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著者や編集者のほとんどは、 売れるつもり

スタッフの
つぶやき……

で本をつくっています。ただ、すべての本が売
れるわけではありません。売れなかった本への
「ここをこうしておけばよかった」という反省や
指摘は結果が出てから多く出るのですが、本
当はもっと前段階の本づくりの過程で改善点
として出るようにしなければいけません。
ヒット
連発の出版社となるべく鋭意努力中です。

先月で担当を引き継ぐことになりました書店の

先月は1泊 2日で北海道出張に行ってきました。

Teruhisa Nemoto

これまで大変お世話になりました。東西
皆さま、

だけど 2 日間とも雨。残念な北海道でした。そ

線の営業でいつも楽しみにしていた南砂町のシ

れはさておき、日販会の商談会にブースを出し

ョッピングセンターSUNAMOのフードコートが早

たのですが、閑古鳥・・・。

くも恋しいです。そこで必ず食べていたのが富

わずかに来てくれた書店さんに聞くと、「ビジ

士宮やきそば。火曜日は大盛にすると目玉焼きト

ネスはあまり売れない」と、あまり興味がない

ッピングが無料！担当は変わってしまいましたが、

ビジネスマンは日本中にいるはずなの
ご様子。

きっ
食につられてまた顔を出すかもしれません。

で、どこでも売れる本と販促方法を見つけるこ

と火曜日あたりに。

！
とを生涯の目標にしてがんばります！

都井美穂子

今月から営 業の業 務を離れることになりまし

暑がりですが、なんだかんだ夏は好きです。学

Mihoko Toi

た。最後の引継になっても相変わらずのたどた

生時代、部活で T シャツが絞れるくらい汗をか

たかと思いますが、それでも毎月お話を聞いて
いただきありがとうございました。今後はデザ
イン業務に専念して、商品と販促物で書店さん
に貢献していきたいと思います。
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業で申し訳ないながらも、いつも注文を下さって

のもあって、無性に海に行きたくなりました。小
学 生の頃によく家 族で行った伊 豆の某 所が、

マイペースな私
ゃべりをするのも楽しみでした。

浅瀬の磯浜にウニやサザエが素手でとれるぐ

の人生の中で、営業は異色で貴重な経験で、少

らい 大 量にいて、大はしゃぎしたのが懐かし

算しての売上、単品管理が主流でした。
こばやかわ・こういちろう｜株式会社クロスメディア・パ

環境や、読者の本に対する考え方も大きく変わっていると改めて実感しています。

矢作千春
Chiharu Yahagi

7

月初旬の東京国際ブックフェアの基調講演は、角川グル
ープの角川歴彦会長でした。ご自身の30年間日本全国

を書店営業で回っていた話から、昨今のAmazonやGoogle、

い。ずっと先送りになっていたダイビングのラ

Appleなどのプラットフォーム、クラウド戦略に対しての展望と

後もどうぞよろしくお願いいたします。

思います。

対策に、多くの業界人が熱心に耳を傾けていました。

日、１０月発売予定のカバー撮影のためにある
生徒がハイタッチしているではありませんか。そ
こで私はクロスメディアでも流行らせようと、飲
み会でやってみました……。みんな 非常に 暖
かい目で見守ってくれましたが、ちょっとずつ流
（笑）
行っていくんじゃないかと思っています！

Yuichiro Takeuchi

げるべく、
奮闘中の38 歳サッカー好き男子。

そう考えると、編集者としての自分の仕事が様変わりしているのですから、業界を取り巻く

イセンス、来年辺りにチャレンジしてみようと

大学に行って来たところ、著者の教授の先生と

竹内悠一郎

きたかを編集会議の席で１時間ほど話をしました。話す内容を資料としてまとめな

むくじゃらのハートの持ち主が伺いますので、今

？韓国の
最近「ハイタッチ」が流行っていますね！

全盛期と比べて、体重が10 キロ程増えてしま
いました。
さすがに危機感を感じ、筋トレ器具 ( ぶらさが

スケールは格段に違いますが、当社もクロスメディア展開を行

黒澤俊夫
Toshio Kurosawa

り健康器具、腹筋の台 ) を買いました。

うことを目的として創業した出版社なので、業界のリーダーの
話は今後の自分のまわりで起こる大きな流れを知るうえで大変
勉強になりました。
中小・ベンチャー企業の経営は、日々を生き抜くためにどうして

ぶらさがり健康器具は、肩こりにも効くし、筋力
アップも見込めるのでお勧めです。

も近視眼的になりがちですが、大局を見て時流に乗るというこ

2014 年中に魔娑斗 ( 元 K1 選手 ) を目標に、

とも必要なことですね。

がんばりたいと思います。

先日同期とダーツに行ってきました。
ダーツの腕

毎度のことながら、仕事着のシャツを買う時は迷

はイマイチなのですが、まぐれを連発したことも

います。私はＬとＸＬの中間の体形をしているた

現在、過去、未来

集の新しいスタッフが増えたため、自分がこれまでどのように本を企画、編集して

私の次には毛
しだけ自信をもらえた気がします。

アイドルグループが流行らせたのでしたっけ？先

出版現場の

受け渡しでした。また書店では、今のようにPOSデータでではなくスリップの枚数を手計

静かな和室に風鈴の音だけ響かせてだらだら

ありがとうございました。好きな音楽などのおし
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のやり取りは電話とFAXで、原稿も手書きのものも多く、データはフロッピーディスクでの

と寝過ごしたい……さ、仕事しよ。

ました。海がキレイな離島の民宿が舞台だった
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がら、自分のこれまでの編集の仕事を振り返りました。編集者になった17年前は、著者と

ことばかりです。そんなことを思いつつ、今は

した。一向にしゃべりが上手くならず、頼りない営

4 スタッフのつぶやき…
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う二度とやりたくはないけど懐かしく思い出す

をレイトショーでみてき
先日、『真夏の方程式』
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閉塞感、サークル合宿でのお酒の失敗……も

1 年半ほど携わった営業職から離れる時がきま
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小早川幸一郎

大沢卓士
Takushi Osawa

出

東京国際ブックフェア・基調講演風景

版社は取引先として書店さんや取次さんを見ていればよかった時代から、AmazonやGoogle、Appleなどとの関わりも
考えていかないといけなくなっています。何でもありの異種格闘技戦の模様です。

ただ間違いないことは、利益の源泉は「お客様」であること。
「お客様」に役に立つこと、おもしろいと思ってもらえることをして

あり、とても楽しめました。味を占めた私は、ダー

め、パツパツに張っている状態か、もしくはゆるっ

ツを趣味にしようと、以前気まぐれで買って以来

とした着こなしをするかの二択になってしまうの

使っていないマイダーツを引っ張り出してきまし

「う
そこで私は、シャツ棚の前で考えます。
です。

た。
が、しかし、ダーツには何やら茶色い粉末が。

ーん。新しく入る会社にパツパツで行くのはいか

それにしても、いろいろと考えなければいけないことがいっぱいです。でも、考えることがいっぱいあるというのは、何もないより
も良いことなのかもしれません。

少し奮発して買ったマイダーツがもう使用でき

がなものか？ いや、夏に入るし、劇的に痩せる

ないことを悟った私は、ハウスダーツでそこそこ

さて、私が どちらの選択をしたの
んじゃないか？」

に楽しんでいく決意をひっそりと固めました。

かは、会ってからのお楽しみです。

いかないといけませんね。

代表取締役 小早川幸一郎
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アメリカのビジネス書トレンド
BARNES & NOBLE BOOKSELLERS
順位

7月のTOP10

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

1

Lean In: Women, Work, and the Will to Lead

（邦題）LEAN IN(リーン・イン) 女性、仕事、リーダーへの意欲（日本経済新聞出版社）
著：シェリル・サンドバーグ

2

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

3

Powerful Writing Skills

（邦題）すぐ効くライティングスキル
著：リチャード・アンダーソン

4

StrengthsFinder 2.0

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：
トム・ラス

5

Mo' Meta Blues: The World According to Questlove

（仮題）モー・メタ・ブルース：クエストラブの世界観
著：アミーア・ クエストラブ ・
トンプソン

6

A Million Little Bricks:
The Unofficial Illustrated History of the LEGO Phenomenon

（仮題）百万個の積み木：レゴ現象の隠された歴史
著：サラ・ヘルマン

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

（邦題）習慣の力 The Power of Habit（講談社）
著：チャールズ・
ドゥイック

8

Fast Food Nation: The Dark Side of the All-American Meal

（邦題）
ファストフードが世界を食いつくす（草思社）
著：エリック・シュローサー

9

Think and Grow Rich: The Landmark Bestseller--Now
Revised and Updated for the 21st Century

（邦題）思考は現実化する
（きこ書房）
著：ナポレオン・ヒル

30-Second Economics: A "Crash" Course in the Top 50 Economic
Theoriesh Trumps Everything Else in Business: 1st Edition

（仮題）30分で経済を学ぶ：50の理論が引き起こす クラッシュ
著：エマ・ロング

7

10

クロスメディア本販売奮闘記
みなさんはじめまして！
！新大阪駅の駅ナカに

そして迎えた発売当日、どういう動きをする

聞かせて追加の到着を待ちました。発売１５

ある、ブックスキヨスク新大阪店でビジネス

のかなぁとドキドキしていましたが、思ってい

日目に、追加が到着。パネルも一緒にきたの

書を担当しております伊藤と申します。

たとおりおとなしめな動き出し。それから数

で、この本が一番輝く形をもう一度よく考え

この度はみなさんとビジネス書販売の難し

日間も特に変化なし。
これはだめかと思いあ

て、本の並びや位置を変えて、もう一度通路

さ、またよくあるお話など様々な事を共有で

きらめかけた発売７日目、急に７冊も売れた！
！

側一等地に出してみました。
この本は装丁

きればと思い、この記事を書いてみることに

「なんで？」と思いながらも、のんびりしてい

が綺麗で見栄えも非常に良く、置き方や並

しました。
この体験を読んで、楽しんだり、共

るわけにもいかないので急いで追加注文を

べ方で、その魅力を何倍にもしてあげられた

感していただけたらと思います。

出すことに。

ら、すごい力を発揮すると思います。
そのた

今回は、
「日本人が知っておきたい心を鍛え

しかし、次の日からまた動きが鈍くなってし

め、一等地で展開して、
「魅せる」
のに向いて

る習慣」の奮闘記をお伝えします。
この本は

まったのです。
ちょうど新刊ラッシュというこ

いるのではないでしょうか。ということでこ

ベストセラー「日本人にしかできない「気づ

ともあり、同じ場所の中でも高さや位置が頻

の調子を維持しつつ、ゆっくりじっくりと販売

かい」の習慣」の第２弾ですが、当店では第

繁に移動していたことが影響していたのか

していこうと思います。ちなみに私の店で

１弾の発売当初の売れ行きがあまり良くな

もしれません。そこで視点を変えてみようと

は、
この場所がこの本の定位置のようです。

く、僕としてもあまり乗り気ではありません

思い、場所をレジ横エンド台に変えてみるこ

そして、奮闘はこれからも続きます…。

でした。
ところが、営業の中山さんが「今作

とにしました。当店の一等地は通路に面して

のテーマは前作のそれよりもこのお店向き

いることもあり、特に暑い夏場はゆっくりと

だから仕掛ければ必ず動きは出る」という

本を選んでいただくにはあまり適した場所

強気な姿勢で押してきたので、「それじゃあ

ではないからです。
しかし移動させてみると、

やってみよう！
！」
という感じで、通路側一等地

これまた全然動かない…。
「なんでだろう？」

で５０冊という形で販売をスタートすること

やはりレジ横に置くには少し内容が柔らか

にしました。

すぎたか…。それに周りに置かれている本
も歴戦の猛者ばかり。
しかし追加が来るまで

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

トラブの初の回顧録。DJ やプロデューサー、エリカ・バドゥへのリ

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

ズム提供など、八面六臂の活躍をする彼、本の中で
「僕は友だちが

ていきます。

いない」と語って話題を呼んでいるんですって。回顧録を本当は出

夏も本番ですね。
ニューヨークも、東京まではひどくないですが、蒸

したくなかったらしく、長い説得の末にこの本が出版されることに

し蒸しして暑い日が続いています。人気の観光地エンパイアー・ス

なったそう。

テート・ビルからは、
スモッグで星空があまりよく見えない季節です。

9 位の『思考は現実化する』は 1928 年に出版された成功哲学の

そろそろ秋が恋しくなってきました。

礎といえる本。世界中で7000 万部という脅威の数字を叩きだした

この春大学を卒業したものの、進路が決まっていなかった私ですが、友人が弊社でアルバイトをしていたご縁

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。

伝説の本です。

もあって小早川さんに拾っていただきました。
これまでろくにアルバイトもしてこず、当然と思われるような礼

１位『Lean In: Women, Work, and the Will to Lead（LEAN

ビジネス書に興味を持つ人なら、おそらく読んでいる人も多いは

儀作法も知らないなど、本当にゼロからのスタートですが、一日も早く一人前の営業マンになれるようがんば

IN：女性、仕事、
リーダーへの意欲）』
は、6 月末に日本ではやくも翻

ず。著者のナポレオン・ヒルは、カーネギーから、成功者の研究とそ

りたいと思います。至らぬところも多分にあると思いますが、
ご指導のほどよろしくお願いいたします。

訳が出ましたね。
日本では、新規雇用の半数近くが女性にも関わら

の体系化を頼まれ、20年間かけてその研究に没頭したそう。毎月出

ず、リーダーはいまだに男性が大多数。
アメリカ以上に
「女性の声が

版されては忘れられる本が多い中で、本当の意味で残る本は、やは

反映されにくい国」と言えます。
アメリカのビジネスウーマンたちだ

り読者に与えるものの大きさではかられるのですね。

けでなく、
日本でも影響力のある本になるでしょう。

新書や定番の本、女性やバンドマン、さまざまな見地から書かれた

今 回 5 位 に ラ ン ク イ ン し た『Mo' Meta Blues: The World

本が並んだ今月。
いったいこれからどんな本に出会えるでしょうか。

According to Questlove（モー・メタ・ブルース：クエストラブ
の世界観）』は、ちょっと毛色が変わっています。
アメリカのヒップ
ホップグループ、
「The Roots のドラム兼頭脳中枢をになうクエス

新入社員紹介

は在庫も少なめなので、
ここは我慢と言い

はじめまして。7月21日より営業として入社いたしました竹内悠一郎と申します。

唐突ですが、少し旅行の話をしたいと思います。私は旅行が好きで学生時代に北海道や九州を 2 週間かけて
まわったりしていました。その中でとても気に入った街があります。山口県の萩市です。
萩は未だに城下町が残っており、レンタルサイクルを借りて萩の城下町を回った一日はとても爽快かつ歴史
を肌で感じられる素晴らしい一日でした。皆様も機会があれば是非萩を訪れてみてはいかがでしょうか。
その一方、私は学生時代から 6 年間住んでいた東京のことをあまり知りません。典型的な灯台下暗しという
やつです。今後は営業で都内を中心に多くの書店さんを回らせていただくと思いますので、営業しにいくと
同時に行く先々の様々な街を開拓していけたらと思います。何かオススメスポットなどがあれば是非お教

それでは、来月のランキングをお楽しみに！

えください。皆様、
これから末永くよろしくお願いいたします。
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