小早川幸一郎

Koichiro Kobayakawa

根本輝久

最 近は社 内に「もっとまともな 企 画を考え

「2014 年ブラジ ルＷ杯を現地で見る」と

ろ！」と激を飛 ばしています。企画が悪 けれ

いう野望を抱くぐらいサッカー好きな僕に

ば、編集 や営業の 仕事も正 直無意味 です。

はたまらない時期 がやってきました 。今月

期待をして仕入れ てくださった書店 様には

はＷ杯最 終予選、UEFA EURO 2012、

ご迷惑をかけることになります。目の前の

来月はオリンピックというようにサッカー

仕事をただ頑張るだけではなく、
くたくたに

の大きな大会が盛り上がる時期。その盛り

なるまで 頭を使うこと、そして気 迫のこもっ

上がりに引っ張られて 6 月新刊『世界一 流

た企 画を読 者 へ 提 案できるように仕 事に

のサッカー監督から学ぶマネジメント』もド

努めないといけませんね。

中山直基

Naoki Nakayama

ーンと盛り上がると期待しています 。

都井美穂子

先月、他 の版元営 業マンさんと飲ん だの

いてきます。私の iPhone もアプリがたく

本（日本 人にしか できない 気づかい の習

さん入っているの でよく取り合いになりま

慣）
を展開していて、最近ヒット出てないね

す。はじめは 簡単なゲ ームをす るくらい だ

ぇ。」と言 われ てしまい ました。書 店 の 方
は、
「売れる本があるだけましだよ」
とは言
ってくれるのですが、本当にヒットが欲しい
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橋場優

6 月新刊『 特定の人としかうまく付き合え

フェア企画の提案を始めます
！
a
i
d
e
Crossm
Fair
営業部の中山です。今年の1月から局所的にクロスメディアのフェアを展開していただいた書店さんから、当社の

フェアの飾りパネルなどを評価していただきました。
（これは、営業マンではなく、デザイナーの都井の仕事です。）
フェアのお話をしていて感じたのですが、イベント台のフェアというのは、新規のお客様を呼び込み、常連のお客

様になってもらう大切な販売手法だということです。また、出版社のフェアで、ただ並べただけでは出版社の自己
満足でしかなく、お客様にとっては、全然面白くなく、何も伝わらないかもしれません。

ていて。。。誰でも使える iPhone がすご

いでしょうか。そこで、当社が提案するのは、2つです。

Yu Hashiba

Crossmedia
Fair
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毎月1回
フェアテーマをご提案

Crossmedia
Fair
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りますが、将来何をするのにどれくらいの

がらニヤ ニヤしてしまう完 成度です 。販促

お金がかかる、というライフプランの立て

も一風変 わったことをしようと、総 勢 50

方、考え 方を教えてくれました。あらため

名の販促 プロジェクトを立ち 上げました。

て、人って生きてるだけでそんなにお金が

うちわ配 布、リアル電 車広告… 金を使わず

かかるんだな…。

人を使っていきます（笑）

もうすぐ親の結婚 記念日なので、何かちゃ
んとしたものを贈ろうと計 画中です 。

が、最 近いろん なところで幡ヶ谷 周辺に
住んでいるという方 に遭 遇します。意 外 な
ところでご近 所さんに 出会うと 嬉しいも
のです。 なぜか大 学の同期 や後輩もぞく
ぞく幡ヶ谷周辺に 住み始めていて、 まる
で大学時 代に戻ったかのような錯覚 に陥
っているこの頃で す。変な 格好で近 所を
うろつけ ないのがちょっと難点ですが。

9月から実施計画している
クロスメディアフェア

ました。彼女にとっては仕 事の一環 でもあ

からだ』
（略して「ここさめ」）、手前味 噌な

私は幡ヶ谷という所に住 んでいる のです
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大切なのは、
「フェアテーマの切り口を面白く」、
「店頭飾りを工夫する」ということではな

先日、保 険会社に 勤めている友人に 会い

ないのは、結局、あなたの 心が冷めている

Nanako Uebo

Fax : 03-5413-3141
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険なので 最近は隠してます 。

今月新刊で必ず挽 回してみせると！
！

上坊菜々子

4 スタッフのつぶやき…

ったので すが、い つのまにか文字まで打っ
いのか、 子供がすごいのか。
とりあえず危

今日この 頃です。そこで、ここに誓 います！

Koki Shitamatsu

Mihoko Toi

子供って 携帯やデジカメに すごい食 いつ

ですが、
「クロスメディアさん、ずっと同じ

下松幸樹

Teruhisa Nemoto

Hilight!

小泉千夏

3 月に実施したフェア展開例

フェアテーマは、
『サラリーマンからビジネスマンへ』。

Chinatsu Koizumi

好評だった店頭販促物をご用意し、セット規模も自由

先月の続き。

先月から、提案書をお配りしていますが、ご覧いた

に選択できるようにしました。ベストセラー本を中心

あがり症 の私が舞 台の上や カメラの 前で

だけたでしょうか。毎月、翌月のフェア企画を季節に

に他面展開（6 面各 5 冊など）をして、その他は 1

合ったテーマなどでご提案し、他社版元さんの本（も

点 5 冊積みなど、強弱をつけて展開をしていただく

こんなことをいうと「小泉、 大丈夫か？」と

ちろん自社商品も 1、2 点）をご紹介しております。

のがオススメです。上のフェア写真を参考にしてくだ

心配され そうですが、 俳優・女 優が役に

毎月テーマを決めて展開している書店さんも多いの

さい。

で、少しでもお役に立てればと思っております。

クロスメディアフェアの注文書を今月から配布いたし

演技ができた理由 。それは、 演じている役
の性格が 憑依し別 人格になれるからです。

喰われて 心をなくす ということは良くある
話だそうです。演技をやったことのある人
だけがわかる境地なのかもしれません。

（3 ヶ月坊主にならないようがんばります）

ます。ぜひ、前向きにご検討ください。

