小早川幸一郎
Koichiro Kobayakawa

先月で４年間営業を担当させていただいて
いた京王線沿線とお別れになりました。大変
お世話になりました。京王線といえば啓文堂

中山直基
Naoki Nakayama

書店さんのビジネス書大賞。最高は惜しくも
２位でした。夢の１位は後 任の小 泉に託し、
気持ちは 20 代のままですが、現実は学生

僕は啓文堂さんとのフットサルを今後もおじ

スタッフのお父さんと同 世 代ということを

ゃまして楽しみたいと思います。よろしくお

知った最近です。白髪も増え、お腹も出て、

願いします！

フットサルでは息切れし、肉体的には確実

先日、書店の方から同じサービス業としてデ
ィズニーに注目しているということで、色々
お話を伺いました。全面禁煙のディズニーで
タバコを吸うと「申し訳ございません、禁煙

に年をとっていますが、EXILE のメンバー

根本輝久

に自分と同世代がたくさんいるということ

Teruhisa Nemoto
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…」という前に手に持ったタバコを有無を言
わさず奪われる、ポップコーンをばらまいて
歩くと15 分以内に掃除にくる、などなど。サ

を考えると、まだまだがんばれるような気

ービス力の調査のため実際にやって試して

がします（え！）。まずは日焼けと筋トレから

というわけで、ディズニーでま
いるそうです。

始めます。

だまだ売れる本が作れそうな気がしました。

2012.8.10(fri)

ビジネス書勉強会

花火大会

6 月新刊『特定の人としかうまく付き合えな
いのは、結局、あなたの心が冷めているから

都井美穂子
Mihoko Toi

だ』、7 月新刊『知性と気配りを身につける

橋場優

銀座の教え』と続き、9 月新刊『僕たちは知

Yu Hashiba

恵を身につけるべきだと思う』、どの本も会
社の代表作にするつもりで作りました。
（矢
「燃えたよ、燃え尽きた、真っ白 に……」

普段販促物のデザインも担当しているので

吹ジョー）

たちに会うと、子どもの成長の早さに驚か

すが、書店員の方はどういうものを置きた
いと思うのか先月の勉強会で質問させてい

下松幸樹

ただきました。そこで言われたのは、「見た

Koki Shitamatsu

ということでした。目
目より、コピーが大事」

数年ぶりに親戚の家に遊びに行って従兄弟

書店員さん、取次さんを交え、最近の

16 :0 0
18 :0 0

ビジネス書勉強
会

出版業界の動向や弊社の 11 月新刊
について 意 見を交 わしました。読 者
目線に近いご意見を伺うことができ、

18 :3 0

開場

19 :3 0

花火大会開始

（笑）勉強会の詳細を
企業秘密のため

閉場

お知らせすることはできませんが、み

20 :3 0

大変有意義なひとときとなりました。

！

されます。私を見るなり「大きくなったね」と

なさんの期待に応えられるような 11

言っていた祖父母の気持ちが今はよくわか

月新刊を発売できるようにがんばり

ります。小さい頃は一緒に遊ぶといえばテ

ますので、楽しみにお待ちください！

レビゲームか近所の公園でしたが、みんな

立つものを作ることばかり考えていました

大人になって飲みにでも行ったらどんな話

が、やはり何事も大事なのは中身だと気づ

ができるのか、ちょっと楽しみです。

かせてもらえた有意義な勉強会でした。

約40名が参加！ 新たに他の書店員さんやパートナー企業のインプレスコミュニケーショ
『特定の人としかうまく付き合えないのは、
また、
ンズの方も加わり、会場はより賑やかに。
結局、あなたの心が冷めているからだ』の著者の堀田教授も参加してくださいました。
軽食とお酒を囲み、会話を楽しみながら花火が打ち上がるのを待ちました。

営業エリアの再編成があり、いくつかのル
ートを他の営業担当に引き渡しました。「お

上坊菜々子
Nanako Uebo

男でも女でも、「ごはんをおいしく楽しくい

別れ」はいくつになっても苦手ですが、イン
ターネットがあるこのご時世、「この別れが
今生の別れでもあるまいし」と少し軽く考え
を大切にでき
「 今、その瞬間」
てしまいます。

10 年前にうっかり空手道にハマってしま

なくなっている自分に反省…。

い、腹筋割れる程のガチンコな筋トレメニ

っぱい食べる人」が好きです。先月入社した
矢作は、ものすごい気持ちのよい食べっぷ
りで、大学の部活の時を思い出させてくれ
ます。私もごはんが大好きで、食い意地だけ
は旺盛なのですが、最近は自分で思ったよ
りも食べれないことが多くて、悔しいです。
がっつり働いて、がっつり食べる、かっこい
い女性を目指して精進しようと思います。

矢作千春
Chiharu Yahagi

小泉千夏
Chinatsu Koizumi

そして、花火大会も終盤へと差し掛かったところ…

ューをこなしていた時期があったのです

Special Guest としてメンタリストの DaiGo さんが

が、ある日突然何の前触れもなくぎっくり

登場！ フォーク曲げはもちろん、読心術を披露してく

腰に（泣）それ以来、腰が不穏な痛みを発

ださいました。

するといそいそと地元のスパに行き、ジェ
ットバスで揉みほぐすようにしています。
スパに行った日は、血行が良くなるため
か、入眠が早い。やっぱり湯船に浸かるの
って大事ですね。

被験者だった小早川と根本の心が読み取りやすかった
わけではないと思います……
花火大会自体が終わっても会場はさらに盛り上がり、23 時頃にお開きとなりました。書店員、営業、編集…それぞれの立場はありますが、
そういった垣根を超えてお話ができた会だったと思います。お忙しい中ご来場いただき、誠にありがとうございました。
来年も開催予定ですので、今年来られなかった方もぜひご参加ください。お待ちしております。
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アメリカのビジネス書トレンド
BARNES & NOBLE BOOKSELLERS
順位

8月のTOP10

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

1

StrengthsFinder 2.0

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：
トム・ラス

2

A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK Guide): 4th Edition

（邦題）プロジェクト・マネジメントの基礎知識体系ガイド
（プロジェクトマネジメント協会）
著：プロジェクト・マネジメント協会

3

The Happiness Advantage: The Seven Principles of Positive
Psychology That Fuel Success and Performance at Work

（仮題）幸せの長所：
成功とパフォーマンスの燃料である実用的な心理学の７つの信条
著：ショーン・エーカー

4

The 7 Habits of Highly Effective People:
Powerful Lessons in Personal Change

（邦題）7つの習慣―成功には原則があった！
（キングベアー出版）
著：スティーブン・R・コヴィー

5

Now, Discover Your Strengths

（邦題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう―あなたの5つの強みを見出し、活かす
（日本経済新聞出版社）
著：マーカス バッキンガム

6

Great by Choice:
Uncertainty, Chaos, and Luck--Why Some Thrive Despite Them All

（邦題）
ビジョナリー・カンパニー 4 自分の意志で偉大になる
（日経BP社）
著：ジム・コリンズ

7

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

8

The Power of Habit:
Why We Do What We Do in Life and Business

（仮題）習慣のチカラ：なぜ我々はこんなことをするのか
著：チャールズ・
ドゥイック

9

The Advantage:
Why Organizational Health Trumps Everything Else in Business

（仮題）強み：なぜ組織の正常性はビジネスの切り札と成りうるのか
著：パトリック・レンシオーニ

MKTG (Marketing CourseMate Printed Access Card):
6th Edition

（仮題）MTKG第6版
著：チャールズ・W・ラム

10

矢

7月末より書籍編集として入社しました、矢作千春です。前職は情報メディアを扱う会社で、雑誌の編集やプロ

新

入

作

モーションを 5 年ほどしていました。まずは私の本との出会いからお話させていただきます。幼少期の頃の私は気に

社

員

千

なることがあると「なんで、なんで、なんで〜（号泣）」と教えてくれるまで泣き続けるという、ひじょ〜にメンドクサイ子ど

紹

介

春

もだったようで、両親は何とかしてコイツを黙らせておく方法はないものかと考えたのでしょう。１冊 1000 ページぐらいある広辞
苑みたいな世界の童話全集やら電話帳サイズの動物図鑑、植物図鑑、妖怪図鑑といった、どう考えてもボリューム重視だろうと思われ
る本を買い与えられ、すくすくと育ったのであります。そんなわけで社会人になった今でも情報収集癖が止まらず、我が家は図書館さながらの
本の山。本への愛情は汁ダクです。年齢性別問わず皆に愛される本を作っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

Q1 趣味は？

Q3 マイブームは？

一人旅です。かれこれ 10 年前ぐらいから。過酷

アクセサリー作り。無心になりたい

な環境であればあるほど興奮するので、とても女

ときに作っては、地元のお店でこっ

性が一人で行くような場所ではない辺鄙な国に行

そり販売しています。

っては、トラブルに巻き込まれつつも、無事に生
還を果たして今日に至ります。

Q4 座右の銘は？
Q2 特技は？

知ることは力である、
伝えることは戦いである

大食い。おまえは育ち盛りの
高校生かっ！
？と突っ込まれるぐ
らい食べます。

斎藤塾
仕掛け売り講座 3

第８回

〜 仕掛け売りのパターン Vol.2 〜

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

の第 4 弾。
ビジョナリーカンパニーとは、ひとつの業界で 50 年以

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

上繁栄している会社のこと。
シリーズ第 4 段のこの本は、昨今の世

仕掛け売りをする場合、展開場所によって販売実績に大きな違い

ていきます。

界経済において業績が業界平均を 10 倍以上も上回り続けている

が出てきますので、商品の適性を考えながら何度か移動させて、最

仕掛け売りは最初から上手くいく人は稀です。新人の場合は最初

アメリカの 9 月の第一月曜日は「Labor Day（労働者の日）」。
この

企業の特徴を紹介・解説しています。
ちなみに、和訳版が９月に日

大効果を得られる場所に定着させるようにしています。
「日本一やさし

から大きい部数での仕掛け売りは難しいでしょうが、新刊台や棚前

日を最後に約２ヶ月半に及ぶ子どもたちの夏休みは終わります。夏

本で発売されるらしいですよ。

くて使える会計の本」は会計本のエンド平台で始めて、予定の売れ

に売れそうに感じた本を積んで様子を見ることがスタートです。本

休みの終盤には、新学期に必要な用品をセール販売する
「Back to

9 位は『The Advantage』。著者のパトリック・レンシオーニはア

行きに届かなかったので何度か場所を移しました。最終的にレジ前の

格的に仕掛け売りをしようとするなら、まずは 6 面積みで試すことを

School」
と呼ばれる商戦期があり、
お店がとっても賑わうんですよ。

メリカの先進企業をいくつもコンサルしてきた人で、ベストセラー作

テーブルに移動して累計 700 冊以上になりました。

おすすめします。30 冊あれば 6 面積みは可能です。最初は「3 本

それではさっそく今月のランキングを見ていきましょう。

家でもあります。競争優位はイノベーションや尖った戦略によって生

仕掛け売りが成功するかしないかの分かれ目は仕掛け売りを始め

1位、2 位は先月トップ３入りをした『Strengths Finder 2.0』と

まれるのではなく、組織の正常性がもたらすものだとしています。組

て３ヶ月目にやってきます。
「社長力養成講座」は３ヶ月目が最高売上

自店の最高の販売実績、前年最も売れた作品の販売部数、どの

織の正常性とは、
チームワークが機能しているということ。情報が錯

で、４ヶ月目の落ち込みが少なく、５ヶ月目まで仕掛け売りを継続でき

ような売り方をしてその実績をつくったのか、どの場所が一番売れ

3 位の『The Happiness Advantage』は ポジティブ心理学 を

綜し、物事が毎秒変化するこの世界では、個人の知能に頼るだけで

ました。

るのか、どの程度のボリュームでどのくらい売れるのか知ることは大

もとに、ケーススタディ形式で 42 カ国の企業幹部 500 人の成功

は競争優位を保てないと警告した上で、ビジネスを新しい方法で指

仕掛け売りの終息の仕方も４通りに分類できました。「終息しない」

事なことです。売れ方を知って、こうすればこうなるのではないか

実例を紹介した本です。
ポジティブ心理学とは、幸せに生きるため

揮するために必要な基本構成と一貫性のある法則を紹介していま

のは返品が発生せず、縮小しながらも継続して販売できたケースです。

と仮説をたてて、結果の検証を繰り返せばレベルアップがはかれま

の心理学のことで、れっきとした科学分野のひとつ。著者によると、

す。

がむしゃらに働けば成功するという考えは非科学的であり、つねに

会社経営に関する書籍が多くランク・インする結果となりました。

場所を奪われ終息」したケースは多少の返品が発生しています。最

仕掛け売りを検証すると、見えてくるものがたくさんあります。商

前向きな姿勢でいれば、よりクリエイティブでエネルギッシュなビジ

新年度が始まるということで、経営の見直しを図る人が多いのでし

終月に仕入れが発生するとそれがもろに返品につながりますので注意

品選定の仕方、展開場所、ボリューム、追加注文のタイミングと部

ネスパーソンになることが出来ると主張しています。

ょうか。

が必要です。
「売れ行きが止まって仕方なく終息」するケースは返品

数などの良し悪しがチェックできます。

6 位の『Great by Choice』は ビジョナリーカンパニーシリーズ

来月のランキングをお楽しみに！

『PMBOK（ピンボック）』
でした。

「予定通りに終息」も返品の発生は少ないのですが、「次の仕掛けに

が多く発生しますので、途中の仕入れは細心の注意が必要です。

のうち 1 本成功すればＯＫ」と思って仕掛け始めてください。

す。

啓文堂書店神田駅前店

齋藤敬司

