小早川幸一郎

テレビで「ヤバい」の語源を見ました。わりと

Koichiro Kobayakawa

若い人が使うこの言葉はてっきり最近でき

中山直基
Naoki Nakayama

た言葉なのかとおもいきや違いました。弓を
射る弓道場を以前は「矢場」と呼び、そこは
先月 11 月、創業 7 年目にして初の社員旅
行に行きました。神戸、岡山、倉敷、松江、
鳥取、京都を 2 泊 3 日バスで回りました。
城好きの自分としては、念願の岡山城、松
江城の天守閣に登れて満足でしたが、さら
に上をいく満 足 感、米 子 市にある壽（こと
ぶき）城というお菓子メーカーがつくったお

うどんネタ。最近、無性にう
前回に引き続き、

矢が飛び交う危険な場所ということから「矢

どんが食べたくなることが多いのはなぜで

場い」→「ヤバい」となったのだとか。ちなみ

しょう？ というわけで、大阪のおいしいう

に弓道の的の中心の黒い部分は「図星」とい
うそうです。

どん屋さん「梅田はがくれ」に行ってきまし
た。確かにおいしかったのですが…お店が、
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根本輝久

で指定）をしてくれるのが、かなり強制力が
ある感じで。食べ方や反応をチェックしてい
ルフで食べ方が分からないのも困りますが、

た大人でいたいと思います。

自由度ゼロも困ったもんです。
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Mihoko Toi

パンツ一丁だし、8 割の曲には「パンティー」
という歌詞が入ってきます。・・・でも、メ

最近は昼間の公園で父と子が遊ぶ姿をよく
見かけるようになったと、母が言っていまし

アーに行ってきました。学生のころから聴い

た。私が子どもの頃、主に父が保育園に送っ

ていて、今回初めてライブで聴くことができ
たので感激でした。でも、せっかくのライブ

下松幸樹

なのにだんだん眠くなってきてしまい・・・

Koki Shitamatsu

さすがに寝ませんでしたが、かなりがんばり
ました。普段聴いていても眠りを誘う声です

き合えないのは、結局、あなたの心が
冷めているからだ』が、日販のビジネス書の
月間ランキング（10 月）で 1 位となりました！

てくれたり一緒に外で遊んでくれていた時

弊社クロスメディア・パブリッシングはビジネス書の版元と

期がありましたが、当時は周りの母親たちに

して創業 8 年目を迎えましたが、全国ランキングで初の 1 位…よう

好奇の目を向けられたようです。でもその頃

やく悲願達成です。

が一番、父と一緒に過ごした時間が長かっ

先日、これを祝し、本書のプロモーションなどに協力してくれ

た気がします。応援したいです、育児パパ。

が、生で聴くとさらに威力があります。

位！

『特定の人としかうまく付

う止まりません。ライブに行くと、僕は全力
と叫んでいます。
で「パンティー！」
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橋場優
Yu Hashiba

た学生や社会人の方々を招いた出版パーティーを行いま
した。この本は、著者や協力してくれるスタッフ

頂き、
「大

に恵まれ、本当に作り手としても感謝の気
＜伏＞−人と犬の血を引き、人に化けて暮
らし、人 の 生 珠を喰らう者−それが、桜 庭

上坊菜々子
Nanako Uebo

矢作千春

その言葉遊びに魅せられ、劇場に足を運び、

Chiharu Yahagi

て、尚、愛おしい−その真 理を描く切ない

ました。彼の映画にある独特の勢いの理由

物語。アニメ映画ですが、オススメです！

ど都内を中心に勢力拡大中です（今
後は、関西にも進出すべく動き出しておりま
す）
。なお、販促用の「新グッズ」も完成いたしまし

仕 事 帰りの 映 画 館 が 好きで す。先 日は
『悪の教典』をみてきました。なんという
心臓に悪い映画！ 終始心拍数上がりっぱ

を垣 間 見た気がしました。言っている事が

なしでした。海猿の伊藤英明からは一変、

真理を突きまくっていて、映画に限らず、も

完全にサイコキラーの目なのです。

のづくりに共通するヒントが満載で、読んで

小泉千夏

いてゾクゾクします。彼の映 画で特にオス

Chinatsu Koizumi

大学、東京大学や一橋大学な

ご協力

気がつけば文字の世界に引きずり込まれて

園子温監督の著書『非道に生きる』を読み

て、早稲田大学、慶応

大学生協にも展開に

一樹さんの小説「伏」のうたい文句でした。

いました。人は醜くて、美しい。そして憎く

学 対 抗 戦」とし

持ちでいっぱいです。最 近では、

役者さんて本当にすごいですね。大量殺
戮という非日常のできごとが、閉ざされ

1

ちなみに…

た（笑）
。まだまだ上を目指して走っていきま
すので、どうぞ、今後とも『ここさめ』
、

位！

そしてクロスメディア・パブリッ
シングをよろしくお願い申
し上げます！

スメなのは『愛のむきだし』です。驚くなか

た空間である学園で起こるから怖いんだ

れ、4時間の映像があっという間。

ろうなぁ。次回は『北のカナリアたち』で

電子でも

彼の制作の勢いはとどまることがなさそう

涙を流す予定です。

先日AmazonでもKindleストアがオープンしましたが、弊社の『す

これからますます楽しみです。
なので、

べての仕事を紙1枚にまとめてしまう整理術』がビジネス書1位となり、
現在も順調に売れ続けています。紙で売れる本、電子で売れる本、そ
うした住み分けももしかしたら出てくるのかもしれません。
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http://www.cm-publishing.co.jp

悲願のビジネス書月間ランキング

ロディーが実はとても繊細で、3 回聴くと、も

先月７年ぶりのノラジョーンズのジャパンツ

Fax : 03-5413-3141

『ここさめ』

「モーモールルギャバン」・・・京都出身の
バンドで、ドラムボーカルのゲイリーは常に

page

4 スタッフのつぶやき…

2 アメリカのビジネス書トレンド 3 営業日誌／斎藤塾

るので、落ち着いて食べれませんでした。セ

いでしまいました。いつまでも子供心を持っ

都井美穂子

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.

食べ方の指導（口に入れるうどんの本数ま

Teruhisa Nemoto

城のお菓子試食し放題に年甲斐もなくはしゃ

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

11月のTOP10

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

1

The Patriarch:
The Remarkable Life and Turbulent Times of Joseph P. Kennedy

（仮題）ケネディ家の始祖ジョセフ：驚くべき人生と激動の時代
著：デイヴィッド・ネイソー

2

StrengthsFinder 2.0

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：
トム・ラス

3

Pocket Your Dollars: 5 Attitude Changes That Will Help You Pay
Down Debt, Avoid Financial Stress, & Keep More of What You Make

（仮題）お金を貯めよう：税金の支払と財政ストレスを減らし、年収を確保する５つの姿勢
著：キャリー・ローシャ

4

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

5

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

6

The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable

（邦題）あなたのチームは、機能してますか？
（翔泳社）
著：パトリック・レンシオーニ

7

Training Camp: What the Best Do Better Than Everyone Else

（仮題）他人を出し抜くベスト・
トレーニング
著：ジョン・ゴードン

8

Heads in Beds:
A Reckless Memoir of Hotels, Hustles, and So-Called Hospitality

（仮題）ホスピタリティの勝利―ある向こう見ずな男の回顧
著：ジェイコブ・
トムスキー

9

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

The 4-Hour Workweek, Expanded and Updated:
Escape 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich

（仮題）
「週４時間」だけ働く。
（青志社）
著：ティモシー・フェリス

10

商談会に初参戦！
ブースのセッティングから商談まで
行ってきました。

クロスメディア営業日誌

小泉’s REPORT

第3回

書店大商談会
日時：10月11日（木）10時〜19時 ※大幅延長！
会場：ベルサール西新宿グランドホール
出展社：149社

BOOK EXPO2012

秋の陣〜極めろ！ 書店力〜
日時：11月9日（金）11時〜17時
会場：梅田スカイビル10階アウラホール
出展社：141社

商談会の魅力−それは、情報の共有だと思います。

同じ出版業界でも分野の違うブースを見て回るだけで、展開方法や営業

ひとつの場所に、書店員、取次、出版社が顔を合わせ、書籍のことだけで

方法など学べることがたくさんありました。

なく業界の話をすることができる貴重な場所でした。

大盛況に終わった商談会は、来年も開催されると思います。今年来られ

日頃お世話になっている書店員様と時間を気にせず話し込むことができ

た方も来られなかった方も、ぜひいらしてください！ ブースでお待ちして

たり、普段なかなかお会いすることのできない地方の書店員様とご挨拶

おります。
（小泉）

することができたりと、ブースは常に賑わっている状態でした。

斎藤塾
企画力養成講座

第１１回

〜店全体を舞台にした企画

Vol.1 〜

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

上がり、半年以上にわたってランキング上位に留まり続けていま

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

す。その名の通り、「自分の強みを探す」テストができる本書。資

企画力がなかなか身につかないと悩む人もいますが、やってみると

ていきます。

質別のアドバイスも記載され、書籍でありながら読者一人ひとりに

「意外と簡単で、やればできるものだな」と感じる人もいるようです。き

12 月といえば、もちろんクリスマス！NY は日本よりもはるかにダ

届くメッセージが込められていることが人気の秘密。

っかけとやる気とちょっとした冒険心があればすぐにできるものです。

イナミックなイルミネーションをまとい、まばゆい光に包まれます。

そ し て 10 位 に は、『The 4-Hour Workweek, Expanded

ジャンルの置かれた場所によって、日の当たらないままに忘れ去られ

街はお祭り気分でいっぱいで、そぞろ歩きが楽しい季節です。

and Updated: Escape 9-5, Live Anywhere, and Join

たような売上で推移してしまう商品が多くあります。そういうジャンル

「それだったら食いついてくるかもしれない」

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。

the New Rich』がランクイン。著者のティモシー・フェリスはま

の担当者のやる気を引き出す意味で、店全体を舞台にする企画は良い

「小学生のお子さんがいるお父さんは30代から40代のビジネスマ

1 位は『The Patriarch: The Remarkable Life and Turbu-

だ 30 代前半ながら、週に４時間だけ働き、人生を謳歌。彼はキ

循環を導き出します。

ンのはずです」

lent Times of Joseph P. Kennedy』。アメリカ大 統 領となっ

ックボクシングの中国チャンピオンで、タンゴのギネス記録を保持

入口に配置されたジャンルでも店全体に分散して展開をすると意外

たジョン・F・ケネディ、上院議員ロバート・F・ケネディなど数々

し、６カ国語を流暢に話し、俳優としても活躍するというマルチな

に売れる商品もでてきます。考えるヒントとして多層階の店を思い浮か

ね」

の政治家を輩出したケネディ家の始祖、ジョセフ・P・ケネディの

活動で知られています。その彼が「週４時間だけ働く」ために実

べて下さい。最上階のフロアの商品を一階で販売すると何倍もの売上

こんな会話の後で、
「海・川・プール 出かける前にちょっとスロトレ」を

伝記です。ジョセフは金融業や禁酒法ビジネスで莫大な財産を築き

践しているのはひたすら無駄をそぎ落とすこと。究極的に合理的

が取れるでしょう。ある本屋さんでは毎月出版社担当者を招いて新刊

POPのコピーとして採用し、ビジネス書のおすすめ本を展開してい

ましたが、インサイダー取引やマフィアとの癒着など、資産のため

な彼の本、アメリカ人にうけるのも頷けます。

会議を行い、拡販したい商品があると、全店展開、3フロア展開、2フロ

る入口のスペースで、真中の上の棚一段を使用してこの企画を始め

なら方法を選ばず、現在では問題視されるような面もあるようです。

さて、「強いアメリカ」のポジティブな面が全面に押し出され、攻

ア展開、1フロア展開の中のどれかに拡販スタイルを当てはめて、販売

ました。期間は2009年6月20日から7月20日頃までの一ケ月間に

一時は「ケネディ王朝」とまで呼ばれるほどの国民的人気のあっ

めの姿勢の本がランクインした今月。再選されたオバマ大統領と

目標を設定して拡販をしていました。

しましたが、思いの外反響が良くて、商品の補充は何回も行い、期間

たこの一族。その創始者の話は、いい面も悪い面も含め、今だに

ともに、経済も回復するといいですが…。

アメリカ人を惹きつけるものがあるようですね。

来月のランキングをお楽しみに！

2 位はおなじみ『StrenthsFinder 2.0』。先月より順位がひとつ

ビジネス書の棚で実用書を売ろうとした事例を紹介します。実用書

か？」
「海や川に行って裸になる機会が多い季節なのでお腹が出ていると
恥ずかしいな？」
「スロトレでおなかを引っ込める提案でどうでしょう」

「お父さん向けの企画として店のメイン客層にジャストフィットする

も8月31日まで延長しました。

担当者が企画して、私がバックアップして実施した企画です。
「夏休みがもうすぐ来ますがビジネスマン向けに面白いネタないです
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齋藤敬司

