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10年ぶりくらいにTVゲームを買いました。
『Bloodborne』というアクションホラーゲー
ムなのですが、これが難しすぎる！ 一面で、雑
魚敵との初遭遇と同時に囲まれて瞬殺されたと
きには、買ったことを後悔したほど。しかし、
面白いもので段々上手になっていくんですね。
マニアックな見た目ですが、むしろできること
が増える楽しさを教えてくれる王道のゲームだ
ったのでした。でも緊張感で疲れるので、休日
に2時間が限界。全然進みません…。 

最近夜ご飯も外食が多くエンゲル係数がブチ上
がり中です。そんな私の心強い味方が、会社か
ら徒歩1分のおそば屋さん。定食の数も多けれ
ば、夜のおつまみメニューもとても豊富！軽く
100は超えているのでは…!?と思う量です。そ
して個人的に最もそこを推したい点はたまにニ
ャンコがいること！牛柄の人懐っこい子で、割
と撫でくり回せてくれます。衛生面などという
無粋な話は置いといて、ニャンコ好きの方には
オススメです。

はじめまして、4月にデザイン部に入社し今
回、初登場になりました城と申します。前職で
はデザイナーとして広告製作に携わっておりま
した。話は変わりますが、好きな食べ物は肉刺
しです！肉刺しにはたくさんの思い出がありま
すがここでは語りきれないので、やめておきま
す。肉刺しについての知恵や、おいしい店があ
りましたらどなたかご紹介下さい。脂の乗った
肉のように精一杯、働かせて頂きますのでどう
ぞよろしくお願い致します。

新入社員の金井と申します。書店営業を担当い
たしますので書店の皆さま、どうぞよろしくお
願い致します。ところで、私はテトリスが得意
なのですが、人狼や麻雀のような心理戦を楽し
むゲームはすごく弱いです（後者が上手い方が
なんとなくかっこいいですよね）。愚直である
ことが営業担当としていいのか悪いのかまだよ
くわかりませんが、仕事相手に対しては誠実で
ありたいと思っています。

前日の雨が嘘のように晴れ渡った4月の日曜
日。今所属している社会人サッカーチームのメ
ンバー（男15人の男祭り）でバーベキューをしま
した。ただでさえ昼間から飲むお酒は2割増し
くらいで美味しく感じるのですが、晴れた日に
外で肉を食べながら飲むお酒は…もう格別でし
た。最近では、手ぶらでバーベキューが楽しめ
る施設もどんどん増えてきているので、社内イ
ベントとしてバーベキューを提案してみようか
と会社の若手メンバーで密かに企んでいます。

「重版出来」がドラマ化されましたね。原作
をかなり忠実に再現しているので、漫画から
のファンにはうれしい内容になっていると思
います。自分の働いている業界のことがメデ
ィア化されると「あーわかる！」というポイ
ントが多くて、そこも楽しめますね。うちの
本は基本的にビジネス書なので、メディア化
されることはなかなかないと思いますが、メ
ディア化されるくらいの大ヒットコンテンツ
を発信したいです!!

改めまして、4月に入社し今回より登場となり
ました大森です。どうぞよろしくお願いいた
します！書店さんへの営業は前職での担当以
来7年ぶりで、初めてお会いする担当さんへの
ご挨拶に加えクロスメディアの商品をまだま
だ覚えきっていないこともあり、お店でも緊
張しております。そんな中入社1週間でぎっく
り腰にもなってしまいまして……環境が変わ
るといろいろとありますが、早く慣れるよう
がんばります！

コートのいらない季節になり、外に出るのが軽
やかで楽しい時期ですね。私も「どこかに出か
けたい」気持ちが湧き上がってきて、以前から
行ってみたかった「工場夜景クルーズ」を予約
しました。横浜から京浜運河を通って川崎の工
業地帯をめぐる、人気スポット（らしい）の
「東亜石油」と「昭和電工」の工場夜景も組み
込まれたクルーズです。子供のころから建物を
見るのが大好きなので、今からワクワクです。
お天気がいいといいなあ。

営業部が新体制に変わり、また編集に移ること
になりました。先月は引き継ぎで当社の新しい
担当者とご挨拶にお伺いいたしましたが、あら
ためてお世話になった皆さまにこの場を借り
て、お礼を申し上げます。今後は、営業として
毎月お伺いするということはありませんが、編
集として企画やタイトルなど、いろいろとご意
見を伺いにふらっと現れると思いますので、そ
の際はぜひよろしくお願いいたします。

これまでの「営業部」を、「セールス・プロモ
ーション部」と「デジタル・マーケティング
部」で構成される「マーケティング事業部」と
改めました。新任で責任者の大森は、書店員か
らキャリアをスタートしたので、皆様の身近な
存在になれると思っております。社長の私から
マーケティング事業部には、「出荷のための営
業ではなく、実売のための営業」を方針として
伝えています。新体制のマーケティング事業部
をよろしくお願いいたします。

今月のお休み

Ryo Hasegawa
長谷川諒

「習慣力」シリ
ーズ＆期待の

新刊

首都圏
電車広告

地方紙
新聞広告

●埼京線 ●りんかい線 ●山手線 ●総武線 ●湘南新宿ライン ●中央線 ●東海道線 ●宇都宮線 ●高崎線 ●つくばエクスプレス 
●京浜東北線 ●横須賀線 ●根岸線 ●横浜線 ●南武線 ●鶴見線 ●京葉線 ●武蔵野線 ●八高線 ●常磐線 ●青梅線 ●五日市線掲載路線

電車広告掲載期間 ５月の新聞広告予定

●北海道新聞  ●中日新聞   ●日経新聞

期待の新刊＆好評書籍も！

第2弾！『相手を変える習慣力』

掲載
します

5/9（月） 5/15（日）～

10万部突破の人気「哲学」シリーズ第 3 弾が発売されます。その名も『大富豪が実践して
いるお金の哲学』！発売前からオンライン書店で予約が殺到している注目書籍です。
『はたらく人のコンディショニング事典』は、『自分を変える習慣力』と同時に発売し、好評を
いただいた実力ある書籍です。今回の電車広告を皮切りに、売り直しを図っていきます！

2015年の年末から、弊社ではビジネスマンの自己管理に特化した書籍シリーズ
「ビジネスライフ」をご提案しております。そして今回、ビジネスライフの棚を
さらに盛り上げる一冊を気合を入れてつくりました。第1弾の『自分を変える習慣力』との
並売パネルをご用意いたします。そちらもあわせてご検討ください！

昨年11月に発売された『自分を変える習慣力』はご好評をいただきまして
15万部を突破いたしました。これもひとえに全国の書店の皆様のお力添えのおかげです。
ありがとうございます。30万部突破をめざし、全社一丸で販促に力を入れていきます。
売り場を盛り上げる拡材のご用意もございますのでしかけ販売をどうぞご検討ください！

15万部突破！『自分を変える習慣力』

『自分を変える習慣力』交通広告

『相手を変える習慣力』交通広告

『大富豪が実践しているお金の哲学』『はたらく人のコンディショニング事典』交通広告
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順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

4月のTOP10

次に、5位にランクインした『Originals: How Non-Conform-

ists Move the World』。著者は、ベストセラー『GIVE & TAKE 

「与える人」こそ成功する時代』を生み出したアダム・グラント。前

作で彼は、指導者が組織の中に生まれたオリジナリティの萌芽を

どのように育てていくのか述べていましたが、今回はそのオリジ

ナリティがどうやって慣習や伝統に逆らっていくのかに焦点をあ

てています。「自分に対して批判を行わない従業員をクビにした金

儲けの天才」などオリジナリティ豊かな人から抽出したメソッドを

載せた一冊です。

最後は初登場で3位にランクインした『Dream Home: The 

Property Brothers' Ultimate Guide to Finding & Fixing 

Your Perfect House』。著者は、不動産屋でありながら4つのヒ

ット番組を持つ、アメリカのスコット兄弟、通商プロパティ・ブラザ

ーズ。ティーンエイジャーの時から既に不動産屋の才能を見せて

いた彼らが教える、家の買い方からリフォームの仕方、さらには精

神交渉戦術まで網羅した、理想のマイホームのつくり方。今月は、

華やかな著者が書いた3作品を紹介しました。次回はどんな本が

ランキングに入っているのでしょうか。

では、来月のランキングをお楽しみに！

アメリカのビジネス書トレンド
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（邦題）人を動かす(創元社)
著：デール・カーネギー

The Third Wave: An Entrepreneur's Vision of the Future （仮題）第三の波：起業家が描く未来像
著：スティーブ・ケース

Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win
(仮題)エクストリーム・オーナーシップ 
-どのようにアメリカ海軍特殊部隊が先頭に立ち勝利してきたか
著：ジョッコ・ウィリンク

The 7 Habits of Highly Effective People: 
Powerful Lessons in Personal Change

（邦題）7つの習慣（キングベアー出版）
著：スティーブン・R・コヴィー

Dream Home: The Property Brothers'
Ultimate Guide to Finding & Fixing Your Perfect House

（仮題）理想の家：プロパティ・ブラザーズが教える、
あなたの描く完璧な家を見つけて修理するやり方
著：ジョナサン・スコット、ドリュー・スコット

MONEY Master the Game: 
7 Simple Steps to Financial Freedom

(仮題)マネー・マスター・ザ・ゲーム-金融の自由へ簡単な7つのステップ
著：トニー·ロビンズ

(仮題）起源：いかにして非強調主義者が世界を動かすのか
著：アダム・グラントOriginals: How Non-Conformists Move the World

(邦題)習慣の力(講談社)
著：チャールズ·デュヒッグ

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

(仮題）正義の権利の裏に隠された億万長者の歴史
著：ジェーン・マイヤー

Dark Money: The Hidden History of the Billionaires 
Behind the Rise of the Radical Right

（仮題）シルクロード：新たな世界史
著：ピーター・フランコパンThe Silk Roads: A New History of the World

How to Win Friends and Influence People

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。5月になってどんどんと暑くなってきましたね！そん

な暑い5月のニューヨークにぴったりなのが、海軍、海兵隊、沿岸

警備隊の推進週間である「フリートウィーク」！軍隊のデモンストレ

ーションや航空ショーが見られます。船が好きな人もそうでない人

も、一度行ってみてはいかがでしょうか？

それでは、今月のランキングを見ていきましょう。

まずは、初登場で1位に輝いた『The Third Wave: An Entre-

preneur's Vision of the Future』。

著者のスティーブ・ケースは大手インターネット会社AOLの共同

創設者です。創設当時のアメリカのインターネット利用者は3％。

そこから今の情報化社会になるまでに2つの波がありました。1つ

はネット環境の整備、2つ目はサーチエンジンの開発やSNSの可

能性の広がり。そして、彼が言うにはわたしたちは今3つ目の波に

乗りかけているそうです。AOLが一流企業と呼ばれるまでの10

年間、様々な困難を乗り越えてきた著者が教える、新たなスキル

が必要な3つ目の波が来ている「今」成功するやり方。

迅速で、きめ細やかな営業を目指してまいります。
クロスメディアグループは、本年4月に体制の見直しを行い、
それにあわせて営業部を「マーケティング事業部」に改め、新た
なスタートを切ることになりました。新しい顔ぶれも増えたと
ころで心新たに業務に邁進していく所存です。これからよろし
くお願いいたします！最後に各担当の意気込みをどうぞ！

この4月に入社しました大森と申します。今後
は、新・営業メンバーで書店様、販売会社様
へ訪問させていただきますのでどうぞよろし
くお願いいたします！若い社員の多い会社で
すので（私が平均年齢を上げてしまいました
が……）、新しいことにもどんどんチャレンジ
して書店さんの売上に貢献したいと思ってい
ます。未熟な面もございますが、ご指導の程
何卒よろしくお願いいたします。
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長谷真治と申します。以前は企業出版の営業
チームにいましたが、4月より書店営業を担当
させていただくことになりました。高校まで
は本気でサッカーに取り組んでいて、夏のイ
ンターハイに1回、冬の選手権大会には3年連続
で出場しました。その頃のキレはありませんが、
今でも週末は社会人サッカーで汗を流してい
ます。サッカーで培ったフットワークを活か
して (？) 書店営業も頑張っていきますので、
よろしくお願いします！

京王線、総武線、品川エリア、横浜・湘南エリアを担当させていただく
ことになりました。弊社で働いている期間は、大学生当時のアルバイト
を含めると 5 年になります。バイトではパネルや POP をつくっていまし
た。現在、当時拡材を郵送していた書店さんにお伺いしているので不思
議な感覚です。今後は拡材と「売上」づくりを頑張っていきます。ご指導、
ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

東京駅周辺（東京・上野・秋葉原など）
と中央線、成田、関西（京都・大阪・兵庫）
を担当させていただきます。以前より担
当店舗が減ったので、これまで以上に担
当の方と密な関係を築いて、皆様と一緒
にベストセラーを生み出したいです。ま
た、これまでのＣＭＰの営業を知ってい
るのは私だけなので、良いところはしっ
かり残しつつも、新しいことにもどんどん
挑戦していきたいと思っております。どう
ぞよろしくお願いいたします。

売上に
貢献します！

営業体制が変わりました

長谷 真治

竹内悠一郎

フットワークを
活かします！
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大森 三規雄（部長）

金井 紅実子

デザイン部

マーケティング事業部

プロダクト事業部

管理部

長谷 真治

大森 三規雄（部長）

竹内悠一郎

金井 紅実子
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