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篠⽥弥寿⼦のマナー関連図書は５０冊以上あり、マナーの原典本として多くの読者を獲得しています。

⼀⽣使える、美しい⼥性のマナー PHPビジュアル実⽤BOOK 

PHP研究所／234㎜×182㎜／191⾴／篠⽥弥寿⼦ 著 ／ 価格 1300円(税別） 
⼀般的なマナーに加え、ワンランクアップした品のよい⽴ち居ふるまいや教養、話し
⽅を⾝に着けて、本物の美しさを追求するためのお⼿伝いをします。 ⾝だしなみ、会
話術、冠婚葬祭、おつきあい、⾷事、和の作法など、覚えやすい「マナー短歌」を使
って、ポイントをわかりやすく解説しています。本書を通して上品な⽣き⽅や表現の
仕⽅を知り、品格ある⾃信に満ちた⽣き⽅を磨くことができるように願っています。

くらしの冠婚葬祭とマナー 今どきの冠婚葬祭・マナーを紹介した決定版︕

新⽇本法規出版／256㎜×184㎜／400⾴／ 価格 2,800円(税別） 
伝統的なしきたりはもちろん、最近の新しい傾向を盛り込むとともに、⽂例・スピーチ
例も豊富に掲載され、冠婚葬祭から⽇常のおつきあいまで幅広いシーンで活⽤できま
す。 
オールカラーの紙⾯でイラストや図表を⽤いた⾒やすくわかりやすい構成です。 
知っておきたい⾖知識「気をつけてマナー違反」や「これで解決︕」などのコラムも満
載です︕

声かけ・マナー ポイントレッスン 介護・福祉・医療スタッフ必携

ひかりのくに株式会社／148㎜×110㎜／127⾴／ 価格 1,000円(税別） 
ポケットに⼊る⼤きさ・重さだから、知りたいときにすぐ⾒れる、 
介護・福祉・医療スタッフ必携の安⼼介護ハンドブックシリーズ第⼋弾。 
ご利⽤者・患者様、またそのご家族との関係がみるみる良くなる接遇マナースキルアッ
プの極意︕ 
マナースキルアップ名句やマナーチェックリスト付き

わたしの介護ノート② １５⼈の著名⼈が語る⾃らの介護体験︕⽂庫化︕︕

中央公論新社／152㎜×107㎜／252⾴／読売新聞⽣活情報部 編／ 価格 648円(税別） 
篠⽥弥寿⼦会⻑ほか１５⼈の著名⼈が率直に語る介護体験、 誰もが⼀度は愕然とし、途⽅に暮れるこ
とになるだろう厳しい介護の現実。各界の第⼀線で活躍する著名⼈が語った⾃ら介護した際の実情・苦
労は、介護に悩み、迷う全ての⼈びとに送るエールです︕

お嫁さんの⼼得 「ほどよい距離」でお義⺟さんに愛される

⾠⺒出版／188㎜×130㎜／191⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／ 価格 1300円(税別） 
お姑さんには愛されるが勝ち︕ 核家族時代の今だからこそ、賢い嫁と呼ばれたい! 
あいさつや服装などの基本マナーから冠婚葬祭、 年中⾏事などのマナー、さらに 「夫
の実家に帰省したら、まず最初にやるべきことは︖」 「義⺟が家事のやり⽅に⼝を出す
のをやめてほしい」 「夫の実家からいらない贈り物が届いたら・・・」などお嫁さんの
ピンチ対処法も解説︕

結婚が決まったら親が読む本 知らなかったじゃすまされない親の⼤切な役割とマナー

⼤泉書店／210㎜×150㎜／159⾴／篠⽥弥寿⼦ 監修／ 価格 1200円(税別） 
婚約・結納から式当⽇、披露宴後の新⽣活まで、 親が知っておくべき役割とマナーを
イラストを交えて紹介。 伝えたい「しきたり」と知っておきたい「今どき」、 相⼿家

族とのおつきあい、関係者へのあいさつと謝辞なども分かりやすく 解説しています。
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よくわかる⼥性の品格あるマナーPHPビジュアル実⽤BOOK 

PHP研究所／240㎜×180㎜／191⾴／篠⽥弥寿⼦ 監修／ 価格 1200円(税別） 
⼤判本で⾒やすい︕たっぷり191ページのボリューム!!知っておきたい今どきの常識が
この⼀冊でカンペキ!!!冠婚葬祭のしきたりはもちろん、⾝だしなみから会話術、おつ
きあいや⾷事のマナー、和の作法までわかりやすいカラーイラストとともに解説 ︕あ
らゆる揚⾯での上品なふるまい⽅のアドバイスを網羅しています。「常識がない」「空
気が読めない」などと⾔われない、品格あるマナーを⾝につけましょう。⼥性だけでな
く男性にも必要な⽇常⽣活でのマナーが満載︕差がつく!!品格ブラッシュアップ実践講

座です。

⼼に⼿の届くマナーと声かけ 介護・福祉・医療 接遇マナーアドバイザー講座

ひかりのくに／260㎜／79⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／ 価格 1500円(税別） 
ご利⽤者・患者さまとそのご家族に信頼していただくには、 きちんとした、⼼に⼿
の届くマナーを⾝につけ、そしてその上での優しい声かけができることが必要です。
介護・福祉・医療の場でお勤めの全ての⽅々必携の⼀冊です︕ スタッフとしての基
本的なマナーから、現場での実践マナー、ご利⽤者・患者さま、ご家族や、 職場の
上司・同僚とのコミュニケーションマナーまで、介護・福祉・医療に役⽴つ⾔葉とマ
ナーのポイントをイラスト図解で分かりやすく解説しています。

⼥性の美しいマナー TPO別のイラスト図解でよく分かる

成美堂出版／210㎜／127⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／ 価格 900円(税別） 
あなたのマナーの疑問を分かりやすく、即︕解決︕ ⼈づきあいのマナーからオフィスマナー、贈り物
マナー、⽴ち居振る舞いのマナー、 テーブルマナーまでTPO別に⼥性のためのマナーをイラスト図解
で分かりやすく解説。 ⼥性なら絶対に知っておきたい常識やマナーを広範囲にわたってカバーしてい
ますので いざという時にそなえて常備しておきたい⼀冊です。

働きながらこなす、幸せ介護の簡単極意 ⼼やりの⽼親介護

主婦の友／195×146㎜／255⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／ 価格 1600円(税別） 
介護も看護も、⾃分の⽼後へのレッスン、かなり進んだ認知症の⽗とガン闘病中の⺟の
介護・看護にたずさわって４年あまり。阪神・淡路⼤震災で家が全壊し、⽼親の発病に
伴う介護と看護、家事、会社経営、マナー講師などを同時進⾏しながら、ストレスもた
めず明るくやってこられたのは、「なんとかなるわ」の精神と⾏動でした。 落ち込んで
も愚痴っても、介護を必要としている⼈がいるのです。ならば、いつまで続くかわから
ない介護の⽇々を、ハッピーな気分で充実させましょう。そのヒントがこの本からきっ
と⾒つかるはず。なぜなら、私がその答えを⾒つけたからです。

知っておきたい現代マナー 冠婚葬祭常識事典（在庫切れ）

ぎょうせい／Ａ５判／246⾴／篠⽥弥寿⼦ 監修／ 価格 1100円(税別） 
これだけは知っておきたい現代冠婚葬祭マナー事典!! 
●イザ!!という時に役⽴つ豊富な図版とチャートによる構成 
●知りたいことがすぐ引ける項⽬別・事例別索引

すぐ役⽴つ冠婚葬祭マナー事典 慶弔の贈答表書きと⾦額の⽬安付 （在庫切れ）

主婦の友社／Ｂ6判／388⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／価格 1262円(税別） 
「冠婚葬祭」は⼈⽣の通過儀礼として、 古くから⽇本⼈の⽣活の中での⼈づきあいの知
恵として教えられ、伝えられてきました。しかし、現代⽣活の中で、古いしきたりやそ
ぐわない形式が残っていることも確かです。 「冠婚葬祭」の作法、しきたりの正しい発
⽣や由来、起源をわかりやすく理解していただき、現代⽣活の中で、具体的にどのよう
に考え、どう役⽴てていけばよいかを実例をあげて説明しています。 

こんなとき どう挨拶する 知らないでは済まされない⽇常の挨拶から冠蔡の正しい挨拶例

ひかりのくに／Ｂ6判／191⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／価格 750円(税込） 
”けじめの場”での挨拶ケースを数多くとりあげ、短くてピタリと決まる、挨拶ことば
と、 
挨拶例をとりあげました。
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披露宴のあいさつ 媒酌⼈・主賓・両親

ひかりのくに／Ｂ6判／156⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／価格 760円(税別） 
披露宴のあいさつは、 それぞれの⽴場で必ず⼊れておくべき内容をチェックしておけ
ば、簡単にでき、 しかも恥ずかしくないものになります。 それを⽴場別に”ポイン
ト”ごとの⽂例と、 ⼀つのあいさつになった⽂例を そのあとに⽰しました。 それらか
ら抜き出して章末の ”作成⽤紙”に記⼊すれば ⽴派なあいさつ⽂ができるように 構成さ
れています。 媒酌⼈・主賓、来賓・両親、親族、 どの⽴場の⽅でも活⽤していただけ
ます。

20〜50代の披露宴スピーチ実例集

ひかりのくに／190×130mm／159⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／価格 760円(税別） 
友⼈や知⼈の結婚式でスピーチを頼まれたとき、何を話したらいいのだろう︖祝辞としての形式は尊重
しながら、20代から50代まで年代別に使い分けられる結婚スピーチのヒント集。 披露宴スピーチの作
り⽅・注意事項を解説した上で、実例も各年代で多数掲載していますので、簡単に恥ずかしくないスピ
ーチができるようになっています。ご家族で⻑く活⽤していただける⼀冊です。

ブライダルあいさつ集 結納・披露宴から式後の御礼まで

ひかりのくに／Ｂ6判／223⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／価格 960円(税別） 
”あいさつ”⾔葉を基本において結婚全般の流れを追ってみました。関係者全員がそれぞ
れの⽴場で、あいさつをどのように考えていけばよいかを、理論としてではなく、でき
るだけ具体的にまとめてあります。しかも、しきたりを踏まえながらも現代⽣活にマッ
チした内容にアレンジしています。

披露宴・⼆次会のセンスアップ司会術 このまま使えるシナリオつき︕︕

ひかりのくに／Ｂ５判／160⾴／篠⽥弥寿⼦ 監修／ 価格 740円(税別） 
初めて結構披露宴の司会をすることになった⽅は、この本をお買い求めください。必ず
お役に⽴ちます。⼆次会の場合も同じです。まず、「司会を頼まれたら」の寿男と先輩
の会話でリラックスしてください。次に、「このまま使えるシナリオ講座」の□□の部
分に、該当するご出席の⽅のお名まえを書きこんでいただくだけで、センスある司会の
シナリオができるようになっています。最後に残りの部分に⽬を通していただき、キラ
リと光る個性をつけ加えれば、もう万全︕あとは、司会者としてでなく、お⼆⼈を祝福

するひとりとして会場へ向かうだけです。

図説 ビジネスマナー

ぎょうせい／A５判／220⾴／篠⽥弥寿⼦ 監修／ 価格 1700円（税込） 
フランスの貴族⽂化華やかなりしころ、紳⼠たちが恋⼈に⼀枝のバラの花やつぼみを贈
るという習慣のために、宮殿の花壇は荒らされてしまいました。花を盗む⼈が後を絶た
ないことに困り果てたバラ園の庭師が⽴てた⼀枚の⽴て札「このバラ折るべからず」。
この⼀枚の⽴て札”エ・チケット”が”エチケット”の語源で、相⼿に不快感を与えないよ
う最低限度の社会常識守ることを指します。マナーとは、どうすれば豊かな⼈づきあい
ができるかを絶えず考えるという”気働き”を、このエチケットにプラスしたものといえ

ましょう。ビジネス社会では職場の⼈、お客様や取引相⼿との良好な⼈間関係を築き、そして保ってい
く上で、このマナーは必要不可⽋です。本書では社会⼈として必要なエチケットやマナーを豊富なイラ
ストで分かりやすく解説しています。

紳⼠の条件 弥寿⼦のマナー読本 （在庫切れ）

ぎょうせい／Ａ５判／240⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／ 価格 1100円(税別） 
成功と信頼を勝ちとるための男の武器 「企業は⼈なりの⾔葉どおり激しい競争に勝ち抜
いて⾏くには、何よりもまず⾃分⾃⾝がすばらしい”商品”でなくてはなりません。⼀
⽅、「……最近の若者は⾔葉づかいや応対のしかたを知らない……」「世の中のルール
や決まり事を、もっとわきまえてほしい」。 そんな声を企業のトップや各界の指導者層
の⽅々から聞かされます。 受験教育優先のあおりを受けて学校や家庭で忘れがちな”マ
ナー”。⼈づきあいへの気働きについて、 特に男性⽅にこそ⾝につけて頂き、家庭、社

会をリードしていってほしいと思いたち、 今必要とされている紳⼠への道・男性マナー”、”ビジネス
マナー”について、書いてみました。 楽しく気楽に、ちょっとスマートで都会的な男性を⼼にえがいて
私⾃⾝、楽しく執筆させて頂きました。

絵で⾒る 婚礼のマナー全科

ひかりのくに／Ｂ6判／160⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／ 価格 800円(税別） 
代表的な５つの間違いと、失敗例・疑問点などあなたにも、思い当たることありません
か︖ 
たとえば、婚礼がパーティー感覚のものになってしまって、⼤事な儀式を略式化してい
ることの間違いに気がついていない…。披露宴の⽬的を⾒失い、⾃分本位にやって楽し
んでいる…。結婚について、親⼦で語り合う機会がもてない…。儀式は本来、男が仕切
るものだということが忘れられている…。海外での挙式もいいけれど、忘れてはいけな

いこともある…。ほかにも、失敗例や作法会に寄せられるたくさんの問い合わせについて述べていま
す。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4564403370/qid=1139644009/sr=1-17/ref=sr_1_0_17/250-7091405-3214625
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4564403389/qid=1139644168/sr=1-22/ref=sr_1_0_22/250-7091405-3214625
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4564403362/qid=1139644009/sr=1-16/ref=sr_1_0_16/250-7091405-3214625
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4564403397/qid=1139644009/sr=1-18/ref=sr_1_0_18/250-7091405-3214625
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324046484/qid=1139643954/sr=1-4/ref=sr_1_10_4/250-7091405-3214625
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4564403435/qid=1139644009/sr=1-20/ref=sr_1_0_20/250-7091405-3214625


絵で⾒る仲⼈のマナー全科

ひかりのくに／Ｂ6判／160⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／ 価格 800円(税別） 
代表的な３つの間違いと、失敗例・疑問点などあなたにも、思い当たることありません
か︖ 
たとえば、仲⼈を引き受けるのに、仲⼈本来の役割をよく知らない…。 媒酌⼈は名誉職
だと思って、あいさつさえ格好よくできればいいと思っている…。 仲⼈を引き受けたも
のの、持ち込まれる相談に応えていたら、仲⼈の責任問題になりかねない状況になって
しまった…。 ほかにも、失敗例や作法会に寄せられるたくさんの問い合わせについて述

べています。

絵で⾒る ⾒合いのマナー全科

ひかりのくに／Ｂ6判／160⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／ 価格 800円(税別） 
代表的な４つの間違いと、失敗例・疑問点などあなたにも、思い当たることありません
か︖ 
たとえば、現代的にと略し過ぎて、責任の後始末ができていない…。気軽に会えばいい
のだからと⾔われて、けじめや、きっちりと⾃分を⾒てもらうことがいい加減になって
しまっている…。⼦供ではあるまいとし、世話⼈や付き添い⼈の意義を知らない…。あ
るいは、すべてを本⼈任せにしてしまっている親など…。ほかにも、失敗例や作法会に

寄せられるたくさんの問い合わせについて述べています。

絵で⾒る 結納のマナー全科

ひかりのくに／Ｂ6判／160⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／ 価格 800円(税別） 
代表的な４つの間違いと、失敗例・疑問点などあなたにも、思い当たることありません
か︖ 
たとえば、結納⾦は⽀度⾦だと勘違いして、正式なご挨拶の儀式であることを知らな
い…。単なる婚約の儀式だからと略するのは、たいへん失礼な事だということ…。結婚
は⼆⼈のことだからと、本⼈たちも親たちも割り切っているつもりが、⼤切なことを⾒
落としている…。仲⼈をたてないことによって、どのような問題が出てくるかを知らな

い…。ほかにも、失敗例や作法会に寄せられるたくさんの問い合わせについて述べています。

おつき愛 篠⽥弥寿⼦のマナー百⾸ （在庫切れ）

⽇本マナーサービス／162ｘ117mm判／125⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／ 価格 1000円(税
込） 
31⽂字でマナーがわかる「おつき愛」を⾼める作法栄養素がギッシリ︕ コンコンコ
ン ノックは三つと 覚うべし、 ⼆回ノックは トイレのサイン。 ナイフ右 フォー
ク左に 持ち添えて、終わるサインは ⼆本並べて。⼊学、卒業のプレゼントに成⼈式
の若⼈に、就職祝いと共に、結婚式のお祝いに添えて、新社会⼈のマナーブックに、各
式典の記念品に、お客様へのサービスの⼀品にあらゆる”おつき愛”の場に役⽴つ待望の

⼀冊。

マナー質問箱 はずかしくない おつきあい 贈答

ひかりのくに／Ａ５判／128⾴／篠⽥弥寿⼦ 著／ 価格 940円(税込） 
⾦封紙の表書きの書き⽅、 ふくさ・ふろしきの扱い⽅、 結納式の⾏い⽅完全図解付 
Ｑ＆Ａごとのイラストを⾒るだけで、その答えはもちろん、冠婚葬祭の基本的な由来・
しきたり・なぜそうするかまでわかりやすく理解できます。後半の「完全理解」の章で
は、その名の通り詳細な写真や絵で、扱い⽅・⾏い⽅を解説しています。また、祝儀・
不祝儀での⾦封紙の表書きや、ふくさ・ふろしき・進物盆などの⽤具、さらにそれらを
具体的にどう使うかを、質問の多い結納式を中⼼にまとめてあります。 

ビデオ

知って安⼼礼儀作法︕

いざというときに困らない冠婚葬祭のマナーを映像でわかりやすく紹介。 
 
販売︓キングレコード／発⾏︓NHKソフトウェア／篠⽥弥寿⼦ 監修 
価格 ビデオ各3,800円／DVD6,500円(ともに税別） 
ＤＶＤは『結婚式編』と『お葬式編』が１枚に⼊って⼤変お得です。 
※ビデオ・ＤＶＤともメーカー在庫切れとなっております。⼊荷予定が未
定のため、⼤変申し訳ございませんがご注⽂はお受け出来ません。

結婚式編

結婚式は⼆⼈の新たな⾨出を祝う⼤切なセレモニー。結婚式に参列するときには、最⼤限の⼼づかいを
したいものです。このビデオでは、結婚式に招かれた時の⼼得やマナーの基本を紹介します。 
（カラーVHS/25分/ステレオ）

お葬式編

通夜や葬儀は突然のことで予測できないだけに、いざというときにわからないことや困ることが多く出
てきます。このビデオでは、葬儀、法要の⼼得から、しめやかな⼼配りを⼤切にしたい弔問のマナーま
で、葬儀に関する礼儀作法の基本を紹介します。 （カラーVHS/26分/ステレオ）

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4564403427/qid=1139644168/sr=1-23/ref=sr_1_0_23/250-7091405-3214625
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4564403400/qid=1139643640/sr=8-2/ref=sr_8_xs_ap_i2_xgl14/250-7091405-3214625
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4564403419/qid=1139644009/sr=1-19/ref=sr_1_0_19/250-7091405-3214625
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4564403923/qid=1139644168/sr=1-21/ref=sr_1_0_21/250-7091405-3214625
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000063EAF/qid%3D1139646248/250-7091405-3214625


マナー関連商品 

業種・業態ごとのオリジナル商品も提供いたしますのでご相談下さい。

作法各種マニュアル（図書・ビデオ）の作成

ビジネスマナ
ー（⼀般・職
務別）、冠婚
葬祭、儀式・
式典、会議等
のマニュアル
（⼿引き書）
は情報共有
化、組織化の
原点です。 共
有⾔語となる
ノウハウがあ
るからこそ、

全ての⼈が理解できます。 
同じ組織の⼈々が同じ情報を共有してこそ、組織のコミュニケーションはスムーズに⾏うことができま
す。⼈間関係がうまくいくための潤滑油「マナー」を、より確実に共有するためのマナーマニュアルを
作成いたします。 特に、ビデオ教育プログラムビジネスマナー「基本の基本」は経営者をはじめ多く
の⽅々から、「こんなプログラムが欲しかった」とのお⾔葉を聞かせていただいており、多⽅⾯に利⽤
されています。

ホーム 研修・講演報告 マスコミ関連 取締役会⻑プロフィール 
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