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スティーブ・ジョブスが「人は形にして見
せて貰うまで自分は何が欲しいのかわか
らないものだ」と言っていますが、人は自
分が欲しいモノはわからなくても、自分が
欲しいコトはわかっていると思います。お
客様の「ニーズ」や「ウォンツ」だけではな
く、悩みや課題を解決するヒントとなる「ソ
リューション」を、本を通じて提供できる会
社に変わるよう日々勉強中です。

あまり、一人で外で食事するというのが得
意ではないので、出張しても地元のおいし
い料理というのを楽しんでいませんでし
た。先月、初の博多に出張してきて、初め
てご当地グルメを楽しんできました。
「ゴマサバ」という刺身と「長芋の鉄板焼
き」です。東京では食べたことがなかった
のですが、とってもおいしかったです！

本づくりには読書だ！ ということで、最近
「１日１冊ビジネス書キャンペーン」を開催
中です。一人じゃ続かないと思ったので、
無理やり学生スタッフ たちも巻き込み
「20代は質より量だ！」とわけのわからない
ことを言いながら継続中です。と言いつつ
まだ10冊目なのですが…言いだした手前、
最低半年くらいは続けたいと思います。

春は別れの季節ですね。今月だけで別れ
が 3 つ 4 つ押し寄せてきました。子供の
頃はのんきに別れを見過ごしてましたが、
大人になると結構しんみりしちゃいます。
でも、お別れの時に手紙を書いたりもらっ
たりするのっていいですよね。技術が進
歩しても、アナログでしか伝わらないこと
が通用する世の中であってほしいです。

春といえば桜。桜といえば花見ですが、私
は夜桜派です。暖かい陽気に包まれなが
ら、主役の桜をそっちのけでバドミントンや
らフリスビーをして、賑やかに過ごすお花
見も好きですが、人気のなくなった公園や
川辺で、月明かりに照らされながら散って
ゆく花びらを見つめるのも捨てがたいもの
です。会社でも花見に行くらしいので楽し
みです。

通っていた大学のそばに桜並木があり、毎
年桜が満開になる頃には花見客で賑わい
ます。時々学生に紛れて、パリッとしたス
ーツを着た通勤途中のおじさまが、桜並木
の真ん中で真剣にケータイのカメラを構
えている姿も見られ、なんだかすごく和み
ました。桜も好きですが、桜に集まる人を
眺めるのも好きです。春ですね。

天才舞踏家の率いるドイツの舞踊団のダ
ンス・ドキュメンタリー映画が公開してい
たのですが、数少ない日本人ダンサーの１
人として友人のお姉さんが出演していまし
た。どんなものか全く想像できませんでし
たが、普段の生活では絶対に触れること
のない世界です。海外のそれも超一流の
人材の中でがんばる人が身近にいるとい
うだけで、とてもいい刺激になりました。

ようやく4月になりました。冬の間ずっと眠
っていた僕のチャリンコもそろそろお目覚
めの時がやってきたようです。チャリで会
社に行くときは、代々木公園の中を通り抜
けるのですが、天気のいい朝は本当に気
持ちいいです。ただし、小田急線の踏切に
捕まらなければですけど……。ひどいとき
は上り下り合わせて6本ぐらい通過します
……。

学校では教わっていない、言
葉づかいや仕事・ビジネスの
基礎知識を、社会に出て失敗
する前に勉強しようと思ったか
らです。どの本も読みやすそう
だったのも理由のひとつです。

仕事は結果が出ると一層楽し
くなる。みんな、結果を出して
楽しく働ける人になってほし
い。楽な道ばかりではないけ
ど、少しでも早くそんな人に
なれるようにと選びました。

「なんでこんな常識的なこともわからないんだ…」と、多くの上司は新入社員に対して思い、「いちいち細かいことを言って、うるさいなぁ
…」と、多くの新入社員は上司に対して思うのが本音のところ。これらの上司と新入社員の齟齬をなくすためには、本を通してお互いの
立場と考えを理解してもらうのが良い方法です。言いにくいことを本に言ってもらったり、聞きづらいことを本で知ったりと、コミュニ
ケーションツールとして本は便利です。ただ単に「新入社員フェアー」を行うのではなく、考えさえすればいろいろな切り口のフェアー
ができると思います。自店とお客様に合った独特のフェアーに店頭でお目にかかることを楽しみにしております！（小早川） 
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BARNES & NOBLE BOOKSELLERS 3月のTOP10

Business book trend of the United States

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。

４月に入りましたね。ニューヨークでもこの時期にさくらが咲きま

すが、日本に帰りソメイヨシノが並ぶ川沿いを散歩したいなあと

思います。今月のランキングを見ていきましょう。昨年10月の発売

から不動の１位であった『Steve Jobs』は今月2位となりました。

今月の1位はチャールズ・ドゥイックの『The Power of Habit: 

Why We Do What We Do in Life and Business』。著者は

『New York Times』のビジネスリポーター。この本は、あらゆる

パターンの思考法にフォーカスし、それらを根本的に改善するこ

とで、ビジネスや人生において成功を収めることを目的としてい

ます。「なぜ習慣は存在するのか」「悪い習慣はどうすれば変えら

れるか」といった疑問を解決し、世の成功者たちがどんな習慣を

持っていたかという例まで紹介しています。５位の『Why 

Nations Fail』は、貧富や衛生環境の善し悪しの差は、政治的・

経済的な組織によって生まれる、と説いた本です。乾燥地域の多

いアフリカにおけるボツワナの発展や、韓国と北朝鮮の差を見れ

ば、多くの人の「生活水準の差は文化・気候・地理によって生ま

れる」という考えは間違っている、と言っています。８位は成功哲

学の祖、ナポレオン・ヒルの『Think And Grow Rich』。1937

年初版、世界で7000万部を売り上げたこの本は、人生がうまく

いくために必要な考えとテクニックを紹介しています。出てくる言

葉は「決断する」「諦めない」「強い意思を持つ」とシンプルなもの

ばかり。しかし、成功者たちが何にもがき、克服・成功してきたか

を提示しているので説得力が違います。１０位は『ヤバい経済

学』。『Freakonomics』は、 “Freak（風変わりな）”と、“Econo-

mics（経済学）”を合わせた造語。”Rogue Economist（悪ガキ

経済学者）”がありとあらゆる物事の裏側を暴いちゃうぞ！ という

内容。「拳銃とプール、どちらが危険？」「先生と力士の共通点

は？」など、奇抜な問いかけから始まり平凡な知恵に帰納していく

理論はまさにヤバいです。今月のランキングも、成功者のノウハ

ウを紹介する本が多く並びました。どの国でも、成功したい人は

勤勉なのでしょうね。来月のランキングをお楽しみに！

　2006年6月30日。某出版社の営業部長と担当者の二人が私を

訪ねて来ました。二人は「人は話し方で9割変わる」の売り伸ばしの

相談をしに来たそうです。

「1月発行の新刊ですが、地味ながら良く売れています。取次に頼

んで再配本をしてもらいましたが、返品はほとんどありません。前

任の担当者にも注文をいただいています」と彼らは力説しました。

データを検索すると5月7日に注文履歴があり、主要店に10冊、そ

の他の店に5冊投入されていました。全店で182冊の仕入で64冊

の売上でした。この数字ではどうすることもできません。すると、

「札幌の書店でベストテンの3位に入っています」と営業部長がコ

ピーを出してきました。それを見て私は何かを感じました。その札

幌の書店にはなじみがあったのです。3年連続ミリオンセラーを作

ったある出版社の担当者が、「特別な売り方をするわけではないで

すが、売れる作品は確実に売る店です」と教えてくれたことがあり

ました。彼はまた、「その店のデータを基準にして全国的な売れ行

きを予測して、重版の部数を決めました」とも話していました。営業

部長の出したコピーは信頼できるデータで、売れそうだと素直に

感じました。新書は毎年ベストセラーが生まれているし、ミリオンセ

ラーも頻繁に生まれています。ベストセラーになると長期間売れ続

ける傾向があるので、販売部数も大きくなります。前任の担当者の

投入冊数は平板な数で、売り伸ばしを強く意識した形跡は感じら

れませんでした。

私はしばらく考え、「特定の店で実績を作り、その店のデータをも

とにして、仕掛け売りの書店を増やす営業をする。仕掛け売りの書

店を全国的に増やすことができれば10万部が可能ですよ」

と１０万部計画を二人に持ちかけました。新書は10万部が達成で

きれば書店の扱いが変わって、棚を確保する良い機会になります。

これまで売れ筋の本を発掘して、何度か書店発ベストセラーを経

験したことはありましたが、ベストセラーを作るぞ！と宣言して仕掛

け売りを始めるのは初めてのことでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  (次回につづく）
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StrengthsFinder 2.0

本の売り方を考える。

3

春の拡販キャンペーンとして、先月末から『日本人にしかできない「気

づかい」の習慣』を売り出しています。

今回のキャンペーンでは、しかけ展開用の棚と「日本人」をイメー

ジできて、春らしいディスプレイ用飾りをセットにして出荷するという

ものです。本書籍は 10 万部を超えて、順調に売れが伸びている

商品なのですが、既に話題書から外れ、元棚からも外れというお店

もちらほら出てきています。

そこで、3 月で一旦リセットして売り方を変えていこうと考えました。

発売当初は、ディズニー本がブームになっており、本書もそこに引

っ張られてサービス、ホスピタリティというジャンルの売れ筋となっ

ていましたが、実はこの本、当社のベストセラー『誰からも「気がきく」

と言われる45 の習慣』の続編的な企画で、自己啓発よりの一般書

だったのです。というわけで、ビジネスマンだけではなく、多くの方

の目に触れる機会を増やしてももらうために棚セットのご提供という

キャンペーンを始めました。実際、キャンペーンの効果でさらに売

り上げが伸びており、版元の営業マンとしてまだまだできることが

あると実感しました。今回のキャンペーンの営業で強く感じたのは、

売り方をどんどん提案していこうということです。元棚で動かなく

ても、場所を変えると売れが急激に伸びる商品も存在します。

POP やパネルなどで売り上げがグッと伸びることもあります。ま

た、新刊でヒットが出ていない（他社商品も含めて）なら、ロン

グセラーをさらに手を入れて拡販するということが書店様の売り上

げ増につながるということです。

返品率の抑制やインペナ契約など、書店様は多くの縛りがありま

す。そんな厳しい状況の中で、売れる本をしっかり紹介し、さらに

売り伸ばしの提案をして返品率の抑制にも売り上げにも貢献する

営業をやっていこうと思っています。
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