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先月、山形県出身の同期が、実家から送られて
きたサクランボをおすそ分けしてくれました。そ
の場ではありがたくいただきましたが、実は私
はサクランボが苦手です。ただ、断るのも忍び
ないので苦手であることは告げずに食べまし
た。するとさすが山形のサクランボ、これまで食
べてきたものとは違った程よい甘さで、初めて
サクランボを美味しいと感じました。今まで黙っ
ていたので、この場を借りてお礼を言いたいと
思います。同期の矢作くん、どうもありがとう！

6月22日、大阪城公園の中に"JO-TERRACE 
OSAKA"という施設が出来、今月2回行って
きました！\(^o^)/カフェ、レストラン、スポーツ
施設などがあり、わたしは友達と晩ごはん。二
階のバーベキューのお店からは天守閣を眺め
ながら食べられる…と「おは朝」でオンエアさ
れていましたが予約取れず…恐るべし「おは
朝」効果。緑が多く開放的な気分で楽しい時
間を過ごせました！まだの方はぜひ★

新宿歌舞伎町に国内最大のVR(バーチャルリ
アリティ)施設「VR ZONE SHINJUKU」が
7/14にオープンしたそう。気になって調べて
みたら体験できるVRアクティビティには、マリ
オカート・エヴァンゲリオン・ガンダム・ホラーの
脱出病棟Ωがあって、私はエヴァンゲリオンを
体験したいなあと！エヴァの操縦ができる日が
来るなんて…体験した人のブログを読んで期
待に胸を膨らませています。

夏ですね！ 植物がよく育つ時期がやってまいり
ました。我が家の朝顔も、すくすくつるを伸ば
しています。が、一週間の旅行で留守にしてい
る間に室内のバジルがカラッカラに立ち枯れ。
暑さと乾燥に強いサボテンとガジュマルは無
事でした。植物は一つ一つ好きな場所も、気温
も、湿度も、風通しも違うので10種類の植物
には10通りの手入れ法が必要。人と一緒で、
同じハーブでも一株一株個体差があります。
何かを育てるというのは勉強になりますね。

私、眠くなるとハ行で話すようになります。「は
ぁ」「ひえ～」「ふーん」「へぇ～」「ほう」。最後
3つなんてほぼ一緒ですね。最近困ったこと
に、夜8時を過ぎると全く頭が回らなくなってし
まっています。この“8時以降ボキャ貧問題”に
ついて、友人からは「おばあちゃんじゃん」と至
極真っ当な評価。この友人、皮肉となるとたい
へん機転が利き、「ていうか興味ない話にはア
行で返事してるよ」「あー」「いや～？」「うー
ん」「え～」「おぉー」。うっ、バレてたか…。

先日、知人からカブトムシを雄雌2匹もらいま
した。うちの長男はこれまで朝顔、青虫、カマ
キリ、ザリガニ、金魚……と、植物から魚類ま
でことごとく葬ってきた罪深き男なので、最
初は「息子が生き物を飼うのは死刑台のエレ
ベーターに乗せるのと同じです」とお断りし
たら、「いや、意外と生命力が強いので、むし
ろ親が丁寧に育てたら増え過ぎる。知り合い
の家では、戸棚を開けたら脱走したカブトム
シが入ってた」とのお話。まじすか。

甘いものはそんなに食べないのですが、九州
出張に行くと「博多通りもん」は必ず買ってし
まいます。先日セブンイレブンで「ミルク餡ま
ん」という饅頭を買って食べたのですが、これ
が通りもんそっくり！の味で、調べたらセブンイ
レブンは、ご当地の銘菓を模した商品を最近
出しているようです。萩の月、六花亭、阿闍梨
餅など。今までありそうでなかった商品戦略で
すね。ちなみにミルク餡まんは品切で入手困
難のようです。また食べたいのですが…

暑さが本格的になってきましたね。デブ営業マン
としてはこの時期が一番辛い時期ですが、頑張
っていこうと思います！(少し体重が減ってくれる
といいのですが...)そういえば、先日29歳になっ
たのですが、金曜日に地元の友人達に祝ってもら
ったせいか、年甲斐もなく記憶を無くすところか
ら29歳ははじまりました。最近、疲れが抜けづら
かったり、月日が経つのが早く感じてきたりと少
し年齢的な衰えを感じるところもありますが、20
代最後の一年を目一杯満喫したいと思います！

欧州サッカーの移籍市場バブルが激しさを増してい
ます。一番お金が潤沢にあるのがイングランドのプレ
ミアリーグのようで、ビッククラブだけでなく、中堅の
クラブも結構な移籍金を費やし、チームを補強して
います。イングランドに限らず、何十億、百億クラス
の移籍がバンバンあって数年前と比べると高騰ぶり
がハンパない感じです。これがサッカー界だけのバ
ブルならいいですが、世界経済の影響でサッカー界
にもバブルが来ているのだとしたら、また何かの拍子
で弾けてしまうのではないかとビクビクしています。

「ブックオフにクロスメディアの棚があった。す
ごいね」と友人に言われました。当社の本が普
及している証拠なのでしょうが、複雑な心境で
す。出版市場がピークの20年前は、FCの中古
書店は少なかったですし、Amazonマーケット
プレイスもありませんでした。一見、データで
の書籍市場は縮小していますが、実は中古本
や電子書籍の市場を合わせると、書籍市場と
いうのはそんなに縮小をしてはいないのでは
と思っていますが、皆さんどう思われますか？
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書店の
みなさまをお招きして、10万部企画販促計画会議

10万部企画販促計画会議とは？

開催しました! 瀧：コンセプトはふたりでコミュニケーションを取りながら健康に
なること。章の頭に漫画、具体的なポージングにはモデル写真を
使用し解説しています。漫画家さんはモーニングで連載経験があ
るプロの方。展開場所は実用書、「ずぼらヨガ」の隣のイメージで
すが、いかがでしょうか。
書：いろいろな人向けにして中途半端になるなら、女性に振り切っ
てしまえばいいのでは？
書：テーマが目新しいので、より伸びるというより「仲良くなれる」を
押し出したほうがいいかもしれませんね。

古：その日にできたことを書くことで自己肯定感をアップし、目標を叶える
ためのメゾットを手帳にしたものです。東京都のとある中学校のバトミン
トン部で採用され、念願の県大会に進んだそうです。ジャンプスキーの高
梨沙羅さんが使用しているノートも非常に類似しています。ビジネス関連
だと、ダイワハウスやリクシル、リコーで採用されています。
書：目に見える効果は、スポーツや勉強ですね。前作も郊外店でよく売れ
たので、ビジネスではなく育児層に買ってもらう工夫をしてみては？
書：手帳ですが年間スケジューラーではなく、読者自身が日付を記載す
るタイプなんですね。

昨年は本会議にて『鬼速PDCA』が議題にあがり、8万部の大ヒットに！これまでも『自分を変える習慣力』、
『日本人にしかできない気づかいの習慣』などロングセラーが生まれました。毎年書店員さんとの熱い議論を経て、次のベストセラーを世に出しています。

毎年夏に弊社が開催している会
議のことで、10万部突破を狙う本
づくりを目的としています。トピッ
クは書籍企画3点についてで、書
店の皆様から編集・営業・販促に
関するご意見を伺います。

『営業』

『営業』

担当編集：長谷川 担当編集：瀧澤 担当編集：古川
『ふたりストレッチ』

『ふたりストレッチ』

『できたこと手帳』
『できたこと手帳』今回の企画はこの3点 !

担当編集：瀧澤（瀧）／書店員さん（書）

担当編集：古川（古）／書店員さん（書）

長：鬼速の著者の第二作です！野村証券で敏腕営業マン時代に培っ
たメソッドを盛り込んだ骨太な営業本になる予定で、定番書にしたい
です。そのため『営業』という攻めたタイトルにしたのですが、パッケージ
含めいかがでしょうか。
書：直観的に、『営業』というタイトルはあると思いました。ただ元棚に
展開すると売れが限定されるので、エンド台でしかけなど工夫が必要
だと思います。
書：タイトルはわかりやすいけど、『営業』は昔からある本という印象に
なる気もするので、デザインは「イマドキ感」を出せるデザインのほうが
良いと思います。鬼速のファンにつなげた方がいいので、帯コピーなど
にその文言を入れてはどうでしょうか。

担当編集：長谷川（長）／書店員さん（書）

※カバーは変わることがございます。ご了承ください。
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Justice Department Fails to Prosecute Executives』。

作者は、アメリカにおいて報道部門での活躍を認められた人に贈

られるピュリツァー賞を受賞したジャーナリスト、ジェシー・エイン

ガーです。2008年の世界的な金融危機を引き起こしたウォール

街の重役たちがなぜ起訴されなかったのか？ という謎を徹底的

な取材によって解き明かしていきます。金融危機の裏に隠された

アメリカ司法省の臆病さと強欲さに驚くこと請け合いです。

最後に紹介するのは9位の『The Li t t le  Book of  Big 

Dividends: A Safe Formula for Guaranteed Returns』。

作者のチャールズ・B・カールソンは投資会社のCEOを務めてお

り、この本は彼の投資に関する数多くの著作のうちの一つです。

彼は配当金こそが安全で安定した収益になると主張しています。

そして配当金を効率的に得るために、投資に潜む危険や、投資タ

イミングの判断方法などを解説しています。投資について深く学

びたい方におすすめです。

今月は経済に関する本が多くランクインしていましたね。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！

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。

こんにちは！ 8月のNYは気温が30度を超える日が何日もあるの

でとても暑いです……。でも日本よりも湿度が低いので、そこま

で不快感はありません。この時期、休日はセントラルパークの木

陰でのんびりお昼寝するのが私のお気に入りの過ごし方です。

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位にランクインした『Since Yesterday: The 

1930's in America, September 3, 1929 - September 3, 

1939』。1930年代のアメリカ社会をルポルタージュ形式で描い

た作品で、同じく1920年代のアメリカを描いた前作の続編です。

世界恐慌を経て、改革と失速を繰り返しながら第二次世界大戦参

戦へと向かっていったアメリカを克明に描写した好著です。政治

状況だけでなく、ファッション、音楽などの文化も描かれているの

で、アメリカ社会についての理解を深めることができます。日本で

は『シンス・イエスタデイ』というタイトルで発売されています。

8位にランクインしたのは『The Chickenshit Club: Why the 

7月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

（邦題）エキストラバージンの嘘と真実 
　　　スキャンダルにまみれたオリーブオイルの世界（日経BP社）
著：トム・ミューラー

The Chickenshit Club: 
Why the Justice Department Fails to Prosecute Executives

（邦題）シンス・イエスタデイ：1930年代・アメリカ（筑摩書房）
著：フレデリック・ルイス・アレン

Since Yesterday: 
The 1930's in America, September 3, 1929 - September 3, 1939

（仮題）こころの知能指数2.0
著：パトリック・レンシオーニEmotional Intelligence 2.0

The Little Book of Big Dividends: 
A Safe Formula for Guaranteed Returns

（仮題）大きな配当金のための本：保証された収益のための安全な公式
著：チャールズ・B・カールソン

（邦題）ビジョナリー・カンパニー 2：飛躍の法則（日経BP社）
著：ジェームズ・C・コリンズ

（仮題）腰抜け：何故司法省は役員たちを起訴できないのか
著：ジェシー・エイシンガー

StrengthsFinder 2.0
（邦題）さあ、才能（じぶん）に目覚めよう　
　　　新版　ストレングス・ファインダー2.0（日本経済新聞出版社）
著：トム・ラス

Extra Virginity: The Sublime and Scandalous World of Olive Oil

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

（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

Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win

（邦題）自分の小さな「箱」から脱出する方法 （大和書房）
著：アービンジャー・インスティチュートLeadership and Self-Deception: Getting out of the Box

（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・レンシオーニThe Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable

２か月後『もぐら続編』発売、新刊配本７冊。瞬殺！！！重版分から

入荷３０冊。わが店の文庫担当者は出版社に何を語ったのか。何

も語っていないのか。自分が始めた仕掛けではないから売りたい

気持ちはないのか。違うだろう。一ヶ月で３００冊も『もぐら』を

売っているのに。これではしょうもない仕掛け売りのＡ店と同じじ

ゃないか。一か月で８０冊売ればいいと言うのか？そんなさびしい

仕掛け売りなんかしたくもない。所詮、縁がなかったのだろうか、

仕掛け売りをやめろと言うのか、そんな気持ちにされる状況。こ

れは辛い…Facebook に『ねずみ続編』の顛末をＵＰしたら、出

版社の役員が見ていて社内で問題になってしまったそうです。お

蔭でしばらくしたら必要量の入荷がありました。何はともあれ、こ

れで安心して売れます。『もぐら』はノベルスのシリーズ作品の最

初の巻を文庫化したもので、それまでに６作品が刊行されていまし

た。その後残りの作品は２か月おきに順次刊行されていき、翌年

の２月には６作品すべてが文庫化されました。１作目の好調な売上

に引きずられ、各巻ともに好成績を収めましたので、累計では非

常に大きな部数に育っていきました。そして７巻目を文庫書き下ろ

しで新たに刊行することも決まりました。「売れ行きがよくて著者

の気持ちも高ぶって、完結編という意味も持たされたので、筆が

進みすぎて上下２巻になってしまった。おかげで、全８冊合計する

とミリオンセラーにすることができました」K さんがとても喜んで

こんな風に言っていました。「著者はカギのかからないような安ア

パートに暮らしていたのに、印税がたくさん入ったし、他社からの

執筆依頼も増えて、今では『もぐら御殿』に住んでいるというう

わさが広まっている」嘘か真かはさておき、それほど売れたとい

うことです。

ベストセラー斉藤塾　斉藤敬司

仕掛け売り講座　２か月後、続編発売

Vol.12「斉藤塾」

①

②

発売1か月で
4刷1万部
突破！

※販売実績等の詳細情報は
　別途単品注文書が
　ございますので、
　そちらをご確認ください。

6月末に発売し、発売1か月で4刷1万部を突破しました。特に女性が強いお店では週売20冊を超えるようなお店が出てくる
など売れが出ています。本書がどんな内容で、なぜ売れているのかこの場をお借りしてご紹介させていただきます。

しなやかに「生きる」ヒントがここに

❹意外に記入していくのが面白い！

各項目の最後に読者が考えを自由に記入する欄があります。自分
で記入することによる参加型の形式が好評です。

❶読みやすい内容とフランスの格言が好評です

とあるフランス人夫婦との会話から、フランスと日本の働き方や生き
方に対する価値観の違いを学んでいきます。あまり堅い内容ではない
ので、リラックスして自分を見つめ直すのにぴったりな1冊です。各
項目の最初にあるフランスの格言も素敵な雰囲気を演出しています。

❸１項目４ページで気軽に読める

本書は１項目が4ページで完結しているので、電車の中や寝る前の
ちょっとした時間など短い時間に小分けして読むことができます。

❷オシャレな表紙がお客様の目を惹きます

表紙の色がきれいで雰囲気も良く、つい手に取ってしまいたくなる
と好評です。インテリアとして部屋に置きたいというお声も！
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❶ ❹


