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An ord i n a r y offi c e wor k e r 
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立地の善し悪しや設備投資など制約条件があるのは仕方がないことと

して、品揃えや接客、地域密着のサービスなどソフト面での特色は出

せると思います。東京だと『読書のすすめ』が良く取り上げられてい

ますよね。また、TSUTAYA も大きなチェーンですが店舗ごとに立地

に合わせた客層戦略をしているのがわかります。僕が Amazon で行っ

ていた客層戦略は、いかに単価の高いお客を集めるか、また、客単価

の高いお客に育てるかです。これはどこの書店にも共通することです

が、Amazon の場合は送料負担分をカバーするために重要なことでし

た。Amazonは大きな書店になりましたが、今でも客層を意識しており、

さらに進化したマーケティングを行っています。こういう戦略を徹底し

ているところが Amazon の成長要因の１つです。ただ、ネット書店の

時代、電子書籍の時代と言われている近年の出版業界ですが、これか

らは書店の時代だと僕は思っているんですよ。

　　「書店の時代」ですか？

　　はい。先ほどお話した仕掛けのもう１つと関係するのですが、スマ

ホ（スマートフォン）の普及が書店の良さを引き出すことに使えるはず

です。たとえば、前述の客層戦略で集客したお客とつながりを持ち、

積極的にお客のスマホに向けメールや facebook、twitter などで本

やお店の PR をします。新刊だけではなく、古典や名著、棚挿しで売

れている本を引っ張り出して展開すれば、近くの書店にはないから売れ

ます。品揃えやお店の特色を「スマホ戦略」で積極的に PR していく

のです。ネットがなかった時代は、情報検索の窓口は書店でした。１人

１台となるだろうスマホの普及は、情報検索の窓口を書店に呼び戻す

きっかけにできると思います。実現するかどうかは、書店の方のやる気

にかかっていますが。

中山直基中山直基
Naoki NakayamaNaoki Nakayama

根本輝久根本輝久
Teruhisa NemotoTeruhisa Nemoto

待望の女性編集者（矢作千春）が入社しま

した。近年、ビジネス書コーナーに足を運ぶ

女性が増えています。その働く女性に向け

価値ある本をつくりますのでご期待くださ

い。さて、当社もスタッフが増えてきました。

その分、気苦労も増えますが、マネジメント

の楽しさも実感している最近であります。

最近周りでベビーブームが来ているのです

が、先日はママを囲んで「ベビーシャワー」

をしました。アメリカ版出産祝いみたいなも

ので、出産前の負担の少ない時期に今後必

要になるものをリストアップしてもらってそ

れをプレゼントするイベントらしいです。合

理的でアメリカらしいイベントですよね。

7月の最後に、フジロックに初参戦してきま

した。雨も降ることなく、大好きなUKロック

アーティスト勢を目の前にして、最高に幸せ

な3日間でした。さすがに豪華なラインナッ

プなだけあって、フジロック史上最高の動

員数だったそうです。ただ、すごく楽しみに

していたイベントが終わってしまい、今ちょ

っとさみしい気分です。次は何に向かって

仕事しようかな。

私の家族は、テレビで話題になっている健

康食品など、流行モノはつい試してしまうタ

イプです。今のお気に入りは「塩麹」。一押

しレシピは鶏肉の塩麹焼き。そんな時に、ブ

ルーロータスさんの新刊が塩麹を使ったレ

シピ本『スーパーの食材でできてカンタン 

野菜の塩麹薬膳』。タイミングが良すぎま

す。参考にさせていただきます。

7月新刊『銀座の教え』に収録されている

名店ガイドの中に、著者の日高さん 1 番の

お気に入りのお店として「BAR KAGE」が

紹介されています。オーナーは影山さんと

いう方なのですが、この影山さんが、実は 6

月新刊『ここさめ』の著者お二人とも友人で

あることが発覚 しました。不思議な縁もあ

るもんだなぁと思います。

先日、著者さんのお誘いで人生初の宝塚歌

劇を見に行ってきました。演者たちの迫力も

さることながら、ぐるぐる回る舞台のしかけ

にひとしきり感心してました。でも、一番驚い

たのは出待ちをしているファンがみんな同じ

スカーフを身に着けていたこと。宝塚ファン

にはファン同士の厳しい掟があるそうです。

先月は取次会合があったので、北海道と仙

台に営業デビューしました。右も左も分から

ない状況だったのですが、お知り合いの版

元さんがいて、たくさんの人を紹介していた

だきました。すごく感謝しているのですが、

「本当はライバル会社なのになぜこんなに親

切なんだ」と、業界の不思議を改めて感じて

しまいました。
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数年前に「観た映画」「読んだ本や漫画」「ク

リアしたゲーム」を、もう一度「観たい」「読

みたい」「クリアしたい」という衝動に駆られ

ます。新しい作品を味わったほうがより新鮮

な経験が得られそうな気もしますが、「時」と

「場合」が違えば感じとる内容も異なってく

るので、同じ作品でのひと味違った感覚を

楽しみたくなるのです。
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書店の皆様へのお知らせ

　　新聞や雑誌、テレビの取材では、ビジネス書について聞かれるこ

との多い土井さんですが、今日はいつもとは違った質問で、これからの

書店の役割について何か思うことはありますか？

　　お客として書店に足を運ぶと、「自分だったらこうするのに。もっ

たいないなぁ」と思うことはたくさんあります。ただ、僕もゲームセンター

の店長経験があるのでわかるのですが、お店にいるとお店の中のこと

しか見えなくなるんですよ。でも、店長や社員の仕事というのは、外か

らお客を呼び込むことが重要な仕事です。アルバイトスタッフにお店の

業務を任せ、店長や社員は、もっと外に向け仕掛けることが必要だと

思います。

　　確かにそうですね。ただ、書店員の方はいつも忙しそうなんですよ

ね。

　　どの業界にも腕の立つバイヤーがいて、そういう人に限って暇な

人が多いんです。なぜ暇かというと、仕入れや仕掛けの読みが当たる

から、後追いで注文することがなくなるんです。Amazon 時代には、

なるべく過不足ない仕入れをしようと心掛けていました。

　　お話の中に「仕掛ける」という言葉がよく出てくるのですが、具体

的にはどういうことですか？

　　今の書店には２つの仕掛けが必要だと思います。１つが「客層戦略」

です。「ウチのお店は、こういうお客さんに来てもらいたい」というよ

うな特色をもっと前面に出すべきだと思います。これは大型店やターミ

ナル店では難しいでしょうが、中規模以下の書店では行うべきです。
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これからは書店の時代
BBM今回のかわら版特集は、読者数 53､000人、日本一のビジネス書評メルマガ「ビジネスブックマラソン」

編集長の土井英司さんに「書店の現状について思うこと」をテーマにインタビューを行いました。
近年メディアでコメントされているビジネス書評家、出版マーケティングコンサルタントという立ち位
置よりも、創業期の Amazon.co.jp でのバイヤー経験、また、セガ・エンタープライゼスでの店舗
マネジメント経験を踏まえながら、非常に刺激的なお話を聞かせてくださいました。（小早川幸一郎）

エリエス・ブック・コンサルティング 代表取締役 土井英司さんインタビュー

７月末に入社しました、矢作千春です。読

んだ人に何かプラスの変化をもたらすよ

うな本を、たくさん世に送り出せたらと思っ

ております。どうぞよろしくお願いします。

趣味はフリープランの旅行で、宿泊先の

本棚で偶然見つけた本に刺激を受けるこ

とが多いです。非日常での読書はやはり

格別ですよね。
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BARNES & NOBLE BOOKSELLERS 7月のTOP10

このコーナーでは某商社 NY 本店に勤務するビジネス書大好き人

間が、日々通う書店のビジネス書コーナーで感じたことをお話しし

ていきます。

夏ですね。アメリカ各地でも日本人による盆踊り祭りが各地で開催

されています。浴衣を着てお寺に集まるのは日本と一緒。ちなみに、

盆踊りの練習を目的にした集会もあるんですよ。その名も“Bon 

Dance Practice”。何だか別物のような語感です。

それではさっそく今月のランキングを見ていきましょう。

1位は先月3位の『Strengths Finder 2.0』。半年間トップ10入

りを果たしている大ベストセラー。Strengths Finderとは、質問に

答えるだけであなたの性格の“強み”を教えてくれるツール。生みの

親ドナルド・クリフトンの孫が、著者のトム・ラス氏なのです。書籍

和訳版がまだ出ていないのですが、Strengths Finder 2.0 のシ

ステムは日本語での利用が可能です。

2位の『Bailout』は7月の新刊。タイトルにメインストリートという単

語がありますが、これはウォール・ストリートに対比させた“非金融畑

の人”を意味するメタファーで、リーマン・ショック以降に生まれた

ことばです。著者は、米金融安定化プログラム（ＴＡＲＰ）を管轄した

元特別監察官。彼が国内銀行のためにした努力を妨害してきた詐

欺の数々をすっぱ抜いていく暴露本になっています。

3位の『PMBOK Guide』は略してピンボックと呼ばれています。ピ

ンボックはプロジェクトマネジメントの際に必要になる基本的な知識

をどんな業態でも扱えるよう体系的に整理した、マネジメントの用語

集のようなものです。ひとつのプロジェクトを 42 のプロセスに細分

化したとき、それぞれに対応した理想的なマネジメントのアプローチ

方法を紹介しています。

4位の『The Five Dysfunctions of a Team』は、チームを効率的に

動かすためにリーダーがすべきことを紹介した本。率いるチームの

問題解決やチームメイトのポテンシャルを引き出す方法を自分でも

実践できそうなレベルで提案してくれています。この本を呼んだリ

ーダー（主に社長）たちは「こんなエピソード、私にもあるある」と頷

かずにはいられないようです。

Strengths Finder 関連の本が 5 つもランク・インする異例のラ

ンキングとなりました。メディアの紹介でもあったのでしょうか？

来月のランキングをお楽しみに！

　神田駅前店の仕掛け売りをデータで検証し、どのようにして仕掛売り

が始まるか調べたところ、だいたい 6 種類のパターンに集約されるこ

とがわかりました。　　

①新刊の初速の動きが良くて、すぐに追加注文をして始めるパターン。

データの中では最も多く、売れ数も大きいものがあり、仕掛け売りの王

道のような感じがします。商品を見極める目と思い切りの良さがあれば

大概は成功できると思います。

②過去に販売実績のある著者や、売れ筋のテーマを取り扱った作品

で、類書の販売実績に基づいた仕掛け売り。これは間違いなく売れる

パターンです。2012年１月新刊の「資本主義以後の世界」は数年前の

「資本主義はなぜ自壊したのか」をベースに、事前に必要な部数を指定

配本していただいてスタートさせました。

③他店情報から始めるもので、出版社の営業担当から聞いた他店の売

行きや、他店見学で山と詰まれた商品を見てやってみようと考えるも

の。客層が似ている店で実績があるものは確実性が高いと思います。

④お付き合いで始めるパターンで、出版社の担当者とお約束をして始

めるもの。これは売れるか売れないかわからない部分がありますが、

出版社担当者とお互いに納得して始めるものは成功するケースが多

いです。

⑤本部主導でスタートさせるもの。これは積極的に売らなければなり

ません。特に啓文堂大賞の拡販キャンペーン商品で第一位帯をつけ

ている作品は PB 商品とも言えますので特に力を注いでいくべきだ

と思います。

⑥戦略的な仕掛け売り。最初の講義で紹介した特約店になるための

仕掛け売りが挙げられますが、近隣が作品の舞台になっていてこの

店でこそ売るべきだと言える作品の場合も戦略的な仕掛け売りに加

えています。商品選定のセンスが問われます。

　仕掛け売りは最低3面積みからスタートしますが、商品を見極めて

6面、8面、9面、12面や、ワゴン一台、テーブル一台等でスタートし

ます。当然、売上見込みによって展開部数や展開場所を変えていきま

す。その作品に最も適した場所を探し当てると記録的な売上を作る

ことができます。

クロスメディア営業日誌

啓文堂書店神田駅前店　齋藤敬司

仕掛け売り講座 3　～仕掛け売りのパターン Vol.1～

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：トム・ラス

（邦題）天才！成功する人々の法則（講談社）
 著：マルコム・グラッドウェルOutliers: The Story of Success

（仮題）強みを基にしたリーダーシップ：
　　　偉大なリーダー、チーム。なぜ人々は彼らに続くのか
 著：トム・ラス

Strengths-Based Leadership: 
Great Leaders, Teams, and Why People Follow

（仮題）傑出した人：革新的な新しい強みの査定
 著：マーカス バッキンガム

StandOut: The Groundbreaking New Strengths Assessment 
from the Leader of the Strengths Revolution

（邦題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう―あなたの5つの強みを見出し、活かす
　　　（日本経済新聞出版社）
 著：マーカス バッキンガム

Now, Discover Your Strengths

（邦題）世界の99%を貧困にする経済
 著：ジョセフ・スティグリッツ

The Price of Inequality:
How Today's Divided Society Endangers Our Future 

（仮題）習慣のチカラ：なぜ我々はこんなことをするのか
著：チャールズ・ドゥイック

The Power of Habit: 
Why We Do What We Do in Life and Business

（仮題）チームの5つの機能不全：リーダーシップの寓話
著：パトリック・レンシオニ

The Five Dysfunctions of a Team: 
A Leadership Fable

（邦題）プロジェクト・マネジメントの基礎知識体系ガイド
　　　（プロジェクトマネジメント協会）
 著：プロジェクト・マネジメント協会

A Guide to the Project Management Body of Knowledge
 (PMBOK Guide): 4th Edition

Bailout: An Inside Account of How Washington Abandoned 
Main Street While Rescuing Wall Street

（仮題）救済措置：
　　　ウォール・ストリートを助ける最中にメインストリートを見捨てた内の理由
著：ニール・バロフスキ

StrengthsFinder 2.0
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人力電車広告のスピンオフ企画で始まった街ねり歩き。新宿、渋谷、原宿・表参道を赤いＴシャツ部

隊が席巻！ 実際Ｔシャツを着て歩いていると、もう視線をビシビシと感じます。視線を浴びすぎてサン

グラスなしではいられないぐらい注目度は抜群！ 表参道でＴシャツ部隊に偶然遭遇した広告代理店

勤務の人がTwitterで「面白いプロモーション」とホメてくれました。

「ミロのヴィーナス」「小便小僧」「考える人」などなど、あなたのタイプを石像にたとえて診断する

心理アプリが好評です！ 毎日コツコツ「いいね！」が増えています。ちなみにプロモーション担当の根

本は、「ミロのヴィーナス」でした。さあ、あなたはどの石像でしょうか？ ぜひ診断してみてください。

http://www.facebook.com/kokosameJP/app_485490594799098

勢いのとどまることを知らない“ここさめ”こと、『特定の人としかうまく付き合えないのは、結局、あなたの心が冷めているからだ』が発売から2ヶ月で早くも5万部突

破。本の売上に伴い、先月のかわら版でお知らせした人力電車広告をはじめ、プロモーションもさらにパワーアップしています。
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