小早川幸一郎

僕には甥っ子がいます。小さな頃からそれは

Koichiro Kobayakawa

もう見ているこっちが気持ち悪くなるほど食

中山直基
Naoki Nakayama

べる子で、小学校２年生ですでに家族の誰よ
りもご飯を食べてました。そんな甥っ子も今

兄貴夫婦が茨城の実家の近くに家を建てた

や中学１年生。当然、ガタイも抜群。160cm、

ということで、新築祝いを持って遊びに行っ

高校サッカーの決勝戦を国立競技場で観ま

88kg のモンスターですが、憎めない奴。だ

ミサワホームのオシャレな間取り
てきました。

した。自分にもこういう青春があったことを

けど、たった１つだけ言いたい。

のお家で、ちょっといいなぁと思ってしまいま

思い出しました。高校を卒業して 20 年近く

「その体で卓球部はないだろ〜！」

というわけで、賃貸派の私は、家を買う
した。

経つので、その頃の運動量を取り戻すこと
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つもりはないのですが、住宅展示場にひやか

はできませんが、経験で少しはカバーできる

根本輝久

かもしれません。運 動 不 足の解 消として毎

Teruhisa Nemoto

週末フットサルをしていますが、今年は上達

しで見に行ってきました。営業さんに年収と
か細々聞かれた挙句、この客は無理だなと思
って
われたのか、最終的に「はい、さよなら〜」

することを目的にサッカー（フットサル）を

いう感じであしらわれました。温厚な？私もさ

真剣にやろうと思います。もちろん仕事も。

すがにムカッとした１日でした・・・。

「お客は自分の欲しいものをわかっていない。」著者

齋藤孝太さんインタビュー

今回のかわら版は、「お客は自分の欲しいものをわかっていない。」の著者である齋藤孝太さんに、一人のお客様の立場か
ら、書店さんに求めていることをお話しいただきました。齋藤さんは、化粧品店、バイクショップ、エステサロン、写真店等、

AKB、ももクロなど、アイドルにはまったく興
味なかったのですが、先日 youtube で見つ

都井美穂子

「元引き
けた「でんぱ組」に衝撃を受けました。

Mihoko Toi

とか、不健康な現代っ
とか「ゲーマー」
こもり」

Yu Hashiba

様々なお店ビジネスの店長さんの教育を手掛けています。書店という枠ではなく、お店という視点でお聞きしました。
本屋さんの売場で感じている点はありますか？

」や「

」はとてもいいと思います。お客様としてよ

子たちがそりゃ〜もう、生き生きと歌ってるん

まず、書店さんの「

です。「生きる場所なんてどこにもなかった」

く見ています。他の業種のお店も、書店さんから見習うことがたくさんあると思っています。

いい曲です。

先月、とても恐ろしい体験をしました。あの雪

橋場優

１〜３月にかけての受験シーズン、電車内で

の日のことなのですが、買い物帰りに案の定

単語帳を開く学生を見る度、心の中で応援

渋滞にはまっていたところ、進まない渋滞に

しています。私自身、受験にはだいぶ縁のあ

ついにキレた父がいきなりスリップして停車

下松幸樹

している車の間を猛スピードで走り出したの

Koki Shitamatsu

一人のお客様の立場から本屋さんの売場で もっとこうあって欲しい 点はありますか？

る学生時代を送ったがので、受験勉強から

そうですね。お店は独立店でも、チェーン展開しているお店でも、ある特定の地域にありますよね。

解放されたときは「もう二度とやらない！」と

今よりも「

です。うちの車はスタッドレスだったので無

思いましたが、いつかまた学生生活をする

事でしたが、普段から暴走気味の父がまたな

のも面 白 そうだなと少し憧 れ たりします。

にかやらかさないか心配です。

私の従妹も今年大学受験です。がんばれ〜

もう１つは働いている「
」を意識していただくこと。

」をアピールいただく売場（コーナー展

開・POP）に接してみたいですね。例えば…
コーナー
①「ウチのお店の AKB 本、ランキング」
②「地元の新聞・TV 番組・ラジオ局で紹介されました」POP
コーナー
③「春休みに読んでみよう！ 地元の○○学校の先生おすすめ○○本」
「 女子スタッフおすすめの女子力アップ本」POP
④「○○店長のおすすめの節約本」

フィンランドから無事戻ってきました…！

という切り口は、お客様に楽し
「 人」
「 地域」
⑤最近 1 ヵ月で店長・スタッフが読んだ本」POP 等が考えられます。

今回の旅行の最大の目的ともいっていいオ

上坊菜々子
Nanako Uebo

ーロラですが…、それらしきモノをちょこっ
と見ることができました！あれは、「見えた」
というより「見 掛けた」という表 現 のほう

矢作千春
Chiharu Yahagi

が近いかもしれませんが、 世 界 一 不 味い
ってご存知ですか。
「ちんあなご」
沖縄のちゅら海水族館で見ることができる生

飴

と称される

サルミアッキ を持ち帰

ることができ、至って上機嫌です。

き物なのですが、私はこいつが大好きです。

くと穴から出ている長さが変わっていたりし
しっぽを決して見せ
て、見ていて飽きません。
てくれないところもミステリアスです。
ちゅら海水族館の目玉と言えばジンベイザメ
ですが、私の本命はちんあなごです。

『ビブリア
イトノベルに手を出してみました。
これがまた、すごく面白
古書堂の事件手帖』

海底の小さな穴からにょろにょろとゆらめい
ている奴らは、よく見ると顔も可愛いし、気づ

友人からのオススメで１０年ぶりぐらいにラ

い！ 古本屋が舞台の推理小説で、古書を巡

小泉千夏
Chinatsu Koizumi

って起こる様々な事件を、根暗美人の店員
さんが鮮やかに解決していくのです。
１話完結型で読みやすいですし、一度ハマ
ると病みつきになります。

い気分、新しい気づきをお届けできますよ！

これから本屋さんの売場づくりで大切な視点は何でしょうか？

よくお客様視点が大事という話がありますよね。いろいろなお店の店長さんとお話しすると２つの種類のお客様
「どうしたらお客様が買ってくれるのかな？」
「 普通のお客様視点」です。
まずは、
視点があることに気が付きました。
「
もう一つは、「本当のお客様視点」です。
を出発点にした考え方です。
を出発点にした考え方です。
」
この時代では、本当のお客様視
「お客は自分が欲しいものをわかっていない」時代です。
点が大事です。昨年 12 月に発売された「お客は自分が欲しいものをわかっていない。」は
そんな本当のお客様視点と明日からできるアクションを紹介してい る本です。書店の店
長さん、スタッフさんに、ぜひ読んでいただきたいですね！
最後は宣伝になってしまいましたね（笑）…。
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アメリカのビジネス書トレンド
BARNES & NOBLE BOOKSELLERS
順位

1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

Management and Supervision of Law Enforcement Personnel:
4th Edition

（仮題）経営と法施行委員の管理
著：
ドナルド・J・シュローダー

3

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

4

To Sell Is Human: The Surprising Truth About Moving Others

（邦題）売るには、ヒトである：人の心を動かす驚きの方策
著：ダニエル・H・ピンク

5

Conscious Capitalism: Liberating the Heroic Spirit of Business

（仮題）意識的な資本主義: ビジネスの大胆な精神を解放する
著：ジョン・マッキー

6

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 知識体系ガイド PMBOKガイド
著：プロジェクトマネジメント協会

7

Outliers: The Story of Success

（邦題）天才! 成功する人々の法則
著：マルコム・グラッドウェル

8

A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(Pmbok Guide) - 5th Edition

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

9

The Energy Bus:
10 Rules to Fuel Your Life, Work, and Team with Positive Energy

（邦題）エネルギーバス―人生と仕事を変えるポジティブ・エネルギーの法則―
著：ジョン・ゴードン

J.K. lasser's Your Income Tax 2013:
For Preparing Your 2012 Tax Return

（仮題）J.K.レイサーの所得税2013：2012年の所得申告に備えるために
著：J.K. レイサー協会

10

新しい編集スタッフが加わりました。
よ し だ と も や

2月1日より書籍編集として入社いたしました吉田倫哉です。
前職は、宇宙開発の業界で資金管理やPR等を担当しており
ました。全く違う業界への転身ということもあり、ご迷惑をお
掛けすることもあるかもしれませんが、
宜しくご指導ください。
一番本を読んでいた時期は高校生の頃、片道２時間の通学時間は読書天国でした。小説、ル
ポタージュ、科学随筆、ちょっと背伸びをして経済や文学など(「など」には、マンガも大いに含
みます…)を必死に読んでいたと思います。おかげで今でも北海道にある実家のかつての私
の部屋には、捨てられないお気に入りの本の山。
ビジネス書籍の編集の仕事では、ビジネスマンの皆様だけでなく幅広い年齢性別の方々のお
役に立てる本を提案していきたいと思っています。
趣味は、アウトドアや大自然を感じる旅です。自然には人間の作るものを超越した美しさや達
観があると思っています。
特技はどんなところでも寝られることです。長距離フライトでも寝不足にはなりません。時差
ぼけにはなります。
最近読んだ本で感心しているのは、
「魯山人の料理ノート」です。本物の味わいのために、で
きること(皿の買い替え)を始めましたが、味の方はこれから腕を磨きたいと思います。

斎藤塾

第１３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

PMP 資格試験の公式参考書です。PMP 試験は経験豊かなビジ

企画力養成講座

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

ネスマンの受験者がほとんどで、試験は４時間にもわたる難関資

千代田区の会というものがありまして、そこでは毎回特別企画を発表

品推薦者は渋谷店、三位作品推薦者は九段下店、四位作品推薦者

ていきます。

格。合格後も、三年ごとの更新が必要で、常にコストと時間をかけた

しています。2009年4月の第一回目の企画は「おすすめ時代小説フェ

は府中店でフェア開催する権利を獲得し、それぞれ独自に交渉して

バレンタインデーが近づいてきましたね。
アメリカでは、
日本とは違

メンテナンスをしなければなりません。

ア」でした。この企画の肝は、営業マンは自社本ではなく他社本をおす

フェアを実施していただきました。

って男性が女性にプレゼントをする習慣があります。
それもチョコレ

就職したらあとは安泰と思ってしまう日本人が多いのに比べ、
アメ

すめすること、順位が決まった段階で上位入賞作品の推薦者にフェア

フェアの打ち合わせでは最初に文庫や新書の50点フェアを提案さ

ートとは限らず、バラの花やゴージャスなディナーが主流です。
でも

リカのビジネスマンたちの向上心は、
すさまじいパワーですね。

参加店で自社本のフェアを開催する権利を与えるところです。

れたのですが、そういう企画には興味が湧きませんでした。そこで当

僕はいつも、恥ずかしくてそんなことはできませんが…。

7 位の
『Outliers: The Story of Success（邦題）天才 ! 成功す

11人の出版社担当者と3人の店担当者が推薦した本で、会に参加し

時良く売れていた「会計天国」を中心にして何点か周辺商品を固め

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。

る人々の法則』
の作者は、
『急に売れ始めるにはワケがある』
で有名

た4店でフェアが実施されました。期間中の店別の売上は渋谷、府中、

たフェアをしたらどうかと提案しました。

先月は 7 位だった
『The Power of Habit: Why We Do What

なマルコム・グラッドウェル。本書では、成功は能力や努力には必

神田、九段下の順で、銘柄では「のぼうの城」
「利休にたずねよ」
「蛇

折よく朝日新書の「財務三表一体分析法」が発売されたばかりで良

We Do in Life and Business（仮題）習慣のチカラ：なぜ我々

ずしも比例しないと述べられています。大切なのはチャンスをつか

衆」と続いていました。

く売れていましたので、同著者の既刊本も抱き合わせて会計本フェ

はこんなことをするのか』
が、3 位へランクアップ。習慣のパワーに

むことができるかどうか。

自分の店だけでなく複数の店で協力して行う企画は、競争原理も働い

アとすることにしました。新書2点、文庫1点、単行本2点でした。ジャ

ついての興味深い本です。悪い習慣を身につけてしまうと、拒食症

プロジェクトマネジメントの参考書が売れるかたわら、
「成功」
がどう

て店内で行う企画とは違った楽しみを味わうことができます。企画のス

ンルミックスの良い事例ができたと思います。

やギャンブル狂、
ビジネスでの失敗、果ては殺人にまで発展するこ

やって生まれるのかの研究書も売れている。
「実行」
だけでなく
「研

ケールも少しだけ大きくなりますので、出版社担当者との交渉、店間の

その出版社からは3点を各100冊で搬入していただき、他の出版社

ともあります。
その原因を徹底的に分析し、無意識に行なっていた

究」
も欠かさないアメリカのビジネスマンの姿が、
ランキングにも反

調整、商品の調達、配分等調整の難しさが少し出てきます。これをクリ

の作品も含め42日間でトータル351冊の販売実績となりました。そ

習慣に気づかせてくれる良書です。

映されていますね。

アしていかなければなりませんので、推薦者はこうした企画を成功させ

の内、162冊が第一位作品推薦者の出版社の作品で消化率は54％

6 位と 8 位にダブルでランクインした
『A Guide to the Project

ランキングのほとんどを新刊が占めた今月。財政の壁の問題を抱え

ることで少しだけ成長できると思います。

でした。

Management Body of Knowledge（プロジェクトマネジメント

つつも、成功・向上というキーワードは、不滅のようです。

第一位作品の推薦者は4店の中から神田駅前店を選んでいただきまし

来月のランキングをお楽しみに！

たので、協議をしてブックフェアの内容を詰めました。ちなみに二位作

知識体系ガイド）』
は、IT 系の国際資格として高く評価されている

〜複数の店をつなぐ企画〜

啓文堂書店神田駅前店

齋藤敬司

