


『経営の教科書』『「やる気」が出るコツ、続くコツ』の新刊2点リリース！

お待たせしました！

多くの皆様から電子書籍化を待望されていた2点が、ついにリリースされます！

・経営の教科書 社長が押さえておくべき30の基礎科目
新 将命［著］800円（税込）
“伝説の外資トップ”として知られる新将命氏が、半世紀近くに及ぶ著者自身のビジネス経験から
導き出した「経営の原理原則」をコンパクトに集約。本書で語られる30の項目はみな、組織を
率いる者であれば誰しも肝に銘じておかなければならないものばかりです。経営やリーダー

シップの原理原則はきっちりと押さえつつ、読んで納得感があり、明日からでも使える

——まさに「右手にコンセプト、左手にハウツー」ともいうべき1冊。

・「やる気」が出るコツ、続くコツ

和田裕美［著］600円（税込）
Lite版が大人気の『「やる気」が出るコツ、続くコツ——わかっているけど動けないあなたへ』
に待望のフルバージョン登場！「頭ではわかっているけど、やる気が出ない」「一瞬

モチベーションが上がっても、続かない」……そんな悩みを解決する、小さな思考習慣と
行動習慣をお伝えします。電子書籍だけの音声として、「それでも、がんばらなくてはならない

あなたの心に喝！ＣＤ」より抜粋した、和田裕美さんのお話を聞くことができます。

この２点は画期的なストア型アプリ『ダイヤモンドブックス』でお買い求めいただけます！

まだダウンロードされてない方はこちらからどうぞ！

http://diamond.jp/e-books/201005-yaruki/index.html
http://itunes.apple.com/jp/app/id405436209?mt=8
http://itunes.apple.com/jp/app/id405436209?mt=8




アンドロイド版第2弾がリリースされました！！

先日リリースした6点に引き続き、新たに10点の電子書籍を
アンドロイド版としてリリースすることになりました！！

iOS版でベストセラーとなった『適当日記』をはじめ、気になるラインナップはこちら！

・適当日記

・黒マナー・裏ルール

・ザッポス伝説

・チャンスがやってくる15の習慣
・今までで一番やさしい経済の教科書

・なぜあの人は整理がうまいのか

・なぜあの人は人前で話すのがうまいのか

・ナンバー１風水師が教える運のいい人の仕事の習慣

・社長の教科書

・アツイコトバ

アンドロイド版電子書籍のお買い求め方法はこちらをご覧ください。

これからもアンドロイド版のアプリは続々とリリース予定です。

引き続きよろしくお願いします！

http://ebook.diamond.jp/?eid=47
https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.tekitou&feature=search_result
https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.kuromanner&feature=search_result
https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.zappos&feature=search_result
https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.chance15&feature=search_result
https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.imamadekeizai&feature=search_result
https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.nakataniseiri&feature=search_result
https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.nakatanihitomae&feature=search_result
https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.fusuishi&feature=search_result
https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.shacyo&feature=search_result
https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.atsuikotoba&feature=search_result
http://ebook.diamond.jp/?eid=47


ダイヤモンド社の電子書籍がアンドロイド携帯でも読めるようになりました！

軽快な操作と読みやすさでご高評いただいているダイヤモンド社の電子書籍ですが、

iOS版に続き、このたびついにAndroid版がリリースされました！！
動画や音声の再生機能、マーカーやしおり、文字サイズ変更など、基本的な機能はすべて

iOS版を引き継いでいます（※１）。

Android版リリース第一弾のラインアップはこちら！

●もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら

●ピクト図解

●ピクト図解Lite
●大人げない大人になれ！

●ドラッカー 時代を超える言葉——洞察力を鍛える160の英知
●池上彰の情報力

アンドロイド版の購入方法は２つです。

①アンドロイド携帯から購入する方法

・まず「マーケット」をタップします。

https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.moshidora&feature=search_result
https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.pictofull&feature=more_from_developer
https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.pictolite&feature=more_from_developer
https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.otonage&feature=search_result
https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.druckerjidai&feature=more_from_developer
https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.diamond.ikejyou&feature=more_from_developer


・右上の検索マークをタップします。

・検索窓に「ダイヤモンド社」と入力します。

・表示されたダイヤモンド社の電子書籍ラインナップの中から、お好きな書籍をタップしてくだ

さい。



・次の画面で値段ボタンをタップすれば購入できます。

②PCから購入する方法

・アンドロイドマーケットのサイトを開き、お持ちのgoogleアカウントでログインします。

・検索窓に「ダイヤモンド社」と入力します。

・表示されたダイヤモンド社の電子書籍ラインナップの中から、お好きな書籍をタップしてくだ

さい。

https://market.android.com/


・購入ボタンをタップし、支払方法を選べば、お持ちのgoogleアカウントで登録されている
スマートフォンに自動的にアプリがダウンロードされます。

これからAndroid版にも続々とアプリをリリースします。
乞うご期待！

※１

2011年4月15日現在、Android版電子書籍では下記の機能は使用できません。
・twitter機能
・大辞林、大辞泉へのリンク機能





カテゴリ別に表示ができるようになりました！

ストア型アプリ・ダイヤモンドブックスにて、カテゴリ別に書籍を購入できるようになりました

！

ダイヤモンドブックスの書店画面の下にある「カテゴリ」アイコンを押すと・・・

カテゴリ一覧が表示されます。

タップすればそのカテゴリの書籍が表示されます！

http://itunes.apple.com/jp/app/id405436209?mt=8


画期的な電子書籍ストア型アプリ・ダイヤモンドブックスの

ダウンロードはこちら！

関連記事：

購入済みの電子書籍の全文検索が可能になりました！

Twitter機能がパワーアップしました！
個別の書籍アプリを「ダイヤモンドブックス」に収納できるようになりました

http://itunes.apple.com/jp/app/id405436209?mt=8
http://diamond-ebook.jugem.jp/?eid=48
http://diamond-ebook.jugem.jp/?eid=46
http://diamond-ebook.jugem.jp/?eid=43


購入済みの電子書籍の全文検索が可能になりました！

ストア型アプリ・ダイヤモンドブックスに、「全文検索」ができる新機能が付きました。

すでに購入済みの複数の書籍の中身を横断的に検索できます！

検索方法はとってもカンタンです。

１．ダイヤモンドブックスの本棚画面を開き、左の矢印をタップします。

２．「全文検索」タブをタップします。

３．検索窓が表示されるので、検索したい文字列を入力します。

http://itunes.apple.com/jp/app/id405436209?mt=8


４．すると、お持ちの電子書籍の本文すべてを横断的に検索した結果が表示されます！

もちろんタップすれば読書画面の該当箇所へジャンプできます！



ストア型アプリ・ダイヤモンドブックスはこれからも便利な機能を追加していく予定です。

どうぞお楽しみに！

ダイヤモンドブックスのダウンロードはこちら

関連記事：

カテゴリ別に表示ができるようになりました！

Twitter機能がパワーアップしました！
個別の書籍アプリを「ダイヤモンドブックス」に収納できるようになりました

http://itunes.apple.com/jp/app/id405436209?mt=8
http://diamond-ebook.jugem.jp/?eid=49
http://diamond-ebook.jugem.jp/?eid=46
http://diamond-ebook.jugem.jp/?eid=43


Twitter機能がパワーアップしました！

３月下旬のアップデートにより、ダイヤモンド社の個別アプリ、および「ダイヤモンド

ブックス」のTwitter機能がますます便利に使いやすくなりました！

新たなTwitter機能の数々をご紹介いたします。
（ダイヤモンドブックスをまだダウンロードしていない方はこちらからどうぞ）

まずはお手持ちのiPhone / iPad / iPod touchをiTunesに接続して、iOSを最新のものに
バージョンアップしてください。

同様に、ダイヤモンドブックスおよび個別の書籍アプリをアップデートしてください。

【読書中につぶやく】

１．読みたい個別アプリあるいはダイヤモンドブックス内の電子書籍を起動します。

（ただし、『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を

読んだら』、『青年社長〈１〜４〉』『アキバ変態　週刊ダイヤモンドセレクト』については、

Twitter機能はついていません。
あらかじめご了承くださいませ）

●個別アプリ 　　　　　　　　　　

●ダイヤモンドブックス

http://itunes.apple.com/jp/app/id405436209?mt=8


２．読書中、つぶやきたいフレーズが見つかったら、画面上でその一文を長押しタップ。

出てきたメニューの中から「Twitter」を押します。

３．アプリの書名とハッシュタグがあらかじめ入力されたTwitterの投稿画面が開きます。



４．本文のフレーズを引用したい場合は「引用」ボタンを押します。すると、読書中に

選択した文字列が「　」つきで投稿画面に表示されます。

５．つぶやきたい内容を入力し終えたら「投稿」ボタンを押します。これで投稿完了！



【みんなのつぶやきを見る】

ダイヤモンドブックスでは、みんなが読書中に投稿したつぶやきを閲覧することが

できます。

１．ダイヤモンドブックスを起動します。本棚画面の左端にあるボタンをタップ。



２．「ツイッター」タブを開くと、「#dbooks」のハッシュタグでまとめられた
タイムラインが表示されます。

リロードボタンを押せば最新のタイムラインに更新されます。

３．タイムライン上をタップすると、左からリプライ、リツイート、商品詳細ボタンが

現れます。



４．つぶやきの中にアカウント（@×××××）やハッシュタグ（#×××××）が含まれて
いる場合は、その文字列が青く表示されます。青い文字列、もしくはオレンジ色の

アカウント名をタップすると、タイムラインの表示が切り替わります。

ホームボタンを押すと#dbooksのタイムラインに戻ります。



５．アカウントボタンを押せば、別のアカウントでログインし直すこともできます。

Twitter機能のご紹介は以上です。ぜひご活用ください！

関連記事：

個別の書籍アプリを「ダイヤモンドブックス」に収納できるようになりました

http://diamond-ebook.jugem.jp/?eid=43


個別の書籍アプリを「ダイヤモンドブックス」に収納できるようになりました

多くの方からのご要望にお応えして、３月下旬に行ったバージョンアップにより、

弊社発行の個別書籍アプリを「ダイヤモンドブックス」の本棚に収納できるように

なりました（※１）。

ご購入済みの個別の書籍アプリをダイヤモンドブックスの本棚に収納する手順を

ご説明いたします。

（ダイヤモンドブックスをまだダウンロードしていない方はこちらからどうぞ）

１．まずはお手持ちのiPhone / iPad / iPod touchをiTunesに接続して、iOSを最新のものに
バージョンアップしてください。

同様に、ダイヤモンドブックスおよび個別の書籍アプリをアップデートしてください。

２．ダイヤモンドブックスの本棚に収納したい個別アプリを起動します（※２）。

３．アプリを開くと下のような画面が表示されます。「閉じる」を押したのち、

画面右上の点滅しているボタンを押します。

http://itunes.apple.com/jp/app/id405436209?mt=8


４．「ダイヤモンドブックスへ収納」を押します。

５．ダイヤモンドブックスの本棚に書籍情報をコピーする旨の確認メッセージが出たら

「開始」を押します。



６．「ダイヤモンド」を押します。

７．自動でダイヤモンドブックスが開き、本棚へのコピーが始まります。

個別アプリからダイヤモンドブックスへコピーした書籍は、本棚の背景色がやや

濃くなり、ダイヤモンドブックスで購入した本と区別されます。



ダイヤモンドブックスの本棚へ個別アプリを収納する操作は以上で完了です。

ダイヤモンドブックスへコピーした書籍にも、コピー元である個別アプリと同じ箇所に

マーカーやしおりの情報が引き継がれています（※３）。



※１ 個別書籍アプリをダイヤモンドブックスの本棚にコピーすることで収納しています。
そのため、個別の書籍アプリが今後新たにアップデートされた場合でも、ダイヤモンド

ブックスに収納した書籍にはそのアップデート情報は反映されません。

アップデートを反映させるには、以上の手順をもう一度行うことでアップデートした

個別の書籍アプリを再度ダイヤモンドブックスに収納してください。

※２ この機能が利用できるのは、ダイヤモンド社が発行しているiPhone / iPad / 
iPod touch向け電子書籍アプリ（『週刊ダイヤモンドセレクト』を除く）に限ります。

※３ 本棚に個別アプリの書籍データをコピーした後、もとの個別アプリ側にしおりや
マーカーを追加しても、ダイヤモンドブックスに自動で反映されることはありません。

これをダイヤモンドブックスに反映させるには、もう一度個別アプリ側からコピーの作業を

行う必要があります。

また、これとは逆に、ダイヤモンドブックス内にコピーした書籍データから個別アプリ側へ

しおりやマーカーを追加することは現在のところできません。

関連記事：

Twitter機能がパワーアップしました！

http://diamond-ebook.jugem.jp/?eid=46


他社の電子書籍を紹介！　2月分1

 
東日本大震災で被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。

2月にリリースされました他社の電子書籍をご紹介します。
All Aboutさんから、「あるじゃん」の電子書籍シリーズなど8点が一挙発売されました。
なかでも、『恋愛裁判』は、サイトと連動した投票結果を

リアルタイムで見ることができる画期的な電子書籍です。

All About

秘伝！1000万円貯まる最短ルート

マネー情報誌「あるじゃん」編集による電子書籍シリーズがiPhone/iPadアプリとして登場! 

■「秘伝!1000万円貯まる最短ルート」とは 
金持ちサラリーマンを目指して、是非とも達成したいのが1000万円!
今はほとんど貯蓄がなくても、できるだけ短い期間で目標達成できる秘伝の数々を徹底指南し

ます! 

■目次

スタート地点. 1000万円の道もまずは100万円から
ルート1. 最初の100万円は迷わず積み立てで
ルート2. 100万円貯まったら預け替えを実行!
ルート3. 300万円達成!安全×投資で1000万円へ

http://allabout.co.jp/campaign/books/list.htm
http://itunes.apple.com/jp/app/id417932530?mt=8


1000円から始める小回り投資

マネー情報誌「あるじゃん」編集による電子書籍シリーズが、iPhone/iPadアプリとして登場! 

■「1000円からはじめる 小回り投資」とは 
投資にチャレンジしたいけれど、先行き不透明な今はなかなか始めにくい…。
そんな人にもオススメなのが「小回り投資」。着実にお金を増やせるテクを紹介します!

■目次

Part1. 小回り投資・成功の鉄板ルール
Part2.「外貨」で儲ける!小回りテク
Part3.「投資信託」で増やす!小回りテク
Part4.「日本株」で稼ぐ!小回りテク

冠婚葬祭・会食のＮＧマナー集

生活総合情報サイト「All About」の専門家の電子書籍シリーズが、iPhone/iPadアプリとして
登場! 

■「冠婚葬祭・会食のNGマナー集」とは
「結婚披露宴の当日にプレゼントを持参していいの?」
「夫の代わりに通夜に参列しなくちゃダメ?」
「残暑見舞いで書いてはいけない言葉は?」
こうしたマナー、あなたは正しく答えられますか?

マナーは教えてもらったことがあるようで、ちゃんと知らないという人も多いはず。

その一方で、結婚式や二次会、通夜や葬式、法事などの場では、

「マナーを知らなかった!」ではすまされません。

http://itunes.apple.com/jp/app/id417941939?mt=8
http://itunes.apple.com/jp/app/id418491050?mt=8


もちろん、食事や年賀状、お見舞いなどの、おつきあいの場でも、

マナーを知っているかどうかでは大きな差がつくはず。

本書では、こうしたマナーの素朴な疑問について、

「結婚式」「通夜・葬式」「季節のあいさつ」「食事」といったシーンごとに分けて

Q&A形式で解説していきます。

いざという時に迷わない! 困らない! 慌てない! 
そんな大人のマナーの基本を凝縮した一書です。

■目次 
Chapter1. 結婚式を台ナシにするNGマナー
Chapter2. 通夜や葬式でひんしゅくを買うマナー
Chapter3. 贈り物・お見舞い・あいさつの心得
Chapter4. 好感度を下げる食事・会食のNGマナー

■著者紹介 
中山 みゆき(All About「冠婚葬祭」ガイド) 
All About がオープンした当初から、前ガイドの夫と共に 「冠婚葬祭」サイトの運営に3年半積極
的に関わる。

現在は、その知識を生かして冠婚葬祭関連のアドバイス活動を重ね、

「思いやり」の心を大切にした情報を発信し続けています。

お金が貯まる 黄金の習慣
目指せ！1年で100万円

マネー情報誌「あるじゃん」編集による電子書籍シリーズがiPhone/iPadアプリとして登場! 

■「お金が貯まる 黄金の習慣」とは 
「お金が全然貯まらない」「お金が貯まる人って何をしているの?」という人に向けて、
「貯まる人」の黄金習慣をじっくりリサーチ。

貯まる習慣が身につけば、いつの間にかあなたも「お金が貯まる人」に!

http://itunes.apple.com/jp/app/id417935696?mt=8


■目次

Part1「貯まる人」の習慣に学ぼう!
Part2 積み立てでお金を増すには?
Part3 どんな商品で積み立てるのがいい?

ストレスを軽くする32の知恵
知っておきたいココロの処方箋

生活総合情報サイト「All About」の専門家の電子書籍シリーズが、iPhone/iPadアプリとして
登場! 

■「ストレスを軽くする32の知恵」とは >>
多忙な現代社会に生きていると、自然とたまってしまう「ストレス」。

でも、ちょっとまって!
あなたはストレスについて「正しく」知っていますか?
何もかも「ストレス」のせいにしていませんか?
それでは、いつまでたってもストレスはなくなりません。

そもそもストレスは「ゼロ」にできる性質のものではないんです。

正しく知り、つきあっていくことが大切なんです!

この本ではストレスの正体はもちろんのこと、

ストレスを軽くする考え方、家で手軽にできるストレス解消法、

家族や大切な人のストレスを軽くする方法など、

幅広くストレスとつきあう方法を紹介しています。

知っていると「気持ちがラクになる……」
そんなストレスマネジメントの基本を5つの章でまとめました。
みなさんの日々のストレスケアに役立ててください!

■目次 

http://itunes.apple.com/jp/app/id417940288?mt=8


Chapter1. ストレスを軽くする考え方
Chapter2. 人間関係のストレスを軽くする
Chapter3. アクションを起こしてストレス解消
Chapter4. 家のなかでストレスをケア
Chapter5. 大切な人のストレスを軽くする
Chapter6.「心の病かも」と思ったときにはどうする?

■著者紹介 
大美賀 直子(All About「ストレス」ガイド) 
メンタルヘルスの分野を中心に執筆する産業カウンセラー、ジャーナリスト。

都内私立大学学生相談室カウンセラーやEAPカウンセラーも務める。
現代人を悩ませるストレスに関する情報や対処法を、文章とカウンセリングを通じて伝える活動

をしている。

『なぜあの人の働き方は「強くて美しい」のか?』
『働く私の「自分時間」』(明日香出版社)など著書、監修多数。

忙しい人のためのスマート収納術

みるみる片づくアイディア満載 

生活総合情報サイト「All About」の専門家の電子書籍シリーズが、iPhone/iPadアプリとして
登場! 

■「忙しい人のためのスマート収納術」とは 
忙しくて時間がないから、片づかない……。
片づかないからいつもバタバタしている……。
バタバタしているから気持ちに余裕がない……。
もしかして、こんな悪循環に陥っていませんか?

片づかなくてイライラする、そんな人に必要なのは、

時間ではなく、ましてや特別な収納アイテムでもありません。

ちょっとした収納の「コツ」なんです。

大切なのは、毎日のちょっとした片づけ「クセ」を身につけること。

http://itunes.apple.com/jp/app/id417939669?mt=8


こうした「片づけクセ」を知っていれば、

みるみるうちに我が家もすっきり、「片づかない」イライラからも開放されるはず。

ここでは、自宅ではもちろん、オフィスやカバンの中など、

生活のさまざまなシーンで役立つ収納術の数々を紹介していきます!

「住まいがどうもすっきりしない」「片づけが苦手」

「職場の机がゴチャゴチャ」そんな悩みをズバッと解決してくれる一書です!

■目次

Chapter1. スッキリが続く片づけ基礎プログラム
Chapter2. 捨てドキを逃がさない! 捨てる極意
Chapter3. 時間を生み出す片づけ術
Chapter4. 片づけのタイミングを逃さない!
Chapter5. ストップ! 片づかない習慣
Chapter6. 洋服好きのクローゼット活用術

■著者紹介

すはら ひろこ(All About「収納」ガイド)
住生活デザイナー。共働き主婦の目線で快適さを追究しつつ、

一級建築士のワザで住宅の構造にあった整理収納コンサルティングを行う。

商品開発をはじめインテリアデザインまで幅広く活動。

雑誌やテレビ、ラジオなどメディア出演多数。著書・監修書も多く、

人気講師として各地でセミナーを開催している。

主婦・麻季子の生活事件簿

日常生活に忍び寄る危険 

AllAboutで人気の小説で学ぶ防犯「主婦・麻希子の生活事件簿」がiphone/ipadアプリになりま
した!

■「主婦・麻希子の生活事件簿」とは

http://itunes.apple.com/jp/app/id417940653?mt=8


友人のもとに届いた不審な年賀状をもとに、

犯人とその目的を突き止めていく「切り裂かれた年賀状」をはじめ、

住宅街の冬に起きた事件をまとめた「悲鳴は冬空に消えた」、

出会い系サイトで出会った男と女のトラブルを解決する「独身美女の仕事と男」……。

本書は、不審な郵便物や出会い系サイトなど、

身近な事件や危険から身を守るためのノウハウを

ストーリー仕立てでまとめた「防犯小説」です。

小説の主人公「マッキー」に身のまわりに起こる小さな事件を通して、

防犯意識を高め、より安全に暮らすためのエッセンスを盛りこんでいます。

事件はいつ、どこで起こるかわかりません。

自分は、ぜったいに犯罪に巻き込ないと断言できる人はいないでしょう。

その一方で防犯対策は特にしていない…という人、多いのではないでしょうか。

まずは、この一冊で防犯意識を高め、防犯対策のポイントを学びましょう!
 
■目次 
第1話 切り裂かれた年賀状
第2話 悲鳴は冬空に消えた
第3話 独身美女の心のスキマ
第4話 謎のメール脅迫者を追え!
第5話 陰謀のバレンタイン
第6話 少女と大人の危険な夏休み

■著者紹介 
佐伯 幸子(All About「防犯」ガイド) 
安全生活アドバイザー。

92年より「頭を使って身を守る方法?知的護身術」を提唱。子どもや女性の安全対策を中心に、
暮らしの中のあらゆる場面での危険を指摘、排除する方法を分かりやすく解説。

危機管理のスペシャリストとして、講演やTV出演をこなす一方、著書9冊の執筆など精力的に
活動。



恋愛裁判

あなたのその行為、有罪です。 

生活総合情報サイト「All About」の専門家の電子書籍がiPhone/iPadアプリとして登場!

■「恋愛裁判」とは

自分では常識と思っていたことや、良かれと思ってやっていたこと。

それは相手にとってはガッカリ行動かも!?

All About恋愛チャネルの「恋愛裁判」ではパソコンからの投票で、
ユーザーから有罪・無罪の判定と、その理由を集めています。

恋愛における行動の善し悪しに有罪も無罪もないけれど、

あえて白黒付けてみることで、自分や相手の考え方が見えてくることがあります。

たくさん寄せられた理由のなかから厳選ピックアップしたものと、

恋愛チャネル人気ガイドの相沢あいと西郷理恵子による

各お題と判定結果の考察コラムを読めば、好きな人と良い恋愛が

できるような恋愛力が高まるはず。

さて、「元恋人からのプレゼントを使い続けるパートナーは、

有罪? 無罪?」

あなたの意見は?

■目次

シリーズ1. もてないにはワケがある
・デートで食事代をおごってもらい続ける女性は?
・恋人未満、曖昧な態度をとり続ける異性は?
・メールでの告白は? 

シリーズ2. 過去と未練の取り扱い説明書
・元恋人からのプレゼントを使い続けるパートナーは?

http://itunes.apple.com/jp/app/id417892779?mt=8


・ブログやSNSで、昔のパートナーの動向を探ってしまうことは?
・さりげなく過去の恋愛相手を褒めるパートナーは?

シリーズ3. 恋も冷めるNG行動
・パートナーが合コンに行くこと

・パートナーが、結婚した途端、油断して10kg太ること
・ホワイトデーのお返しをしない人は?

シリーズ4. 嫌われない別れ方
・パートナーが、次の彼氏彼女ができてから自分をふること

・別れをメールで告げることは? 
など

■著者紹介

相沢 あい(All About「恋愛」ガイド)
福岡県出身。高校時代よりライター活動を開始。早稲田大学人間科学部にて、

心理学、社会学、生物学を学ぶ。

2004年、ミスインターナショナルファイナリストを機に、
レポーターやレースクイーンとして活動しながら、メディア制作に携わる。

プランニングからディレクション、ライティングまでを包括的に行う。



他社の電子書籍を紹介！　2月分2

2月リリースの他社の電子書籍の続きになります。
キネマ旬報社さんの700MBを超える最大級の『キネマ旬報 ２０１０ベスト・テン号』をはじめ、
サンマーク出版さんの『人生がときめく片づけの魔法』、

コインシデンスさんの食文化に関する『フランス美食物語』、

クレッシェンドさんのライトノベル感覚の『その三人の方程式』など、注目の新刊が目白押し

です。

また、アクセルマークさんとPMRさんのコラボによる「おちまさと」シリーズもランクインして
います！

キネマ旬報社

キネマ旬報 ２０１０ベスト・テン号

創刊92周年の『キネマ旬報』初のアプリ化!

毎年ご好評を頂いております『キネマ旬報2月下旬決算特別号』〔発売中/特別定価1800円(税込)〕
の一部にiPhone/iPad/iPod touchならではの、動画・オリジナル特集を付加した電子雑誌アプリ
です。

【内容】

●2010年第84回キネマ旬報ベスト・テン
個人賞受賞者インタビュー

主演女優賞 寺島しのぶ
主演男優賞 豊川悦司
助演女優賞 安藤サクラ
助演男優賞 柄本明 
新人女優賞 桜庭ななみ
監督賞/脚本賞 李相日 
脚本賞 吉田修一 

http://www.kinejun.com/book/list/tabid/100/catid/24/pcatid/16/Default.aspx
http://itunes.apple.com/jp/app/id419302593?mt=8


※インタビュー動画を掲載!(新人女優賞受賞:桜庭ななみ)

●個人賞採点表

●2010年 第84回キネマ旬報ベスト・テン 日本映画ベスト・テン&外国映画 ベスト・テン
日本映画・外国映画共に20位までの作品を映像トレーラーや写真と共に紹介。
各作品の解説、あらすじも掲載。

●日本映画ベスト・テン&外国映画 ベスト・テン採点表

●2010年 内外映画祭&映画賞受賞一覧
アカデミー賞、カンヌ国際映画祭、東京国際映画祭、東京フィルメックス等、

国内外の映画賞の受賞データ一覧を掲載。

●さよなら恵比寿ガーデンシネマ特集

惜しくも2011年1月29日に休館した恵比寿ガーデンシネマの17年間を、
全上映作品と共に振り返るアプリ版オリジナルコンテンツ。

江戸木純氏による寄稿、全上映作品データに加え、館内の動画や上映作品のポスターも掲載。

サンマーク出版

人生がときめく片づけの魔法

★昨年末、突如、彗星のごとく現れ、テレビや新聞、雑誌で今、話題の

「新・片づけのカリスマ」、近藤麻理恵の本!
★「発売5週間で10万部突破」の超話題作が早くも電子書籍化!
★電子書籍版だけの特典として、なんと「著者からのメッセージ動画」が付いています!
★「洋服のたたみ方」「引き出しの収納法」等を豊富な動画でわかりやすく説明!
★ほかにも、電子書籍の未来を切り拓くべく、

いくつかの新しい試みに挑戦しています!

http://www.sunmark.co.jp/digital_c/appstore/
http://itunes.apple.com/jp/app/id422014727?mt=8


本アプリの制作チームがめざしたのは、「電子書籍ならではの読書体験」を提供すること。

iPhoneを片手に、「手のひらに、一冊のエネルギー。」を感じとっていただければ幸いです。

【内容紹介】

この本は、「一度片づけたら、二度と散らからない方法」について書いた本です。

「そんなことはありえない」。そう思った方にこそ、じつは読んでいただきたい本でもあります

。

著者の近藤麻理恵さん(こんまり先生)は、床が見えないゴミ部屋をホテルのスイートルームのよう
に

劇的に変えることで有名な片づけコンサルタント。

5歳のときから「ESSE」や「オレンジページ」等の主婦雑誌を愛読し、
中学3年のときには、ベストセラー『「捨てる!」技術』を読んで開眼、
以来、本格的に片づけ研究を始めたそうです。

そして、大学2年のとき、コンサルティング業務を開始、「こんまり流ときめき整理収納法」を編
み出しました。

その極意をひと言でいうと……

まずは、「捨てる」を終わらせる。

そして、一気に、短期に、完璧に片づける。

これを正しい順番で行うと、二度と散らからなくなり、一生、きれいな部屋で過ごせるというの

です。

この「人生がときめく片づけの魔法」を手に入れて、新しい人生のスタートを切ってください。

クレッシェンド

その三人の方程式

http://itunes.apple.com/jp/app/id420404987?mt=8


本書は四つの物語で構成され、それぞれ各章ごとに完結する小説となっております。

どの章から読まれても楽しめますが、第一章から順に読み進められることを推奨いたします。

完結したはずの各章の「その後の意外な結末」が最終章に解き明かされるからです。

これまでにないエンディングの「さらに向こう側の世界」を体験できる本をめざしました。

■内容紹介

ぞれぞれのストーリーの結末で「解かれた謎」と「残された謎」。

ある通り魔事件をきっかけに、それらが一つに繋がる時。

長い歳月を越えて、「新たな謎」が浮びあがる。

その謎を解く方程式の鍵は誰が持っているのか?
そして誰がなぜこんなことを?

運命の糸に導かれるように洗い出された過去と現在が宿命的に点から線へと繋がっていく。

■ストーリー紹介(一部)
犯罪者や容疑者の一部が変死体となり発見される事件が発生する。

そのニュースを見ている伏見彰は、「ある一点」を除けばごく普通の高校生だった。

ある日、伏見彰が漫画喫茶のパソコンで見つけたバナー広告。

その内容はある組織の会員を募る広告だった。

ふとした気持ちで応募をした伏見のものに一通のメールが届く。

その「組織」の隠された実態とは……。

■著者プロフィール

青山 夢明 (あおやま ゆめあき)
東京都出身。成城大学文芸学部マスコミュニケーション学科卒業。

大学では広告効果と社会心理学を専攻。その後、通信業界へ就職。現在はWebディレクター、AP
として放送業界で勤務。

...さらに見る.その三人の方程式 のサポート

コインシデンス （COINCIDENCE Co., Ltd.）

http://www.coincidence.jp/


「フランス美食物語」De la Gastronomie Française

フランス料理文化がどのような歴史的経過をたどって、今日の絢爛たる姿になったのかを、

人物・食材・食器・故事来歴・逸話などを題材に、楽しく分かりやすくまとめた2000年発行の書
籍です。

●エスコフィエの成功のひけつは、一番得意な料理はいつも女性のために作ったということ

●「ニンフの股肉のオーロラ風」はかえる料理

●十字軍の兵士たちが道すがら食べたにんにくが、敵兵を大いに悩ませた

●トルコ人が嫁をもらうときの挨拶は「コーヒーには一生不自由させない」

●ロシアのウラジーミル大公は六〇四三番、イギリスのエリザベス女王は一八万五三八七番

●カール大帝はおうむの肉が大好き

●クロワサンの三日月形はトルコ国旗に由来

全61項目、フルコースがお好きな方は最初から読むも良し、アラカルト風につまみ食いするのも
一興です。

【目次】

コックの王エスコフィエとホテルの王リッツ/フランス最初のレストラン/パンが美味しくなるま
でに/
かえると妖精 -かえる嫌いのイギリス人-/税金はスパイスで/最初の美食文学者アルケストラトス/
においも武器に -にんにく余話-/コーヒーとカフェの歴史 -興奮する羊と睡魔に悩む僧侶-/
パリっ子たちの想い出に残るカフェ“カフェ・アングレ” “カフェ・アルディ” “メゾン・ドレ”/
オールドーウルとアミューズ・ブーシュは番外料理?/中世の大料理人タイユヴァン/
粗悪なワインから生まれた名酒コニャック/食卓と女性/あなたの鴨のナンバーは?“トゥール・ダ
ルジャン”/
ミシュランに載っていない名店 “マキシム”/キャベツとシュークルート/チョコレートは花嫁とと

http://itunes.apple.com/jp/app/id419023428?mt=8


もに/
シャルルマーニュ大帝と炎を吹くおうむ/旧約聖書にも登場するバター/クロワサンの由来は敵の
国旗/
ワインを巡る旅 ボルドー ブルゴーニュ、ボージョレ アルザス コート・デュ・ローヌ パリ/
ワインを楽しむグラス/食事のマナーと習慣の移り変わり/みずから命を絶った料理人ヴァテル/
パリっ子たちの社交場タヴェルヌ/レースのようなクレープと王様のガレット/
ベル・エポーク -二〇世紀初頭のよき時代-/風変わりな料理研究家・批評家 グリモ・ド・ラ・レ
ニエール/
三人の聖女マリアとブイヤベースの誕生/お祝いの酒シャンパン/
調理場の変遷 -今日のダイニングは中世の復古調-/フランスのビヤホール/
ナポレオンの片腕カンバセレスの美食とケチ/黒いダイヤモンド -トリュフ-/黒い真珠 -キャヴィア-
/
フランスの国民的料理ポトフー/修道僧のつくる美しい酒シャルトルーズ/人類最初の道具 -庖丁・
ナイフ-/
美食家外交官タレーランの手腕/グリーン・アスパラガスの生みの親エスコフィエ/
熱くて冷たい? ショーフロワ/缶詰の考案者アペールと冷凍の考案者テリエ/
ナポレオンと野戦料理マレンゴ風若鶏/フランス菓子の守護神アントナン・カレーム/
次第に柄が長くなったスプーン/フォークの歯が四本になるまで/食通の王キュルノンスキー/
歴史を動かしたチーズ/伊勢えびのアメリカ風とブルターニュ風/雄鶏のしっぽ -カクテル-/
ヌーヴェル・キュイジーヌの創始者フェルナン・ポワン/ボキューズとトロワグロ兄弟/
ヌーヴェル・キュイジーヌ/雉と七面鳥とやまうずら/ポン・ヌフとポンム・スーフレ/
食卓には欠かせないテーブル・クロース

クラブビジネスジャパン

あなたも５歳若返る！アンチエイジング入門

近年、アンチエイジングという言葉がさまざまな分野で注目されています。

医療分野はもちろん、食品や化粧品、運動・スポーツ分野などでも頻繁に耳にします。

「これを使えばマイナス5歳」や「この運動で若々しく」などというセリフを聞いたことがある方
は多いのではないでしょうか。それだけ多くの人が若さを保つことに関心が高いということなの

http://itunes.apple.com/jp/app/id419307317?mt=8


でしょう。

本書は、膨大にあるアンチエイジングの手法の中から、

食事やトレーニングなど、多角的な視点から厳選した情報を紹介しています。

そしてさらに、年齢不詳なフィットネストレーナーも写真つきで紹介。

井上トキ子さん(46)、木内周史さん(45)、相澤加奈さん(41)、野村健一郎さん(43)の驚くべき若さ
は要チェックです。

ラクティブ

ラッキーガールになる方法〜『縁』で強運を掴む！！〜

十代よりモデルを務め、その後は株式会社資生堂を経て、ファッションプレスやハワイ留学を

経験。

2009年には処女作『ゴリゴイ親父マサハル〜お父さん定年退職おめでとう』(文芸社)を出版、
その後も現代小説・エッセイを執筆する傍ら、モデル・司会業・MC・講師の仕事をこなし、
マルチな活躍を続ける女性・日向陽子の電子書籍第一弾、待望のリリース開始です!

一見華やかな経歴を持つ著者も、幼い頃は内気で恥ずかしがりやで、

習っていたエレクトーンを人前で弾くことさえできないような少女でした。

また、信頼した知人に騙されそうになり、悶々と悩んだ経験を有しています。

しかし著者は、節目節目で大切な人との出会いを得て、人生を劇的に変えてきました。

人との『縁』で強運を掴んできた著者が、本書の中で、その人生における出会いを振り返りつつ

、

人との『縁』をしっかりと掴み、ラッキーガールになるための七か条を伝授しております。

著者は、人生に変化をもたらせるものは、人との出会いによって生まれる『縁』であり、

誰と出会うかにより、人生が決まると述べています。

「人生を変えたい!」と強く願っているがどうすれば良いのかわからない…という人に、
まずは読んでいただきたい、人との出会いが待ち遠しくなる一冊です。

http://ractive.jp/
http://itunes.apple.com/jp/app/id418886557?mt=8


【目次】

女の価値は二億円?
強運な女

悪運の強い女〜その1
悪運の強い女〜その2
夢のないおんな

ラッキーガール

何かに守られてる女

最高のあげまん女

ラッキーガールになる為の七か条

脳科学からみたマヤ族の予言

若い部下を育てる立場の方、マネジメントをしている管理職の方、

今後の日本にお嘆きの方等にオススメの一冊。

マヤ族の予言により2012年12月に人類は滅亡すると言われています。
マヤ族の予言については、テレビのバラエティ番組や出版物の都市伝説企画等で

目にする機会が増えてきました。

この本は、これまで目にするような恐怖をあおったり、

面白おかしく取り上げている企画とは異なり、

現役医師が脳科学からみたマヤ族の予言について

真相を導き出し、新しい時代の人間の進化と成長について論じています。

...さらに見る.脳科学からみたマヤ族の予言 のサポート.

http://itunes.apple.com/jp/app/id416425648?mt=8


胸キュン！ 愛され女神のラブモテフレーズ143

愛されたい。

有史以来、すべての女性はこの願いをかなえるために試行錯誤してきました。

そしてどんな歴史の中においても、意のままに男の心をあやつるモテ女という人々が存在しま

した。

彼女たちはいったいどんな魔法のテクニックをつかんでいたのでしょうか。

時代によって、表現方法は違いますが、「真理」はひとつです。

著者は今回、多くのモテ男たちに取材を敢行して、この「真理」についての確証を得ました。

その「真理」をわれわれは「愛され女神の法則」と呼びたいと思います。

「愛され女神の法則」をお伝えする前に、ひとつ質問させてください。

世のイケメンがあなたに魅力を感じるポイントはどこでしょうか?

整ったバストやヒップラインですか?
人を魅了する美しい顔立ちですか?

答えは、NO、です。
そりゃ、世の男性たちは、美女は好物です。これは否めません。

しかし、それはマストな条件ではないのです。

つまり「美女」は「好物」ですが、もっと「大好物」な女性が存在するのです。

「愛され女神の法則」。その答えを本書で明らかにしていきましょう。

この書籍はApp Storeのブックランキングで第1位をいただいた『スゴ技! 女心をわしづかむ神フレ
ーズ105』の姉妹書です。私たちはこの本で、女性の心をつかむためのさまざまなフレーズをご紹
介しました。多くの反響もいただき、私たちも感謝の気持ちでいっぱいです。

ここに紹介するフレーズには、男性たちを王子様に変えるさまざまテクニックが盛り込まれてい

ます。シーンごとに分類されていますので、利用したい部分から読み始めていただければけっこ

うです。ひとつでもふたつでも、あなたの恋の小道具として、これらのフレーズをそっとバッグ

に忍ばせていただければ、作者として幸せです。

どうぞ、お楽しみを。

http://itunes.apple.com/jp/app/id418886991?mt=8


リーダー論〜若者に告ぐ31の掟〜

「若者たちよ、委縮せず大志を抱いたらどうか。

日本のことも、自分が勤める会社のことも、部外者として客観的に語るのではなく、

プレーヤーとして「何とかする」ために、当事者としてあがいてみてはどうか。」

本作品の著者は、3年連続「ベストベンチャー100」選出、2009年「就活アワード」を受賞し、
多くの若者たちから注目を受けているITベンチャー、株式会社ヘッドウォータースの創業者、
篠田 庸介氏です。

本作品では、「才能などない方がよい」「攻撃性を失うな」「公人たれ」

「リーダーにならざれば、未来なし」など、企業を創業し経営を経験した篠田氏ならではの想い

、

社会人としての厳しい現実を、未来ある若者から各界のリーダーを目指している方まで幅広く贈

るビジネス書となっております。

著者は、不器用で、上手い経営ができなかった分だけ多くの失敗を繰り返してきました。

それでも、自分自身にあがき苦しみながらも希望を失わずに経営を続けてきた真実と信念を

ありのままに伝えた作品です。厳しい就職環境の中で自信を失っている若者たちへ、

「己の不幸を不況のせいにするな」と厳しい言葉でありながらも、熱く、愛情を込めて心強く語

ったタフなリーダー論です。

【目次】

序章

第1章 若者たちに告ぐ
第2章 ビジネス・マインドの鍛え方
第3章 ビジネス・スキルの磨き方
第4章 リーダーにならざれば、未来なし

http://itunes.apple.com/jp/app/id420254405?mt=8


稲葉篤紀　僕の夢、僕の生き方 Aiプロジェクトの軌跡

本作品は、2009年にワールド・ベースボール・クラシック(WBC)のサムライジャパン4番打者と
してチームを優勝に導き、ホーム北海道では常に全力で試合に挑む姿が話題を呼び野球ファンを

魅了させている北海道日本ハムファイターズ主将、稲葉篤紀氏の書き下ろし電子書籍です。

本作品では、同氏を常に暖かく支えてくれた北海道の野球ファンへ恩返しがしたいという想いか

ら始まった、青少年の育成とスポーツ振興に貢献する「Aiプロジェクト」について紹介しており
ます。

また、挑戦する気持ち、感動、全力を出し切る楽しさを学べたことは全て野球のおかげと言う同

氏が、「若いうちは、自分が強くなることを楽しんで欲しい。若い時期は、絶対に苦しんだ者勝

ちだ。」と野球選手としてキャリアを積んできた経験から得た哲学や、メジャーデビューの夢が

叶うことができなかった時に、自分を必要として待っていてくれた北海道日本ハムファイターズ

との出逢いなどを綴っております。

本作品では、稲葉選手の動画も収録し、文章と動画の両方を通じて、同氏の素顔と魅力を存分に

伝えるファン必見の待望の電子書籍です!

【目次】

第1章 Aiプロジェクト、第二の故郷への恩返しに
第2章 夢だったメジャーリーグ挑戦
第3章 熱くて温かい、北海道へ
第4章 継続と全力疾走
第5章 夢、北海道に何を残せるか
Aiプロジェクト活動の軌跡

PMR

http://itunes.apple.com/jp/app/id420614560?mt=8
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おちまさと　鉄板病

おちまさとプロデュース待望の電子書籍!
『鉄板病』です!

数々のムーブメントを生み出した稀代のヒットメーカー、おちまさと初の電子書籍 第一弾!!
”いつでも多数派にいたい”、”絶対に間違えたくない”——そんなあなたは鉄板病です。
自分の意見を言いづらい空気。わがまま勝手に暴走する人々。

そこに漂う違和感はどこからくるのか?こんな住みにくい日本に誰がした?!
超人気プロデューサー、おちまさとが「鉄板」をキーワードに読み解く21世紀日本への憂国論!!
鉄板病の治療法から予防法はもちろん、鉄板病時代の生き方まで徹底解説!まさに現代人への処
方箋。

■内容紹介

最近日本中で大増殖中の「鉄板病」患者たち。

「鉄板」であることが正しいと思い込み、「鉄板」なるものだけを求め、ハズすことや失敗を恐

れる現代人。

そんな現代社会に蔓延る新種の病をおちまさとが大解剖。

「鉄板病ってなに?」から「どうやって治すの?」という疑問まですべて解決!!
手洗いうがいだけじゃ防げない!手遅れになる前に、まずは第一章で「鉄板病」初期症状チェック
で自己診断を。

■プロフィール

プロデューサー。1965年12月23日東京都生まれ。
人気テレビ番組やWebサイトの企画・プロデュースをはじめ、
数多くのファッションプロジェクトや企業ブランディングも手掛けるオールラウンドプロデュ

ーサーとして活躍中。

さらにデザインや書籍やゲームプロデュース、作詞、雑誌連載、本の執筆、講演など、その活動

は多岐にわたる。

http://itunes.apple.com/jp/app/id421346210?mt=8


おちまさと 時間の教科書

おちまさとプロデュース待望の電子書籍!
『時間の教科書』です!

数々のムーブメントを生み出した稀代のヒットメーカー、おちまさと初の電子書籍 第一弾!!
自他共に認める「1日48時間生きる」おちまさとが各界で縦横無尽に活躍するために身につけてき
た時間操作術の数々。

どうしたら時間を巻き、時間をゆがめ、時間を倍に使えるのか—? 
人生という長いスパンで、どう時間を使っていくべきなのか—?
時間貧乏性の人お待ちかね、最強の「時間操作マニュアル」電子版が完成!

■内容紹介

本書では漠然と捉えがちな「時間」という存在に対し、その基本的なノウハウ、そして時間を意

のままに操ろうとする方法まで、時間に関する全てを網羅。

本書は万人に向けて書かれ、誰もが実現可能なトライアルの集大成。

その上、恋愛シーンから人生全般を見渡した指南書として幅広く活躍する、使い勝手400%、前代
未問の?時間の教科書?。

—今、あなたがこの紹介文を読んでいる時間。43秒。もったいない。即ダウンロードを(笑)

■おちまさと プロフィール
プロデューサー。1965年12月23日東京都生まれ。
人気テレビ番組やWebサイトの企画・プロデュースをはじめ、
数多くのファッションプロジェクトや企業ブランディングも手掛けるオールラウンドプロデュ

ーサーとして活躍中。

さらにデザインや書籍やゲームプロデュース、作詞、雑誌連載、本の執筆、講演など、その活動

は多岐にわたる。

 

http://itunes.apple.com/jp/app/id421346061?mt=8

