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クロスメディアかわら版
今月のお休み
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1 鬼速5万部突破!
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先日、人生初の入院＆手術を経験しました。フット

版およびメディアを取り巻く環境を創造してい

サルをしていて転んで手の指を脱臼したことから始

根本輝久

ます。私も含め40歳以上は、5年後もビジネス

まり、会社近くの代々木病院に通えど一向に回復

Teruhisa Nemoto

の専門知識や自己啓発に本を用いるという人が

せず、手の外科という各都道府県に１人か２人いる

多く、少し安堵。そしてこれから、10〜30代を

手専門の外科医を紹介してもらい診てもらったと

調査しますが、デジタルネイティブ層が本やメデ

ころ、脱臼骨折と判明。そのときすでにケガから３

ィアに対してどういう意識を持っているのか気

ヶ月以上経過していたため、より複雑な手術をする

になるところです。ただどんな結果でも、当社に

羽目に。手の指というのは複雑な構造らしいので、

は魅力的な商品・サービスをつくる必要がある

ケガをしたらすぐに信頼できるお医者さんに診て

のは変わりありません。がんばります。

もらってください。経験者は語るというやつです。

今月のかわら版は「2016クロスメディアニュー

東京でも11月に初雪が降りました。11月の降

ス」でしたが、今年も書店様には店頭で厚いご展

雪は54年ぶりだとか。この冬は雪がたくさん

開を頂き、本当にありがとうございました。御礼

降る予感がします。この季節がめぐり来るたび

申し上げます。ちなみに私的2016のニュースは

「積雪に備えてスノーブーツを買わなくては」

弊社への入社ですが、10年前の2006年は前の

と、お店に行ったりネットで検索したりとさん

会社に入社、20年前の1996年は大学に入学、

ざんリサーチするのですが、どれがよいのかさ

そして40年前は生まれた年でした。どうも6の

っぱりわからず、迷いに迷った挙句に買わずじ

付く年に新しいスタートが巡り合わせになるよう

まいを繰り返しています。今シーズンこそは、

です。2026年は何が…⁉最後は個人的な話で

雪でも安心で暖かい「これぞ」という一足とめ

スミマセン。来年もよろしくお願いいたします！

ぐり合いたいものです。

最 近 評 判の鎌 倉シャツで何 着かYシャツを買

12月新刊『すてきな靴が一歩ふみ出す自信をく

ってみました。おおっ、確 かに違う！コットン

れる』の感想をお聞きすると、
「新しい靴を買っ

10 0 ％の 生 地にはしっかりした 厚 みがあり、

ちゃいました！」と言われることが多いのですが、

手触りも心地いい。これは素晴らしい！…と手

私もこの本の編集中、どうしても欲しくなってオー

放しに喜べたのは洗濯前まで。実はこれ、アイ

ダーシューズを２足、作りました。１足目は横田先

新聞広告を掲載予定です。年末年始のし

ロンが難しい！コードレスのアイロンでは熱量

生イチ押しの「ピンクベージュの７センチヒール品

が足りずぜんぜんシワが伸びなかったので、テ

格パンプス」、２足目は「10センチヒールのボルド

かけ商品にぜひご検討下さい！

ィファールのゴツいアイロンまで買ってしまい

ー色パンプス」です。1足目は仕事の場面でヘビロ

ました。今週 末も強 烈スチームを携え、シャツ

テ、２足目はお祝いなどとっておきの時だけに使

とバトルします。

用。心なしか、切り替え美人になってきたかも？！

『自分を変える習慣力』の発売から1 年が経ちま

「あの頃に戻りたいな…」なんて思うことはあ

した。3 面で記事を書かせていただきましたが、

りますか？私は、もし戻れるなら遊びと飲み

この本がこれだけ売れたのはみなさまのご協力

と、ほんの少しのサッカーで染まっていた大学

があってこそだと思います。ありがとうございま

時代を選びます。先日、その華の大学生生活を

す。ただ、私個人としてはまだまだこの本は売れ

共に謳歌した友人とサッカー合宿に行ってきま

ると思います。20 万部を目標に、再度しかけ販

した。日中はサッカー、晩飯はバーベキュー、

売のご提案にチャレンジしていきたいので、『竹

そのあと飲み会と、大学時代に戻ったかのよう

内しつこいな』と思いつつお相手してください。

で本当に楽しい時間でした。ただ、その後数日

もちろん、私がお伺いしていない店舗様でのご

は疲れがとれず…時の経過と体力の衰えを痛感

展開も大歓迎です！

富浦奈津
Natsu Tomiura
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アメリカのビジネス書トレンド

会社の中期経営計画をつくる上で、5年後の出

2016年ランキング
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An ord i n ar y offi c e wor k e r
to a gr e a t bu si n e ss m a n.

Highlight!

（POS実績）

日経新聞
広告・パブリシティがハマり、
全5段広告掲載
東洋経済
売行良好 & 即重版！
オンライン配信後

11月に日経新聞広告を 2 回、東洋経済オ

播磨谷菜都生

ンラインの記事を 5 回掲載しました。広

Natsuki Harimaya

告効果をグラフでご覧下さい。12月にも

突破！

実は、
郊外店様で売れているんです！
本書のおもしろさは、PDCA がすべての仕事の基
本であり、最強のフレームワークだということを、
丁寧に、
そして熱く！解説しているところにあります。
実は発売直後、郊外店様で完売店舗が相次ぎまし
た。仕事を頑張るなら結果を出したい、という熱
意に地域差はないのかもしれません。PDCA を鬼
速（＝高速を超えるスピード）で回し続けるための

長谷真治
Shinji Hase

9
/1
11

3
/2
11

テクニックを、図版を用いて詳細に解説しています。

Amazonランキング最高総合 6 位、
各種媒体でぞくぞく口コミ増加中です！

日本中で「鬼速」を
展開していただいています！

した合宿でもありました。

書店の皆様から「売れ筋を逃さないよう、Amazon ラ

拡材をご所望の書店様はぜひお問い合わせください。

風邪で喉を痛めた時に友達から「甘酒がいいら

暴飲暴食が過ぎ？、胃カメラ検査を受けてきま

しいよ！」と聞いてから激ハマりしています。

した。熟 練の先 生によってすんなり検 査は終

金井紅実子

ンキングを確認するようにしている」
「全てがそうとは

ただ酒粕の味が苦手で…買う前にググってみる

了！…と夢のように事は進まず、現実の私は呼

Kumiko Kanai

と「米麹のみ」ver.と「米麹＋酒粕」ver.があ

吸の仕方がわからなくなり大混乱。息苦しさか

ると。さっそく米麹のみver.を買ってみたら、

ら検査台の上でうめきながら暴れるモンスター

めちゃめちゃ美味しかった。先日も京都へ紅葉

患者と化し、二人の看護師さんに押さえつけら

を観に行き、お茶屋さんで甘酒を見つけてすか

れるという醜態を晒しました。えづきながら手

乱させてしまうことがあると伺いました。そんな時は、

さずオーダーしました。あと、試しにお味噌汁

をギューッと堅く握りしめてしまった看護師さん

に入れたみたところコクが出ました！入れ過ぎ

の苦笑が頭から離れません。あああ恥ずかし。

掲載情報を営業訪問時にお伝えしたり、FAX にてお知

るとえづいたので、ほどほどに…

皆様も胃の管理はお忘れなく。よいお年を！

限らないが、ランキング上位の書籍は書店でも売れる」
というご意見を頂戴しております。ちなみに、弊社の
書籍で Amazon ランキングが急上昇し書店の方々を混

らせしたりするようにします。手前みそですが、ウェ
ブ媒体掲載当日と翌日は本が売れる傾向にあります。
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アメリカのビジネス書トレンド
11 月の TOP10
順位

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

Filthy Rich: A Powerful Billionaire, the Sex Scandal that Undid Him, and
All the Justice that Money Can Buy: The Shocking True Story of Jeffrey Epstein
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クロスメディアの下半期、 1
最大のヒットです！

（仮題）汚い金持ち：強力な億万長者で、スキャンダルで人生を台無しにし、
そして全ての正義を金で買う男、ジェフリーエプスタインのショッキングな真実
著：ジェームズ・パターソン、ジョン・コノリー、ティム・マロイ
(邦題)人を動かす(創元社)
著：デール・カーネギー

How to Win Friends and Influence People

（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：ブラッド・ウィルソン

The 48 Laws of Power
Tribal Leadership:
Leveraging Natural Groups to Build a Thriving Organization

で5万部突破
PDCA本とあなどるなかれ！発売1ヶ月

鬼速PDCA
冨田和成

自分を変える習慣力
三浦将

仕事のミスが絶対なくなる
頭の使い方
宇都出雅巳

（仮題）チームのリーダーシップ：組織繁栄のためのチーム構築術
著：デイブ・ローガン、ジョン・キング、ハリー・フィッシャー・ライト
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（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：
トム・レイス

StrengthsFinder 2.0
J.K. Lasser's Your Income Tax 2017:
For Preparing Your 2016 Tax Return

(仮題)J.K.ラッサーの所得税2016‐2017年税申告の準備のために
著：J.K.ラッサ―研究所

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

Footnotes from the World's Greatest Bookstores:
True Tales and Lost Moments from Book Buyers, Booksellers, and Book Lovers

（仮題）世界最高の書店からの脚注：本当の物語と本のバイヤーや書店、
愛読家から失われた瞬間
著：ボブ・エクスタイン、ギャリソン・キラー

Trump: The Art of the Deal

（邦題）
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

The Little Gold Book of YES! Attitude:
How to Find, Build and Keep a YES! Attitude for a Lifetime of Success

（仮題）YES!リトルゴールドブック：セールスマン人生を成功させるための顧客獲得術
著：ジェフリー・ギトマー

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

メリカ大統領選挙で勝利したドナルド・トランプ氏。
「アメリカの不

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

動産王」
として名を馳せた氏の自伝です。
ただの自伝ではなく、
実

ししていきます。

業家・経営者としての哲学が語られています。
一代で巨万の富を

早いものでもう12月！ちらほらと雪が降り始める時期です。
NYの

築いた成功の裏話は美談でまとめられてはいますが、
そこに精神

街はクリスマスに向けてイルミネーションで彩られています。
ロッ

論というのはあまり存在しません。
直情的で扇動的だと言われて

クフェラーセンターのクリスマスツリーを見るのもいいですが、
気

いる氏ですが、
ビジネスにおいて彼の中にロジックがしっかりと

合の入ったブルックリンの光り輝く住宅街を見るのもいいです

組まれているのがわかります。

よ。
私も家族と見に行ってみようと思っています。

1987年に出されたこの本で、
当時の配偶者である女性は
「彼は
いずれ大統領選挙に出馬することも絶対にないとは言えない」
と

それでは、
今月のランキングを見ていきましょう。

言っています。
もしかしたら当時から現在のプランを練っていた

まずは、
4位の
『Tribal Leadership: Leveraging Natural

のかもしれませんね。
経営についてもっと知りたい人は、
ロバー

Groups to Build a Thriving Organization』
。

ト・キヨサキ氏と共著の
「Why We Want You To Be Rich:

こちらは初登場のリーダーシップに関する本。
会社の組織や部門

Two Men」
もぜひ。
次代のアメリカを引っ張っていく人物を知り

というチームをあえて
「部族(tribe)」
という未開拓なニュアンスを

たいという人や、
経営者としての考え方を学びたいという人には

含む単位を使って扱っていきます。
未開拓な集団状態のチームか

ぜひ読んでいただきたい一冊です。
今月は、
話題の人物につい

らはじまり、
5つのステージをクリアしていくことで他のチームと

ての本や人に影響を与えるための本など様々な本がランクイン

も戦い抜ける集団を作るためのマネジメント術が実践的に述べら

しました。
次回はどんな本が登場するのでしょうか。

れています。
マネージャーになる人は一読の価値があります。
続いて9位の
『Trump: The Art of the Deal』
。
著者は先日ア

016年
営業部が 2
ィア・
選んだ! クロスメデ
パブリッシング

それでは、
次回のランキングをお楽しみに！

本書が
れています。
PDCAを回す事の重要性は広く認知さ
昨今、
え
PDCA本の枠を超 「仕事
10万…と部数を伸ばす為には、
5万、
っていただかなければ
の本としておもしろい事を読者に知
術」
1面に掲載してお
のもと生まれたのが、
（？）
そんな志
なりません。
のコピーが目立つパネ
」
「PDCAは最強の前向き思考だ。
ります
いただいた書店様で売
最初はなかなか不評でしたが置いて
ル。
ぜひお申し付けください！
ご入用の書店様、
れています。

CROSSMEDIA RANKING
本当に必要なものはすべて
「小さなバッグ」
が教えてくれる
横田真由子

はたらく人の
コンディショニング事典
岩崎一郎、松村和夏、渡部卓

15万部突破の
ベストセラー!!
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です。
のは皆様のご協力のお陰
この本がこれだけ売れた
6月には15万部を
2016年2月に10万部、
2015年11月に発売後、
ま
にもランクインしました。
上半期の取次ベストセラー
突破し、
さ
く
もた
グに
ランキン
してもらい、
多くのお店でしかけ販売を
た、
力が
まのご協
これらは書店のみなさ
ん入れていただきました。
「習慣を見
けて
これから年末年始にか
あってこそだと思います。
思い
本書がまた売れる季節だと
ニーズが高まりますので、
直す」
お願いいたします。
再展開のご検討よろしく
ます。

CROSSMEDIA RANKING

ミニマムリッチな人生は
女性を輝かせる！
！

4

弊社初の女性実用書。某チェーン様で
消化率90％超も！

限りある人生の時間の中で、
何を選び、
何に時間を費やし、
何に
お金をかけるのか…これは多くの女
性が悩むテーマ。
「バッグの
お手入れ」
と
「人間関係の継続」
の共 通点や、
バッグのエピソー
ドのほかにも、
良いスーツを着る、
良いボールペンを使うことが
何をもたらすのか？花を育てること
で何を学ぶのか…？など、
人
生で 本当に必要なもの を本書は
教えてくれます。
12月には同
著者の新刊も登場！ 新刊との併売
もおすすめです！

CROSSMEDIA RANKING

ミスをしない・させない
技 術が満載！

3

実は30代 からがメイン

ターゲット！

発売前は仕事術の棚高
回転商品になればと考
えておりました
が、
現在は想定以上の売れ
行きとなっています。
「ミス」
を犯しや
すい若手をメインターゲッ
トに考えておりましたが、
むし
ろミス
をさせない立場であるリー
ダー・管理者にも手に取
って
頂い
て
いる印象です。
おかげさまでチェーン全体
でお取り組み頂いて
いる書店さんもあり、
実績も伸びています。
まだまだ伸び盛りの
本書のご展開を、
どうぞよろしくお願いい
たします！

CROSSMEDIA RANKING

の巻き替え
“女性向け帯”
施策が大当たり！

5

舗も！
帯替えで売上が通常帯の4 倍になった店

『はたらく人のコンディショニング
３万部突 破のヒットとなった
チしきれて
男性的な表紙のため女性読者にリー
しかし、
。
事典』
女性向け帯の巻き替え施
いないのでは？という可能性を感じ、
するとこれが大当たり！ 帯替えによ
策を8月から実施しました。
年末年
た店舗もありました。
り通常帯よりも売れ数が４倍になっ
この
また、
体調を崩される方も増える時期。
始は飲み会も増え、
かがでしょうか？
タイミングで再度展開してみてはい

CROSSMEDIA RANKING
※今月の斉藤塾はお休みとさせていただきます。
来月をお楽しみに!

