小早川幸一郎

先月は初の海外出張に加えて、初の国外で

Koichiro Kobayakawa

した。フランクフルトに出発する前に「海外
は危険だぞ」といろんな人に脅されていた

中山直基
Naoki Nakayama

のもあって、電車で乗り合わせたイスラム系
書店の方から、この「スタッフのつぶやき」
を楽しく読んでいると言われることがよくあ
ります。「こういうネタで書いたらどう？」と、

っぽい人や、ごつい人がみんな悪い人に見

先月は、四国の高松に出張してトーハン会

えて警戒してしまいましたが、何のことはな

に出席してきました。2回目の高松でしたが、

いドイツはとても安全な国でした。

1 回目は讃岐うどんを食べれなかったので
今回こそと意気込んで行ってきました。セル

つぶやくネタを営 業 先の書 店員の方が教え
てくれたりすることもあるようです。仕事の
話は大事ですが、たまには脱線して趣味や
最近の出 来事などで話に花を咲かせること

根本輝久
Teruhisa Nemoto

フの店だったのですが、完敗しました…。
出てきたうどんは麺のみで、セルフで茹で
る仕組みだったのですが、どれくらい茹でた
らいいか分からないし。お茶だと思って入れ

も大事ですね。苦手と思っていた書店員さ

て、飲んでみたら冷たいだし汁でびっくり！

んも、同じ趣味ということがわかったことで

1 書店の皆様へのお知らせ

2 アメリカのビジネス書トレンド

3 プロモーション日誌／斎藤塾
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4 スタッフのつぶやき…
Fax : 03-5413-3141

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

ブックフェア
最大の
界
世

何もかもスケールが違う！

たまに『（新しい方の）ドラえもん』DVD を
借りるのですが、この前強烈なタイトルの話

都井美穂子

を見つけました。その名も「からだの皮をは

Mihoko Toi

ぐ話」。いろいろとNG な気がするのですが、

橋場優
Yu Hashiba

原作に 忠 実な新 アニメ版ならではの 話 で
カでツッコミどころ満載なのでなかなか楽し
いですよ。

きましたが、経済の街フランクフルトの地下
鉄が１時 間に２本しかないことが衝 撃でし

下松幸樹

た。実際ラッシュ時も特に混雑は見られず…

Koki Shitamatsu

10/10〜14 まで 5 日間にわたって開催されたブック

フェアの会場は、フランクフルトの中心街から 2 駅ほ
ど離れたところにあるメッセ・フランクフルト。その
広大な敷地をほぼすべて使用するこのブックフェア

す。新アニメ版のドラえもんはちょっとおバ

した！ 世界最大のブックフェアの規模にも驚
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An ord i n ar y offi c e wor k e r
to a gr e at busi n e ss m a n.

次こそおいしく讃岐うどん食べたいです！

一気に打ち解けることもよくありますからね。

先月出張のためフランクフルトに行ってきま

クロスメディアかわら版

Hilight!

は、まさに世界最大と呼ぶにふさわしく、東京国際ブッ
髪を切る時、美容師さんに自分の話をする

クフェアの会場が 10 個ぐらいある感じです。とても

より、話を聞く方が好きです。接客業だけに

１日では回れません。

話の面白い方に多々会いましたが、今まで
「君の髪は
一番インパクトがあった発言は、
もう俺のものだから、他の人に触らせちゃダ

日本人からしたら考えられませんが、逆に周

メだよ？」でした。当時（約 10 年前）はそん

りの国から見た東京はそうとう特殊な都市

な台詞も様になるお兄さんでしたが、今は

ということなのかもしれません。

ちょっとしたおじさんだろうなぁ…

メッセ・フランクフルトの会場の１つ

料理本の著者さんがインタビューされ、
ケーキが振舞われていました

有名人がそこかしこに！
世界 100 カ国以上が参加している中でも、やは

り地元ドイツの出版社のブースは桁違いの盛り上
がりでした。盛り上がる要因のひとつは、数えき
れないほどの著者がブースやイベントスペースで

11 月になった途端、街中がクリスマス一色
に染まってしまうのはなんだか腹立たしいで

上坊菜々子
Nanako Uebo

金木犀の香りって、なんで「せつない」んで

すね。さようならハロウィン、また来年…。

矢作千春

さて、我が家（むしろ両親の間）では最近「お

Chiharu Yahagi

さを噛みしめています。
実生活で最近せつなかったことと言えば、
ジョジョ
オカマバーでぼったくられたことと、
展のチケットが取れなかったことくらいです
しょぼん。
かね。

本が並んでいるすぐ横で著者さんが
インタビュー！

見合い」ブームが到来しております。家族

す。多くの人がそこで足を止めて著者たちの話に
耳を傾けていました。

で 顔を合 わせるた び、「最 近どうなの？ お
見合いしてみない？」攻撃がはじまります。

２年ほど前に南 米を一 人 旅したときに、

！
がんばれ、姉貴！ 負けるな、姉貴！

スペイン語圏は英語が全く通じないこと

とくに身に覚えもないのに、街中で
しょう。
嗅ぎまくっては、かー！これこれ！と、せつな

インタビューを受けたり、講演をしていたことで

小泉千夏
Chinatsu Koizumi

に衝撃を受けました。ジェスチャーとノリ

各出版社のブースにはこれから発売される本がキレイに並べら

でなんとか乗り切りはしたものの、やっぱ

れ、その傍らにところ狭しと並べられたテーブルを囲んで翻訳権

り地元の人と話したいなぁという思いは
強く。ついに先月から習い始めました。父

利などの商談がひっきりなしに行われていました。中にはブース

の英語と私のスペイン語、どっちの上達

内にバーカウンターのようなものがあり、飲み物やお菓子を振

が早いか見ものです ( 笑）

舞っていながらパーティでもしているかのような出版社もあり、
まるでお祭りのような雰囲気でした。

ドイツの大手出版社のブース、バーカウンター付き
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アメリカのビジネス書トレンド
BARNES & NOBLE BOOKSELLERS
順位

10月のTOP10

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

ぼくちえ キャンペーン実施中！
９月発売の『僕たちは知恵を身につけるべきだと思う』。発売１ヶ月で 3 刷 1 万
5,000 部突破しました。都心を中心にランク入りする書店が増えてきています。
「ど

1

The Weekly Coaching Conversation: A Business Fable
About Taking Your Game and Your Team to the Next Level

（仮題）毎週の会話指導：あなたとチームを次のレベルに引き上げることに関する
ビジネスの寓話
著：ブライアン・スーザ

2

What's the Future of Business?

（仮題）
ビジネスの将来とは？
著：ブライアン・ソリス

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

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

5

Total Recall: My Unbelievably True Life Story

（仮題）完全記憶能力：驚くべき人生の話
著：アーノルド・シュワルツェネッガー

6

Plutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich
and the Fall of Everyone Else

（仮題）金権政治家：新グローバル超リッチの隆盛とその他の人の後退
著：クリスティア・フリーランド

.TV』
の大学生たちが知恵を絞って企画してくれた

7

Who Stole the American Dream?

（仮題）誰がアメリカンドリームを奪ったの？
著：ヘンドリック・スミス

レ動画の再生回数ランキングを公式 Facebook で発表中です！人気は腹筋女子のようです！

8

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

9

Billionaires and Ballot Bandits:
How to Steal an Election in 9 Easy Steps

（仮題）億万長者と投票数泥棒：選挙を盗むための９つの簡単なステップ
著：グレッグ・パラスト

Bull by the Horns: Fighting to Save Main Street from Wall Street
and Wall Street from Itself

（仮題）恐れず困難に立ち向かう：ウォール・ストリートからメインストリートを、
ウォール・ストリート自身を守るための戦い
著：シーラ・ベアー

10

んな職業においても大切なこと、それがこの本でいう 知恵 」ということで、 職業

人ならぼくちえ

キャンペーンをFacebookで実施中です！世の中の様々な職業の

人にぼくちえをアピールしてもらい、その写真を Facebook にアップしています。
ソーシャルネットワークの特性上、たくさんの人への広がりが期待できます。

公式 Facebook ページ http://www.facebook.com/bokuchie

さらに、「これからの日本を背負って立つ若い世代も必要な知恵」ということで、『ダイガク

ぼくちえ ならぬ ぼく筋

。テーマは
「知

恵がないなら筋肉でカバー」ということでみんなで筋トレ……、何か違う気もしますが、筋ト

筋トレ動画はこちら http://daigaku.tv/campaign/bokuchie/index.html

斎藤塾

第１０回

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

やサービスを消費した際に生じる感情のこと。マクロとミクロの視

仕掛け売り講座 4

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

点で商品・流通・SMS について再考し、世にあふれる数多の

ゲラを読んで仕掛け売りをしたもうひとつの作品は、2009 年 5 月に

店別に部数を割り振った注文書を送った後、角川春樹さんがわが社

ていきます。

UX 哲学を体系立ててまとめています。

発売された高田郁さんの
「八朔の雪」
でした。
最初の切っ掛けは、
「春樹

を訪問されました。
そして、
「床下仙人」並みの販売をよろしくと言わ

11 月のお祭りといえば、感謝祭（Thanksgiving Day）。友人

アーノルド・シュワルツェネッガーの『Total Recall』が 5 位。映

社長が作品に惚れ込んだ」と言って営業担当者が尋ねてきて、ゲラを

れました。
「床下仙人」は第一回の啓文堂書店おすすめ文庫大賞第

や家族と、ワイワイ楽しくごちそうを食べます。七面鳥の丸焼きが

画ではなく、彼の自叙伝です。オーストリアの街からボディービル

読まされたことでした。

一位の作品で、
3 ヶ月に全店で 15000 冊以上販売した作品です。

有名ですよね。クリスマス前の 前哨戦 ということで、どこも

ダーになる夢を見て渡米。映画俳優、政治家、州知事として活躍

女性作家による女性が主人公の書き下ろし時代小説文庫で、テーマが

結果は同時期に発売された佐伯泰英作品よりも上回る販売実績を

お店がとっても賑わっていますよ。

した彼の生き様は、まさにアメリカンドリームの権化。

料理小説であることがとても新鮮に感じられ、売れそうに感じました。

上げることができました。
同じ時期に発売された「隠居総五郎」は全

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。

そんな中、対照的な『Who Stole the American Dream?』が

そこで初回配本を 2200 冊で指定していただくようにお願いしました。

店で 2000 冊程度の実績でしたが、
「八朔の雪」
は 3000 冊以上売

1 位 は ブ ラ イ ア ン・ス ー ザ の『The Weekly Coaching

7 位。昨今のアメリカを理解したい人にとって必読書、と銘打って

このような大きな部数を指定していただいた理由は、中身が良いので

れました。

Conversation』
。
「パフォーマンスを改善せよ。生産性を一変さ

います。チャンスの土地と謳われたアメリカが、なぜ、この 40 年

ボリューム感たっぷりの陳列にすれば絶対売れるという確信があった

その後、高田郁さんは 2012 年の三月まで 6 作品を刊行し、
「みお

せよ。人生を変えろ」と、ビジネス書の王道っぽいキャッチコピー

の間で中間層さえも苦しむ時代になったのか？ それは、国民が気

からです。
新人の作品は売上を確保するのがとても難しいのですが、仕

つくし料理帖」というシリーズが確立しました。新刊が出るたびに既

がつけられています。会社の管理職だけでなく教師や親でもでき

づかないうちに重要な法律や政策を変えたり、市井の意見を無視

掛け売りの好きな担当者の力を借りることが最善の策だろうとその時

刊本の売り伸ばしをしますので、
「八朔の雪」はその後も売れ続けて

る、周辺人物のポテンシャルを引き出す方法とは？ シンプルで含

したりするからだと主張しています。そんな中、私たちが頭の隅

は考えました。

今では全店で 5000 冊を超えています。

蓄のある教えを、ベストセラー作家のスーザ氏がわかりやすく説明

に置くべきことを解説する本になっています。

2200 冊の注文の内訳は基幹店の 200 冊を始め、150 冊が 4 店舗、

啓文堂書店では刊行された 7 作品すべてが 3000 冊以上の実績を

してくれます。

アメリカンドリーム、魅力的な言葉ですよね。一度きりの人生を充

100 冊が 4 店舗、50 冊が 9 店舗といった具合でした。
時代小説文庫

残し、合計では 2 万冊以上販売されていて、書き下ろし時代小説の

2 位 の『What's the Future of Business?』は、これからの

実させるために、本から学ぶことも多いのでしょう。

の販売実績を基準にしながらも、仕掛け売りの好きな担当者には意図

第一人者佐伯泰英の「鎌倉河岸捕り物控え」シリーズよりはるかに多

新規ビジネスを開拓するために「ユーザエクスペリエンス（UX）」

それでは来月のランキングをお楽しみに！

的に大きな部数を割り付けました。

く販売できるドル箱シリーズとなっています。

について考えなおしてみよう、という本です。UX とは、あるモノ

〜ゲラを読んで仕掛ける
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啓文堂書店神田駅前店

齋藤敬司

