
当社は、先月10月より記念すべき第10期目に突入しました。そこで、書店の皆様のモチベーションを上げていただきたく、当社初の実売数での売上
ランキングベスト50を発表いたします。書店様の売上げに貢献するためにも、担当営業が前期からのランキングUPを目指し、様々な施策（新刊のみ
ならず、季節銘柄、定番書など）で売上げのベースアップをご提案させていただきます。今期もよろしくお願いいたします。

上坊菜々子
Nanako Uebo

吉田倫哉
Tomoya Yoshida

先日、フットサル仲間たちに「数年前に比べたら
太って動きが鈍くなった」と言われました。自分自
身でもわかってはいたけど、あらためてみんなに
言われたら「やせてやる！」って心に火が灯り、翌日
にさっそくジムに通うことにしました。幸い自宅近
くのジムが 9ヶ月間続ければその 9ヶ月間は月
額が割引されるキャンペーン中だったので、9ヶ
月で数年前の自分を取り戻す計画にしました！　
打倒ライザップ！

最近、伊藤穣一さんとデジタルガレージの林社長
のダブルインタビューに同席する機会に恵まれ
ました。伊藤さんは世界のテクノロジーの第一線
を走り、情報を得て、林さんがビジネスに落とし
こんでいくという二人三脚で走ってきたそうで
す。なるほど、そういうビジネスのかたちもあった
のか！ と、早くも伊藤さんのような第一線で情報
を得ているビジネスパートナーを見つけたいなぁ
と思うようになった今日このごろです。

先月、築地市場に遊びに行ったのですが、朝日新
聞本社前に警察官がたくさんいて、街宣車が遠
巻きに囲んで大音量で訴えている場面に遭遇し
ました。大阪出張の時には、いつも泊まるアパホ
テルで無料の朝日新聞が配られているのですが、
それもなくなってしまいました。これは相当、購読
数が落ち込んでいると思ったのですが、ちょうど
朝刊の契約更新があり、そんな話をお願いにきた
配達員に言ったら、めちゃくちゃおまけをもらっち
ゃいました。悪いオトコです。私は…。

先月が姪の10歳の誕生日でした。プレゼントを
用意しようと思ったのですが、今の小学生が何
に興味があるのか全くわからず…しょうがない
ので直接リクエストを聞いてみました。すると、
衝撃的な返事が。欲しいものが思い浮かばない
からおこずかいちょうだいと…言われました。現
金を請求されたことも衝撃ですが、子供っても
っと欲しいものたくさんあるものだと勝手に思
ってました。なんか悲しい…。

90年代に流行った玩具「たまごっち」、当時はな
かなか手に入らないくらい人気でした。旅行先
で見つけた謎の類似品を親に買ってもらったの
も懐かしい思い出です。今年9月に発売された
最新版「TAMAGOTCHI 4U（たまごっちフォー
ユー）」は、NFC通信機能搭載でスマホとの通信
も可能、忙しい人のためのベビーシッター機能
がついたとか…。もうこの類の玩具は買いませ
んが、新しいのが出る度に初代が懐かしくなる
んだろうなあ。

最近はまっているSNSがTumblrです。Face-
bookやTwitterのような日記調の使い方をして
いるユーザーもいますが、とくにアップロードす
るものに一貫性をもたせた（たとえば自然の写
真、ファッション、政治など）ユーザーが多く、行
き交う 情報がマニアックで面白い！ アプリも
相当洗練されていて、とても使いやすいのも特
徴として挙げられます。まだ日本ではそこまでは
やっていないのですが、その分居心地がいいの
も確か。ぜひ使ってみてください。

最近、時間がなくて困っています。この期は、面
白いドラマが多すぎるのです。ＴＢＳ「ごめんね
青春」フジテレビ「ファーストクラス」日本テレビ
「きょうは会社休みます。」などなど。
特に注目しているのは「ファーストクラス」の第
２シーズンです。先日、深夜に再放送していた第
1 シーズンは衝撃でした。先日第 2 シーズンが
始まりましたが、期待以上で今後楽しみです。こ
こ数年、ドラマは見てなかったのですが、これか
ら３ヶ月はドラマ漬けの日々を送ります。

今年でオアシスが結成20周年らしいですね。兄
弟喧嘩で勝手に解散しといて、リマスター盤で
稼ぎまくっているところも彼ららしい感じがしま
すが、ラジオでオアシスが流れまくるので仕事
中も幸せです。私は彼らのデビュー当時にリア
ルタイムでは聴いていないのですが、やっぱり
特別な存在です。人と仲良くなれるきっかけが
いつも音楽だったりするので、音楽ってそのも
の単体じゃなく、いろんな思い出がくっついて自
分の中で大きな存在になるのがいいですよね。

１１月新刊の「一流の人はなぜそこまで、コンデ
ィションにこだわるのか？」の企画でダイエットに
挑戦しています。方法はシンプルで、食生活と
生活習慣を整え、体の状態を良くするというも
のです。今のところ順調に減量し、２週間で５キ
ロ程痩せました。しっかり効果があるので、話題
にもなるし売れると思います。ぜひ拡販よろしく
お願いします。ちなみに、私のビフォー・アフター
の写真を拡材に使うという噂も出ています…。

「創造性 vs 生産性」という特集が、今月の『ハ
ーバード・ビジネスレビュー』誌にありました。ト
レードオフの関係と見られている「創造性」と
「生産性」をいかに共存させるか、私の出版の仕
事でも、このことは永遠の課題です。スタッフ
個々人が学習と試行錯誤を繰り返し、創造性と
生産性を身につけ、イキイキ働ける環境を会社
として用意するしかない、というのが今のとこ
ろの私の見解ですが、みなさんはどう思われま
すか？

小早川幸一郎
Koichiro Kobayakawa

根本輝久
Teruhisa Nemoto

都井美穂子
Mihoko Toi

橋場優
Yu Hashiba

中山直基
Naoki Nakayama

大沢卓士
Takushi Osawa

最近、久しぶりに小説を読みました。垣根涼介さ
んの『永遠のディーバ　君たちに明日はない4』
です。シリーズ4作目ですが、やはり安定の面白
さ。累計で75万部売れているので、読まれた方
も多いかもしれません。主人公がリストラ請負
人ということもあり、「仕事をする意味とは何
か」を問いかける作品です。好きな作家の新刊
を見つけて、近くの喫茶店でくつろぎながら読
むというのは私にとって最高の幸せだと、改め
て思ったのでした。

竹内悠一郎 
Yuichiro Takeuchi

山下絢子
Ayako Yamashita

長谷川諒
Ryo Hasegawa
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第9期売上ランキングの発表！！
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順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

BARNES & NOBLE BOOKSELLERS 10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。

11月です。日本では11月からクリスマスの空気が漂い始めますが、ア

メリカではクリスマスの前に感謝祭があります。ニューヨークのメーシ

ーズのパレードは毎年盛り上がるイベントです。色とりどりのキャラク

ターたちの大きなバルーンは迫力があります。今年は日本からはハロ

ーキティがエントリーするみたいです。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。

今回のランキングは、既刊と新刊がバランス良く入りました。邦訳され

ているタイトルも多く入りましたね。上位にランクインした新刊を中心

に紹介していきます。1位に輝いたのは、『The Innovators: How a 

Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolu-

tion』。日本でもミリオンセラーとなった伝記『スティーブ・ジョブズ』の

著者、ウォルター・アイザックソンの最新刊です。コンピュータやインタ

ーネットを創った人々の物語から、彼らの思考がどのように働き、偉大

な発明が生まれたのかを学ぶことができます。全米図書大賞2014ノ

ンフィクション部門ノミネート作品です。

4位にランクインしたのは、『Zero to One: Notes on Startups, or How 

to Build the Future』です。数多の企業が立ち上げられては消えていく

国・アメリカ。その中で「ペイパル・マフィア」と呼ばれる、次々と成功す

る企業を立ち上げる起業家集団がいるのをご存知でしょうか。この

「ペイパル・マフィア」の雄、ピーター・ティールが母校スタンフォード

大学で行った起業講義の記録です。邦訳版もNHK出版から発売され

ています。

8位は『The Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of 

American Capitalism』。コーネル大学歴史学教授である著者が、アメ

リカの歴史についての新しい解釈を提供します。独立後最初の80年

における奴隷制の拡大が米国の発展と近代化を促したと著者は主張

します。詳細な奴隷の話、プランテーションの記録、新聞、企業家、政

治家を通して語られる新たなアメリカの歴史像には、考えさせられる

こと間違いなしです。

今月は様々な分野の本が並ぶ、バラエティに富んだランキングでし

た。次回はどんな本がランキングに入るのでしょうか。それでは、来月

のランキングをお楽しみに！
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10 （邦題）第1感 「最初の2秒」の「なんとなく」が正しい（光文社）
著：マルコム・グラッドウェル

（仮題）ガールボス
著：ソフィア・アモルソ

(仮題）未だ語られていない半分―奴隷制とアメリカ資本主義の形成
著：エドワード·E.バプテスト

Blink: The Power of Thinking without Thinking

The Half Has Never Been Told: 
Slavery and the Making of American Capitalism

#GIRLBOSS

（邦題）ＷＨＹから始めよ！―インスパイア型リーダーはここが違う（日本経済新聞出版社）
著：サイモン・シネック

（邦題）人を動かす（創元社）
著：デール・カーネギー

(邦題）ゼロ・トゥ・ワン―君はゼロから何を生み出せるか(NHK出版)
著：ピーター・ティール、ブレイク・マスターズ

（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、活かすと
著：マーカス・バッキンガム

(仮題)革新者―ハッカー、天才、ギークの集団がいかにしてデジタル革命を起こしたか
著：ウォルター・アイザックソン

 The Innovators: How a Group of Hackers,
 Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution

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

(仮題)カプランGMATプレミア2015 6つの模擬試験：ブック＋DVD＋オンライン＋モバイル
著：カプラン社

Kaplan GMAT Premier 2015 with 6 Practice Tests:
 Book + DVD + Online + Mobile

Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future

How to Win Friends and In�uence People

Start with Why: 
How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action

Now, Discover Your Strengths

今期は年4回フェアをご提案します。

年末年始フェア

NO月 P月 S月 V月

新生活フェア クロスメディアフェア2015 秋のビジネス書フェア

企画に困ったときはクロスメディアのフェアをぜひご活用ください！

10期目を迎
えた

クロスメデ
ィアから

年間フェア
スケジュー

ル

のお知らせ
！！

ちなみに
去年は…

実施
なし

※詳細はお配りしている
注文書にてご確認ください14～15年末フェアのご案内

11月末～搬入スタート
4点×5冊の計20冊
新書サイズばかりを集めたポケットシリーズと四六判の定番シリーズの2パターンご用意しました。
拡材はフェア専用帯だけなので、あまり場所をとりません。（面陳用の棚飾りも用意しております。）

sorry

スケジュールを確認して、
場所の確保をお願いします！！

ちなみに
去年は…

ちなみに
去年は…

’１３~’１４
年末年始
フェア 県民フェア クロスメディア

フェア2014

写
真
①

写
真
②

とある書店でのビジネス書販売奮闘記 最終回
みなさん、こんにちは。
新大阪駅の中にあるブックスキヨスク新大阪店
でビジネス書を担当している伊藤です。
秋に入ったのですが、台風ばかりの日々で嫌に
なってきますね。当店でも初めて台風によっての
途中閉店という事態を経験しました。なかなか
すっきりとしない天気が続きますが気分だけは晴
れやかにしてお客様に良い本を提供していきま
しょうね！
ところで今回のお話は前回の続きで競合店への
対策がどういう結果になったのかについてです。
面陳スペースを増やして積極的にいろいろな本の
展開をすることによって当店独自の売れ筋を発見
できないかということだったのですが、売れ筋は
見つかりはしたのですがそれが売り上げに結び
ついたかというと疑問符が残る結果になってしま
いました。あれから駅の改装工事に伴う改札の閉
鎖等もありお客様が減ってしまうという状況の変
化もあったので一概には言えないのですが、毎日
の棚の売り上げを見ている限りあまり変わりませ
んでした。そこで原因についてシンプルに考えて
みました。当店の棚は一段に面陳だと6面、棚差し
だと40冊くらい本が置けます。なので棚差し一段
減らして面陳を一段増やした場合、棚差しは１ヶ

月に1回転するかどうかなので面陳で40冊くらい
売れてくれればいいということになります。しか
しそこに落とし穴がありました。棚差しの本はロ
ングセラーの本が多く安定した動きをするのです
が、いろいろな本を面陳で試してみると売れる本
もあれば売れない本も出てくるということ。そし
て面陳を変更するにも動きを見てからの変更に
なるので２週間ほどかかってしまうということ。い
ろいろな状況を抜きにして単純に考えてみてもこ
れだけの問題点あるんですね。
でもすべてが悪いことばかりではありませんでし
た。まずは少ないながらも当店での新たな売れ筋
を発見できたこと。１・２年前の本でも良い本で
あればお客様に手にとって頂けるということを肌
身を持って感じました。また見て頂きたい本に手
書きPOPを作ってみたのですが、これが思いのほ
かよかったようでお客様に買って頂く動機につな
げられたのを感じられたのもよかったです。
このようにいろいろやってみるとそんなすぐには
結果は返ってこないな～ということをあらためて
感じます。あせって目の前の結果だけにとらわれ
すぎるのではなく、長い目でいろいろなことを見
ていかないといけないですね。今すぐに結果は出
なくとも毎日こつこつと努力していれば、それが

お店の良い雰囲気につながりお客様にも絶対伝
わるんですから。たまにこういっていただけること
があるんです。遠方から来られているお客様が当
店が一時的に小さくなったことを残念に思ってく
れていることを言葉で伝えてくださることが。そ
の瞬間を感じたとき毎日頑張ってきてよかった
な、これからも頑張ろうとそういう気持ちになれ
るんです。

今回で連載は最終回となりますがこれからも僕
は奮闘していきます。また機会があれば積もり積
もった奮闘記を書かせていただきますね！ありが
とうございました。


