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の方はこちら 03-5413-3140（橋場）までご連絡ください！
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アメリカのビジネス書トレンド
BARNES & NOBLE BOOKSELLERS
順位

6月のTOP10

タイトル

クロスメディア営業日誌

こんにちは、営業の小泉です。書店営業をはじめて半年が経ちました。お店に足

が多かったので、弊社のベストセラー本のひとつでもある「日本人にしかできな

を運び、書店員さんと話をしていく中でたくさんのことを学ばせてもらっている

い『気づかい』の習慣」を例に、実際に店頭で行っていただいた展開の仕方をご

毎日です。そんな中、
「他の書店の展開例を見てみたい」という書店員さんの声

紹介をしたいと思います。

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

1

How Excellent Companies Avoid Dumb Things:
Breaking the 8 Hidden Barriers that Plague Even the Best Businesses

（仮題）いかに優秀な企業がマヌケなことを避けているか：
最高のビジネスをも悩ませる、8つの隠れた障害物を壊していく
著：ニール・スミス

2

Twilight of the Elites: America after Meritocracy

（仮題）エリートたちの終末期：実力主義のちのアメリカ
著：クリストファー・ヘイズ

3

StrengthsFinder 2.0

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：
トム・ラス

4

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

5

Now, Discover Your Strengths

（邦題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう
（日本経済新聞出版社）
著：マーカス・バッキンガム

6

End This Depression Now!

（仮題）今すぐ不況を終わらせろ！
著：ポール・クルーグマン

7

It Worked for Me: In Life and Leadership

（仮題）私はそれでうまくいった：人生とリーダーシップの中で
著：コリン・パウエル

8

The Price of Inequality:
How Today's Divided Society Endangers Our Future

（仮題）不平等の値段：今日の分断された社会が我々の未来を脅かす
著：ジョセフ・スティグリッツ

9

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

（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・コリンズ

Unintended Consequences:
Why Everything You've Been Told About the Economy Is Wrong

（仮題）予想外の結果：なぜ経済について語られたことは間違っているのか
著：エドワード・コナード

10

開例
書籍展
！
大公開

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

経てアメリカ人が 組織 というものを信頼しなくなり、
かつて尊敬

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

されたエリートと一般市民との関係がボロボロになった今、 エリ

ししていきます。
『4th of July』
をご存知でしょうか。
これは、アメ

ート たちはどう生きていくべきなのかを根本からひっくり返す奇

リカの独立記念日のこと。
この時期は各地でパレードやバーゲン

抜な解決策を紹介しています。6 位の『End This Depression

セールがあるので、アメリカ人にとって大事な商戦期のひとつで

Now!』
でグルーグマンは、もし政府が財政支出を拡大すれば、資

もあります。記念日にはワシントンで打ち上げ花火をあげ盛大に

源・才能・知識に恵まれた先進国は迅速かつ力強く復活するポ

お祝いするのですが、一度は行ってみたいものです。
それではさ

テンシャルがある、と説いています。昨今の緊縮財政はむしろ逆

っそく今月のランキングを見ていきましょう。

効果であり、とにかくお金をつかって景気を回復させたのちに借

1 位 は 6 月 の 新 刊、ニ ー ル・スミス の『How Excellent

金を返せばいいのだ、という持論を持っています。10 位の

Companies Avoid Dumb Things』
。企業の大幅な実績向上

『Unintended Consequences』は物議を醸した本。
アメリカで

を 20 年に渡り先導してきた著者が、優れた企業をつまずかせる

急速に拡大している収入格差は、経済がよい方向に向かっていく

隠れた 8 つの障害物 を明らかにする、といった内容です。
どう

証拠であると断言しているのです。国民の数％にあたる超富裕

して優秀なリーダーがつまずいてしまうのか。
それは、論争を避け

層があらゆる革新的な製品・サービスを開発・改良・投資する

る、時間の使い方がヘタなのに何もしない、変化を怖がるなど、

からこそ、その他の一般市民が恩恵を受けるのだ、と理由付けし

人々が面倒くさがってしまうことにある、と彼は指摘しています。

ています。
まさに 予想外の結果 ですね。今まで微塵も考えもし

2 位の『Twilight of the Elites』は人差し指を立てた青い手が

なかったモノの見方を紹介する本が売れているみたいですね。

真っ赤なパッケージに映えるどぎついデザイン。
この本は、不況を

それでは来月のランキングをお楽しみに！

斎藤塾
仕掛け売り講座 2

第6回

〜書店発ベストセラー Vol.4 〜

2008年4月に刊行した同著者の作品から再びタイトルに「９

したのだろうと考えています。担当者も関西方面や横浜、渋谷、

割」という文字を入れたところ、最初の作品と同じような売れ行

新宿などの主要な店で、200冊から300冊単位で仕掛け売りを

きになりました。次に刊行された作品にも９割の文字が入ってお

提案し、実施することができたと話していました。1店舗当たりの

り、これも順調に売れていきました。10万部計画から3年が経過

仕掛け売りのロットが大きくなると売上が加速します。この書店発

した2009年秋、その後も継続出稿している半五段の新聞広告

ベストセラー作りのポイントは拠点での影響力のある強い実績作

に、
「人は話し方で９割変わる」42万部、
「女性は話し方で９割変

りでした。40万部以上になった根拠として見逃せないのは、10

わる」45万部、
「子どもは話し方で９割変わる」22万部という数

万部計画が達成した次のステップで、取次での評価が高まりＳＣ

字が踊っていました。

Ｍ銘柄に選ばれたことです。これはある種の責任販売制の売り方

「９割シリーズ」3点合計でミリオンセラーとなったのです。10万

でもあるので、基本的に返品がなく、少ないロットで多くの書店に

部計画を始めた時点ではミリオンセラーという言葉とは無縁でし

搬入され確実に売れていきました。

たが、3年後に3点合計で100万部突破とは、まさに「事実は小説

書店員を巻き込んで仕掛け売りの拠点をつくり、そこで影響力の

より奇なり」という言葉を思い起こさせられました。仕掛け売りで

ある強い売上を作り、その売上データに基づいた営業で仕掛け

効果の出やすい店と、仕掛け売りの好きな担当者のところに、充

売りの広がりを作る。売れていることが理解できる新聞広告を出

分な量の商品を送り込むと彼らは売りまくります。渋谷のデータを

し、FAX通信とともに仕掛け売りの全国的な展開を作りだす。こ

他店の担当者に見せると、仕掛け売りの輪がどんどん広がってい

のストーリーは齋藤塾の書店発ベストセラーづくりのビジネスモ

きました。こうして全国各地に拠点が作れたことが、成功をもたら

デルとなりました。
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