
5 年前、和歌山の田舎町で水道屋さんを

営む著者の本が Amazon で総合1位を

取りました。びっくりして、「何をしたの？」

と尋ねたところ、「知り合い１人ひとりに

向けメールを書いた」とのこと。

twitter や facebook などソーシャルメ

ディアの活用はこれからの課題ですが、リ

アルな人間関係に勝る販促手段はない

のでしょうね。

「書店員ミチルの身の上話」というドラマ

をやっていたことをご存知でしょうか。

長崎の書店で働くミチルさんが、東京か

ら出張でくる出版社の営業マンと不倫を

しているという設定らしい。

こんなドラマ放送されたら困りますよね。

毎月のように出張で書店営業している自

分としては・・・。

最近読んだ『「やりたい仕事」病』（日本

経済新聞出版社）という本がおもしろか

ったです。アルバイトをしている就活中

の学生に話を聞いてみても、世の中には

この病気が蔓延しているようです。僕は

就活らしい就活はしませんでしたが、学

生の時に「本当にやりたいことは？」って

聞かれたら何て答えてただろう？

昨年からホットヨガに行きはじめたので

すが、夏に入ってからは「この暑い中ホッ

トヨガなんて」と、案の定行かなくなり数

ヶ月。。。やっぱり少しは体を動かさない

とと思い、久しぶりに予約を入れました。

ポーズもすっかり忘れましたが、まずは

どこにしまったか分からないウェアを探

します。。。

昨年 6 月に発売し、現在 13 万部を突破した『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』（『ここさめ』）の続編です。

「人の弱さ」をテーマに、ストレス、誘惑、悩みの多い息苦しい現代社会を強く生きるための方法を、「わか

りやすく」「おもしろく」「明るく」解説していきます。

タイトルは一見平凡ですが、

の 売 れ が

出 る 店 舗

が出てくるなど、クロスメディア史上最速のスピードで増刷

を重ねています。55万人の一般社員、1000 人の役職者を見てき

た著者が、平社員、部長、役員に共通する習慣について非常に

わかりやすく述べています。

3 月新刊『子猫と権力と×××』の著者の

堀田先生は、せんべいが大好きな方で、

打ち合わせ中はハッピーターンを用意す

るのが定番でした。1 回 3 時 間くらいの

打ち合わせでほぼ一袋空いてしまうくら

いです。しかし、見た目は超若く、実年齢

マイナス10 歳は若く見えます。本当に、

びっくりしますよ。

最近涙腺が弱くなりました。ドキュメンタ

リーでも漫画でも、イイ話だったり悲し

い話だったりするとすぐ泣けてくる上に

その後頭痛で寝込んだりする重症です。

以前は母がドラマを見て泣く度にからか

っていましたが、人の事を言えなくなりま

した。しばらく通勤電車で何か読むのは

自主規制です…

開催中の「デザインあ展」に行ってきまし

た。子供向けのNHK 教育番組の展覧会

で、日常をいつもと違う視点で見る実験

のような感じです。この番組を見て子供

は何を感じるんだろう…とか、いろいろ

考えてしまいました。夢中になっている子

供に混じって大人気なくお絵描きしてき

ましたが、大人も子供も抵抗なく混ざれ

る参加型なのが心地よい展覧会でした。

3年ぶりにお菓子をつくってみました。

カントッチョ（ビスコッティ）と呼ばれるイ

タリアの焼き菓子は、焼き時間も入れて

1時間半くらいでつくれるのでオススメ。

かなり固いのでコーヒーに浸して食べる

のが一般的ですが、私はそのまま食べる

のが好きです。月1くらいでお菓子をつ

くろうかな…

いい香りのハンドクリームが好きです。

冬場はデスク周りに４つほど常備してい

て、その日の気分に合わせてチョイス。

手タレの方によると、「１日２０回はクリ

ームを塗り直すのが常識です。素人なら

１０回塗り直しなさい」とのこと。１０回に

はまだ及びませんが、地味に頑張ってま

す。

22 歳のとき「パリコレのモデルになりた

い！」とか突然言い出し、地元を飛び出し

た友人に、先日パリにあるとあるバーで

偶然にも（！）遭遇・再会しました。

元々ルックスはモデル級だったんです

が、今は目力もモデルになっていました。

夢の種は、咲かせるためにあるんだなあ

と思った瞬間でした。
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広告なしで週売120冊

「第二弾は売れない」と

いうジンクスを打ち破り

ます！新聞広告はもちろん、広告動画の作成、ウェブ展開、イベント、様々なプロモーションを仕込んでい

ます。これは、売れます。売ります！

『ここさめ』を超えるために作りました。
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さらに…今年は「仕掛けが

いのある企画」を多数ご用

意しています。今年のクロス

メディアは、一味違います。

アメリカのビジネス書トレンド2 3 営業日誌／斎藤塾 スタッフのつぶやき…4
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BARNES & NOBLE BOOKSELLERS 2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。

まだまだニューヨークは寒いです。冬真っただ中という感じなのに、

そろそろサマータイムが始まります。太陽の出ている時間が長くな

るのにあわせて時計が１時間進められるのですが……この寒い時

期、朝起きるのがいっそう億劫になるだけです。

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。

『StrengthFinder 2.0（仮題：さあ、才能 (じぶん )に目覚めよう

２）』と『The Power of Habit（習慣のチカラ：なぜ我々はこんな

ことをするのか）』は相変わらずの根強い人気。もう１年ぐらいベスト

10に残り続けているんじゃないでしょうか。内容が良いということ

を裏付けしています。

10年以上の時を経てロングセラーとなっている本も数冊ランクイ

ンしていますね。

ここでご紹介するのは、２位にランクインしている、『The Five 

Dysfunctions of a Team : A Leadership Fable（邦題：あな

たのチームは、機能していますか？）』。事業計画も資金繰りも経営

陣も完璧に練り上げた、とあるベンチャー。しかし、２年たっても業績

不振が続き、そこでＣＥＯに登用されたのがブルーカラー企業出身

の女性でした。その女性はチーム作りの天才。彼女のもつノウハウ

が、この会社をどう立て直していくのか、小説風に仕立てた本です。

どれだけ完璧なプランが用意されても、チームがしっかりしていな

ければものごとは進まない、という問題点を指摘してもいます。

今月のランキングで注目すべきは、８位にランクインした『The 

Future : Six Drivers of Global Change（仮題：未来―世界

の変化への６つの原動力』。著者はクリントン政権の副大統領を務

め、長年のライフワークである地球温暖化問題の活動をドキュメン

タリー化した『不都合な真実』で世界に衝撃を与えた、アル・ゴア。

今回の著書では、経済や医学、情報工学など今後の世界を左右す

る６つの要因を挙げ、それらがたとえ私たちにとって不都合なもの

であっても、うまく折り合いをつけて付き合っていかなければならな

いんだと警鐘を鳴らしています。

今月は既刊がランキングの大部分を占めました。ロングセラーを撃

ち落とす新刊が出るのが楽しみです。

来月のランキングをお楽しみに！

千代田区の会特別企画第三弾は「この新書はすごい！フェア」でした。

推薦作品の条件は従来通りで、出版社の方々には自社本でなく他社本

をおすすめしていただきます。ノミネートの際には推薦文を同時に提出

していただきます。これは第一回目から続いているフェアの作品紹介

新聞の原稿にするためです。

2009年12月17日に行われた忘年会で企画発表し、推薦作品の締切

りを2010年1月10日に設定しました。1月12日にノミネート作品の検

討会を実施し、役割分担を決めて、商品手配やＰＯＰの作成等実施項

目をこなしていきます。

千代田区の会に参加した出版社38人のうち19人からノミネート作品

が集まり、リスト化すると売れそうな予感がしました。予定していた6店

だけでフェアをするのがもったいないので、社内ネットに企画書をアッ

プして他の店からもフェア参加店を募りました。1月15日には参加希望

店が20店舗以上集まりました。こんなに多くの店が参加するなら全店

フェアにしたいと相談をしたら、思いのほか簡単に本部の許可が出まし

た。6割近くの店が参加意思を示すと全体を動かす力となることを学び

ました。

全店企画を立案、実施していくにはそれなりの経験と能力が必要で

すし、企画の良し悪しだけでなく、店の担当者のやる気をどう引き出

すかが成功のカギとなります。出版社のメンバーも巻き込んで、彼ら

にも積極的に企画に協力いただけるように腐心しました。

店担当者は傍観者的な立場で参加するより、一緒に考えながら企画

を進めていく立場に身を置く方が、自分自身の実力をつけることにな

ると思います。

2010年4月の一ヶ月間のフェアは全店で5154冊の実績でした。競

った展開が続き、一位996冊、二位984冊わずか12冊差で最終日

に順位が確定しました。2010年6月から全店で第一位作品の増売キ

ャンペーンを行い、2ヶ月間で5011冊の売上を記録しました。この企

画が発端となって、2011年には啓文堂大賞の一部門として「新書

大賞」の企画が生まれました。

名物講義斉藤塾を長く連載させていただきましたが、ここらで中断さ

せたいと思います。皆さま、ご愛読ありがとうございました。またどこ

かで逢いましょう。

啓文堂書店神田駅前店　齋藤敬司

企画力養成講座　～全店企画～

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：トム・ラス

（仮題）アンチフラジール ― 衝撃を与えると利益が出るもの
著：ナシーム・ニコラス・タレブAntifragile : Things That Gain from Disorder

（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 

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

（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 （NOOK Book）

（邦題）ビジョナリーカンパニー2　飛躍の法則
著：ジム・コリンズ

Good to Great : 
Why Some Companies Make the Leap...and Others Don't

（邦題）あなたのチームは、機能していますか？
著：パトリック・レンシオーニThe Five Dysfunctions of a Team : A Leadership Fable

（仮題）未来 ̶ 世界の変化への６つの原動力
著：アル・ゴアThe Future : Six Drivers of Global Change

LeaderShift : A Call for Americans to Finally Stand Up and Lead （邦題）リーダーシフト―アメリカ人が立ち上がらなければならない理由
著：オーリン・ウッドワード、オリバー・デミル

（仮題）売るには、ヒトである ― 人の心を動かす驚きの方策
著：ダニエル・H・ピンクTo Sell Is Human: The Surprising Truth About Moving Others 

StrengthsFinder 2.0

最終回
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斎藤塾

どうせやるなら効率的
に！

6月の「勉強」フェア

       12月の ベストセラーフェア

どんなに時間が経過しても、良い本は読まれ続けて欲しいから。
2012年上半期はもちろん、2007年までのベストセラーをお届けします（トーハン調べ）

心新たにリスタート！
７月の「整理」フェア

あれもこれもやりたいあなた
に！

8月の「時間術」フェア

強く 賢く 美しく

9月の「女性」フェア

 10月の「思考」フェア
最近、脳みそ使ってますか？ その脳みそ、凝り固まっていませんか？

人間は考えるサルである　考えないサルはただのサルだ

新 春

バレンタインデーに向けて

を上げる本！ フェア

２
月

男力
心も

3月の春色BOOKフェア
服も 本までも

「弱肉強食」なんて言い訳です。
ドラッカーだけが

経営者じゃない！  11月の「経営者」フェア

単月フェア特集
クロスメディア営業日誌

毎月ひとつテーマを決め、そ
のテーマに沿った自社本と他
社本を紹介する注文書を昨年
の6月より発行してきました。
バックナンバーも増えて参り
ましたので、今月分までをまと
めてご紹介いたします！

過去のフェア注文書のご
用意もできますので、ご必
要の際はお気軽にお申し
付けください。今後も面白
フェアを企画していきたい
と思っていますので、よろ
しくお願いいたします！
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