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先日大阪の友人に会いに行ったついで、京都の
伏見稲荷大社に立ち寄りました。写真で見た千
本鳥居のイメージしか持たず、散歩程度のつも
りで奥へ奥へと進んだら…思いの外、登山でし
た。何か修行じみているなあと思いながらも一
人黙々と石階段を登り、朱と緑の眺めに励まさ
れながら四ツ辻まで辿り着いたところで、折り
返し。全部はまわりきれませんでしたが、また
訪れるために未練を残しておきました…。これ
から行く機会があれば、筋肉痛覚悟でどうぞ。

はじめまして。3月よりデザイン部で書籍以外
のデザインをしています。今年のCMPフェアは
私がデザインしました。3月にCMPに来た時に
は、会社の裏道にある空き地にビニールシート
がピシリと張ってありました。先日ふと見る
と、私の腿の高さまでシートが盛り上がってい
ました。その正体は地面から生える野草。いく
つかはシートをも突き破り気持ちよさそうに陽
を浴びて青々と輝いていたのでした。季節は春
を終えました。

新入社員の播磨谷（はりまや）と申します。学生
時代からCMPにお世話になり、以前からお手伝
いしていた編集の仕事を引き続き担当すること
になりました。珍しい名前なのでよく言われるの
ですが、私の家は歌舞伎には関係ありません…。
ところで、先週は八ヶ岳でカヤックを漕いできた
のですが、日焼けケアをしなかったので手の甲が
すっかり真っ黒に！ 日光浴が大好きなので全然
気にしていなかったのですが、ちゃんと日焼け止
め塗らないといけないですね。

マンガ『吉祥寺だけが住みたい街ですか？』
がおもしろいです！吉祥寺に根づいた不動産
屋に勤める双子の女の子が主人公の話なので
すが、彼女たちがおすすめする物件はどれも
吉祥寺以外の部屋ばかり。それぞれ事情を抱
えたお客さんの要望を無視した（？）提案
は、最初は乱暴に感じますがプロの思惑があ
るので最後はみーんな満足度100%。こんな
不動産屋さんいたら絶対についていく～（物
件探しが3ヶ月目に突入）。

親友が藝大を出て彫刻で飯を食っているのですが、そ
いつは3Dプリンターを使って製作を行っています。
周りの彫刻家からは賛否あるようですが、『木彫なら
ノミ、石彫ならダイヤカッターなどの工具を使う。
3Dプリンターだって工具のひとつ。同じ作品を作る
なら3ヶ月かかっていた作業を3日で終わらせられる
方を使う』と彼は言います。歴史のある業界は、その
歴史に引っ張られ新しい取組みが生まれにくいもの。
出版業界も一見非常識な取組みから、業界を盛り上げ
る糸口が見つかっていくのではないでしょうか。

先月の伊勢志摩サミットの裏で"コインロッカ
ー難民"なる問題が発生していたのをご存知で
しょうか。開催地から遠く離れた東京や大阪で
も、テロへの警戒からロッカーが封鎖され、手
荷物を預けられない観光客が溢れていました。
たしかに警戒はするに越したことはないです
が、あまり警戒しすぎて関係ないところへ影響
が出るのもいかがなものかと思います。サミッ
トより期間の長い東京オリンピックのときはど
うなるのだろうと少し心配です。

5/9から行いましたJR交通広告ですが、掲載
商品の中で伸長率が一番高かったのが「はた
らく人のコンディショニング事典」でした。
コンディショニングといえば、先日の健康診
断で私もとうとうバリウムデビューを果たし
ました。正直味はそれほど苦ではなかったの
で、これなら大丈夫！と思いましたが、むし
ろ検査「後」の方がいろいろと大変だという
ことを知りました…これから暑くなります
が、体調管理にはお気をつけください！

「おかゆダイエット」の先生の本を企画してい
ます（別企画）。こっそり、耳寄り情報をと。
世の中によくある偏ったダイエットは間違って
いる！！だいたいのダイエット方法は、骨密度
を減少させているだけらしいので、なので集中
的に２週間限定とかでやったほうがいいらしい
です。その先生がおすすめしていたのは、２週
間おかゆしか食べ無い生活をすれば、５kgくら
いはすぐ誰でも痩せるそうです。

ここ最近の楽しみといえば、録画したドラマ『重版
出来！』を見ることです。ドラマの中ではライバル誌
に一人イヤな奴が登場しますが、ずっと前に小学館
の人に「オフィスが同じ神保町だから集英社さんと
は結構交流がありますよ」と聞いたことがあって、
演出なのか実際にああいう人がいるのか、気になっ
てます。ただ、これだけは現実だといいなと思うの
は、ヒットのために運を貯める興都館の久慈社長
のエピソード。運だけではヒットはでないだろうけ
ど、運を貯めてみようかなと思っちゃいました。

氷室京介LAST GIGSに行ってきました。最近は
海外大物アーティストのちょっと手抜きなライ
ブばかり行っていたので、アンコール3回、全
35曲、全力で歌うヒムロック、最高でした。
「いろいろできる世の中だけど、１つのことに
全力で打ち込むことが人生にとって大事だ」と
いうことをMCで言っていました。激しく共
感。自己啓発書出したら売れそう。東京ドーム
3日間で15万人動員のLAST GIGS。『自分を変
える習慣』もおかげさまで15万部突破です！

今月のお休み

Yu Hashiba
橋場優
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Highlight!

播磨谷菜都生
Natsuki Harimaya

毎年初夏から秋先にかけて提案させていただく（ 特
に気合いの入った）フェアのことです。毎年、売り
場を盛り上げることを目指して楽しいフェアを企画し
ています。

今年もやります!クロスメディアフェア。2016 年のテーマは「CHANGE!!」です。
「なりたい自分へ変わる」「働き方を変えて人生をもっと楽しくする」ためにピッ
タリの書籍を 20 代～50 代までの各世代に合わせてセレクト致しました。インパ
クトのある「世代別あるあるパネル」は、書店を訪れたお客さんがフェア棚の前
で思わず立ち止まってしまうこと間違いなし !

クロスメディアフェアとは？

展開例

クロスメディアフェア2016

「CHANGE!!」の

ご案内

1 笑いあり悲哀あり…「あるある～」と膝を打つ
コピーが目立つ！世代別イラスト入りパネル

ビジネスマンの切なさをユーモアを交えてしたためる名企画「サラ
リーマン川柳」。あの空気感にインスパイアされた我々は、各世代を
惹きつける（?）イラスト入りパネルをつくりました。例えば……
・年々下がる基礎代謝とお小遣い（40代）
・「わかりました」の数だけ増えていく疲労（20代）
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日本全国津々浦々
立地と客層にハマる書籍のセレクト！

今年度は大きく分けて①全国どこでも、②ビジネス街、③地方・郊外の
3つのセットをご用意しました。①の「全国どこでも」は、どんな客層や
立地の店舗でも対応できるバランスのとれたラインナップ。仕事に対す
る姿勢・考え方からビジネススキルまで、幅広いジャンルを集めました。
各セレクションは POS と書店営業で得た感覚に基づいており、とにか
く実売をあげることをめざしたラインナップになっています。

222

ミニフェアも
できます

「20 面も棚のスペースを確保できない !」という書店様のために、少な
いスペースでできる5点×各 5 冊（計 25 冊）の「個別セット」もご
用意しています。弊社のベストセラーから、人気の 「ビジネスライフ」
まで、組み合わせによってお店のオリジナルセットをつくるのも◎です。333



順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

5月のTOP10

Better: The Secrets of Being Productive in Life and 

Business』。著者は、ベストセラー『The Power of Habit』を生

み出したチャールズ・デュヒッグ。今作では、より良く、早く、効率的

に仕事をするための8つの方法について書いています。グーグル

の科学者や「アナと雪の女王」の映画監督などのやり手たちの、限

られた時間でベストパフォーマンスを発揮するためのメソッドをま

とめた一冊。

最後も初登場で7位にランクインした『The Inventor and the 

Tycoon: The Murderer Eadweard Muybridge, the En-

trepreneur Leland Stanford, and the Birth of Moving 

Pictures』。写真家であり殺人犯でもあったエドワード・マイブリッ

ジは、馬の連続写真を撮ることに初めて成功した人物。そして、馬

の蹄がすべて空中に浮かぶ瞬間があるのかという真偽をたしかめ

たスタンフォード。彼らの力なくしては映画は誕生しませんでした。

映画の誕生に尽力した彼らの表面上ではわからないつながりを描

き出した一冊。

今月はやり手から様々なメソッドを抽出した本が多い月になりまし

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）1分間顧客サービス―熱狂的ファンをつくる3つの秘訣（ダイヤモンド社）
著：K. ブランチャード , S. ボウルズ 

Official and Confidential: The Secret Life of J. Edgar Hoover （邦題）大統領たちが恐れた男―FBI長官フーヴァーの秘密の生涯（新潮社）
著：アンソニー・サマーズ

Trump: The Art of the Deal （仮題）トランプ自伝―不動産王にビジネスを学ぶ（ちくま文庫）
著：ドナルド・J・トランプ、トニー・シュワルツ

Smarter Faster Better:
The Secrets of Being Productive in Life and Business

（仮題）より良く速く、効率的に：人生でもビジネスでも、生産的である秘訣
著：チャールズ·デュヒッグ

Grit: The Power of Passion and Perseverance （仮題）くじけず情熱的にやりぬく力
著：アンジェラ・ダックワース

How to Win Friends and Influence People （邦題）人を動かす(創元社)
著：デール・カーネギー

（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

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

（仮題）発明家でボス：殺人犯エドワード・マイブリッジ、
起業家リーランド・スタンフォード、映画の起源
著：エドワード・ボール

The Inventor and the Tycoon: The Murderer Eadweard Muybridge, 
the Entrepreneur Leland Stanford, and the Birth of Moving Pictures

（邦題）ビジョナリーカンパニ― 時代を超える生存の原則（日経BP）
著：ジム・コリンス

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

（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

Raving Fans: A Revolutionary Approach to Customer Service

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。いよいよ夏ですね！ 6月には暑い夏でも屋内で楽しめ

る「ミュージアム・マイル・フェスティバル」はいかがでしょう？ メト

ロポリタン美術館など、9つの有名美術館や博物館が無料開放さ

れ、路上では様々なパフォーマンスが行われているとっても楽し

いフェスティバルですよ！

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『Official and Confidential: The 

Secret Life of J. Edgar Hoover』。

FBIの初代長官である、ジョン・エドガー・フーヴァーの評伝。フー

ヴァーは、科学的な捜査手法の導入等が称賛される一方、チャップ

リンの国外追放、著名人の日常生活の盗聴、キング牧師のノーベ

ル賞受賞の妨害等、目的のためには手段を選ばなかった男。良い

意味でも悪い意味でも後世に影響を与えた人物であるフーヴァ

ー。サマーズの批評も交えたこの本から彼のメソッドを得られるか

もしれませんね。

続いてこちらも初登場で4位にランクインした『Smarter Faster 

で、結局「実売」はどうだったのさ……？

※ベストセラー斎藤塾は今月掲載お休みです。楽しみにして下さっている方、来月は掲載いたしますのでお楽しみに！

自分を変える習慣力
著者: 三浦将
ISBN: 978-4-8443-7444-2
発売: 2015.11.24

相手を変える習慣力
著者: 三浦将
ISBN: 978-4-8443-7473-2／発売: 2016.5.1
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結果
売上が前週の1.5～3倍！ 駅ナカ店では大反響！ それだけでなく、JR沿線から
離れたお店でも展開をしていただいた店舗で売れが伸びました！

GW明け1週間 5/9（月）～15（日）に、左記の銘
柄でJR東日本で交通広告を掲載いたしまし
た。弊社では初の試みだったのですが……。
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（週売）

監修者: 岩崎一郎、
松村和夏、 渡部卓
ISBN: 978-4-8443-7443-5／発売: 2015.11.24

はたらく人の
コンディショニング事典

（週売）
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著者: 冨田和成
ISBN: 978-4-8443-7475-6
発売: 2016.5.2

大富豪が実践している
お金の哲学

掲載期間中に5000部重版、発売3週で2.5万部突破!
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掲載前の週と比べて売れが4倍伸びました。

JR
交通広告
結果速報！

※POSは弊社データ調べ

五月病のお客さんにハマったのか（？）掲載終了後も売上良好、ランクイン店舗も!

東京都以外の都市で消化率良好店舗が多発しています！
・ 須原屋武蔵浦和店（埼玉）　・ 有隣堂アトレ川崎店（神奈川）
・ 有隣堂テラスモール湘南店（神奈川）

東洋経済オンラインで記事掲載、5回中3回でアクセスランキング1位。

郊外、各地で続 ラ々ンクイン！しかけていただいたお店で売れがのびている、

衝動買いの多い書籍です。
・ 有隣堂横浜駅西口店（神奈川）　・ ブックエキスプレスエキュート品川サウス店（東京）
・ リブロエキュート大宮店（埼玉）　・ TSUTAYA成田空港第１ターミナル店（千葉）

実売数
No.1!!

伸び率
No.1!!

日販さんのランキング、発売2週で14位にランクインしました。

掲載前後で1.5万部重版、計15万部突破しました！
（週売）
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売れの勢いを全国に波及させるべく、新聞広告で畳みかけました。
（日経新聞全５段・半５段、北海道新聞、中日新聞）

ぞくぞく！週売 30冊を超えた店舗が出ました！
・丸善丸の内本店（東京）   ・ 紀伊國屋書店新宿本店（東京）

郊外の書店さんでも週売10冊超え店舗が続出です！
・三省堂書店そごう千葉店（千葉）   ・三省堂書店小田原店（神奈川）

発売3週で3万部突破！「第2弾は売れない」と言われますが、売れてます。
売り伸ばしに向けて新聞広告を打ってます！（日経新聞全5段）


