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1 適職、展開の様子

小早川幸一郎

所 属 する経 営 塾の合 宿で、大 分 県を訪れまし

先々月、LINE Payの登録を断念した話をここに

た。これで4 6 都 道 府 県で、残りは徳 島 県を残

書きましたが、年始に今度はPay Payにチャレン

根本輝久

Koichiro Kobayakawa

すのみです。15年前の創業から数年の間は、

ジし、登録を無事済ませ、ついにキャッシュレス

Teruhisa Nemoto

首都圏以外はすべて私の営業担当エリアでし

化を始動しました！といっても、まだ外のお店で

て、そのときにたくさんの街と書店さんにお伺

使ったことはなく、社内のオフィスグリコでしか支

いしました。当時はお金にも時間にも余裕がな

払いしてないですけどね・
・
・。しかし、これを機に

原大士
Daiji Hara

かったので、いかに効率的、効果的に書店を回

6、7年使っていた財布もコンパクトなものに買い

るかばかりを考えていました。大変でしたが楽

替え、T- POINT、Pontaもカードからアプリに移

しい思い出です。あらためて旅行でゆっくりと

行。なんとなくキャッシュレス化の波に乗れてる

各地を再訪できたらと思っています。

風をよそおってます。さらに進化していかねば。

ューしました！DaiGoさんのニコ動も登録中でお

中平麻衣子

ンを顔面キャッチ。目頭のあたりと左目の下と

二人とも楽しく拝見していますが、もしもシリー

Maiko Nakahira

小 鼻の脇がそれぞれ 切れて、左目の瞼が少し

ズで例えるならDaiGoさんは家庭教師希望、あ

体育とか、顔に傷があっても許されそうなので

ズブートキャンプのくだりにハマってます(°
▽°
)

すが、30歳を超えて顔にケガをするとは。。。街

驚いたのが…あっちゃん、なんと誕生日の月日が

で好奇の目にさらされながら何週間も過ごさな

同じでした！
！
！さっそく趣味の（？）星座占いで、同

ければならないなんて、つらすぎる。

じ点と違う点を調べて楽しんでいます。
（笑）

年始に友人の家で飲んだ時、初めて記憶をなく

ノートホリックです。デザインがかわいいとか開

しました。記憶をなくすのがこんなに不安になる

きがいいとか紙質が滑らかとか、罫線が濃すぎ

川﨑彩乃

Shunsuke Kitamoto

のかと実感しました。普段とそんなに変わらな

なくていいとか、そういう好きポイントを満たし

Ayano Kawasaki

Shota Suzuki

たノートを見つけると使う予定もないのに買っ
てしまいます。MDノートは一通り持っています

が１つありました。それはお酒を飲む前に偏頭

し、L!FE、紳士なノート、モレスキン、海外から

痛の薬を飲んでいた、ということです。薬を飲

の輸入ノートなどなど…。メモも日記もスマホ

んですぐお酒は良くないと改めて実感した、お

に入力しているのに、こんなに買ってしまって

正 月でした 。ちなみに先 月のかわら版に書 い

いった い 何 に 使 えば い い の かと頭を 抱 える

た、
「屍人荘の殺人」観てきました！

日々です。

先日初 めて 電 子 で 書 籍を購 入しました 。今ま

書 籍の売 上って、何が決め手になると思 いま

で電子書籍を特に敬遠してきたわけではない

すか？以前、クロスメディアで行った分析によ

長琢也

ですし、電 子で読む事自体には特に抵 抗は無

ると、発売後〜３ヶ月の売上で、その本の最終

Takuya Cho

い ので すが 、モノとして 手 元に 本 が 欲しい自

的な売上が予測でき、その３ヶ月の売上も、発

分にとっては、やはりこれからも本を購 入して

売後〜1週間の売上から大方予測出 来るとい

いくことになりそうです。私は自分が購入した

う傾 向が分かりました 。つまり、ここから導か

本は読み終えると家 族内で読み回せるよう共

れる仮 説の１つは、本の売 上を変 動させる因

用スペ ースに置 いて います 。で すが 、今 回は
モノが無 い 為 それが出 来なかったのも少し寂
しい部分でした。。

しょうか。

戸床奈津美

仕事中くちさびしくなるたび、オフィスグリコに

小 学３年 生の時 、左 腕を複 雑 骨 折して入 院し
たことがあります。ただ、骨 折をしたその日が

松川涼

Natsumi Todoko

課金する日々。しかし最近、健康＆ダイエットの
ため、お菓子断ちをしようと決意。代わりに、脳

小 学２年 生から３年 生に上がる春 休みの最 終

Ryo Matsukawa

と体へのご利益が実証されている 最強のフル

日だったため、僕は一人だけ春休みを１ヶ月延

ーツ ブルーベリーを食べることに。
「お菓子を

長 するという奇 跡を起こしました 。そして 今

食べたくなったらブルーベリー」と置き換え、つ

年、年末年始休暇の最終日に異様な体調不良

いに30日連続成功！この手の習慣化に成功し

に見舞われ病院に行ったところ、インフルエン

たことのない私にとっては大きな進歩です。た

ザと診断されました。結果、年末年始休暇を自

だ最近、気が緩んできたのか、無性にお菓子が

分 だけ１週 間 延 長 するという、小 学３年 生 以

食べたくて仕方ありませんが…。

来の奇跡を起こしました。

』
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首都圏エリア

数 の１つは「 初 速 度 」ということで す 。でも、
「 初 速 度 」を決 める変 数はいったい 何なので

Fax : 03-5413-3141 http://www.cm-publishing.co.jp

千葉）
くまざわ書店 稲毛店 （

鈴木翔太

い量を飲んでたのになんでだろう、と記憶がな
くなる前のことを思い返すと、普段と違うところ

スタッフのつぶやき…

（北海道）
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書店様での展開を
ご紹介します！
大垣書店 高槻店 （大阪）

っちゃんは親戚の集まりとかでトーク披露して欲

2025年・キャッシュレス貧乏

三省堂書店 札幌店

「中田敦彦のYouTube大学」ポチっと登録デビ

しい感じ。
（笑）7つの習慣コヴィ先生のコヴィー
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各地域の

チンの上の棚の整理途中、落ちてきたフライパ

内出血しています。なんだが試合後のボクサー

アメリカのビジネス書トレンド

『

フライパンが顔に直撃してケガをしました。キッ

みたいです。高校卒業ぐらいまでは、部活とか

2

営業担当：岩瀬より

『科学的な適職』 は、発売前から期待度が高かった
書籍です。 内容の面白さや表紙デザイン共に好評をい
ただいております！店頭での展開では思い切って帯を取り
去った並べ方をすることでシックな展開になったり、 鈴木
さんの前著である 『最高の体調』 と一緒に並べることで
ファンを取り込むことに成功しております。 学生やビジネ
スパーソンだけでなく人事 ・ 就活アドバイザー ・ ファミリー
層へも訴求できる、 ポテンシャルのある本です！

関西エリア

営業担当：中平より

梅田へのアクセスも便利な住宅
エリアにある、田村書店千里中央
店。年末年 始 はビジネス書 で
お世話になっております。話題書
で売れ、ビジネスランキング５位
入りも！こちらのお店では2 0 〜
30 代男性がメインで買われてい
るそうです。
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1 月の TOP10
順位

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは編集部訳 ）
（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

Catch and Kill:
Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators

（仮題）キャッチ・アンド・キル：嘘、スパイ、そして略奪者を守る陰謀
著：ローナン・ファロー

Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build
Good Habits & Break Bad Ones

（邦題）ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣（パンローリング）
著：ジェームズ・クリアー

Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids
About Money That the Poor and Middle Class Do Not!

（邦題）金持ち父さん 貧乏父さん:
アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学（筑摩書房）
著：ロバート・キヨサキ

The Age of Surveillance Capitalism:
The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power

（仮題）監視資本主義の時代：
権力の新たなフロンティアにおける、人類の未来のための戦い
著：ショシャナ・ズボフ

Girl, Stop Apologizing: A Shame-Free Plan for Embracing and
Achieving Your Goals (B&N Exclusive Edition)

（仮題）女子よ、謝ることをやめなさい：目標を達成するための不真面目な方法
著：レイチェル・ホリス

The 7 Habits of Highly Effective People: 25th Anniversary Edition

（邦題）完訳 7つの習慣 25周年記念版（キングベアー出版）
著：スティーブン・R・コヴィー

The 48 Laws of Power

（邦題）権力に翻弄されないための48の法則 上・下（パンローリング）
著：ロバート・グリーン

J.K. Lasser's Your Income Tax 2020:
For Preparing Your 2019 Tax Return

（仮題）J・K・ラサーの所得税2020：2019年の確定申告の準備
著：J・K・ラサー

Swing Your Sword: Leading the Charge in Football and Life

（仮題）あなたの剣を振るえ：アメフト、そして人生で先頭を走る
著：マイク・リーチ

ここでは某商社ニューヨークオフィスに勤務するビジネス書大

続いてご紹介するのは、5位の『The Age of Surveillance

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

Capitalism』です。著者は、ハーバード・ビジネス・スクール教

をお話ししていきます。

授のショシャナ・ズボフ氏。
タイトルにもなっている
「監視資本主
義」は著者が独自に提唱した言葉で、デジタルの発展によって人

2月といえばバレンタインですね。日本では女性から男性にチョコ

間のありとあらゆる行動がテクノロジーに監視される未来への

レートを渡すイベントだと思いますが、アメリカでは男性から彼女

警鐘を鳴らしています。デジタルと人類のこれからについて知り

や奥さんなど、親密な関係の女性にプレゼントを贈ることが中心

たい方にオススメです。

「 棚 の 奪 い合 い」に
た
け
100 年をか
勝ち 残 るのは誰か？
本書では小売・メーカー、ECで今まさに起きているイノベーションを伝えつつ、
「 およそ5年後の近未来」を予測します。

小売系、
デジタル系企業の多い地域での展開
昨年11月に発売し、3か月目で4刷に到達いたしました。すでに300冊以

累計

上売っていただいているお店もあり、じわじわご注文が増えている書籍

300

冊
売れています！

です。本書のテーマは「買い物」。5年後の2025年、買い物環境はどう変
わっているのか。商品をお客様に届ける身として興味がそそられる内容
担 当 営 業 原 より

StrengthsFinder 2.0
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です！発売直 後は小売系、デジタル 企 業に強いお店で売れていました

が、P OSデータを分析してみると、都市部 以 外のお店でも最 近 動きが

でてきています。
「 買い物」という全国津々浦々、誰もが当たり前にやっ
ている行為が変化している。きっとそういう流れを読者の皆さんが感じ
ているからこそ、この本に目がとまるのかもしれません。
是非一度、ご展開の程よろしくお願いいたします。

、
今
む
進
が
化
ス
レ
ュ
シ
ッ
ャ
キ

需要がある本!
地方・郊外店からしかけのご注文が続々きています!

です。プレゼントもチョコレートだけでなくバラの花束など、日本
人からすると少し照れくさいものを贈るのがアメリカのバレンタ

最後に紹介するのは、10位の『Swing Your Sword』です。著

イン。男性読者の皆さんも、今年のバレンタインは日頃の感謝を

者は、アメリカンフットボールのコーチとして率いていたチームを

込めてプレゼントを贈ってみてはいかがでしょうか。

全 米 2 位に導 いたマイク・リーチ氏 。ロースクール 出 身という

それでは今月もランキングを見ていきましょう。

異色の経歴を持つ著者だからこそできた、型破りなコーチング
メソッドを学ぶことができます。
ドナルド・トランプ大統領も絶賛の

まずは、2位にランクインした『Catch and Kill』です。著者は、

1冊で、
コーチングに関心のある方はぜひ一読してみてください。

ジャーナリストのローナン・ファロー氏。日本でも話題になった
「 # M e T o o 」運 動の立 役 者でもあります。ファロー氏は、ハリ

今月も注目の3冊をご紹介しました。
『 ストレングスファインダー

ウッド大 物プロデューサーの性 的 虐 待を暴 いた 記 事によって

2.0』や『7つの習慣』などベストセラーも多くランクインしていま

ピューリツァー賞を受賞しましたが、
この本ではその経緯が鮮明

すので、そちらもあわせてチェックしてみてください。

に描かれています。まるでスパイ小説を読んでいるような雰囲

それでは、次回のランキングをお楽しみに！

気でも楽しめる１冊です。

先生

キャッシュレス決済

現金

横山光昭

電子マネー クレジット

ついつい
使いすぎてしまう

見えないお金 を

視える化する！

その
方法を 横山先生が初めて体系化しました。
『

』
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