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小早川幸一郎
Koichiro Kobayakawa

時間貧乏性のため、旅行では予定を目一杯入

過去のデータを見てみると、ちょっと前に比べて

れます。そのため、気疲れしない一人旅が多い

ア
ビジネス書の売上が全体的に落ちています。

根本輝久

です。旅先で必ず足を運ぶ場所が「書店」と

ベノミクスの第一の矢、異次元金融緩和でみる

Teruhisa Nemoto

「市場」と「美術館（博物館）」です。美術館で
は、次から次へと足早に鑑賞していくのです
が、中に足を止めさせる作品と出会います。そ
れら作品には、多くの人の興味を惹く何かがあ
るのでしょうね。それが何かをうまく言語化し、
本作りに活かせないかと思っています。

中山直基
Naoki Nakayama

みる上 がっていった日経平均とちょうど反対の
この景況感の回
動きをしているかのようです。
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復が本が売れなくなってきた原因なのかどうか
売れているものにもきっと何
はわかりませんが、
そういった目線
かしら変化があるかもしれない、
で書店をぶらついている今日この頃です。

東京オリンピックの開催が決定しました！

他社さんの本ですが、消しゴムハンコで作る年

めでたいことですが、オリンピックセールなどい

賀状の本のカバーデザインをさせていただきま

ろいろと規制があるようで、やっかいでしたね。

ビジネス書とはまたジャンルもテイストも
した。

「お・も・て・な・し」で『日本人し
当社は、話題の

違うので、勉強にもなりとても楽しいお仕事で

かできない「気づかい」の習慣』をオススメして

これから年末にむけて店頭に並ぶのが楽
した。

いますが、POP はオリンピックを想像させるギ

しみです。それはそうと、実は私もう何年も年賀

リギリのラインで作りました。たぶん大丈夫なの

状をまともに出せていないんです。年々友達が

で、せっかく作った POP で展開お願いします！

減っていくので、この本をみて今年こそは年賀

1 書店の皆様へのお知らせ

都井美穂子

Yu Hashiba

様のおかげで、順調に売上げが伸びており、
４度の重版をす

売れ筋の本は、最初都心のお店で売れ、そこからどんどん広

ることができました。また、日販様のランキングでも圏外から

がって、売れが伸びていくことが多いですが、
「時間術」は都

着いた瞬間死んだように眠るという１週間でし

８７位にまで急上昇しました。この調子で、さらに「時間術」を

心で売れた話題書としてではなく、郊外のお店で売れている

た。ブロードウェイ、ひしめく画廊、本屋さん、

盛り上げていきます。

のです。このことから2つお伝えしたいことがあります。

すべてがデカイ。毎日が驚きの連続で、
べ物も、

Nanako Uebo

住吉駅から徒歩 3 分、雑貨屋「のーとる」。近く
にお越しの際はぜひ覗いてみてください〜
悪阻もひと段落し貧血状態は相変わらず続くも

10万部狙います!!

いや
達成します。

す。売れ行きの良い店の多くが郊外のお店なのです。多くの

上坊菜々子

だまだこれから」とい う意気込みを感じました。
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せていただいた「時間術」の掘り起こしですが、書店員の皆

た。人も、声も、サイレンも、ビルも、広告も、食

ことですが、彼女の穏やかな笑顔の中にも「ま

Fax : 03-5413-3141

さて、この「時間術」ですが、少し特徴的な売れ方をしていま

を訪ねてみました。学生の頃からお洒落な人だ

だろう…と考えても私には想像の域を出ない

4 スタッフのつぶやき…

書店員の皆様、いつもお世話になっております。前回紹介さ

生まれて初めてニューヨークに行ってきまし

度合い。長年の夢を叶えるってどういう気持ち

3 販売奮闘記／新入社員紹介

「時間術」で

先日、5 月に神戸で雑貨屋をオープンした友人
陳列された商品はどれも納得の洗練
ったので、

2 アメリカのビジネス書トレンド
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Mihoko Toi

状を作りたいなと。。。今は思っています。。。

橋場優
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Hilight!

朝から晩まで夢中で歩き通し、夜はホテルに

変な雑貨、激甘カップケーキ、巨大ステーキ、
電車の中で踊り出す人たち、トイレがない…バ
カは生きていけない街。おなかいっぱいです。

米国で出版される大物著者の書籍の出版権を

矢作千春

のの、漸く安定期に入りました。通常２０週目ぐら

Chiharu Yahagi

問い合わせたところ、オークションになってい

いから胎動を感じるらしいのですが、私の場合は

るとのこと。

１８週目に突入した
１７週目と早い段階で察知。

急いで企画をまとめて社長を説得。指２〜３本

今は、毎日くにゅくにゅとお腹の中で変な動きを

くらいは社長も騙されていてくれたのですが、

繰り返すため、仕事中に絶叫しそうになります。

すぐに値が上がってしまい（築地のマグロの入

身体の内側からくすぐられているようなこの奇妙

ました。
札イメージ）

な感覚。いつまで経っても慣れません。

何処まで行っちゃうの。指を咥えています。

吉田倫哉
Tomoya Yoshida

1.

2.

郊外での売れ＝日本全国
どの地方でも売れる

首都圏の郊外（埼玉県川越市、神奈川県海老名市、千
葉県千葉市）で売れている店舗が続出。

郊外で売れる力のある商品なので、
都内では確実に売れる。

実際、駅ナカ書店での多面展開でランキング1位を獲
得した実績もあります。

なので、地方の書店のみなさん、自信をもって「時間術」を販
売してください。そして、出来れば大きく展開して売り伸ばし
てください。都心のお店のみなさん、
「時間術」は売れますの

黒澤俊夫
Toshio Kurosawa

大沢卓士
Takushi Osawa

バイクが好きで、高校生の頃からずっと乗って

最近よく、物にぶつかります。オフィスの観葉植

います。違反点数が、後2ヶ月で消えるので、そ

物にぶつかり倒したり、注文書が入った段ボー

で、大きく展開してください。そして、話題書として広めてい

竹内悠一郎

くための発信地となってください。

Yuichiro Takeuchi

れを期に新しいバイクを買おうと思っています。

ルで派手につまずいたりと散々です…。別にド

ホンダのPCX150というスクーターです。小柄

（そもそも娘
ジッ娘を演じているわけではなく、

ながら高速可で、なんと燃費が50kもあります。

でもないですし、むしろ見た目おじさんなので

ずっと単車に乗っていたので、今時のスクータ

…）ただ周りが見えてないだけなのですけど

部を狙っています。
しかし、我々に出来ることは１０万部を狙

ーに憧れがありました。

ね。前回のかわら版で前世はハエだと言いまし

える商品を提案し、その売れが伸びるようにサポートさせて

カウントダウンしていたので、
半年くらい前から、

たが、ハエはもっと視野が広いので撤回しま

後2ヶ月ワクワクです！

「いのしし」です。
す。私の前世はきっと

いただくことだけであり、実際に現場で売ってくださるのは

最近、野球を久しぶりに始めました。

最近『計るだけダイエット』という iPhone アプリ

いろんな動きを忘れていてピッチャーをやれば

を使い始めました。NHK の番組『ためしてガッテ

フォアボールを出しまくりセンターライナーを逸

ン』から生まれたアプリで、朝晩体重を計って記

らし、2 塁 から暴走しと散々でした。

録するだけで、グラフが表示される優れもので

とはいえ、すごく楽しかったんです。ただ、もう一

グラフ動きを見ると、平日は順調に減っても
す。

つ忘れていました。筋肉痛です。

週末に増えるという自分の傾向が分かって、なか

今後、営業中の僕が変な動きをしているときは、

なか楽しいです。

何も言わずにこっそり見守って下さい。

傾向を楽しむだけではなくて、秋冬は実際に体重
を減らそうと思います！

①

最後に、クロスメディア・パブリッシングは「時間術」で10万

書店員の皆様です。

山下絢子

②

そのため、10万部に届かせるためには書店員の皆様のご協
力が必要不可欠です。実際に10万部を作るのは、書店員の

Ayako Yamashita

皆様なのです！
！
③

④

①大阪の駅ナカ・ランキング
②20〜30代が中心の客層で、繁華街にある書店
③地元の人が集う郊外のモール内の書店
④棚が狭くても見せ方で売る駅前の中型書店

ぜひ、
『「時間術」10万部計画』へのご協力、よろしくお願い
致します。(現在、6.5万部を突破しました！)
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アメリカのビジネス書トレンド
BARNES & NOBLE BOOKSELLERS

9月のTOP10

順位

タイトル

1

Before Happiness: The 5 Hidden Keys to Achieving Success,
Spreading Happiness, and Sustaining Positive Change

（仮題）幸せの前に−成功を達成し、幸福を広げ、
ポジティブな変化を続けるための5つの隠れた鍵
著：ショーン・エイカー

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
3
4

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

（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

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

It's Your Ship:
Management Techniques from the Best Damn Ship in the Navy

（邦題）即戦力の人心術―部下を持つすべての人に役立つ（三笠書房）
著：マイケル・アブラショフ

6

Promote Yourself: The New Rules for Career Success

（仮題）自分を売り込む−仕事で成功を収めるための新しいルール
著：ダン・ショーベル

7

How to Win Friends and Influence People

（邦題）人を動かす（創元社）
著：デール・カーネギー

8

The Firm: The Story of McKinsey
and Its Secret Influence on American Business

（邦題）マッキンゼー 世界の経済・政治・軍事を動かす
巨大コンサルティング・ファームの秘密（ダイヤモンド社）
著：ダフ・マクドナルド

9

The Advantage: Why Organizational
Health Trumps Everything Else in Business

（邦題）ザ・アドバンテージ なぜあの会社はブレないのか?
（翔泳社）
著：パトリック・レンシオーニ

Fish!: A Remarkable Way to Boost Morale and Improve Results

（邦題）フィッシュ!―鮮度100％ぴちぴちオフィスのつくり方（早川書房）
著：スティーヴン・C・ランディン

5

10

クロスメディア本販売奮闘記
みなさん、こんにちは！

棚で高回転する本ならば移動させて失敗して

く味わっているであろうことがひしひしと伝

新大阪駅の中にある ブックスキヨスク新大

も、また元の定位置に戻せばいいという安心

わってきました。最近、ビジネス書を販売し
ていて重要だと感じることは、いい本を見つ

阪店でビジネス書を担当している伊藤です。

感があったのもきっかけの一つだと思います。

あの暑かった夏も終わり秋の気配を感じられ

さて、こうして販売がスタートしたわけですが、

けそれをコツコツとでも販売していくという

る今日この頃、少しは涼しくなり仕事もやりや

最近の当店ではなかなかいい営業本が見つ

こと。これこそが売り上げを安定させ、お客

すい環境になってきていることかと思います。

からず、平台での販売点数も２年前と比べる

様の信頼を勝ち取ることに一番つながるはず

しかし、ビジネス書の現状はというと、なか

と激減していたので、なんとか売れてくれと

です。したがって僕は、これからも今回のよ

なか大きく売れる本も見つからず、ロングセ

祈るような気持ちでした。

うないい本を探して、コツコツと販売してい

ラーの本をこつこつと販売して凌いでいると

いざ販売をはじめてみると、最初は売れてい

こうと思います。本が売れて、お客様にも喜

いう状況です。

ないのかなぁと思わせるぐらいにゆったりとし

んでいただける。それこそが本屋の醍醐味な

今回はロングセラーの『
「高いなぁ」と言わ

た動き。あまりのゆっくりとした動きで追加発

のだから。下記の写真は販売風景です。ぜ
ひ参考にしてみてください。

れても売れる営業のしかけ』という本の販売

注を忘れてしまいそうになるくらいでした。た

の様子をご紹介しようと思います。結果を先

だ、しっかりと着実に売れていきます。さす

に言ってしまうと、この本を販売しはじめては

がは、元々営業本コーナーでしっかりと売れ

や 4 ヶ月。毎月１０冊ずつぐらいと目立って大

ていた本です。僕も内容を見てみたのです

きな動きは見せてはいませんが、コンスタント

が、
「値下げをすれば誰にでも売れる」とい

に売れております。まさに先程申し上げた、

うところには、思わず「なるほど」と共感し

凌ぐ時期にはうってつけの商品です。この本

てしまいました。書店も値引きができず、い

を目立つ場所で販売しはじめたきっかけは、

かに商品の良さを伝えるかで日々苦労してい

棚での回転が安定していたので、目立つ場

るからです。ただ、この本が受け入れられて

所に出してあげることで面白い動きが出るの

いるということは、書店に限らずお客の皆様

ではないかと思い立ったからでした。また、

も、
「ものやサービスを販売する苦労」を多

奮闘はこれからもつづく・
・
・。

営業部長の

書店営業日誌

担当者：

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間

功したから幸せになるのではなく、
幸せだから成功する」
という考え。

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てい

前向きな生き方を教えてくれます。6 位の『Promote Yourself:

きます。10月になると NYでは気温が20度を超える日が少なくなり

The New Rules for Career Success』は、自分のキャリアを

嫁さんの実家が福井ということもあり、お盆の帰省に合せて、

ます。肌寒さがいっそう増し、仕事のために朝起きるのが少し億劫に

成功という形で積み上げていくために、どのように行動することが

北陸営業に行ってきました。

なってきますね。
でも、この時期になるとセントラルパークの木々の

効果的なのか教えてくれます。
「セルフ・ブランディング」について

福井、金沢、富山の 3 エリアを弾丸 2 日間営業ですので、そ

葉が色づき始めます。休みの日には紅葉を見ながら散歩でもして心

書かれた本なので、新入社員にもベテランの方にも合う一冊

んなに回れませんでした。

話は変わりますが、石川県のイオンの中にある書店さんには、初

を癒そうと思う、今日このごろです。

ではないでしょうか？ 続いて8 位の『 The Firm: The Story of

ご挨拶できなかった書店様、申し訳ございません。

めてご挨拶したにも関わらず、こんなありがたいお言葉をいただ

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。

McKinsey and Its Secret Inﬂuence on American Busi-

今回の営業では、地方の書店様がどのような取組みをされてい

きました。

前 回 ラ ン ク外 に なった『StrengthsFinder 2.0』と『Lean In:

ness』
は、現地での発売後まもなく、日本でも
『マッキンゼー 世界

るのか、とても勉強になりました。

Women, Work, and the Will to Lead』が上位に返り咲きまし

の経済・政治・軍事を動かす巨大コンサルティング・ファームの

フリーペーパーを毎月作成して、書店員さんがオススメの本を

ス書担当として非常にありがたく思っております。確かにビジネ

た。特に前者は発売から 6 年経っていますが、まだまだ根強い人気

秘密』というタイトルで発売されたそうですね。世界最大のコンサ

紹介する（いろんなジャンルが紹介されていましたので、自分も

ス書は売れなくなってきていますが、私たち書店員の販売努力

を誇っています。
やはり良い本は売れ続けるのですね。

ルタント会社であるマッキンゼーを解き明かしています。
ジャーナリ

つい紹介されていた新書を買ってしまいました。今ではランキ

次第でまだまだ伸びるのではないかなと感じています。私たちも

既刊のベストセラーがランクインする一方、新刊本の登場も目立ち

ストが書いたノンフィクションということで、迫り来るものがありまし

ング頼みで、面白い本を見つけることができなくなっていると思

がんばりますので、これからも売りやすい商品をどんどん出して

ました。
まず人気の2 冊を抑え1 位になった『Before Happiness:

た。
日本語版でもぜひ一読を。

うので、大事なことですよね。
）
とか、雑誌棚のラックに近隣の

下さい！」

お店の広告を掲載しチラシを置けるようにしていたり、地域密

地方の商談会などでは、あまりビジネス書に興味をもってもらえ

着の本コーナーを作っていたり、土日には、店舗前の駐車場で

ない（売れない）のですが、モチベーションが復活しました！

縁日をやっていたり、都心と違う書店の形を見た気がしました。

まだまだ全国で拡販できるはずなので、地方でも地道な営業（ビ

The 5 Hidden Keys to Achieving Success, Spreading
Happiness, and Sustaining Positive Change』
は、ハーバー

今回は既刊と新刊がバランスよく並んだラインナップでしたね。次

ド大学でポジティブ心理学の教鞭をとるショーン・エイカーの著書

回はどんな本がランキングに入るのでしょうか。
それでは、来月のラ

です。彼の授業の人気は高く、著名人のプレゼンテーションで有名

ンキングをお楽しみに！

な TED でも講演していました。彼が提唱する「幸福優位性」は「成

（都心でも郊外のお店やインショップのお店など使えそうなネタか
もしれません）

「当店ではクロスメディアさんの商品は本当に売れるのでビジネ

ジネス書の売上げを伸ばす提案）をしていきます！
！

