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遊びまくっていた先輩が就職した途端、「週末は
四季を感じたいの」などと年寄りくさくなった
のが不思議でなりませんでした。当時の自分に
伝えたい、コンクリートジャングルを生き抜く
OLにとって、鈍った感性を磨くのは大自然だと
いうことを。そんなわけで親友と発足した「四
季の会」、第1弾は日帰りでカヤックをして参り
ました。パドルが水を切る音だけが聞こえる静
かな湖畔で、ちょっと早い紅葉を味わったので
あります。感性を取り戻したかは不明ですが。

自宅が都内でもわりと田舎のほうなので、車で
出かけるとき、「こっちにまっすぐ行ける太い
道がないんだよなー」ということが多々ありま
す。西に行くのに、いったん南西に行って北に
上がってから西に進まなきゃいけない、みたい
な感じですね。こういう場合、へたにカーナビ
に任せると、破滅的なマニアック道路を走らさ
れることになるので、ナビを無視することも多
いんですが、よく考えると、カーナビつけた意
味はあるのか……と。 

10月15日に昼は「GOOD MORNING Market」、
夜は「ふじさわ江ノ島花火大会」に行ってきまし
た。行きは横須賀線のグリーン車で悠々自適に過
ごし、帰りも！と友人と2人でグリーン車に乗り
込んだところ、７人ほどの外国人観光客集団が「こ
こは居酒屋かっ！！」と言いたくなる騒ぎよう。
「少し声のボリューム落としてもらえます？」と、
スマートに伝える英語は…と調べて終わった 30
分でした。とっさに一言言えるように、英語勉強
し直そうと思います。

今月は『アメリカ海軍が実戦している無敵の心の
つくり方』（11/21発売）を担当させていただいて
います。実は私、軍艦が大好きなので海軍特殊
部隊出身者の本ということで飛びついてしまいま
した。内容もなかなかハードなのですが、「ある
ある」でこの本はできています。どこか満ち足り
ないという感覚、すごく冴えてる！と思う瞬間の
感覚……あるじゃないですか。そんな感覚をいつ
も感じながら生きる－というのが本書のテーマ。
お手盛りですが、、、興味深いと思いますよ！

この度関西支社を設立するにあたって、1年半
担当させていただいた関西エリアの担当から外
れることになりました。みなさまには大変良くし
ていただき、お世話になりました。ありがとうご
ざいます。後任は中平が勤めさせていただくの
で、今後ともよろしくお願いいたします。まだま
だ、やれること・やりたいことはたくさんあった
のですが、後任の中平に託します。ただ、年内は
引き継ぎなどでこれまで通りお伺いするので、
引き続き私の方もよろしくお願いいたします。

芸術の秋、と言われますが、先日友人の影響で美術
史の本を読みました。これまで美術館や展示会には
たまに行ったりしていましたが、見終わって感じるの
は『アートって分からんな』ということ。しかし、『絵
の中にウサギが描かれていたら子孫繁栄を表してい
る』とか、作品と描かれた時代の政治経済との密接
な関係とか、描かれているものの意味や背景を知る
と一気に絵を見るのが楽しくなりました。社内では
『あさい男』と言われているので、少しずつ深みの
ある人間になれたらいいな…と思っています。

先日業界紙を読んでいたら、手帳の売行きが非
常に伸びていることを知って驚きました。某版
元では前年比107%、2001年比では190%
と、ここ15年で倍近く伸びているそうです。
背景には企業の配布減や若年層の参入があるそ
うですが、個人的には「紙」の力と便利さを再
認識させられました。すぐに書ける、電源が不
要、頭に入りやすい…電子との共存はこれから
も必要ですが、紙の良さを忘れずにこれからも
商機を作っていきたいです。

今更ですが、今年の夏はなぜかゴキブリによく
遭遇する夏でした…。いまだに円形の黒いもの
が視界に入るとギクッとします。これまで自宅
で出会うことは殆ど無かったのに、窓から飛ん
で入ってきたようでした。言うまでもなく苦手
なのですが、この先ゴキブリくらい一人で倒せ
ないと生きていけないなと思い、殺虫剤（攻撃）
と蚊帳（守備）とゴミ拾い用トング（後始末）を
買いました…。（特に蚊帳の安心感はものすごい
です。オススメです）

先日、榎本博明氏と佐藤直樹氏の対談イベン
トで、「社会」「個人」「権利」などという日本
語は、明治初期以降に使われ始めた言葉で、
「世間」という共同体のなかでずっと生きて
きた日本人には馴染まないものなのだと聞き
ました。たしかに日本では、権利を主張する
人は疎まれやすく、また個に特化したゆとり
教育もちぐはぐでした。そんな性質の日本人
がグローバル社会で生き残れるのか、ちょっ
と心配になりました。

『ベストセラー ～編集者パーキンズに捧ぐ～』
という映画を観ました。『老人と海』『グレー
ト・ギャツビー』などの名作を手がけてきた
カリスマ編集者と無名の天才作家。名作誕生
の裏側にかくされた、友情と闘いを描く感動
の実話です。編集者という仕事の価値を再認
識させてくれる話、編集者魂に火をつける映
画ですので、出版業界の方は必見!ぜひ観てみ
てください。また、原作『名編集者パーキン
ズ』（上）（下）刊：草思社、もお薦めです。

今月のお休み

Kumiko Kanai
金井紅実子
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Highlight!

安賀裕子
Yuko Yasuga

長谷真治
Shinji Hase

竹内悠一郎 
Yuichiro Takeuchi

古川浩司
Koji Furukawa

衝動買いされる本をつくりました!
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「鬼速PDCA」ってそもそもどういう意味？

この PDCAモデルは著者・冨田氏の独自のモデルであり、10年以上の実践を通して
磨かれてきたものです。著者曰く、「野村證券時代に支店での営業やプライベートバ
ンカーとして数々の最年少記録を残せたのも、独立後わずか2年で月間1000万PVを
超えるWebサービスを作れたのも、すべて鬼速PDCAを実践してきたから」とのこと。

PDCAを回す人がつまづいてしまう2大原因は「計画倒れになってしまう」「やること
ばかり増えてしまい、キャパシティを超えてしまう」の2点。本書は、読者が抱えるやっ
かいな問題をすくいとり、PDCAを回し続け、前進し続けるためのしくみを丁寧に解
説しました。「最強」「一流」は 2016年のキラーワード。仕事を頑張りたい、結果を
出したい人にとって最強の王道フレームワークこそ、PDCAなのです。また、PDCA
の書籍は200ページ前後のものが多いですが、本書は272ページで1,480円とお手頃。

PDCAでは売れる良書がすでにある。
カバーはいいが、タイトルのせいでイロモノ※に
なってしまうのでは?

最強の王道フレームワーク

※初速は良いが長く売りにくい本

「ＰＤＣＡ」で、

「鬼速PDCA」とは、PDCAを高速を超える
「鬼速（おにそく）」で回すことを指します。

A 実践に特化した解説に40点以上の図版を
添えることでわかりやすさを追求しました。

ビジネス書らしからぬパネルが
逆に目を引く! ２種類のパネル

東洋経済オンライン 
記事配信決定！

PANEL

10万部企画第
1弾!

 『鬼速PDCA
』発売！

速報 11月11日（金）、15日（火）、18日（金）、22日（火）、25日（金）
下記の日程で配信されます。（配信元の都合により日程が前後する場合がございます）
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順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

10月のTOP10

and Surest Way to Understand Basic Economics』。

ハイエクやフリードマンに絶賛されたアメリカ人ジャーナリスト、

ヘンリー・ハズリットによる1946年初版の経済学の古典。「経済

学とは、政策の短期的影響だけでなく長期的影響を考え、また、

一つの集団だけでなくすべての集団への影響を考える学問であ

る」という原則に従い、税金や公共事業などについて市民に寄り

添って論じています。古典ではありますが、まだまだ影響を与え続

ける経済学の入門書。

最後に9位の『The Speed of Trust: The One Thing That 

Changes Everything』。著者は、あの『7つの習慣』の著者ス

ティーブン・R・コヴィーの長男。本書では、グローバル化が進む現

代だからこそ、組織や人間関係における信頼が大切であること

や、世界中の信頼されている指導者の13の共通点が事例を交え

てわかりやすく説明されています。ビジネスに限らず、日常生活で

も信頼関係を築く際に使える一冊です。

今月は、入門書やコミュニケーションの本が多くランクインしまし

た。次回はどんな本が登場するのでしょうか。

それでは、次回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

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：トム・レイス

Be Obsessed or Be Average （仮題）普通以上になりたいのなら、しつこいくらい考えろ
著：グラント・カードン

Think and Grow Rich （邦題）思考は現実化する（きこ書房）
著：ナポレオン・ヒル

Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life （仮題）デザイン思考で生きる：充実した楽しい生活をつくるには
著：ビル・バーネット、デイブ・エヴァン

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

The Only Sales Guide You'll Ever Need （仮題）死ぬまで使える！ ただ一つのセールスの教科書
著：アンソニー・ラナリノ

（邦題）世界一シンプルな経済学（日経BP社）
著：ヘンリー・ハズリット

Economics in One Lesson: 
The Shortest and Surest Way to Understand Basic Economics

The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable

（仮題）一緒はいいこと：インスピレーションをかきたてる絵本
著：サイモン・シネック

（邦題）あなたのチームは、機能してますか？(翔泳社)
著：パトリック・M・レンシオーニ

（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

Together Is Better: A Little Book of Inspiration

(邦題)スピード・オブ・トラスト―「信頼」がスピードを上げ、コストを下げ、
組織の影響力を最大化する（キングベアー出版）
著：スティーブン・M.R. コヴィー

The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything

StrengthsFinder 2.0

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は今どんどん寒くなってきていてコートとマ

フラーが手放せません。でも、今月初旬のニューヨークシティマラ

ソン、そして月末のサンクスギビングデーなど様々なイベントが

開催されるので、街全体がワクワクして熱気が溢れています。特

に月末のサンクスギビングデーは、久々に家族全員が集まるいい

機会。私も今から楽しみです。

それでは、今月のランキングを見ていきましょう。

まずは、2位の『The Only Sales Guide You'll Ever Need』。

著者は敏腕セールスマンに共通するテクニックを発見した、ビジ

ネスマンに人気のブロガー。たとえ市場が大きかったり製品が良

くても、セールスマンが優れていなければ意味はありません。そし

て著者の25年にわたる研究の結果発見した6つのセールステク

ニックは、相手との意思の共有の仕方という基本から、クライアン

トをヒーローのように扱い、より深い関係を築くという発展的な内

容まで様々。セールスマン必携の一冊です。

続いて5位の『Economics in One Lesson: The Shortest 

商品を売れるように陳列するには最適な場所を選ぶ必要があります

が、入荷量にふさわしい陳列の仕方というものもあります。50冊以

上の入荷数があるとその作品だけでコーナーづくりができます。最

も売上が稼げるパターンと考えていいと思います。ただ、30 冊と

いうのは中途半端な数なので、1点でのコーナーづくりは量的に難し

いものがあります。30 冊入荷は配本前のテスト販売の入荷冊数に

よくあるパターンです。それなりに売れ行きが期待されている作品

を試しに売ってみるパターンなので、通常は新刊コーナーや話題の

本のコーナーで 2面積みをします。ただ、話題の本のコーナーも場

所によって目立つところと目立たないところがありますし、一番手前

の一列目に置くか奥の三列目にするかで売上が変わってきます。ど

の位置がこの商品に似合うのかよく考える必要があります。話題の

本のコーナーを眺めてみると色彩の変化に乏しい印象を受けました。

「ダイヤモンド社の売れている作品を真似した出版社が、白系の装

丁で本を作るからこうなってしまうのだ」とついぼやいてしまいます。

こんな状況に直面すると、この商品を売りたがる気分が生まれてく

るようです。他の作品と全く違う色彩を持った装丁の作品を売れよ

うにするのも酔狂だろうし、自分らしい感覚なのだと考えました。話

題の本コーナーの中でも一番手前の最も目立つ場所の最前列に2面

積みで陳列をしてみました。すると思いがけないことに、すぐに複

数冊の売上が記録されました。いい場所はいい売上を作ってくれま

す。ただその時点では装丁の色が良くて売れたのか、作品の中身

が良くて売れたのかは判断がつきませんでした。売れ始めてから３

日後に出版社の担当者が店にやって来ましたので、売れ行きの状況

を話し、50冊の追加注文をしました。担当者もその気になって直送

で手配してくれると言っています。お互いの気持ちが通じ合うと売

る意欲がとても高まっていきます。休み明けに出勤してみると30冊

入荷した商品の在庫が少なくなっていました。おまけにビジネスの

ベストテンコーナーの3位にランクインしていました。酔狂で良い場

所での展開を始めた判断はとりあえず間違っていなかったようです。

ベストセラー斉藤塾　斉藤敬司

仕掛け売り講座　～最適な場所に置く～

Vol.8「斉藤塾」

クロスメディア・パブリッシングは10月に関西支社を立ち上げました。この度の立ち上げは、書店の皆様に弊社の本を売ってい
ただいているから出来たことです。ありがとうございます！ そして関西の皆様、これからも末長くよろしくお願いいたします。

みなさま初めまして、大阪生まれ大阪育ちの中平麻衣子と申します。大阪が
誇る中小企業の街、東大阪市に住み続け、前職ではテレビ業界をはじめ、金融、
不動産業界も経験させて頂き、出版業界は初めてです。思い起こせば大学生
での就活ではとにかくマスコミ業界に行きたくて、テレビ、新聞、出版、ラ
ジオ…とたくさん受けたのですが、当時はご縁がなく、いまこうしてまた夢
が叶って嬉しく思っています。一日でも早く業界のことを覚えて、みなさま
と一緒にこの出版業界を盛り上げて行きたいと思っております。人生は一度
きり、何事も楽しみながら取り組み、それが周りの方への恩返しに必ず繋が
ると、信じています。好きなことは、映画、雑誌（ファッション誌、カフェ
やグルメが載っているもの）、カメラで写真を撮る、食べに行く（その地域な
らではの穴場を探す）、ゴルフ、ドライブ、ダンス、雑貨 & インテリア屋さ
ん巡り…とキリがなく、かなり好奇心旺盛です。なにか面白いことがあれば、
どんどん誘ってください！今後とも末長く、どうぞよろしくお願い致します。

関西支社を立ち上げました！

記念すべ
き

関西支社社
員

第1号！

ナカヒラ


