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信念の魔術
The Magic of Believing

このCDはMP3データCDです。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。

1991-2015 Pan Rolling Inc.,All rights reserved

Mail : info@digigi.jp
Tel : 03-5386-7396

第6章　潜在意識の力を
           引き出す鏡のテクニック
第7章　あなたの思いが
             すべてを決める
第8章　女性と信念の魔術
第9章　思いは現実になる

第1章　私は信念の魔術を
            手に入れた
第2章　「心の働き」の本質を
　　　 探る
第3章　潜在意識とは何か
第4章　暗示は力だ
第5章　イメージする技術

あさ 9：00～よる 6：00
営業時間
平日03-5386-7396

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

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。

無料特典
ダウンロード

特 典
つき

特 典
つき

アプリ
有り

C.M.ブリストル 
翻訳：関岡孝平

ヘレン・ケラー、フロイト他が起こした「魔術」の実例
も収録

信念の魔術
983560 1,500円＋税1枚MP3版 約615分

聴けば、今日から自分が変わるドラマCD
フィリップ・コトラーが「星の王子さまのようだ！」 と絶賛。

この本は読む人によって、伝説にも、哲学書にも、ビジネス書にもなる。

二人の騎士の「幸せ」を探す七日間の旅。「運」を待つ人と、「幸運」を手にする人の違いは。

七日目の朝、彼らが出会った奇蹟の光景とは。

感動のラストへ、七日間の旅が始まる。

近代日本の
成功哲学シリーズ 

983546 1,500円＋税1枚CD版 約402分

「帝国ホテル」、「大成建設」など名立たる企業の創立と
経営に携わり、一代で財閥を築いた大倉喜八郎。本CD
では、民間人で初の欧米視察に赴き、渋沢栄一らと日
本初の会社組織による建設業法人（ゼネコン）を設立

するなど、 勇猛果敢に時代を切り拓き、明治時
代のベンチャー起業家ともいわれる大倉喜八郎
の姿に、勇猛果敢に時代を切り拓く鍵を見つけ
ることができるかもしれません。

致富の鍵
大倉喜八郎

アレックス・ロビラ / フェルナンド・トリアス・デ・ベス
田内 志文 訳

ち　　  ふ

特 典
つき

営業の神さま
～営業が進化する9つの問いかけ～　　　中村信仁 

特 典
つき

983553 1,500円＋税6枚CD版 約312分

「愛する家族を守りたい」自分を信じる勇気を手にするため
の最後の1ヶ月が始まる。

『この先、多くの理不尽と出会うとも、これまで多くの理不尽に翻弄されようと。すべ
ての出来事は必然なんだ。これから訪れる奇跡のための必然……。
信じる勇気を捨てないでいれば必ず希望がいつも君を支えてくれるはず。
生きるってことは、善いことも、悪いことも、全部ひっくるめて人生なんだ』
オーディオブック版オリジナルとして、著者中村信仁氏による朗読・解説・執筆秘話
トラックも同時収録。気付きと感動のストーリーを再び。

君は独りじゃないことを忘れないで欲しい。

第1章
第2章
第3章
第4章
第5章

第6章
第7章
第8章
第9章

私は信念の魔術を手に入れた
「心の働き」の本質を探る
潜在意識とは何か
暗示は力だ
イメージする技術

潜在意識の力を引き出す鏡のテクニック
あなたの思いがすべてを決める
女性と信念の魔術
思いは現実になる

中村信二 営業の魔法シリーズ Ｐ14へ

成功哲学シリーズ Ｐ4へ

『営業の魔法
   勇気の言葉』

発売予定
2016年 2月

P7へ

新刊案内

マスターの教え
ジョン･マクドナルド

特 典
つき

“思い描かなければ”達成されない
本CDの底本は成功哲学の古典であり、『マス
ターの教え』（飛鳥新社刊）でタイトルをご存じ
の方も多いでしょう。「あなたの人生をプラス
の結果に導く」というと、スピリチュアルなイ
メージが浮かびますが、本CDは聞いてわかり
やすいように、具体的な言葉で、だれにでもわ
かるように翻訳されています。この新訳、ご好
評いただいています。ぜひ、お聴きください。

982501 1,300円＋税3枚組CD版 約153分 921265 1,300円＋税4枚組CD版 約209分

引き寄せの法則 
ウィリアム・ウォーカー・アトキンソン

特 典
つき

『ザ・シークレット』の起源もこの1冊
世界に初めて、意志が自らの望むものを引き
寄せる力=「引き寄せの法則」を紹介した、
ウィリアム・ウォーカー・アトキンソン。その
後、多くの成功者や思想家に影響を与えた世
界的名著と、その内容をより深く理解するた
めの2本の手記も同時収録した日本で初め
ての完全新訳版。

983041 1,000円＋税2枚組CD版 約135分

本書の主張を要約すると、「強く信じ思い続けたことは実現する」という一言に尽きますが、
「強く信じ、そして思い続ける」ということが容易なことではないことは人間誰にとっても変わ
らないことでしょう。

だからこそ、ブリストルは「強く信じ、そして思い続ける」ために何をすべきか、
という具体的な方法論を提示し、そしてヘレン・ケラー、フロイト、ベーブ・
ルースなど「信念の魔術」を起こしたという数多くの例を挙げて、少しず
つ、読者の「信じる力」を呼び起こそうとするのです。

今回は、『引き寄せの法則』などをはじめとする「成功哲学」シリーズ
の翻訳を一挙に手掛ける関岡孝平氏による新訳での刊行。
また、既訳書では割愛されている第8章「女性と信念の魔術」を含ん
だブリストルの原典をすべて収録しています。

「強く信じ思い続けたことは実現する」ー
「信念の魔術」は、決意し、信じることから生まれます。

自分に幸運を贈る本。大切な誰かに伝えたくなる本。

200万部
突破の

大ベストセラー
ドラマCD化
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あさ 9：00～よる 6：00
営業時間
平日03-5386-7396

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

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。

無料特典
ダウンロード

特 典
つき

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

「悩むのをやめ、新たな人生を始めるのだと固く決
意する」決意を必ず後押ししてくれるCD
本CDは、『道は開ける』（創元社刊）で有名な自己啓発書のベストセラー、
"How To Stop Worrying And Start Living"を耳で聴いてすっと理解できるよ
うな新たな現代語訳で収録されています。『引き寄せの法則』等ですでにおな
じみの、分かりやすくユーモア溢れる関岡孝平氏の翻訳です。悩みから解き放
たれれば、人生に有意義な時間が大いにもたらされることになるでしょう。

983089 2,500円＋税1枚　MP3版 約1,050分

デール・カーネギーの
悩まずに進め

特 典
つき

デール・カーネギー
翻訳：関岡孝平

D.カーネギーを聴いて学ぶ
PART1  悩みについて知っておくべき
　　　基本的なこと
PART2  悩みを分析する基本技術
PART3  悩み癖―やられる前にやっつけろ
PART4  心の平穏と幸せをもたらす７つの心得
PART5  悩みを克服するための
　　　ゴールデンルール

PART6   批判を気にしないでいる方法
PART7   疲れと悩みを防ぎ、心と体の
          パワーを高める６つのルール
PART8   自分に合った仕事の見つけ方
PART9   お金の悩みを減らす方法
PART10  私はどのようにして悩みを
　　　 克服したか［３１の体験談］

982457 1,300円＋税2枚組CD版 約88分

983508 1,300円＋税3枚組CD版 約164分

自分を導く普遍の真理
思いと結果の法則

特 典
つき

『「原因」と「結果」の法則』の名で有名な
“As a Man Thinketh”
本CDの底本となった原書は1902年の出版以後、聖書に次ぐロング
セラーとも言われています。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」という命題は、ナポレオン・ヒルや、引き寄せの
法則の思想の原型ともいえます。一見小難しく、信じ難い命題に思
えますが、その内実は私たちすべてにとって身近で当然ともいえるも
のなのです。

ジェームズ・アレンの
成功への道のり

特 典
つき

心をコントロールできれば、自らを成功に導ける
本書は、アレンの処女作に含まれる一部として発表されましたが、あ
の有名な「思いと結果の法則」発表後に、単独で再発行されました。
「心が環境に及ぼす影響」を知り、「どのように心を強くし活用する
か」を学ぶための方法論を説いています。アレンは思想家であり詩人
ですので、文章は少しスピリチュアルですが、内容はとても実践的で
す。

特 典
つき富を築く技術

リング・リング・
サーカスや「地
上最大のショ
ウ」の仕掛け人
が明かす富の正
しい築き方と
は？

P・T・バーナム

921388 1,300円＋税2枚CD版 約135分

富と幸福の探し方
「ダイヤモンド
を探せ」と題さ
れ、書籍化され
たコンウェルの
言葉を現代語
で蘇らせまし
た。

ラッセル・H・コンウェル

921357 1,300円＋税3枚CD版 約140分 927755 1,300円＋税4枚CD版 約218分

特 典
つき

特 典
つき

特 典
つき

成功への秘密の扉
「頭の中で考え
たことが現実
化する」という
考えに基づき、
ポジティブな言
葉を口ずさも
う。

フローレンス・スコーヴェル・シン

特 典
つき自己信頼

ニーチェや福沢
諭吉、宮沢賢
治、内村鑑三な
ども影響を受
けた、自分自身
を信頼する術。

ラルフ・ウォルドー・エマソン

927762 1,300円＋税2枚CD版 約111分

自助論
本CDは、1858
年に英国で上梓
された『自助論』
改訂版の内容
を、音声で聴い
て理解しやすい
わかりやすい翻
訳で朗読してい
ます。

サミュエル・スマイルズ

982518 1,500円＋税1枚MP3版 約1,130分 921302 1,300円＋税2枚CD版 約86分

特 典
つき意志力の法則

あなたの中のま
だ使われていな
い潜在能力を
把握し、的確に
利用することを
教えてくれま
す。

ラッセル・H・コンウェル

引き寄せの法則
～完全新訳版～

『ザ・シークレット』の起源、この1冊

特 典
つき

特 典
つき

ウィリアム・ウォーカー・アトキンソン

世界に初めて、意志が自らの望むも
のを引き寄せる力、いわゆる「引き寄
せの法則」を紹介した、ウィリアム・
ウォーカー・アトキンソン。そのアトキ
ンソンが遺した多くの成功者や思想
家に影響を与えた世界的名著を、わ
かりやすい言葉で甦らせました。そ
の内容をより深く理解するための2
本の手記も同時に収録している日本
で初めての完全新訳版です。

921265 1,300円＋税4枚組CD版 約209分 982501 1,300円＋税3枚組CD版 約153分

マスターの教え 
～新訳版～

“思い描かなければ”達成されない
ジョン･マクドナルド、

本書の主張はとてもシンプルで力強
いもので、それは人間の本質は「心」
であるということ、また心に描いたイ
メージは必ず現実になるということ
です。さらに、本CDの優れた点は、
それらの理論を説くだけではなく、そ
れをどう応用すればいいのかを、具
体的な手法を交えて、誰もが取り組
めるような形で提示している点にあ
ります。さあ、実践あるのみ。

あなたの人生をプラスの結果に導く
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特 典
つき

新渡戸稲造、翻訳：関岡孝平

『聴け。日本人の心を』世代と国を越え今なお読み
継がれている世界的名著
世界有数の犯罪率の低さ、大災害時での規律、自発的な他助の精神と行動は時
代を超えて、親から子へと語り継がれてきた日本人特有の「道徳律」が存在し続け
ていることを表している。その特異性と唯一無二の行動規範・心の拠り所を詳細
に解説した普遍の書が、心熱くするプロのナレーションで語られている。

武士道 ～日本のこころ～

明治期ー押し寄せる西欧文化の中で、「日本人とは何か」を諸外国へ伝え、
「日本人としていかに生きるか」を日本人に問うた3冊の名著

成 功 哲 学 シ リ ー ズ

現代においても必要な「日本という国」と「日
本人としてのアイデンティティ」を、西郷隆
盛、二宮尊徳ら五人の志士の生涯から知る

代表的日本人 特 典
つき

内村鑑三、翻訳：関岡孝平

洗礼を受け、キリスト教思想家と
しても有名な内村鑑三が、生身
の日本人の姿と精神を描き出し
た「日本版自助論」。キリスト教的
西洋思想と仏教や儒教など東洋
思想の間に身を置く内村が、立派
な日本人の存在を諸外国に知ら
しめると同時に、「日本人としてど
のように生きるべきか」を日本人
に問うた1冊。

982655 1,300円＋税6枚組CD版 約379分

日本の住居や慣習、衣服や料理、陶磁器、
漆器、絵画、そして文学に至るまで、すべ
て茶道の影響を受けていないものはない

茶の本 特 典
つき

岡倉天心、翻訳：関岡孝平

西洋を知るほどに、東洋、そして
日本の素晴らしさに気づいていっ
た岡倉天心は、明治期における
文明開化の風潮のなか日本美術
を衰退から救ったのだった。日本
文化の象徴として、茶の歴史から
道教・禅の思想により進化してき
た茶の道を中心に、茶室、花道に
至る、日本人特有の美的センス、
芸術感までを追う。

982631 1,300円＋税3枚組CD版 約180分

982297 1,500円＋税6枚組CD版 約350分

あさ 9：00～よる 6：00
営業時間
平日03-5386-7396

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

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。

無料特典
ダウンロード

特 典
つき

訳者序文
初版への序文
改訂第10版への序文
新渡戸博士の『武士道』に寄せて

第1章 道徳体系としての「武士道」
第2章 武士道の源
第3章 「義」―あるいは正義について
第4章 「勇」―勇敢さと忍耐力
第5章 「仁」―慈愛の心
第6章 「礼」
第7章 「誠」―正直さと誠実さ

第8章 「誉 ほまれ」
     ―あるいは名誉について
第9章 「忠義」
第10章 武士の教育と鍛錬
第11章 自制心
第12章 切腹と敵討ちという制度
第13章 刀―武士の魂
第14章 女性の教育と地位
第15章 武士道から大和魂へ
第16章 武士道は今も生きているか
第17章 武士道のこれから
警告

目 

次

特 典
つき

特 典
つき富の活動

金、事業、投資とは何たるか
安田善次郎, 編集：菊地暁汀

現・みずほフィナンシャルグループ
設立者で、「五十、六十は鼻たれ小
僧 男盛りは八、九十」の名言を遺し
た日本の銀行王の信念とは。

日
本
近
代
化
の
父

 

渋
沢
栄
一 

924594 2,500円＋税5枚組CD版 約317分

国富論 特 典
つき

924648 2,500円＋税6枚組CD版 約360分

立志の作法 特 典
つき

924679 2,500円＋税5枚組CD版 約301分

徳育と実業 特 典
つき

924587 2,500円＋税6枚組CD版 約350分

先見と行動 特 典
つき

論語と算盤（そろばん）

982051 2,500円＋税1枚MP3版 約522分

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

982679 1,500円＋税5枚組CD版 約273分 924938 1,500円＋税5枚組CD版 約283分

～個々人の公益の追求と私益の追求とは～

私の財産告白

財産をいかに蓄え、いかに
使うか

実業之日本社（底本）、本多静六

清貧生活で百億円余りの資産を築き、
定年退官を機に、全財産を匿名で寄
付。 稀代の賢人が自らの人生経験か
ら語る「財産」とは。

イースト・プレス（底本）

983492 1,500円＋税1枚CD版 約643分

私の行き方
阪急・東宝グループ創業者、宝塚歌劇の創始者が語る
人生と仕事がうまく行くための成功哲学

独自のやり方を貫き、一代で阪急・東宝グループ、宝塚歌劇を作り上げ
た実業家 小林一三が語る実業の基本、仕事人としての心構え、仕事・実
務論、劇場論、演劇論。そして人生の"行き方"と、"生き方"。
自らの手と足で事業を切り開いた氏だからこそ語れる、ユーモアに溢
れ、辛辣で、地に足の着いた赤裸々なエピソードは、情報過多の現代に
おける自らの指針を判断する拠り所となる言葉の宝庫でもある。
興味のある章からじっくり聴いていただきたい。

小林一三 

「人が選ぶものを作る」~全ての仕事人に贈る、珠玉の84編~

特 典
つき
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あさ 9：00～よる 6：00
営業時間
平日03-5386-7396

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

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。

無料特典
ダウンロード

特 典
つき

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
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）

特 典
つき

南雲堂フェニックス（底本）、森本節躬、森本暢

自己鍛錬記

実際にブザーやお鈴の音を収録。
このCD一枚で天風式瞑想法を
一人で簡単に実践しよう

朝10分、夜20分の瞑想を習慣にする。
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。
対人関係などでイライラした際に、10分間瞑想をする。
勉強前の集中力づくりのために10分間瞑想をする。
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。

1
2

3
4
5

中村天風先生に教わった心の力
心身を正しく整え生き抜くための理念と極意

実録 中村天風先生 人生を語る
第二巻 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

中村天風先生の教えと一生
第三巻 人々を悟りの境地へと導く心身統一法の教え

実録 今を生きぬく 中村天風先生の教え
第四巻 相手の身になっていたわれば それが悟り

天風先生座談
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
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、
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、
臨場感溢れる朗読で。心に響く天風先生の言葉が甦る。

天風の教えは、「心身をいかにして強くするか」と
いう問題に答えるもので、二つの大きな柱があり
ます。そのひとつが「瞑想法」であり、もうひとつ
が「言葉による自己暗示法」です。この二つの
方法は、それぞれに実践して効果を得ることもで
きますが、あわせて実践すれば、効果はさらに高
まるものです。より具体的に言うと、瞑想のあと
で、「言葉による自己暗示法」を行うと、心が澄
み切っているところにことばの暗示が深く浸透
するので、一層「心身を強くする」という目的が達
成されます。

人間として大切なもの─誰しも倖せを求めながら、それが得られないのが人間の現実の姿。これ
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
ギリギリのところで、その答えを身をもって悟られた。

二見書房（底本）、中村天風述、宇野千代 

特 典
つき

924174 2,500円＋税5枚組CD版 約315分

921319 2,000円＋税5枚組CD版 約341分

921326 2,000円＋税5枚組CD版 約291分

921333 2,000円＋税4枚組CD版 約249分

921340 2,000円＋税5枚組CD版 約313分825490 1,800円＋税1枚CD版 約70分

アプリ
有り

第一巻

実践 中村天風 困ったことは起らない！

天風哲学で心の力、言葉の力、五感の力を引き出そう
従来の中村天風について書かれたものは、総論とい
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CDは、実践のための各論で
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。

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

924709 2,000円＋税5枚組CD版 約328分

◆ 天風式「自己暗示」のしかた
　 ～唱詩のすすめ

◆ 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」
　～認識力を高め、心を豊かにする秘訣

◆ 天風式「問題解決法」
　～壁を壁ではなくす考えかた

目  次（抜粋）

── 推薦 松下幸之助

全四巻

特 典
つき池田光の

安岡正篤こころを磨く言葉
安岡正篤、解説：池田光 982129 1,000円＋税3枚組CD版 約185分

本多静六人生を豊かにする言葉
安岡正篤、解説：池田光

船井幸雄未来をつくる言葉
解説：池田光

渋沢栄一逆境を生き抜く言葉
安岡正篤、解説：池田光

イースト・プレス（底本）

982112 1,000円＋税3枚組CD版 約180分

982099 1,000円＋税3枚組CD版 約172分

982105 1,000円＋税3枚組CD版 約198分

中村天風

982952 1,500円＋税4枚CD版 約242分

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

982945 1,500円＋税4枚CD版 約223分

すべてはよくなる
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（底本）、沢井淳弘

天風式

心と体を整えよう
瞑想法 と で

ことばによる
自己暗示
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許 成準（きょ・せいじゅん）

あさ 9：00～よる 6：00
営業時間
平日03-5386-7396

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

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。

無料特典
ダウンロード

特 典
つき

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

特 典
つき

アプリ
有り

921371 2,800円＋税MP3版 約400分

バビロンの大富豪
『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！
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。

グスコー出版（底本）
ジョージ・S・クレイソン

の中でも、成功者たちによって紹介されている本。

●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）
●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）

特 典
つきゾーン

パンローリング（底本）、マーク・ダグラス

921364 2,800円＋税1枚MP3版 約530分

“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、網羅
されたマーケット分析や最新型の「シ
ステム」ではなく、投資家自身の心理
の強化にある。約20年間にわたって、
多くのトレーダーたちが自信・規律・一
貫性を習得するために、ダグラスから
得た「勝者の心構え」を本CDに集約。

921418 3,800円＋税1枚MP3版 約450分

バフェットからの手紙
パンローリング（底本）、ローレンス・A・カニンガム

特 典
つき

“バフェットを知るための究極の一冊”
日米のベンチャーの雄、孫正義とビル・ゲイ
ツの両氏が敬愛する「伝説的な投資家」であ
るウォーレン・バフェット。氏が経営するバー
クシャー・ハサウェイ社の株主へむけてバ
フェット自身が書いた「会長からの手紙」が
テーマ別に整理されている。長期的な資産形
成手段として投資に真剣に取り組みたい人に
は貴重な1冊である。

921241 3,800円＋税13枚組CD版 約710分

賢明なる投資家
パンローリング（底本）、ベンジャミン・グレアム

特 典
つき

982792 3,800円＋税1枚MP3版 約750分

バフェットを世界一の投資家にした恩師
米国において投資家の父と呼ばれ、バリュー
投資理論の考案者であるベンジャミン・グレ
アム。本CDでは、株式と債券の配分方法、だ
れも気づいていない将来伸びる「魅力のない
二流企業株」や「割安株」の見つけ方を伝授
している。バリュー投資を勉強したいと願う
方には、バフェットの本とともにお勧めした
い「投資家の教科書」である。

特 典
つき規律とトレーダー

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
トレーディングは心の問題であると悟っ
た投資家・トレーダーに必携の一冊。本
CDを聴けば、マーケットのあらゆる局面
と利益機会に対応できる正しい心構え
を学ぶことができる。恐怖心をなくすとい
うメンタルスキルを修得し、心の世界をコ
ントロールしよう。

シリーズ
ビジネスマン必聴！現代における応用事例
を加えて解説！わかりやすく現代語訳で収
録した聞いて学べる最強の名著

超訳 孫子の兵法
世界中の指導者・経営者が愛読！2,500年前の昔か
ら変わらぬ「勝者の論理」を学べるCD。

特 典
つき

924754 1,400円＋税6枚組CD版 約367分

兵法書でありながら、洋の東西を問わず最高のビジネス書
として評価され、「経営者の聖書」とさえ言われている『孫子
の兵法』。省かれがちだった訳を補い、誤訳を正して、わかり
やすい全訳で収録。

彩図社（底本）、許成準

帝王学10の極意 「成功する組織の作り方」、「統治の
技術」、「人間の本質」がわかるCD

特 典
つき

983003 1,400円＋税5枚組CD版

本CDは、マキャベリの『君主論』を現代のビジネスマンが
読んでも分かりやすいように、「原文の意味に最も近く、最
も理解しやすい」現代語で収録しています。「人を思いのま
まに動かす方法」を会得して下さい。

超訳 資本論
「なぜお金持ちはどんどんお金もちになり、貧乏人
はさらに貧乏になるのか」 が理解できるCD

特 典
つき

983478 1,400円＋税6枚組CD版

カール・マルクス の『資本論』、2,500ページのエッセンスを
ぎゅっと約6時間で取得いただけるようになっています。
『21世紀の資本』や『資本論』を読む前の入門書として役立
ていただくのもおススメです。

2000年KAIST(国立韓国科学技術院)大学院卒(工学修士)。コン
ピュータグラフィックス・バーチャルリアリティ専攻。ゲームクリエイ
ターとして「Kingdom Under Fire」シリーズなどのゲームの企画・プ
ログラミングに参加。「武器シミュレーションの為のVRシステム開発」 
(Development of VR system for the weapon system simulation)
など、多数の プロジェクトに参加。いろいろなプロジェクトの経験か
ら、軍事戦略と組織作り・リーダーシップを研究するようになり、ビジ
ネス・リーダーシップ関連の著作を多数執筆。 主な著書に『ヒトラー
の大衆扇動術』、『一時間で読める孫子の兵法と兵法三十六計』、『一
時間で読めるマキャヴェッリの君主論』などがある。

彩図社（底本）、許成準

彩図社（底本）、許成準

約348分

982068 2,300円＋税1枚組MP3版 約544分

特 典
つき

アプリ
有り

生きる力が身につく論語 三六五話

現代のリーダーにこそ聴いてほしい、実践してほしい。
論語、それは約2500年前に中国に生き、今日では「道徳の確立の始祖」といわれる孔子とその
弟子たちの言行録です 。現代のビジネスリーダーが力強く、倫理的に生きていくために、 論語の
実践をライフワークとしているハイブロー武蔵が珠玉の365話を厳選。1話1話それぞれに読み
下し文、現代語訳、解説が付いていますので、今日の日付部分から1日に1話を聴いて、理解し、
実践していけるようになっています。

総合法令出版, ハイブロー武蔵, 叢小榕

トレード心理学の賢人 マーク・ダグラス

超訳 君主論

約270分

彩図社（底本）、許成準

10 11
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【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。

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。

【MP3データCD版とは…】

※対応していないCDプレイヤーでは再生できません

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。

無料特典
ダウンロード

特 典
つき

経
営
の
神
様

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

1分間 シリーズ
THE ONE MINUTE

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。

特 典
つき1分間松下幸之助

逆境を力に変える不屈の人生哲学77

力及ばないが全身全霊で打ち込む。そ
こから人を動かす力が生まれる。
本オーディオブックは単なる「幸之助思想集」
ではなく、生身の幸之助氏が時代のもとで泣
き笑いしながら伸びていく一代記のダイジェス
トである。

982532 1,000円＋税3枚組CD版 約186分

特 典
つき1分間スティーブ・ジョブズ

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
名前は知っているけれど、今まで一度も著作を
読んだことの無い方にも、昔に数冊読んだけれ
ど、もう忘れてしまっている方にもおススメ。
ブームを越えて、学ぶべきマネジメント思想の巨人。

982464 1,000円＋税3枚組CD版 約189分

SBクリエイティブ（底本）、桑原晃弥
てるや

投
資
哲
学

1分間バフェット
お金の本質を解き明かす88の原則

「賢人」バフェットの知恵から投資で大切なことをす
べて学ぶ

特 典
つき

982341 1,000円＋税3枚組CD版 約181分

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お金の本質を学ぶ。

SBクリエイティブ（底本）、西村克己
かつみ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

1分間ドラッカー
最高の成果を生み出す77の原則 

『マネジメント』他、名著10冊のエッセンスをこの1冊

特 典
つき

982488 1,000円＋税3枚組CD版

名前は知っているけれど、今まで一度も著作を読んだことの無
い方にも、昔に数冊読んだけれど、もう忘れてしまっている方に
もおススメ。ブームを越えて、学ぶべきマネジメント思想の巨人。

SBクリエイティブ（底本）、西村克己
かつみ

SBクリエイティブ（底本）、小田全宏
ぜんこう

マ
ー
ケ
ティ
ン
グ

特 典
つき1分間コトラー

982495 1,000円＋税3枚組CD版 約184分

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

特 典
つき1分間ジャック・ウェルチ

983065 1,000円＋税3枚組CD版 約192分

着
想
と
決
断

特 典
つき1分間ジェフ・ベゾス

983072 1,000円＋税3枚組CD版 約184分

技
術
屋
の
心

特 典
つき1分間本田宗一郎

常識を打ち破る人生哲学77
「行動」するからこそ、道は開かれる

982525 1,000円＋税3枚組CD版 約191分

競
争
戦
略

特 典
つき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
競争戦略の基本原理を噛み砕いて解説

982471 1,000円＋税3枚組CD版 約198分

Living the 7 Habits

実践ストーリー
全4巻

スティーブン・R・コヴィー

あなたの人生を豊かに、輝かす

キングベアー出版（底本）

「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る。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だろう。

特 典
つき永遠の知恵

『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
「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」

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

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
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。
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、
時を超えて永遠に生き続けている。

特 典
つき第3の案
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、人
生は変わる

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

『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。

ビジネスに活かす12のストーリー1
自分を変える12のストーリー2
マネジメントを考える8のストーリー3
家族を支える16のストーリー4

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

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

18
の原則

982334 1,500円＋税4枚組CD版 約241分

982372 1,200円＋税2枚組CD版 約134分

982389 1,200円＋税2枚組CD版 約135分

982396 1,200円＋税5枚組CD版 約234分

982402 1,200円＋税3枚組CD版 約157分

924860 3,000円＋税1枚MP3版 約1,363分

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）。

■スティーブン・R・コヴィー

未来に遺す よりよく生きる
ための18の原則

約182分
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【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。

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。

【MP3データCD版とは…】

※対応していないCDプレイヤーでは再生できません

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。

14 15あさ 9：00～よる 6：00
営業時間
平日03-5386-7396

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

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。

無料特典
ダウンロード

特 典
つき

ビーコミュニケーションズ（底本）、中村信仁

「心が技術を越えない限り、技術は生かされない」すべて
の働き人に贈るベストセラーオーディオブック。
本ドラマ中に取り上げられる様々なコミュニケーションの技術。しかし仕事をする上で本
当に大事なものは「心」であり「人間力」なんだ。このサクセスストーリーがあなたの心の
スクリーンに映りこんだ時、きっとあなたは誰かを幸せにしたくなる。

営業の魔法

笑いと感動のドラマ再び。新人育成を通じて、仕事の中で
成長し、成功する方法。

ビーコミュニケーションズ（底本）、中村信仁仕事の魔法 特 典
つき

特 典
つき

924891 1,500円＋税4枚組CD版 約257分

BGM音楽・監修  谷直人（ピアニスト）

4枚組 1,500円＋税CD版982549 約234分

心が変われば仕事が、人生が動き出す

DVD

刊行予定 2016年2月 待望の が新登場！『営業の魔法 勇気の言葉』

斎藤一人の道は開ける

「どんな人でも自分の道があ
り、そしてどんなに困難に見
えても、その道は自分の力で
必ず開くことができる」
このCDには、一人さん渾身の 「人生の授
業」が濃密に詰まっています。「ビジネスで
成功する」ためにも、 「人間として幸せにな
る」ためにも必要な、 本質的な成長を助け
る この１冊は、 きっとあなたの人生のお
役に立つことでしょう。すべての章を聞き
終えたとき、 あなたはきっと、「自分自身の
道」を 見つけているに違いありません。

現代書林、永松茂久

特 典
つき

924792 1,500円＋税5枚組CD版 約327分

日本でいちばん大切にしたい会社 1

日本でいちばん大切にしたい会社 2

会社は誰のために？ 利益
よりも理想を追求した会
社13社を紹介
「この国は捨てたものではない。経
営者をはじめとしたリーダーさえしっ
かりしていれば、必ず再生できる」
（著者・坂本光司教授のコメントより）

あさ出版、坂本光司

特 典
つき

特 典
つき

924464 1,800円＋税5枚組CD版 約286分

924488 1,800円＋税6枚組CD版 約366分

DVD 営業の魔法
「教師と言う『職業』を選んだ教師と、教師と言う『生き方』
を選んだ教師。我が子をどちらに預けたい？

お客様は、営業という『職業』を選んだ営業マンより、営業
という『生き方』を選んだ営業マンに出会いたいんだ。」

営業道３０周年 記念講演
中村信仁

1枚 2,000円＋税DVD964699 約88分

話し方ビジネス

語　学

特 典
つき

銀座流
売れっ娘ホステスの会話術

こう書房（底本）、コタロウ

銀座の黒服が明かす、心理学をベー
スに男の大脳生理を理解して、男の
心をつかむ会話術。
926178 2,800円＋税4枚CD版 約260分

特 典
つき

人前でビクビクオドオドせずに
話せる本

すばる舎（底本）、金井英之

具体的な準備・練習の仕方から、潜在
意識への働きかけ方まで、あがりを
防ぐ効果的な方法を紹介。
925898 2,800円＋税6枚CD版 約311分

特 典
つき

大人力を鍛える
話し方トレーニング

池田書店（底本）、本郷陽二

相手をその気にさせる「ほめ方」 、誠
意を伝える「謝り方」 も多数収録。こ
れで仕事がうまくいく！
923771 2,000円＋税3枚CD版 約167分

30秒でつかみ1分でウケる
雑談の技術

1週間で効果テキメン！「あの
人と話すと面白い」といわれ
るためのCD
本CDは、どうすれば人が聞きたくなる雑談
ができるか、そのコツを、豊富な実例ととも
に紹介する「雑談力速習」のマニュアルで
す。人が、「オッ、面白そう」と耳を傾ける雑
談は、とにかく最初の1分が勝負です。その
ためには、話し始めた途端に人の心をとら
えてしまう「つかみ」のテクニックも必要で
すし、人が聞きたいと思う話題をその場に

合わせて選ぶセンスも求められます。本書では、雑談の基本テクから、飲
み会でウケるネタの選び方、女を口説く話の仕方まで、さまざまな場面に
応じた雑談の裏ワザを、豊富な会話例とともに紹介。本書を一聴すれば、
あなたの「雑談力」は、たちまち飛躍的に向上するはずです。「雑談力」は
「人間力」。この一冊を、あなたの人間関係を豊かにするための道しるべと
してお役立てくだされば幸いです。

こう書房（底本）、長住哲雄

927229 2,800円＋税5枚組CD版 約280分

中学英語でできる
ビジネスコミュニケーション

そのときの気分を思い出せ
ば、自然と口が動き出す!

日本人の英語は、日本人のもの。まず
は「英語恐怖症」を直すことが、上達へ
の第一歩。思っていることを伝えるため
に、自分の気持ちを表現するフレーズ
を覚えておけば、相手とより親密にな
れるでしょう。

ファーストプレス（底本）
古川裕倫

927557 3,800円＋税5枚組CD版 約316分

● 英検1級に必ず出る 英単語922と英熟語597

● 英検準1級に必ず出る 英単語934と英熟語636

● 英検2級に必ず出る 英単語931と英熟語604

● 英検準2級に必ず出る 英単語859と英熟語580

単語集

各1,000円＋税こう書房（底本）、宮野智靖（1・2級、準1級）、中元康夫（準2級）

ロングセラー実用的な英語を身につけるために  英検に必ず出るシリーズ

中学英語で話せるようになる
6種類の口ぐせ

ビジネスパートナーはあな
たの英語力に期待していな
い！
もう少し丁寧に説明すると、私たちの
英語力を必要としているわけではなく、
私たちが提案するビジネスの中身に期
待しているからだ。本CDでは、海外で
ビジネスするための基本的な考え方や
行動がまとめられている。

アストラ（底本）、井上久美

923962 2,000円＋税5枚組CD版 約311分
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【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。

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。

【MP3データCD版とは…】

※対応していないCDプレイヤーでは再生できません

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。

スポーツ・健康 エキスパートの言葉に耳を傾けて
ゴルフ上達！ランニング継続！今日も健康

ランニングの作法
ロス五輪出場 元マラ
ソン選手 増田明美
さん推薦！
本CDでは、ランニングが大嫌い
だった著者が、まるであなたのパー
ソナルトレーナーになったかのよう
にシューズやウェアの選び方、性格
別のランニング継続プログラムま
でを一から指導します。 さぁ、安全
に＋愉しくランニングを続けましょ
う！

SBクリエイティブ
中野ジェームズ修一

924044 1,800円＋税5枚組CD版 約296分

特 典
つき

体が若返る10の生活習慣
SBクリエイティブ、中野ジェームズ修一

特 典
つき

特 典
つき

体力の低下は年齢のせいではありません。
何歳からでも、無理なく、楽しみながら、
体を若返らすことができるプロの身体蘇
生術を伝授します。
924105 1,800円＋税4枚CD版 約267分

疲れをためない生き方
幸福の科学出版、安保徹
「疲れ」の正体と驚きの解消法を、
免疫学の世界的権威が解明。目か
らウロコの「タフになるためのシン
プル習慣」を今日から実践！
928226 2,800円＋税5枚CD版 約325分

ゴルフは
突然うまくなる

誰にでもゴルフが上達でき
る資質が備わっている！
このCDで紹介する「NLPゴルフ」
は、「どんな言葉や感覚要素を
使ってプレーすれば、その人のゴル
フのあり方が変わるか」という画
期的なゴルフ・スキルです。「NLP
ゴルフ」を身につけると、あなたの
中から湧き出てくる言葉や感覚要
素によって、あなたのゴルフが劇
的に変わります。

現代書林、佐久間馨

927588 2,800円＋税5枚組CD版 約296分

1日5分でシングルになる!
ゴルフメンタル
池田書店、児玉光雄
メンタルは理論を超えた上達法。コース
へ向かう車の中で、メンタルトレーニン
グ法を繰り返し聴き、自滅しない為の精
神力強化を！
924266 1,500円＋税3枚CD版 約205分

催眠ゴルフトレーニング
吉田かずお
緊張をほぐし、ボールに集中するための
「自己催眠呼吸法」と、「イメージトレーニ
ングレッスン」のティーショット編とカッ
プイン編をご用意。
982310 1,900円＋税1枚CD版 約60分

特 典
つき

心と体が楽になる 
リラクゼーション・快眠
吉田かずお

特 典
つき

現代のストレスフルな日々の中で、一日の
疲れをしっかりリセットするためにプログ
ラムされた催眠音源を収録。リラックスし
て、ぐっすり快眠！

頭の働きをよくするコツは“よい眠り”に
あり。薬や病院に頼らずに不眠の原因を
取り除き、“眠り名人”になる方法を精神
科学の保坂教授が伝授。

快眠への近道を不眠解消セラ
ピストが教えます。本CDで
は、自律神経のバランスを整
える、疲労回復、ストレス緩
和、仕事や勉強の能率向上な
どに効果のあるリラクゼー
ション法を体験することがで
きます。“眠れる”クラシック
音楽と、言葉の催眠誘導との
融合による効果バツグンの音
源付き。

924983 1,900円＋税2枚CD版 約35分

「頭がいい人」の快眠生活術
中央公論新社、保坂隆

927427 2,300円＋税5枚CD版 約294分

伝説の催眠術師

超催眠シリーズ超催眠シリーズ

982013 1枚CD版 約26分

吉田かずおの

Vol.
05

各1,900円＋税各1,900円＋税

一般財団法人 日本催眠術協会の理事長 吉田かず
おが送る、聞くだけで悩みが改善するCDシリーズ
日本の実践催眠術の第一人者、吉田かずお氏は、日本の古武道の達人でもあり、昭和初期
の霊術家と言われた催眠術師の技を今に伝える数少ない催眠術師です。ヒプノ・セラピーに
おいても、1,000人を超える実績を持ち、多くの人 を々病院で治せない心の病や深い悩みから
救ってきました。
本シリーズは、聞くだけでリラックスし、悩みが改善すると同時に、呼吸法を用いた自己催眠法
をトレーニングできるプログラムも収録しています。仕事の山場や試験対策など、集中力をあ
げ、学習効果をあげることができるようになる「催眠勉強法」、催眠技術を使って人前で堂 と々
話ができるように自信が湧いてくるようになる「自己催眠の力で落ち着いて喋れる！プレゼン、ス
ピーチ、面接」、スポーツ心理学でも広く応用されている自分の心と体をコントロールできるよう
になる「自律訓練法」などをご用意していますので、お悩みにあったCDをお選びください。

Vol.01～Vol.10

特 典
つき

923818 1,900円＋税CD版 約214分

【不眠解消セラピストが教える】

完全熟睡マニュアル こう書房
桜井直也

第 8章聞く自己催眠

聞く自己催眠：第8章には、
催眠療法のセッションで使
われる催眠誘導がそのまま
収録されています。音源は、
ナレーションが聞き取れる
範囲で、なるべく音量を下
げてお聞きください。痛み、
緊張感、不安感などの緩和
にも効果があります。

読む自己催眠：文章を読
むことで自己催眠の状態
へ導かれる第7章のPDF
ファイルを無料でダウン
ロードいただけます。

第 7章読む自己催眠

無料ダウンロード
テキスト

プレゼント
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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。

無料特典
ダウンロード

特 典
つき

ロングセラー

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。

シリーズ林貞年シリーズ林貞年

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

現代書林（底本）、林 貞年

現代書林（底本）、林 貞年

927410 2,300円＋税4枚組CD版 約231分

催眠術の極め方
プロも驚く上級“催眠”のテクがついに公開！

927403 2,300円＋税4枚組CD版 約270分

催眠誘導の極意
『催眠術のかけ方』第2弾! 

927397 2,300円＋税4枚組CD版 約278分

982815 2,300円＋税4枚組CD版 約229分

催眠術のかけ方 催眠初心者へ贈る1冊

特 典
つき

特 典
つき

アプリ
有り

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
ベーシックな催眠シリーズ

こんなコンテンツを待っていた

現代書林（底本）、林 貞年
特 典
つき

アプリ
有り

女心・男心を誘導する禁断テクニック満載
恋愛で使える催眠テクニックの実践マニュアル

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。

著者 林 貞年

女性心理を
利用する

男性心理を
利用する 924730 2,300円＋税4枚組CD版 約263分

魅惑の催眠恋愛術 婚活でも使える催眠心理術を貴女に

923467 2,300円＋税4枚組CD版 約242分

催眠恋愛術 女心を誘導する禁断のテクニック！！

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CDスピリチュアル

あさ 9：00～よる 6：00
営業時間
平日03-5386-7396

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

好かれる人の魔法の言葉
こう書房（底本）、島田宣子

特 典
つき

世渡り上手な会話術の秘訣を探ろう！
人が困っている理由の多くが人間関係のコ
ミュニケーションと言われています。 コミュニ
ケーション力さえ強くなれば仕事も学校もプ
ライベートの人間関係もうまくいきます。恥か
く前に聴くべし！
■ 今から使える言葉が満載
「どれでもいいです」 ⇒ 「どれもいいですね」
■ 失言防止の言い換え辞典満載
老けている ⇒ シブい。貫禄がある。

人生を変える極上の教え
イースト・プレス（底本）、山川紘矢

特 典
つき

著者山川紘矢氏の肉声もプレゼント
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」をあなたにわかりやすく伝
えます。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。好きなと
ころから聴いてみてください。

925027 1,200円＋税3枚組CD版 約180分982709 1,500円＋税4枚組CD版 約234分

もっと自分中心でうまくいく
こう書房（底本）、石原加受子

特 典
つき

あなたは「他者中心」に生きていま
せんか？
「自分中心」に生きることは「自己中心」とは
違います。嬉しい・楽しい・寂しい・悲しいな
ど、「小さな感情」を実感して、その心地よい
感情を優先すること。それが「自分を愛する」
ことであり、「自分中心」に生きることにつな
がるのです。いいことがいっぱい起こる新し
い生き方を伝授してくれるCDです。

925119 1,300円＋税4枚組CD版 約200分

邪悪な人を痛快に打ちのめす!
こう書房（底本）、石原加受子

特 典
つき

振りまわされない、疲れない、気分
すっきり！
この世は悪人・悪女であふれている、ムカツ
ク上司、優柔不断でいい加減な恋人、偉そう
な夫、口うるさい親、人を見下す人などなど。
さあ、どうやって蹴散らそう？　「この世は悪
人がのさばって善人が損をするの？」とお思
いのあなたに贈りたい「悪人」たちの一枚上
をいく「心のあり方」を教えてくれるCDです。

925201 1,300円＋税4枚組CD版 約230分

特 典
つき

アプリ
有り

ハワイアン・マナ 99の幸運習慣

恋も、お金も「マナ」ですべてが幸せに変わる
「マナ」とは、ハワイ語で、愛のエネルギーのこと。ハワ
イ（ワイキキ島）で大人気のヒーラー 朱実カウラオヒ
が、話題のホーポノポノやアロハの心など、今すぐ実
践で きる「ハワイの知恵」をたっぷりお教えします。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
ふえれば、自然と幸運体質になります。ハワイ式幸運
習慣を実践！

実業之日本社（底本）、朱実カウラオヒ

924853 1,500円＋税5枚組CD版 約310分

◆ IKE（イケ）
　 ～世界はあなたが思うとおりにある

◆ KALA（カラ）
　～限りというものはない

◆ MAKIA（マキア）
　～エネルギーは意識が向かうほうに流れる

◆ MANAWA（マナワ）
　～今が力のときである

◆ ALOHA（アロハ）
　～愛するとはともに幸せであること

◆ MANA（マナ）
　～すべての力はうちから出る

◆ PONO（ポノ）
　～効力が真実の尺度である

石原加受子シリーズ
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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
で発売を開始しました

各価格：700円 （税込）各価格：650円 （税込）

シャーロック・ホームズ
短編集①～③

名著新訳シリーズ

● 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～

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。

iPhone・
iPadアプリ『聴いて読める本棚 AudioBook +e』

【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。

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。

【MP3データCD版とは…】

※対応していないCDプレイヤーでは再生できません

iBooks の特性を最大限に活かした で、文字通り
「聴きながら読む」ことができます。
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
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。

朗読音声付き電子書籍

▼パンローリング で検索iTunes Store

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。

対応端末：iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch
推奨環境：iPhone4以上、iOS7.0以上
カテゴリ：ブック
価格：無料（アプリ内課金あり）
ダウンロードＵＲＬ：https://itunes.apple.com/jp/app/id424563824?mt=8

オーディオブックをお手軽に聴けるだけではなく、

文章も読めたりと機能が盛りだくさんのiOS対応アプリケーション！

・ 日本の文豪・ミステリー・ビジネス書・自己啓発書・童話・古典などさまざまな
   ジャンルのオーディオブックを400冊以上配信！
・ 音声だけではなく電子書籍のように文章も読めます
・ 朗読のみ、文章のみでも使用ＯＫ
・ 英語・日本語対応作品では音声とテキストの言語を別々に切り替えられます
・ 童話や昔話などの作品は楽しい挿し絵付き
・ 朗読スピードを自由に変えられます（0.5～3.0倍速まで！）
・ 文芸作品のコスパが高いのも魅力のひとつです(120円から～)

こ
ん
な
方
に

・ 通勤、通学時間を有効に使いたい
・ 短時間で本を読みたい
・ 日本語＆英語の勉強をしたい
・ 家事など何かをしながら本を読みたい
・ 子供にお話を聞かせたい
・ 就寝前にゆっくり読書をしたい

・ バックグラウンド再生on/off切替
・ テキストの自動スクロール機能on/off切替
・ 音声ミュート
・ ブックマーク
・ テキストサイズの拡大・縮小
・ 朗読位置の調整

「十三時」エドガー・アラン・ポー作　森鴎外訳　約29分　挿絵あり

ア
プ
リ
の
特
徴

--------------------------------------------
さらに、ダウンロードするだけで１冊無料で付いてくる！

そ
の
他
の
機
能

アプリ
有り

※バラ売り
H・P・ラヴクラフト朗読集

特 典
つき催眠術師になりたい

“楽しく生きるための催眠技法”教えます。しかし、使用法を間
違えたら最後、取り返しのつかない事態になることでしょう！
本CD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を開示して技
法を知識として理解することによって、催眠術を使った詐欺商法などの被害から聴者が身を
守るようになるために、電子化・音声化という媒体で再び世に送り出されました。間違っても
誤った使い方を勧める為のものでありません。

ダークヒロカズ

924570 1,800円＋税6枚組CD版 約360分

特 典
つき

Mail : info@digigi.jp
Tel : 03-5386-7396
Mail : info@digigi.jp
Tel : 03-5386-7396

Disk1
1999-2012Pan Rolling Inc.,All rights reserved1999-2012Pan Rolling Inc.,All rights reserved

怪談図書館・怪談全集2

『月刊ムー』へ記事提供、北野
誠氏「おまえら行くな」シリーズ
出演の桜井館長プレゼンツ！
「怪談図書館」シリーズの第2弾は、「妖怪
系」・「呪い祟り系」・「連続系」と幅広い
ジャンルの恐怖を取り揃えている。収録10
話のうち、曰く因縁付きの第8話は謎のノ
イズと悲鳴により修復不能となった為、無
念の欠番とした。本編では聞き手であるス
レンダービューティー保志乃氏が語る3話
の特典トラック付き。

怪談図書館

983577 1,000円＋税2枚組CD版 約113分

幽霊譚 ～霊威～

怪談図書館・怪談全集1

ファンキー中村

怪談図書館

特 典
つき

特 典
つき

稀代の怪談師・ファンキー中村氏本
人による語り。特典として、禁忌の怪
談をノーカット収録した映像（約1時
間）『魔守りの虎』をプレゼント。

怪談家でありホラー漫画家、またある時
はゲーム開発者である怪談プロデュー
サー桜井氏が語る怪談話10話。特典ト
ラックと怪談ライブ映像付き。

923740 2,000円＋税2枚組CD版 約147分

983409 1,000円＋税2枚組CD版 約124分

特典映像付き

【第一章】
　「催眠ゲームで遊ぼう」初級編
【第二章】
　「催眠術を使ってみよう」上級編

【第三章】
　「人間改造計画」実践編
【第四章】
　「暮らしに役立つ催眠術」

目  

次

購入特典

未知の世界

924785 1,400円＋税4枚CD版 約247分

「異界の神々」など名作を含む4話を収録。

クトゥルフ神話

924761 1,400円＋税4枚CD版 約230分

新しい形のクトゥルフ神話体験、全4話収録。

異形のもの

924778 1,400円＋税4枚CD版 約247分

「ハーバート・ウェスト」のほか、4話を収録。

H・P・ラヴクラフト

世界一おもしろい日本神話の物語
こう書房、鳥遊まき

イザナキとイザナミ、アマテラス大御
神とスサノオ、ヤマトタケルのお話な
ど50話をわかりやすく収録。

925065 1,300円＋税4枚CD版 約260分

世界一なぞめいた日本の伝説・奇譚
こう書房、鳥遊まき

安倍晴明といった実在の人物や、鬼・
魔物・動物が繰り広げる妖しい魅力
に満ちた物語30話を収録。
925164 1,300円＋税5枚CD版 約330分

1

2

3
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ア プ リ

iPhone・
iPadアプリ『iplaywalk』

TM

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。

・ テキストの作成やコピーペーストも簡単操作で編集
・ 声の高さ、音量、速さなどを自由に設定可能
・ 作成したテキストの保存

MP3プレイヤー
でじじのオーディオブック（MP3ファイル）をiPhone
iPad で直接ダウンロードして聴くことができます。

MP3プレイヤーの機能
・ 1トラックまたは全体のループ再生に対応
・ 0.5倍、1倍、1.5倍、2倍速の変速機能
・ スリープ状態でも聴けるバックグラウンド再生に対応

その他詳細につきましては、  http://www.digigi.jp/bin/mainfrm?p=topics/iplaywalk  をご覧ください。

オーディオブックのダウンロード
iOS 標準のインターネット閲覧アプリ「safari」を
使って、でじじからオーディオブックを直接ダウン
ロードできます。

ダウンロード方法はパソコンの場合と同じ

オーディオブックのダウンロード

テキスト読み上げ（TTS)
高品質な音声合成で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。

MP3
プレイヤー 

自作テキスト
読み上げ

オーディオブック
ダウンロード

・ iTunes を利用してパソコン上のオーディオブックを 
  iplaywalk に転送できる

お客様のご注文状況ページで、購入した商
品のダウンロードリンクをタップするとダ
ウンロード開始

ダウンロード中は画面が白いままになりま
すが、これはダウンロードが進行している
状態です。ダウンロードには時間がかかり
ますが完了までお待ちください。

ダウンロード終了後、「iplaywalkで開く」
または「次の方法で開く」というリンクボタ
ンが表示されますので、「iplaywalk」を選
択してください。ダウンロードした音声が
iPlaywalk に入ります。

iOS アプリ iplaywalk
価格：無料 

バージョン 2.0 
 iOS 7.0 以降
iPhone, iPad および
 iPod Touch 対応。 

▼

▼

・ safari を利用してでじじからオーディオブックを
   ダウンロード

22

digigi
MONTHLY
PLAN

2冊無料1,100
タイトルから

毎月1,500円定額で

例えば、マンスリープランならこんなにおトク！

2,643円+税

1,500円+税

1,500円+税

『信念の魔術』と『営業の神さま―営業が進化する9つの問いかけ』が、マンスリープランを利用すると
２冊合わせて 1,500円+税！

1,143円+税

2冊合わせて

1,000円以上

おトク！

ダウンロード版 ダウンロード版

ご利用の3ステップ

1 「でじじマンスリープラン」をお買い物カゴへ入れて、決済。

2 決済完了後、サービスご利用開始のメールを受信。

3 「マンスリープラン」対象商品の中から商品を選び
　 会員 を選択してご注文！

プラン

お支払い方法

ご利用期間

商品番号月 額

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

でじじマンスリープラン

1,500 円＋税

クレジットカード・銀行振込

一ヶ月から

333700

クレジットカード（Visa,Master）・口座振替初 回 継 続

退会のお申し出がない限り、翌月から自動継続となります。

毎月
定期的に新刊も配信!

お好みのオーディオブックを

おトクにお楽しみ下さい!
ダウンロード版

ご注意 必ずお支払い方法を「会員」にしてご注文お願いします。それ以外が選択されていますと、通常のご注文となり商品代金が発生します。
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ご 注 文 方 法

お電話でのご注文 インターネットでのご注文
聴きたいオーディオブックが
見つかった

1 「でじじ」で聴き
たいオーディオ
ブックを検索

1

「お買い物かご」に入れて
「お会計」へ進みます
2

お届け先をご登録して、ご注文完了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

3

最短で翌日に商品をお届けいた
します

4

すぐに「でじじ」(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）

2

03-5386-7396
に電話する

送料無料！Webからの
ご注文は

ＣＤ版 最短で翌日に商品をお届けいたします

ＦＡＸ・Eメールからのご注文・お問合せはこちら

info@digigi.jpＥ-mail03-5386-7393FAX

（運営）：パンローリング株式会社 〒160-0023  東京都新宿区西新宿7-9-18-6Ｆ

※お電話・FAX・Eメールでのご注文は送料がかかります。

送料250円1件のご注文につき

※刊行予定ですので、発売日等変更になることがございます。

・子どもための神話シリーズ『ギリシャ神話』（仮）
・『三遊亭遊馬の子ども落語』（仮）　おはなし：さんゆうてい ゆうば
・『吉田かずおの超催眠術シリーズ 11、12』　吉田かずお 著

12月

1月

 2月 ・『営業の魔法 勇気の言葉』  中村信仁 著

2016年

2015年
刊
行
予
定

   60分でわかるシェイクスピアシリーズ
・『ジュリアス・シーザー』、『から騒ぎ』、『ヴェローナの二紳士』 

・『日本神話』、『ケルト神話』、『北欧神話』（仮）
子どもための神話シリーズ


