて、
営業成績を楽々一緒に上げましょう♪

んとすることを分かりやすく、学ぶことがで

こう書房（底本）、舛岡美寿子

きる音声です。

お客様が不思議とファンに変わる！

生きる力が身につく論語
三六五話

下着のセールスレディとして1億円を何度も売り上げ、現在はコンサル
タントや講演会などで女性の働き方を提案している舛岡氏の
『お客様
が不思議とファンに変わる! 女子脳営業術』
を音声化しました。
「女子
脳」
を活かして優雅で自然体な働き方を実現するためのCDです。

特別インタビューをすべての方にプレゼント

キラーコンテンツ で稼ぐ方法

は、商品の魅力（シズル）の見つけ方や、世界中のセールスマンが基
本とする
「ホイラーの五つの公式」
にもとづくセールステクニックを明ら
かにしています。
あなたの売りたい商品にも、
シズルがあるはずです。
483030 ダウンロード版 約390分 858円＋税
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特典
つき

無料特典
ダウンロード

7章 軍争篇 先に要地を抑えろ
8章 九変篇 戦場の変化に対応せよ
9章 行軍篇 常に有利な態勢を維持せよ
10章 地形篇 戦場を知れ
11章 九地篇 場所による心理の変化
12章 火攻篇 古代唯一の大量破壊兵器
おわりに

の時代に生きた先人が知っています。曹

言行を拾い集めたもので、
体系的なもの

操(そうそう)、孫権(そんけん)、劉備(りゅ

ではないため、気軽にどこから聴いてい

うび)、孔明(こうめい)、周瑜(しゅうゆ)…

ただいてもよいようになっています。

三国時代を戦った英雄から今を生き抜
く戦略を探りましょう。
480851 ダウンロード版 約270分 1,429円＋税

最強の「ビジネス理論」集中講義
日本実業出版社（底本）、安部徹也

成果を上げるために必要な不変の
ビジネスルールをやさしく解説！
本音声では、
ビジネスパースンとしてこれだけは知っ
ておきたい理論のエッセンスを、他のさまざまなフ
レームワークと組み合わせて、
「誰でも」
「いますぐ」
実践できるようにわかりやすく紹介します。

※画像はイメージです。

でじじのオーディオブック CD をご購入いただきますと、
倍速版、
セミナー音声、
著者メッセージなどのダウン
ロード音声をさらにプレゼントしております。
詳しくはホームページ、
またはお電話でお問い合わせください。

6章 虚実篇 敵の虚を打て

た。
「論語」
自体が孔子とその弟子たちの

コンサルタントのための

「ホイラーの法則」
で有名な、世界的名著を音声化しました。本音源で

5章 勢篇 システムで勝負せよ

激動の時代を乗り越える方法は、激動

8月配信予定

すぐ実践できる
「言葉の魔術」
と
シンプルなテクニック！

4章 形篇 勝利した後戦え

論語の三百六十五話を一枚に収めまし

481319 ダウンロード版 約544分 1,905円＋税

書籍版あります

3章 謀攻篇 戦わずして勝つのが最善

「リーダーとしての決断」
とは

（読み下し文、
現代語訳、
解説付）

パンローリング
（底本）、
エルマー・ホイラー

2章 作戦篇 仕事は早く終わらせろ

インフォトップソリューション
（底本）、佐藤浩明, 鈴木健一

今こそ論語の生き方を実践すべし

CD ご購入スペシャルギフト

1章 計篇 勝算のある勝負だけをせよ

三国志に学ぶビジネス戦略

総合法令出版（底本）、
ハイブロー武蔵、叢小榕

483051 ダウンロード版 約242分 1,143円＋税

はじめに

13章 用間篇 情報には金は惜しむな

482061 ダウンロード版 約367分 1,334円＋税

女子脳営業術

ステーキを売るな シズルを売れ！
ホイラーの公式

目 次

戦いだけでなく、人生に発生するほとんど

比べるからこそ決められる

一見不要に見える選択肢が重要な役割を持つ

彩図社（底本）
許成準

481902 ダウンロード版 約331分 1,524円＋税

日本最大級の電子書籍・オーディオブックサイト
でじじ は、パンローリング株式会社により運営されております。

オーディオブック 制作・出版・販売

03-5386-7396

営業時間
平日 あさ 9：00 〜よる 6：00
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ファイナンス

すべては賢明なる投資家になるために

蓄財哲学

※原文ママで掲載しています

バビロンの大富豪

アプリ
有り

あなたの人生をプラスの結果に導く

グスコー出版（底本）
ジョージ・S・クレイソン

マスターの教え〜新訳版〜

『金持ち父さん貧乏父さん』
や
『自分を変える法』
でも
成功者たちによって紹介されている！

P.4へ
482912 ダウンロード版 約153分 858円＋税

すぐれた書物の音声化によって、黙読では読み損ねたところが、

本書の書かれた1920年代と現代とでは、社会背景や経済情勢など表面的には大きな変化
をとげているが、本書の核心をなす
「繁栄と富と幸福の原則」
は全く不変であり、
むしろ現在
の日本においてこそ、学ぶべき内容といえる。

知らず知らず、
わからなかったところがすんなりとわかるところがすばらしいと思います。
（51歳・男性）
価格も手ごろですので、
もっと買いたいと思っています。

●史上最高のセミナー [著者：ジム・ローン、ロバート・アレン等多数]（きこ書房刊）
●お金の科学〜大金持ちになる唯一の方法〜[著者：ジェームス・スキナー]（フォレスト出版刊）

（男性）
すばらしい内容でした。年配の賢者が語っているような感じで、何度聴いても心地いいです。

●自分を超える法 [著者：ピーター・セージ]（ダイヤモンド社刊）
●金持ち父さん貧乏父さん [著者：ロバート・キヨサキ]（筑摩書房刊）

の中でも、成功者たちによって紹介されている本。

心理

トレード心理学の賢人

勝つトレーダーの心理状態
"ゾーン" を身につける

催眠トレード心理術
吉田かずお

なぜ個人投資家が
トレードで失敗をするのか？

超催眠シリーズ

検証済みの有効な売買ルールに従えないの
は
「恐れ」や「躊躇」
「 欲」
が邪魔をするから。
そんな誰しもが経験するようなトレードの妨げ
を除去するため、ベストセラー書籍『ゾーン』
で提唱されている思考法をベースに暗示化
し、潜在意識に植えつけていく。

P.21へ

賢明なる投資家

483056 ダウンロード版

1,429円＋税

パンローリング（底本）
ローレンス・A・カニンガム

「バリュー投資」の
最高傑作！
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約53分

バフェットからの手紙

パンローリング（底本）
ベンジャミン・グレアム

だれも気づいてい

バフェットを
知るための
究極の一冊

ない 将 来 伸 びる

大底を脱した株式

「魅力のない二流

の長 期 売 買の第

企業株」や「割安

一歩をと考えてい

株」の見つけ方を

る方 には 必 聴 の

伝授。

オーディオブック。

110366 ダウンロード版 約750分 3,334円＋税

110753 ダウンロード版 約400分 2,096円＋税

110282 ダウンロード版 約710分 3,334円＋税

MP3データ版CDについて

マーク・ダグラス

482568 ダウンロード版

ゾーン

営業の魔法

幸せを引き寄せる催眠
【引き寄せの法則】 P.21へ
約26分

482136 ダウンロード版

1,429円＋税

ゾーン に
達し たもの
だけが成 功
者になれる!

トレードで成 功
を収めるカギは
投 資 家自身の
心理。マーケッ
トで優位性を得る新しい次元の心理状態
「ゾーン」
を習得せよ。
110319 ダウンロード版 約530分 2,858円＋税

規律とトレーダー
パンローリング（底本）
マーク・ダグラス

手法や戦略を
学ぶ前に身に
つけたい心得

心のバリアを克服
し、
トレードに臨む
心構えとは？ 筆者
の苦い経験から得
られた教訓によれば、規律と心を磨くことが
飛躍への第一歩だ。

（36歳・女性）
紙谷さんの話法のとりこになります。

坊ちゃん

エルマーのぼうけん

480208 ダウンロード版 約333分 477円＋税

【全巻セット】

約243分

斎藤一人の道は開ける

エルマーのぼうけんの書籍を園の子どもたちが
気に入りました。
たまたまCD（音声）
を探している

482052 ダウンロード版 約327分 1,143円＋税

と、本商品を見つけ、即購入しました。
とても聞きや

オーディオブックは聞きながら脳にインプットされていく
（55歳・女性）
みたいで良いと思います。

（ 32歳・女性 保育士）
すく、
とてもよかったです。

オーディオブックとは？
「場所を選ばす」

通勤通学中も

楽しめる、
学べる朗読 CDです。

CDまたはCD-Rが複数枚入ったパッケージ商品。
特徴：複数の環境で使用できる。再生環境：ステレオ・カー
オーディオ、一般のオーディオ機器。

運転中も

お風呂の中でも

いろんな場面で活躍！

就寝前も

【ＣＤ版とは…】

P.27へ

自分で読むには難しくても、
良い話は沢山ある。
（40歳・女性）
子供と楽しく聴くことができました。

1,334円＋税

110294 ダウンロード版 約450分 2,858円＋税

対応していないオーディオ機器、ステレオ、カーステレオなどではお聴きいただけません。
パソコンや対応する機器以外でご使用の際には、機器の故障に繋がる場合もございます。ご確認の上ご使用ください。

方などが身につきます。又、初めての営業経験の私
にもすんなりと理解のできるわかりやすい内容でした。

（ 30歳・女性）
によぎるようになりました。

ダウンロード版

1,143円＋税

き帰りに流しておくだけで営業の基本やマナー・考え

かったです。
ふとした日常の中で、CDの内容が頭

481465

約257分

上司に進められて購入しました。CDなので会社の行

話しのスピードがちょうどよいスピードで、聞きやす
パンローリング（底本）
マーク・ダグラス

P.14へ

家事の間も

ランニング中も

【MP3データCD版とは…】

ダウンロード版と同様のMP3音声データファイルをCD1枚にまとめた
もの。再生環境：パソコン、MP3再生対応のCDデッキなど。
※対応していないCDプレイヤーでは再生できません
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スピリチュアル

幸せ、夢を思いのままに引き寄せる
いいことが次々に起こるオーディオブック

伝説の催眠術師

吉田かずおの

超催眠シリーズ

各1,429円＋税
各1,900円＋税

あなたの悩みを解決する 実用的な暗示をリラックスした状態であなたの潜在意識に
イーストプレス
（底本）
山川紘矢

■

の

大気拳を澤井健一宗師に学んだ、大気拳草創期の弟子の1人でもある。以後、武道・気功を修業し、
あわせて催眠術を研究。

日本における精神世界書翻訳家の第一人者が、世界60ヶ国以上のスピリチュアルの巨人
たちから学んだ
「人生を変える教え」
「幸せに生きる方法」
をわかりやすくあなたに伝えます。
本当に今までの自分を脱ぎ捨てて、生まれ変わりたいと思いますか？それでは好きなところから
聴いてみてください。
このオーディオブックは、
あなたが抱えているどんな問題に対しても、 答
え や 気付き を与えてくれるでしょう。

Vol.

09

自律訓練法

1932年、
ドイツの精神医学者シュルツ博士によって生み出された 自己催眠訓練法 。現在では、世界
中の医学界のみならず、
スポーツアスリートのためのメンタルトレーニングにも取り入れられている。
本音源は、他者催眠法を利用して 自律訓練法 をマスターできる日本初のコンテンツである。

483100 ダウンロード版 約234分 1,429円＋税
1941年静岡県生まれ。1965年東京大学法学部を卒業後、大蔵省（現・財務省）入
省。
アメリカなどの海外勤務を経て、1987年、退官。現在は翻訳家。亜希子夫人と共に
『ザ・シークレット』
『ザ・パワー』
『ザ・マジック』
『前世療法』
『聖なる予言』
『アルケミスト』
『マ
スターの教え』
など、
多数のスピリチュアル書のベストセラーを日本に紹介し続けている。

氏の

肉声メッセージ

Vol.

10

購入特典 無料ダウンロード
成功哲学シリーズ

勝つトレーダーの心理状態 "ゾーン" を身につける

催眠トレード心理術

483056 ダウンロード版 約53分

● リラックスした状態でトレードに臨む
● 外部のニュースや情報に左右されない
● 自分のスタイルに自信を持って臨める
● 利食い損切りの際の躊躇、過信を取り去る

期待される
暗示項目

目覚めのためのヒント
関 連 商 品

483024 ダウンロード版 約60分

自らの心と体を自分の思いの通りにコントロールする、
ドイツの神経科医が体系化した科学的な自己催眠訓練法

今ここに生きることをマスターすれば、人生は大きく変わっていきます―

音声化に寄せた

吉田かずお

昭和41年ジャイアント吉田としてドンキーカルテットを結成。講道館柔道を三船久蔵に師事し、大学では空手も学ぶ。神宮の杜で

翻訳者が伝える 人生でいちばん大切なこ
と

著者 山川紘矢

催眠術師

詳しくは
ファイナンス
ページへ
P.18へ

など

P.2〜5へ

実践版!
アカシックレコードで人生を豊かにする
アカシックレコードと繋がるための21日プログラム
望む未来を引き寄せる

ヴォイス
（底本）、若月佑輝郎

「宇宙のデータベース」
とも言われている
「アカシックレコード」。個人の人生もすべてそこに記載され、
アカシックレ
コードを読むことで運命がわかると言われています。
しかし、
これまでアカシックレコードを読むのは、特殊な才能や訓
練が必要だとされてきました。
また、
その実態を正しく伝える情報はなかなか公開されてきませんでした。今回は、
アカ
シックリーダーとして、
そして、
アカシックリーダーを養成する指導者として幅広い支持を集める若月氏が、
アカシックレ
482049 ダウンロード版 約274分 1,143円＋税

ハワイアン・マナ 99の幸運習慣
人生を豊かにするハワイの7つの教え

アプリ
有り

実業之日本社（底本）、朱実カウラオヒ

Vol.

Vol.

学習効果がグングンあがる

幸せを引き寄せる催眠

無料特典
ダウンロード

でじじのオーディオブック CD をご購入いただきますと、
倍速版、
セミナー音声、
著者メッセージなどのダウン
ロード音声をさらにプレゼントしております。
詳しくはホームページ、
またはお電話でお問い合わせください。

自己催眠の力で

仕事や人間関係の悩みから解放される

【引き寄せの法則】

落ち着いて喋れる!

つらい仕事や勉強を深い集中状態
（フロー）
で積極的に楽しむ

普遍的名著の「幸せになるための」
法則を、潜在意識に陽転誘導する

アガリは意思では克服できない
誰でもできる呼吸法でリラックス

そもそも解決しないから人は「悩む」
催眠の力で発想自体を切り替える

482062 ダウンロード版 約44分

482568 ダウンロード版 約26分

482569 ダウンロード版 約27分

482709 ダウンロード版 約51分

悩まない催眠

02

男の催眠ダイエット

Vol.

心と体が楽になる

Vol.

寝る前30分で綺麗になる

Vol.

03

04

482107 ダウンロード版 約310分 1,143円＋税

特典
つき

08

06

催眠勉強法

話題のホーポノポノ、アロハの心など、ハワイで大人気の日系ヒーラーが語る、今すぐ実践できる「ハワイの
知恵」。ハワイの教えはけして神秘体験などではなく、生活に根ざした幸運になるための習慣と考え方です。
そのなかでも大切な「マナ」とは、ハワイ語で、愛のエネルギーのこと。ギスギスした人間関係も、マナさえあ
れば、ぽかぽかとあたたかい、ハワイのような人間関係に変わります。
「マナ」が増えれば、自然と幸運体質に
生まれ変わります。ハワイに脈々と受け継がれる、幸運体質に変る具体的な方法が99個。その中からあなた
が『気になる』生活習慣、心構え、考え方を少しずつ実践してみてください。
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Vol.

Vol.

05

01

Vol.

07

リラクゼーション・快眠
催眠リラックスダイエット
催眠ゴルフトレーニング

482063 ダウンロード版 約36分
482247 ダウンロード版 約35分
482248 ダウンロード版 約44分
482708 ダウンロード版 約60分

日本最大級の電子書籍・オーディオブックサイト
でじじ は、パンローリング株式会社により運営されております。

オーディオブック 制作・出版・販売

03-5386-7396

営業時間
平日 あさ 9：00 〜よる 6：00
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林貞年シリーズ

テイストはジ
ョーク。中身は危険な実践術

待望の
新刊

禁断の書、圧倒的リクエストに応えて解禁

催眠術師になりたい
483338

現代書林（底本）、林 貞年

ダウンロード版 1,715円＋税

封印されていた実用催眠術を
圧倒的なリクエストに応えて音声化

恐怖症の克服と成功者になるためのプロセスは同じ！

心理カウンセラーが明かす潜在意識を味方につける究極のテクニック

481782

経営アドバイザー/催眠セラピスト。1964年、香川県生まれ。催眠誘導研究所所長。催眠誘導研究会会長。株式会社ニック
代表取締役。催眠術のかけ方から催眠療法の技術まで、個人の能力に合わせた指導を実施。凝縮された催眠技術の習得プ
ログラムは海外からも高く評価されている。
現在は独自の催眠心理を活かした経営コンサルタントとして活躍中。

アプリ
有り

催眠術のかけ方
催眠初心者へ贈る1冊
480413

ダウンロード版

現代書林（底本）、林 貞年

約278分

催眠誘導の極意

1,715円＋税

現代書林（底本）、林 貞年

アプリ
有り

催眠恋愛術

現代書林（底本）、林 貞年

恋愛で悩む男性必聴！
女心を誘導する禁断のテクニック！！
480915

ダウンロード版

約242分

女性心理を
利用する

1,715円＋税

〜抜 粋〜

恋愛で使える
催眠テクニックの
実践マニュアル

第一章

目次

女心・男心を誘導する禁断
テクニック満載

ベーシックな
催眠シリーズ

953円＋税

あの大物芸能人も使っていたとされる
禁断の実践催眠術を公開

こんなコンテンツを
待っていた！

催眠術初心者から
プロも驚く
上級テクニックまで網羅した

約360分

実は世間は催眠術で溢れていた！
？

※画像はイメージです

ロングセラー

ダウンロード版

※本書は絶版以来、長年再版を拒み続けてきた著者が、あえてそのテク
ニックや段階的方法を開示し、技法を知識として習得することによっ
て、催眠術を使った詐欺商法などの被害から聴者が防御できるように
なるため、電子化、音声化という手法を取り再販したものです。

著者 林 貞年

7月

ダークヒロカズ

飲み会や合コンでも使える初歩的な誘導の仕方から始まり、知識として知っておくのみ、
絶対に実践してはいけないプロの催眠術までを、
奇術師の著者が具体的に紹介。
本オーディオブックは
「楽しく」
人生を生きるために、
自己防衛の知識として知っておいた
方がいい催眠誘導術、どこまでが生体反射なのか、どこからが心理作用なのかを具体的
に説き明かしている。

残念ながら…
成功イメージを浮かべればいつか奇跡が、
―起こることはありません。
自己暗示を繰り返していればいつか成功は、
―引き寄せられません。
いくら潜在意識に何かをインプットしたところで、
あなたの能力を越えた結果をもたらすは決してありません。
少し頑張れば達成できる目標を掲げて行動する。
それを繰り返し行えるように潜在意識をコントロールする。
催眠療法から生まれたNIC理論は、
極めて現実的で確実な願望達成法です。

配信中

アプリ
有り

「催眠ゲームで遊ぼう」初級編

著者 ダークヒロカズ

催眠術の基本1 カタプレ/ 催眠術の基本2 呼吸法/ 催眠ゲームをやっ
てみよう/ コラム「催眠事件」/ カタプレモドキD「止まる脈拍」/カタプ
レE「やりたくないのに万歳」/カタプレH「硬直する全身」

第二章

「催眠術を使ってみよう」上級編

「ユニット」を覚える/ 環境を設定する/ ユニット1 両手が離れなくなる
/ ユニット2 光点凝視法/ ユニット3 勝手に揺れ出す上半身/ ユニット
4 光点点滅法/ コラム「宗教&自己開発セミナー」

第三章

「人間改造計画」実践編

感覚をコントロールする/ 痛いのかゆいのとんでゆけ/ 年齢逆行『バッ
ク トゥ ルーツ』/ コラム「占い」/ 禁酒&禁煙も暗示におまかせ/ プラス
志向でやる気まんまん/ スタンド ザ プレッシャー

第四章

「暮らしに役立つ催眠術」

やる前にやるべきこと/ イカすバーチャル前戯&SEX/ 催眠療法士に
なりたい/ バーチャルドラッグへの道

奇術師。
社団法人日本奇術協会理事。
落語協会会員。

！

第四章以降は、絶対に
興味本位で行わないでください。

現場に即した具体的な暗示・催眠技法は、飲み会や遊
びのテクニックとして使用しながら、催眠術本来の有効
性、危険性を実感していただければ幸いであり、間違っ
ても誤った使い方をするためのものでありません。本
オーディオブックで紹介されている技法は、法律遵守、
自己責任の範囲で " 知識 " としてのみ理解していただ
くことを深くお奨めいたします。

『催眠術のかけ方』第2弾! さらに深い催眠世界へ
480414

ダウンロード版

約270分

催眠術の極め方

1,715円＋税

現代書林（底本）、林 貞年

プロも驚く上級 催眠 のテクがついに公開！
480415
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特典
つき

ダウンロード版

約231分

無料特典
ダウンロード

1,715円＋税

魅惑の催眠恋愛術

現代書林（底本）
林 貞年

意中の男性を確実にモノにする！
婚活でも使える催眠心理術を貴女に
482045

ダウンロード版

約263分

男性心理を
利用する

1,715円＋税

でじじのオーディオブック CD をご購入いただきますと、
倍速版、
セミナー音声、
著者メッセージなどのダウン
ロード音声をさらにプレゼントしております。
詳しくはホームページ、
またはお電話でお問い合わせください。

【ＣＤ版とは…】

CDまたはCD-Rが複数枚入ったパッケージ商品。
特徴：複数の環境で使用できる。再生環境：ステレオ・カー
オーディオ、一般のオーディオ機器。

【MP3データCD版とは…】

ダウンロード版と同様のMP3音声データファイルをCD1枚にまとめた
もの。再生環境：パソコン、MP3再生対応のCDデッキなど。
※対応していないCDプレイヤーでは再生できません
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日本文学

シャーロック・ホームズ オーディオブックシリーズ
作者

橙の種五粒

アーサー・コナン・ドイル、大久保ゆう
482710 ダウンロード版 約56分 286円＋税

アプリ
有り

曲れる者

481007 ダウンロード版 約54分 286円＋税

13.

株式仲買人

481209 ダウンロード版 約50分 286円＋税

14.

ライギット・パズル

481231 ダウンロード版 約57分 286円＋税

15.

自転車乗りの影

481484 ダウンロード版 約60分 286円＋税

16.

三枚の学生

481732 ダウンロード版 約53分 286円＋税

17.

サセックスの吸血鬼

482137 ダウンロード版 約52分 286円＋税

エドガー・
アラン・ポー

アプリ
有り

史上初の推理作家であり、推理小説を創った
ともいわれるエドガー･アラン･ポー。
彼の代表作である「モルグ街の殺人事件」や
「黄金虫」
といった作品を、
迫力の朗読とBGM
で音声化。
本を読むだけでは味わえないスリル
を、
是非体感してみてください。

でじじ 源氏物語

黙読だけでは味わえない日本語のしらべ
世界に誇る日本文学を朗読でお楽しみください
全五十四帖続々刊行予定
きりつぼ

アプリ
有り

第 一 帖（桐壺）
481787 ダウンロード版 約59分 286円＋税

※バラ売り

第 二 帖（帚木）
481814 ダウンロード版 約91分 286円＋税
うつせみ

第 三 帖（空蝉）
481830 ダウンロード版 約26分 286円＋税
ゆうがお

第 四 帖（夕顔）
482277 ダウンロード版 約111分 286円＋税

日本文学史上 最高傑作として名高い「源氏物語」
その中でも与謝野源氏を朗読・オーディオ化

DL版［各300円]・アプリ
［各85円〜170円]は第三十一帖「真木柱」
まで発売中！
！

藤沢周平と並ぶ時代小説の大家、山本周五郎の世界を音声化
江戸を舞台に市井の町人達が、実力派ナレータの声で耳から蘇ります

モルグ街の殺人事件
480205

ダウンロード版 約134分 286円＋税

黄金虫
480200 ダウンロード版

盗まれた手紙
約59分 286円＋税

480204 ダウンロード版 約75分

286円＋税

H・P・ラヴクラフト
朗読集
アプリ
有り

※バラ売り

初蕾

―Ｈ．Ｐ．ラヴクラフト
CD未収録作品を

豪華 一挙無料ダウンロード！
特典 詳細は商品に封入されているダウンロード方法をご覧下さい。
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特典
つき

無料特典
ダウンロード

1

クトゥルフ神話

482541 ダウンロード版 約230分 1,334円＋税

2

異形のもの

482542 ダウンロード版 約247分 1,334円＋税

3

未知の世界

482543 ダウンロード版 約247分 1,334円＋税

でじじのオーディオブック CD をご購入いただきますと、
倍速版、
セミナー音声、
著者メッセージなどのダウン
ロード音声をさらにプレゼントしております。
詳しくはホームページ、
またはお電話でお問い合わせください。

その木戸を通って 落ち梅記

茶屋の娘が武家の母へと 武家の男の前に突然現 藩の政権抗争とその中に巻
成長していく人情の物語 れた記憶喪失の娘が織り き込まれながらも懸命に生
成す、美しくも儚い名作
きる若者の愛と友情の物語
482726 CD版 1枚 約247分 858円＋税

482722 CD版 3枚組 約247分 2,100円＋税

朗読社

恐怖は人類の
最も古い感情である。

ＤＬ

ははきぎ

山本周五郎

Season 2
Vol.11〜18

同一事件

12.

与謝野晶子

ボーナス特典付き
Season2の作品には長編小説
「緋のエチュード」
が第一章から順番に特典として付いております。

11.

480980 ダウンロード版 約59分 286円＋税

現代語訳

1887年秋の夜、嵐の中一人の依頼人がやってくる。家族が次々に不審な死に見舞われていると言
う。
そしてその死の直前には、
橙の種五粒が入った封筒が届くという。
そして２日前、
依頼人の元に
その封筒が届いた。
ホームズは依頼人を守ることができるのか？犯人は？ホームズの名推理にも関
わらず、
死は続く。
自信が砕かれ、
激高するホームズ。
必ず解決すると誓うが、
事件は意外な方向へ。

紫式部

ホームズシリーズ第18弾は、
『四人の誓い』よりも奇抜な事件

源氏物語

外国文学

名作は人の歴史であり、生活であり
叡智である。色あせない世界を

482725 CD版 2枚組 約145分 1,524円＋税

日本最大級の電子書籍・オーディオブックサイト
でじじ は、パンローリング株式会社により運営されております。

オーディオブック 制作・出版・販売

03-5386-7396

営業時間
平日 あさ 9：00 〜よる 6：00
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日本と文学 「声で楽しむ読書」目に優しく、「本が読みにくくなったなぁ」という方にもおすすめです。
大城立裕

このページでは日本と文学と題して、
作家と出身地
（ま
たは、ゆかりの土地）をご紹介。さらに、かつて読書で
楽しんだ文学作品を、朗読でお届けいたします。小泉
八雲ゆかりの武家屋敷が現存する松江、宮沢賢治が
生を受け、
「銀河鉄道の夜」
をはじめとした作品の舞台
とされる花巻など、作品に耳を傾けながら、その土地
を実際に訪ねる旅もおすすめ。
もちろん、
目をとじれば
途端に引き込まれる、
物語への空想旅行も朗読ならで
は。
作家、
また時代と土地が育んだことばのしらべを、
改めて朗読でご堪能下さい。

太宰治
［企画・制作・販売］株式会社

481733
2,000円＋税

481734
1,000円＋税

481735
1,800円＋税

482257 ダウンロード版
1,143円＋税
約90分

夢野久作

小林多喜二

480576 ダウンロード版
約492分
858円＋税

1896年
（明治29年）
8月27日岩手県花
巻生まれ。花巻には『銀河鉄道の夜』の
ジョバンニの暮らす街をはじめ、
作品の
モデルや題材と考えられるもの、
風景が
いまもたくさん残されている。

宮沢賢治

480327 ダウンロード版
477円＋税
約219分

坂口安吾
1850年
（嘉永3年)6月27日ギリシャのレフ
カダ島生まれ。1890年、東洋の神秘に興
味を持ち来日。
松江には八雲ゆかりの武家
屋敷や、再話した怪談の舞台があちこちに
存在している。

481971 ダウンロード版
477円＋税
約230分

小泉八雲

19 0 6年（明治3 9年）10月
20日新潟市西大畑町（現新
潟市）
生まれ。
1957年に建立
された寄居浜安吾碑は松林
の中にあり、
安吾が帰省の度
に泳いだという日本海を臨ん
でいる。

福沢諭吉

480845 ダウンロード版
約149分
477円＋税

480581 ダウンロード版
約250分
858円＋税

芥川龍之介

481743 ダウンロード版
477円＋税
約73分
480873 ダウンロード版
477円＋税
約87分

1892年（明治25年）3月1日京橋区入船町（現
中央区明石町10番）
生まれ。
辰年辰月辰刻の生
まれにちなみ、龍之介と名付けられる。彼の出
生当時、
父新原敏三は牛乳販売会社
「耕牧舎」
を経営していたが、
もともとは実業家渋沢栄一
が興したものであった。

480335 ダウンロード版
477円＋税
約345分

1867年（慶応3年）2月9日江戸牛
込馬場下横町（現・新宿区喜久井
町）
生まれ。
誕生の地から若松町の
方へ上る坂は父・直克により「夏目
坂」
と命名。

田中貢太郎
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480579 ダウンロード版
約185分 4,286円＋税

夏目漱石

481515 ダウンロード版
477円＋税
約58分

481731 ダウンロード版
477円＋税
約85分

480580 ダウンロード版
約178分 4,286円＋税

1880年（明治13年）
3月2日高知市仁井
田生まれ。漢学塾に
学び、教 員、高知実
業新聞社の記者を経
たのち上京。生涯に
わたり蒐集と再話に
努めた怪談は総数五
百編を超える。

MP3データ版CDについて

梶井基次郎
482047 ダウンロード版
477円＋税
約79分

伊藤左千夫
924716
CD版のみ
1枚
約57分 800円＋税

対応していないオーディオ機器、ステレオ、カーステレオなどではお聴きいただけません。
パソコンや対応する機器以外でご使用の際には、機器の故障に繋がる場合もございます。ご確認の上ご使用ください。

480101 ダウンロード版
約147分 191円＋税

【ＣＤ版とは…】

481872 ダウンロード版
約565分 477円＋税

480717 ダウンロード版
477円＋税
約89分

CDまたはCD-Rが複数枚入ったパッケージ商品。
特徴：複数の環境で使用できる。再生環境：ステレオ・カー
オーディオ、一般のオーディオ機器。

480208 ダウンロード版
477円＋税
約333分

480479 ダウンロード版
約605分 477円＋税

【MP3データCD版とは…】

ダウンロード版と同様のMP3音声データファイルをCD1枚にまとめた
もの。再生環境：パソコン、MP3再生対応のCDデッキなど。
※対応していないCDプレイヤーでは再生できません
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他9話 482766

他9話 482819
他9話 482820
他9話 482821

他9話 482822

1,000 話予定

か い

じ ゅ う

ほ し

か ず

むかしばなし

世界中に星の数ある昔話を
たくさん たくさん集めました。
あ つ

483196
483233
483234
483292
483293

せかい
むかしばなし

よみせ
きか

〜

わ

483197

鋭意制作中！

むかしばなしシリーズ 全

せ

483161

巻

巻

有名なお話だけでなく初めて出会うお話もたくさん。
大人も思わずホロリとしてしまうお話がいっぱいです。
日本とはまた違ったむかしばなしの世界にようこそ！
ダウンロード版
①大きなカブ
②美女と野獣
③ウサギとカメ
④魔法使いの弟子
⑤星の銀貨
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特典
つき

無料特典
ダウンロード

商品番号

他9話 482999

他9話 483000
他9話 483001
他9話 483002

他8話 483003

各858円＋税
⑥カラスと水差し
他9話
⑦王様をほしがったカエル 他9話
⑧町のネズミと田舎のネズミ 他9話
⑨にじの鳥
他9話
⑩ハーメルンの笛吹き
他9話

商品番号

483086
483099
483101
483104
483144

でじじのオーディオブック CD をご購入いただきますと、
倍速版、
セミナー音声、
著者メッセージなどのダウン
ロード音声をさらにプレゼントしております。
詳しくはホームページ、
またはお電話でお問い合わせください。

書籍

A5判ソフトカバー 344頁
ISBN 978-4-7759-4018-1 定価 2,100円 ＋税

本書『朗読の教科書』は、学習指導要領・小学校国語科にのっと
りながら、
「 話す力」や「読む力」の上達を目指したことばの学習書
です。著者である渡辺知明氏が理論づけ、詳細に解説した朗読
技法は、一般社団法人 日本朗読検定協会の協力のもと、 時代
を超えて、全ての日本語を語るみなさんに、
わかりやすく、基礎作り
と朗読を楽しむための準備方法などをお教えします。
本書付属CDには、発声、記号づけの読み上げ例の他、
表現よみの例として下記作品の朗読例を収録しています。
ＣＤ
録音作品
一覧

◆「思い出」太宰治
◆「濁った頭」志賀直哉
◆「蜘蛛の糸」芥川龍之介
◆「最後の一句」森鴎外
◆「藪の中」芥川龍之介

◆「クローディアスの日記」志賀直哉
◆「Ｋの昇天」梶井基次郎
◆「オツベルと象」宮沢賢治
◆「吾輩は猫である」夏目漱石
◆「駈込み訴え」太宰治

言葉にして
伝えたい想いはありますか
？

他8話 482628

483145

読み砕く︒理解する︒
コトバを発する︒表現する︒
聴き取りやすく︑
美しい日本語の朗読がしっかり身につく︒

他9話 482527

483134

初心者から経験者まで

他9話 482276

他9話 482321

商品番号

483105

生徒にも先生にも

⑪どちらが大うそつき 他9話
⑫耳なし芳一
他8話
⑬鬼の親分の競争
他9話
⑭田植え地蔵
他9話
⑮ざしきわらし
他9話
⑯十七毛ネコ
他9話
⑰右手を出した観音様 他9話
⑱ステレンキョウ
他9話
⑲しばられじぞう
他8話
⑳しゅてんどうじたいじ 他9話

他9話 482222

文部科学省学習指導要領準拠

お子様の豊かな心を育てる

商品番号

各858円＋税

日本語を表現したい

わ

①はなさかじいさん
②きっちょむばなし
③ももたろう
④一休さんのとんちばなし
⑤いっすんぼうし
⑥ちからたろう
⑦うしわかまる
⑧三ねんねたろう
⑨ふるやのもり
⑩たぬきのいとぐるま
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※バラ売り

朗読のプロが、まるで隣で読み聞かせして
くれているような朗読を
お子様やお孫さんにプレゼントしませんか?
ダウンロード版

ぜん

巻

全ての方に向けた教科書の決定版

197

ぜん

巻

﹁朗読 の教科書﹂

〜

小さなお子様向けに
難しい表現を避けています。

アプリ
有り

豊かな日本語表現の技術

童話・児童書

効果音やBGMがついてワクワク楽しい音の本！

CONTENTS

はじめに
◎第１章 朗読とはなにか
◎第２章 姿勢・発声・発音
◎第３章 リズムある朗読の仕方
◎第４章 朗読のための文法入門
◎第５章 記号づけの方法とは
◎第６章 文学作品の表現方法
◎第７章 文学作品の文体と
「語り口」
あとがき
参考にした文献

詳しくは でじじ 朗読の教科書

日本最大級の電子書籍・オーディオブックサイト
でじじ は、パンローリング株式会社により運営されております。

オーディオブック 制作・出版・販売

03-5386-7396

営業時間
平日 あさ 9：00 〜よる 6：00
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発売予定

電子書籍

オーディオブックで販売している人気タイトルが、

iPhone・iPad用電子書籍

iBooks

上位1％の成功者が独占する

iBooks の特性を最大限に活かした

朗読音声付き電子書籍

iTunes Store

▼

パンローリング

リア王

60分でわかる

嵐/テンペスト

60分でわかる

十二夜

原題：King Lear

本初の完全新訳版を、文字と音声で学ぶことができる、
まさに引き寄せの法則の完
全版とも言える一冊です。

60分でわかる

8月

で検索

コンサルタントのための

キラーコンテンツ で稼ぐ法

982877
982884

原題：The Tempest

982891

同文館出版（底本）、五藤 万晶

9月

自身の強みを 売れるカタチ に
するにはどうすればいいのか、
をわかりやすく解説。

原題：Twelfth Night, or What You Will

各572円＋税

●
（年内刊行予定）
ヴェローナの二紳士

引き寄せの法則
意志力の法則
● 富と幸福の探し方
● 富を築く技術
● 成功への秘密の扉
● 自己信頼
● 自助論 〜新訳完全版〜

くわしくは P.22へ

483338 ダウンロード版 1,715円＋税

シェイクスピアシリーズ

なかでも注目は、お客様から多数のご要望をいただいた
「引き寄せの法則」です。
日

現代書林（底本）、林 貞年

著作累計40万部の催眠家が明かす、
成功をイメージするだけでは実現できなかった願望が実現する方法。
この願望達成法を使うことで、
すぐに日常生活に変化が起こります。
※画像はイメージです

で、文字通り

願望達成法

潜在意識を味方につける「究極のテクニック」

好評
配信中

で発売を開始しました
「聴きながら読む」
ことができます。

※刊行予定ですので、発売日等に変更になることがございます。
ご了承ください。

※画像はイメージです

●
●

シャーロック・ホームズ
短編集①〜③

名著新訳シリーズ

iBooks は iPhone, iPad アプリ
「iBooks
（無料）
」
用の電
子書籍となっております。
閲覧するには iBooks 3.1 以降
と iOS 6.1 以降が必要です。iPad、iPhone (3G以降)、
または iPod touch (第2世代以降) でのみ閲覧可能です。

各価格：650円（税込）

各価格：700円（税込）

中村
9月
天風

アプリ

『iplaywalk』

iPhone・
iPadアプリ

TM

高品質音声合成エンジンによる

テキスト読み上げアプリ

オーディオブックアプリ

突破！

様々なテキストを人間らしく自然な音声で読み上げます。

童話から日本の文豪、ビジネス書まで幅広い
ジャンルのオーディオブック（300タイトル
以上！）を全てテキスト付きで楽しめる 聴い
て読める アプリです。

iplaywalkがあれば、
自作のテキストや小説・ニュースが、
その場ですぐにオーディオブックに生まれ変わります
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彩図社（底本）、許 成準

平易な現代語で〝超訳〟し
再構成、理解の助けとなる
事例も加えています。

10月

成功哲学シリーズ

通勤時間などの隙間時間の活用に
また〜ながら作業のお供にお薦め

お客様の声

無料
New
Release

価格：無料 （アプリ内からサンプルテキストをダウンロードできます。）

● バージョン 1.2

Good luck

マキャベリに学ぶ帝王学

・テキストを読みながら朗読が聴ける
・絵本のような挿絵付き（一部作品）
・英語・日本語切り替え（一部対応作品）

声の高さ、アクセント、音量、速さ、
文章の間隔を自在に設定可能。
自分に合った声質で楽しめる。

●

天風の「誦句」を学び、唱詩のつくり方
を会得する。
自己暗示の唱詩〔実例集〕付。

ポプラ社（底本）、
アレックス・ロビラ

7日間の物語を共にして幸運を
手にして欲しい。
200万部のベストセラー待望
の音声ドラマ化。

11月

※画像はイメージです

テキストの作成や
コピーペーストも、
簡単操作で編集し読み上げ。

今後は、倍速機能付きオーディオプレイ
ヤー/ZIP ファイルの解凍 及びファイル
管理システム/web からのデータダウン
ロード機能を実装予定。
iplaywalkは総合型オーディオブックプ
レイヤーを目指します。

プレジデント社（底本）、沢井淳弘

中村天 風に十二年間直接指
導を受けた著者による 瞑想
健康生活 のススメ。

P.10へ

プロのナレーターによる

ダウンロード

わが師中村天風から教わった
ことばの自己暗示力

プレジデント社（底本）、沢井淳弘

超訳君主論

『聴いて読める本棚』

iPhone・
iPadアプリ

23,000 DL

やさしい瞑想法

シリーズ

くわしくは

すべてはよくなる

中村天風から教わった

iPhone、iPod touch および iPad互換 iOS5.1 以降が必要

MP3データ版CDについて

●

価格：無料

お試し版
付属作品

エドガー・アラン・ポー「十三時」

※作品の追加購入には別途料金(100円〜)がかかります
● バージョン 1.9.2

本を読むことが億劫な私に
とって、まさに待ってました
というアプリ。
コスパが良く、
朗読のクオリティがとてもよ
いのが魅力。

12月

※画像はイメージです

道は開ける

デール・カーネギー

人生から悩みを取り除くことに成功し、
時の試練にも耐えた処方箋の集大成
自己啓発書のバイブルが名著新訳シリーズに登場。
本書は数多の人びとが悩みを克服し
た方法について、
テンポよく簡潔に記録した報告書である。判りやすい新訳とナレーション
で、
「知ること」
ではなく
「行動に移すこと」
、
誰しもが知っておくべきことの全てがここに。

くわしくは
P.3へ

iPhone、iPod touch、iPad対応 iOS 5.0 以降が必要

対応していないオーディオ機器、ステレオ、カーステレオなどではお聴きいただけません。
パソコンや対応する機器以外でご使用の際には、機器の故障に繋がる場合もございます。ご確認の上ご使用ください。

【ＣＤ版とは…】

CDまたはCD-Rが複数枚入ったパッケージ商品。
特徴：複数の環境で使用できる。再生環境：ステレオ・カー
オーディオ、一般のオーディオ機器。

【MP3データCD版とは…】

ダウンロード版と同様のMP3音声データファイルをCD1枚にまとめた
もの。再生環境：パソコン、MP3再生対応のCDデッキなど。
※対応していないCDプレイヤーでは再生できません
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名言・金 言 から
今 必聴のオーディオブックを見つけよう！
為せば成る
為さねば成らぬ何事も
成らぬは人の
為さぬなりけり

知識や才覚は
最高でなくてもいい。
だが熱意だけは
最高でなくてはならない。

代表的日本人

1分間松下幸之助

為せば可能性は生まれます。
自らの可能性を信じ、自らを鼓舞した
い方におすすめ。

「世のため」
「人のため」
「日本のため」
を常に考えた「経営の神様」に近づき
たい方に。

P.6へ

P.9へ

何人も
「貯金の門」をくぐらずに
巨富には至り得ない。

私の財産告白

信念は
奇跡のような力を
人に与える

実践 中村天風
困ったことは起こらない!

アプリ
有り

薄給でも、貧乏でも、確かな財産を築
くことの出来る生き方を自分のものと
したい方へ。
P.13へ

人は成功を命ずることはできない。
努力してこそ、
成功を手にすることが
できるのだ

自助論

自らを信じ、常識で考える以上の自己
変革を実現させたい方へおすすめ。
P.10〜11へ

お殿さま、
それではとらを捕まえますので、

とらを屏風から
追い出してください。
すぐに捕まえてみせましょう。

にほんむかしばなし

アプリ
有り

アプリ
有り

日頃から家庭や職場で無茶な相談をさ
れ、
対処に悩んでいる方におすすめ。

『自助論』の精神。高い目標を設定し、
自らを厳しく鍛えあげていきたい方に
おすすめ。

P.28へ

P.2〜3へ

お電話でのご注文方法
1

聴きたいオーディオブックが見つかった

2

すぐに「でじじ」

03-5386-7396 に電話する

(運営)パンローリング株式会社 （平日朝9時〜夜6時まで受付）

3

担当者に『ご希望のタイトル』と『お届け先』をお伝えください

4

最短で翌日に商品をお届けいたします

メールマガジンのご登録はコチラ

パンローリング株式会社／

www.digigi.jp mail info@digigi.jp FAX 03-5386-7393

※お電話でのご注文は送料がかかります。
1 件のご注文につき

送料 250円

TEL 03-5386-7396

〒160 - 0023

東京都新宿区西新宿7-9 -18 6F

