サラリーマンを ビジネスマンに

小早川幸一郎

Koichiro Kobayakawa

根本輝久

会社の近 所に国立 能楽堂がありますが、ま

た。以前から辞書攻撃というサイバー攻 撃

こかで観 たことがあるので すが、寝てしま

にさらされ、メー ルの送受 信ができなくな

ったのでよく覚えていません… 先日、友人

る度にサーバーを再起動したりと、かなり

の紹介で 狂言師の 方とお会 いしたときに、

困っていましたが、やっと解決して 開放感

寝ない方 法を聞い たら、「わかりやすい演

でいっぱいです。
とはいえ、せっかくのＧＷ

目を選ぶこと」「演目の 時代背景を知って

1 書店の皆様へのお知らせ

先月、甥の入園 祝いに「しごとば」
という人

きたいと思う今日この頃で す。

気の絵本 のスカイツリーバ ージョンをプレ

しかしながら、土日の 2 日とも天 気がいい

ゼントしました。開 業までに 係わった 沢 山

日がないと思うのは気のせ いでしょうか。

の人の働く様子が 事細かに 描かれて いま

雨は、キャンプも行けないし、本の 売り上

す。全てを理 解することはできなくても、絵

げも下がるので、5 月はいい 天気を期 待し

を隅々まで見て楽しんでいます。ただ、一
緒に読むと「これなに？」という質 問攻めを

先日、転 職活動中 の友人に会いました。老

ーン」ですが、何とか続 いています。マジメ

舗の大企 業に就職しましたが、今は別の 新

に読んでみると、あらためてビジネス書っ

しい目標に向けて 勉強して います。私の友

ておもしろいなぁと感じます。

人という狭い範囲 だけで見ても、仕事の目
標・課題 はさまざま。
この仕事をしてい た
たり、力になれ たりすることがあるかも…？

『僕は友 達が少ない』。
このタイトルのセン

と、想像するとちょっと楽しいで す。

スに感服 いたしました。

上坊菜々子

Nanako Uebo

GW に京都旅 行に行ってきました。京都
は個性的 な本屋が 充実して いるイメージ
があり、中でも前 から 行 ってみた かった
恵文社という本屋 さんに行 ってきました。
「世界で 最も魅力 的な10 軒の本屋」に選
ばれてい るらしく、きれいな 本がたくさん
置 いてあって 夢のようでした。友 達 が 一
緒にいた ので自粛しました が、次は 1 人
で行って 、心ゆくまで過ごしたいで す。

小泉千夏

Chinatsu Koizumi
自分があがり症だったということを最近思
い出しました。
まず、人前で話をするのが苦
手です。
また、自ら人に声を掛けるのも得 意

今回ご紹介した POP 術に共通していることは「親近感」という

られる世の中になりましたが、お客様が求めているのはグローバ

時代はミュージカルや映画 撮影をやってい

の講義を通して学んだことを念頭に、書店員様と一緒に売り場を

ました。あがり症なのにどうしてそんな大胆

盛り上げていければと思っております。
（小泉）

いと思います。

るので、
一つひとつ紹介していきます。

情報化社会が進み、いつでも・どこでも・手軽に情報が手に入れ
ルな情報ではなくて、ローカルな事実なのかもしれません。今回

その理 由は来月 のかわら版でお答 えした

書店の皆様にもお伝えしていきたいと思います。
大きく分けて 4 種類あ

言葉だと思います。

ではありません。そんな私 ですが、 大学生

なことができたのでしょうか…？

そこで、明日にでもすぐ使える POP 術を伝授していただきましたので、

売 り 手 が 一 人 の 人 間 と し て︑
本音で語ること

ら、いつかその中 の誰かと一緒に仕 事をし

『俺 の 妹 がこんな に 可 愛 い わけ がない』

すことが、
今後の営業マンには必要なことだと教えていただきました。

包み隠さない﹁本
音﹂に共感させ︑
お客様との距離を
近づける成功例

で初めてライトノベルを読みました。

具体的な情報
を表面化する
こ と で、
購買意欲を刺激
。ランキング好
きと
同じ心理。

売れ筋商品の紹介だけでなく、
商品がより売れるような工夫をつくり出

今回講義していただいた齋藤孝太さんの著書です。
お金をかけずに、店内でお客さんの心を動かして、
売上アップ！
『衝動買いしてもらう 21 の法則』
齋藤孝太（著）
クロスメディア・パブリッシング

本音

なお、ビジネス書ではないのですが、人生

リアル感のある情報︑そこにしかない
情報を提供すること

先月開始した「1 日 1 ビジネス書キャンペ

Yu Hashiba

身近な事実

橋場優

して、
トップレベルの営業マンになるべく講義をしていただきました。

同じ立場

Koki Shitamatsu

http://www.cm-publishing.co.jp

4 月上旬、マーケティングのプロフェッショナル齋藤孝太先生をお呼び

自分と立場が同じお客様の声
を届けること

かわすのが大変で す。
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たいところです。
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暖かくなってきた ので、キャンプにでも行

Mihoko Toi
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節
季
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時代の空気を反映した旬のキーワード
創りを行うこと

都井美穂子

3 編集日誌／斎藤塾
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奥深い！トップ営業の POP 術？！ by小泉

誰にぶつければい いのやら……。

楽入門』
という本で勉強しています 。

2 アメリカのビジネス書トレンド

page

クロスメディア・パブリッシング 〒150-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-20-3 東栄神宮外苑ビル Tel : 03-5413-3140

を２日間も費やす 羽目になったこの 怒りは

おくこと」と教えてくれました。
さっそく『能

Naoki Nakayama
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ＧＷに会 社のサー バーの引っ越しをしまし

だ一度も足を運んでいません。能は一度ど

中山直基

クロスメディアかわら版

Teruhisa Nemoto
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アメリカのビジネス書トレンド
BARNES & NOBLE BOOKSELLERS
順位

タイトル

4月のTOP10
邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

1

Outliers:
The Story of Success

（邦題）天才！成功する人々の法則（講談社）
著：マルコム・グラッドウェル

2

Breakout Nations:
In Pursuit of the Next Economic Miracles

（仮題）次にでてくる国家：経済の奇跡の追求の中で
著：ルチール・シャルマ

3

Live the Dream: No More Excuses

（仮題）夢に生きよう：もう言い訳はしない
著：ラリー・ウィンタース

4

White House Burning: The Founding Fathers,
Our National Debt, and Why It Matters to You

（仮題）炎上するホワイトハウス：
建国の父、我が国の国債、そしてなぜあなたにとって問題なのか
著：シモン・ジョンソン

5

The Compound Effect:
Jumpstart Your Income, Your Life, Your Success

（仮題）複合された効果：収入と人生と成功の日々をよみがえらせる方法
著：ダレン・ハーディー

6

Smart Trust:
Creating Prosperity, Energy, and Joy in a Low-Trust World

（仮題）賢い期待：信用できない世界で、幸運、チカラ、楽しみを生み出そう
著：スティーブン・コヴィー

7

EntreLeadership:
20 Years of Practical Business Wisdom from the Trenches

（仮題）
リーダーシップ入門：
２０年の前線で得た、実践的なビジネスの知恵
著：デイヴ・ランセイ

8

The Price of Civilization:
Reawakening American Virtue and Prosperity

9

Truth and Consequences:
Life Inside the Madoff Family

（仮題）真実と成行き：マドフ一家の中の生活
著：ローリー・サンデル

Reckless Endangerment: How Outsized Ambition,
Greed, and Corruption Led to Economic Armageddon

（仮題）無鉄砲な危険：特大の熱望、欲、堕落が経済のアルマゲドンへ導く
著：グレッチェン・モーガンソン

10

(仮題）文明の値段：復活するアメリカの美徳と繁栄
著：ジェフリー・サックス

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

来 とは、60 年代後半から日本車の台頭を受け自動車産業が廃

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

れてしまったことの比 喩です。ブラジルは鉄 鋼 業が盛んで、

ししていきます。

2050 年には GDP が世界 5 位になると言われている国なの

５月といえばゴールデンウィーク。
悲しいことにアメリカに GW は

で、この予測はどうも気になってしまいますね。
３位の『Live the

ありませんが、11 月には「Thanksgiving Day（感謝祭）」の連

Dream』は、若いころ洗車で食い扶持を保っていた著者による、

休があります。
お盆のように実家に帰る人が多く、楽しみにしてい

夢を実現するために必要なエッセンスを教えてくれる本です。

る人も多いです。連休が嬉しいのは変わりないですね。

「成功した人生を送りたいけれど、お金ないし…」
なんて言い訳は

それではさっそくランキングを見ていきましょう。

おしまい。葛藤の道中にあっても 夢を叶える方法 を、彼の経験

１位は『天才！成功する人々の法則（講談社）
』
。
日本にもファンの

に基づいて紹介しています。
７位の
『EntreLeadership』
は、
リー

多いグラッドウェルの著書のひとつです。著者は、成功 というの

ダーとしてのあるべき姿を指南するというより、会社や組織が理

は自身の努力だけではなく、彼ら自身の 身の回りの影響 が大き

想の方向に進んでいくためにリーダーであるあなたがするべきこ

いと指摘しています。２位の『Breakout Nations』は、いま現在

とを、順序立てて実務に沿った形で紹介しています。
「チームメイ

大きな期待が寄せられている BRICs の次に躍進する国と、そう

トを激励し、彼らがすることを愛しなさい」
「チームを統一し、すべ

思われる理由を予想・紹介した本です。いったいどの国が成功

てのゴシップを辞めなさい」…小手先のリーダーシップ論ではな

を収めるのかを予想するために、彼が持つルールや着眼点をわ

く、私たちが根っこから変わる必要を感じさせる内容になっていま

かりやすく解説しています。例えば、
「リオで高値のカクテルが売

す。今月のランキングは、大小様々な視点で身の回りを見つめな

られているのは、デトロイトの再来のしるし」
など。デトロイトの再

おす本が多く並びました。来月のランキングをお楽しみに！

Vol.44 2012.5

クロスメディア営業日誌
編集部の下松（シタマツ）です。
何を書くか迷うのですが、僕がクロスメディア・パブリッシングに入ったのは 2007 年の 6 月、大学 2 年生のときでした。
ということで、
あれから５年……本日は、本づくりの現場を見る中で驚いたことをいくつかご紹介いたします。

本は「企画」→「執筆」→「編集」→「入稿」という大まか
な流

れがあるのですが、本の編集には Adobe の「インデザ
イ

ン」
というソフトを使います。雑誌もこれを使うそうです。

インデザインを動かすのは、Windows ではなく、Mac が
基本だそうです。
Mac は今でもほとんど操作できません。

これは当社だけかもしれませんが、とにかく粘り
ます。期限ギリ
ギリまで見出しを考えたり文の表現を直したりしてい
ます。

際やってみると最 悪で
徹夜 仕事に憧れがありましたが、実
いし……。
胃腸の調子は悪くなるし、眠いし、寂し
す。

ということで、昨年からは書店営業も担当させて頂くことになり、本をつくる難しさというのを一層感じています。
一点一点を大切に、丁寧な編集を心がけていきたい所存です。

斎藤塾
仕掛け売り講座 2

第４回

〜書店発ベストセラー Vol.2 〜

最初のステップはわが社での実績作りです。仕掛け売りで効果

るという情報が伝えられました。大阪には仕掛け売りの得意な店が

の出やすい店に大きな部数を投入して、拠点中心に売り伸ばす戦

数多くあります。関西駐在の社員が営業部長の10万部計画を耳に

術を採用しました。過去に仕掛け売りで実績のある4店舗に各100

し、関西エリアで仕掛け売りの強い書店に積極的に働きかけ、話

冊、その他の店には販売力に合わせた部数を投入して、全店で

に乗ってくれた書店で勢いが強くなっているということでした。

530冊仕入れることにしました。7月4日、注文書を出版社に送り、

渋谷ではその後もよく売れ、ビジネスベストテンの第一位を5週連

100冊ずつ投入する4店舗には、
ＰＯＰとパネルも一緒に欲しいと

続で取り続けました。そこで、営業部長と相談して次のステップに

いう手紙もつけました。
「全店で平均的に平積みして売るよりも、い

移行していただくことにしました。知り合いの書店担当者を紹介

くつか拠点を作り、そこで集中的に販売した方が全体的には良い

し、渋谷のデータを持って営業に行くよう促しました。

数字が取れる。拠点として選ぶ店と担当者を見誤らなければ、必ず

「関西方面でのデータも提供して、訪問した店からまとまった注文

成功する」

をいただきました」と営業部長が報告してくれました。7月の後半

これが経験から編み出した本部商品担当としての私の売り伸ばし

から8月末までの約１ヶ月半、全店で637冊の実績が作れました。

のスタイルでした。7月12日に商品が搬入され、7月末までに渋谷

他社への営業展開では、横浜で大きな効果が現れたようです。著

で68冊売れ、仕掛け売りの効果が出ました。多摩センター28冊、

者のセミナーが近くで開催され、そこからのまとめ買いもあったそ

橋本駅23冊、新宿は独自に仕掛け売りを始めたようで20冊でし

うです。関西地区の実績が波及して東京の支店で仕掛け売りをし

た。全店合計で230冊売れ、20日間で約43％の消化率、いいスタ

て、ベストテンの第一位を数週間連続する店も現れてきました。

ートが切れました。そのころ、営業部長から関西でも活発化してい

（次回につづく）

啓文堂書店神田駅前店

齋藤敬司

