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会社のホームページをリニューアルしまし

た。6年も経つとネットの技術やトレンド、

そして自社や自社を取り巻く環境が大きく

変わっていることを実感します。当社の社

名は“クロスメディア”ですから、しっかり

運営をしていきます。ちなみに、「代表メッ

セージ」のページで、私が登場していま

す。3か月ごとにダイエットの成果が表れ

るので、お暇なとき覗いてみてください。

いきなりですが、健康診断の結果が戻って

きました。去年の診断では、肝機能の検査

結果がひどく、要再検査だったのですが、

今年は大丈夫でした！体重も減っていた

し、メタボも問題なし。

ということで、今年も健康に気を付けなが

ら、大好きなお酒を続けていきます！お酒

好きな人は、声をかけてください。売上げを

伸ばすべく打ち合わせをしましょう。

先日、とある調査の結果を目にしました。

アベノミクス効果で賃金増の期待が高ま

るなか、４人に１人が自己投資を増やすと

回答したという調査です。そして、自己投

資を増やすと答えた中の半数以上が「書

籍の購入」を増やすと回答したそうです。

このような方たちに、投資した以上の見返

りをもたらす本を作り、出版業界も今の経

済の上昇気流に乗れるよう努めます。

先月、埼玉でドラムフェスタという東日本

大震災のチャリティイベントがあったので

すが、私も参加団体の一員としてステージ

に上がらせてもらいました。チャリティイベ

ントなので、もちろん全ての費用は自分た

ち持ちですが、イベントに参加できたこと、

そして「○○○様」という張り紙つきの憧

れの楽屋を用意して頂いたことがなにより

嬉しかったです。

先日、なんと…会社の前で野村萬斎さんを

見かけました！長いストールをぶんぶん振

り回して首に巻きながら歩いている人がい

て、派手な動きが妙に目についたんです。

顔が似ているとはいえ、まさか本物では…

と思っていたら、一緒にいた人に「あれっ

て野村萬斎ですよね？」と言われ、一気に

テンションUP！近くの能楽堂にいらしたの

でしょうか。またお目にかかるべく、毎日ビ

ルの前で見張っていたい…。

小学 3 年生から大学生まで、寝る前の習

慣程度に日記をつけていました。先日棚の

整理をしたときに久々に昔の日記を見つ

けて読んでみたら、これは本当に自分が書

いたのか…？（キャラが違うような…）と目

を疑いました。忘れてしまうものなんです

ね。更に数年後に読んだらどう思うのか、

ちょっと面白そうなので日記再開してみよ

うかと思います。

年に一度の健康診断に行って来ました。シ

ョックだったのが、生まれてこのかた左右

1.5だった視力が0.9まで下がったこと。ど

んなに酷使しても目がいいのが自慢だっ

たのに…このまま見えなくなるのは、絶対

イヤ～！なんとか視力回復に励むつもりで

す。本当は山にでも籠りたいところですが

…むりなので、都会でもできるいい方法を

ご存知の方がいたら、ぜひ教えてください。

彼との最初の出逢いは銀座でした。

ひと目見ただけで私は彼の虜になってし

まいました。色白で、それでいて瞳はぱっ

ちりとした黒。その瞳で見つめられると思

わず笑顔が零れてしまいます。そんな彼は

半年で30cmほどの大きさになると聞き、

一緒に過ごす夢は儚く消えてしまいました

が…それでも私の心を掴んで離さないの

がウーパールーパー君です。

グリーンスムージーを飲み始めて、１週間

で１キロ減りました。毎朝、コップ１杯の水

を飲んだ後に、オレンジ１個、バナナ１本、

ホウレン草、200ccの水をミキサーにか

けて２杯飲むだけ。

酵素を摂取して基礎代謝が上がったのと、

小学生からの便秘が治ったのが大きな収

穫。身体も疲れにくくなるしでいいこと尽

くしです。

弟が北海道にあるスキーリゾートの麓の

町役場に就職したのでに行って来ました。

昔からあるリゾート地なんですが、いまで

は外国資本がたくさん入っていて、欧米の

リゾートにいるかのような錯覚に陥りま

す。野菜や牛乳がとっても美味しくて。僕

は田舎の暮らしが長かったので、都会にず

っと憧れていたわけですが、うまい魚、うま

い野菜、うまい空気、うまい水、温泉！そん

なものがたまらなく恋しくなったのでした。

クロスメディアの営業方針

毎年6月にクロスメディアフェアのご案
内をいたします。
フェアの売上向上のため、売れ筋書
の多面展開を組み込んでいます。また、
拡材も工夫し、棚のマンネリ化を防ぎ、
店頭の活性化にご協力いたします。お
店に合わせたフェアもご提供しますの
で、その際は別途ご相談ください。

フェアについて

季節、市況に応じて、売れる本をご提
案させていただきます。
根拠のない営業はせず、提案の背景、
データでの裏付けをもって説明いたしま
す。読者にとっては、出会ったときが
新刊なので、既刊本の掘り起こしにも
ご協力ください。

提案営業について

小さく種をまき、大きく育てていきます。
初速が良く、売れるポテンシャルがある
と判断した書籍は、大きなしかけ販売
を提案し、ベストセラーを狙います。
逆に、派手さはないけど、棚からしっ
かり売れているものは在庫を切らさな
いようにロングセラーを目指します。

営業方針

小さく種をまくので、新刊配本がない
書店様もあると思います。
新刊パターン配本の指定があれば、
対応いたしますので、同封の新刊注
文書にパターン配本○冊希望と明記く
ださい。

新刊配本について 追加注文について

注文書に、現在庫と売れ数、注文後
の展開面数をご記入ください。
在庫が僅少の場合、販売方法を把握
できた書店様を優先して出荷いたしま
す。無駄な重版、返品率を増加させ
ない施策としてご協力お願いいたしま
す。

編集者も書店営業をすることによって、
マーケットインの企画で本作りを行って
いきます。
また、書店営業で得た情報を編集に
もフィードバックして、最低限、売れな
い本を作らない体制を整えます。新刊
案内時に気づいたことがあれば、ご指
導お願いいたします。

新刊企画について

ビジネス書の出版社として、営業を始めて5年が経ち、そ
の間に10万部を超えるヒット作を生み出すことができまし
た。社歴が浅く、年間24点程の新刊で毎年10万部のヒ
ットを作っているというのは、奇跡的なことなのかもしれ

ません。しかしながら、これに満足せず実売率の向上、
返品率の抑制など効率のよい営業を追求していきたいと
思っています。そこで今回は、これからのクロスメディア
の営業の方向性をご説明させていただきます。

弊社は、ベンチャー企業なので、新しいことはどんどん
吸収して、実行していきたいと思っております。
書店店頭で新しいことをしたい、売り伸ばしアイデアなど

がありましたら、ぜひご連絡ください。大企業ではできな
い、そして当社の特徴である「若さとスピード感」をもって
対応させていただきます。　　〈営業部部長　中山直基〉
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2013年6月1日付で営業として入社しました、黒澤俊夫 (くろさわとしお )です。当社に入社する前の経歴は、バンドマン→不動
産営業→IT 専門学校→WEB 制作会社と、本とはあまり関係のない事をしてきました。ホームページリニューアルに伴い、アルバ
イトとして入社しましたが、社長の「一緒に甲子園を目指そう」と言う言葉に夢を抱き、入社することにしました。初めての業種なので、
ご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。

はじめまして、こんにちわ。黒澤俊夫です。

サバゲーです。社会人デビューをきっ
かけに、大人の遊び「サバゲー」デ
ビューしました。近距離～中距離の
戦いを得意とします。

趣味 :
基本的には、必要な本しかよみませ
んが、自己啓発系の本はよく読みま
す。野心が人一倍あるので、成功
者の本などはよく読みます。

好きな本のジャンル :

ホームページリニューアルのお手伝いとし
て、バイトに来てましたが、声をかけていた
だき入社することになりました。今後は、会
社を知り、本を知り、会社の成長に貢献し
ていきたいと思っています。

今後の抱負は :動物と仲良くなること。小学生の頃から、
いきもの係で動物と接し、家でもうさぎ、
鳥、亀など色々な動物を飼って来ました。
友達の家のペットに、友達以上に懐かれ
たりします。今でもうさぎを飼っていて、
ものすごく懐かれてます。

特技 :

ダーツです。一時期トーナメントに出
場するほどはまっていましたが、最近
またその熱が蘇りつつあります。週一
くらいで、近所にできたダーツバーと
かに通ってます。

マイブーム :

新入社員紹介

順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

BARNES & NOBLE BOOKSELLERS 5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。

NYはそろそろ、1年で最も暑い時期に突入します。子どもたちの夏

休みも６月から。気持ちのいい時期なので、いろいろな音楽フェスや

イベントも目白押しです。夏至に入ると日没が９時頃になるので、野

外のイベントに持って来いなんですね。なんとなくワクワクした雰囲

気のある、楽しい季節です。

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『Lean In: Women, Work, and the Will to Lead（前に乗

り出そう：女性、仕事、導く意思）』、2位『StrengthsFinder 2.0（さ

あ、才能 (じぶん )に目覚めよう２）』はお馴染みの顔ぶれ。3位『A 

Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(Pmbok Guide)（プロジェクトマネジメント　知識体系ガイド　

PMBOKガイド）』は、新しく5th Editionが出たので、ランキング

入りしてきたようです。

この 1,2,3 位をはじめ、時計の針を巻き戻したかのような感のある

今月。

『Outliers: The Story of Success（特出した人々――成功の

物語）』や、『It Worked for Me: In Life and Leadership（リー

ダーを目指す人の心得、飛鳥新社）』など、すでに何度もランクイン

した本が、再び顔を見せています。

その中でもとくに根強い人気を誇っているのが、5位『The 48 

Laws of Power（権力〈パワー〉に翻弄されないための48の法

則）』。10 年以上前の書籍にも関わらず、いまだに売れ続けていま

す。出版されては読み捨てられる本が氾濫する中、時間をこえて残

るものには力があります。そう考えると、古典として認められている

本の存在は、本当に稀有なのかもしれませんね。きれいごとだけで

はなく、人間同士の力関係の中、狡猾に生きていく術を教えてくれ

るところが実用的です。

記憶に新しいボストンテロ事件、あちこちで起こっている銃乱射事

件。ビジネスマンたちの活躍の後ろには、いつでも不合理な暴力が

影をひそめています。ベストセラーへの懐古は、守りに入る気分の

現れなのかもしれません。来月は新しい本がランクインするといい

ですね！

それでは、来月のランキングをお楽しみに！
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（仮題）前に乗り出そう：女性、仕事、導く意思
著：シェリル・サンドバーグ

（仮題）アドバンテージ：なぜ健全な組織がビジネスの切り札なのか
著：パトリック・レンシオーニ

The Advantage: Why Organizational Health 
Trumps Everything Else in Business: 1st Edition

（仮題）財産の総改造：折り紙つきの財政適合法
著：デイブ・ラムジーThe Total Money Makeover: A Proven Plan for Financial Fitness

（仮題）本当の崩壊：迫り来るアメリカの破産―あなたとあなたの国を救う方法
著：ピーター・シフ

The Real Crash: America's Coming Bankruptcy
---How to Save Yourself and Your Country 

（邦題）リーダーを目指す人の心得（飛鳥新社）
著：コリン・パウエル

（仮題）特出した人々――成功の物語
著：マルコム・グラッドウェルOutliers: The Story of Success

Do More, Spend Less: 
The New Secrets of Living the Good Life for Less

（仮題）少ないもので豊かに暮らす：よりよい人生の秘訣
著：ブラッド・ウィルソン

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：トム・ラスStrengthsFinder 2.0

Lean In: Women, Work, and the Will to Lead 

（邦題）権力(パワー)に翻弄されないための48の法則（角川書店）
著：ロバート・グリーンThe 48 Laws of Power

（邦題）プロジェクトマネジメント　知識体系ガイド　PMBOKガイド
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) - 5th Edition 

It Worked for Me: In Life and Leadership

クロスメディアフェア、はじまりました☆

結果を出しながら
人を育てる上司の魔法

1,380円＋税

僕たちは知恵を
身につけるべきだと思う

1,580円＋税

何でも
わかりやすくする技術、

伝える技術
1,280円＋税

めんどくさがりでも
うまくいく時間術

1,280円＋税

がんばりが評価される
女性の仕事術
1,280円＋税

子どもが小学生になる前に、
家を買いたいと
思ったら読む本

1,380円＋税

6月からクロスメディアフェアが開始しま

した。フェアのご案内は5月中旬から行い

ましたが、すでに30件越え！意外や意外

…1番人気は「発掘良書セット」で、2番

人気は「スペシャルセット」となっており

ます。ご案内したフェアの注文書は次回

のフェアのご案内まで有効ですので、

「今すぐは展開が難しい！という方も、時

期を改めてお声掛けいただけますと幸

いです。さて、最後になりましたが…発掘

良品セットで非公開と

なっておりました

「手描きＰＯＰ」

をこの場で公開

しちゃいます！
フェア展開例
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