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今月のお休み

スタッフの
つぶやき……
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1 書店の皆様へのお知らせ

根本輝久
Teruhisa Nemoto

新年あけましておめでとうございます！突然で
といってもサッカ
「今年はローマが熱い！」。
すが、
ーのチーム『AS ローマ』の話です。実は、僕は
90年代からローマのファンです。近年は資金不
足で成績も振るわず、悔しい思いをしてきました
が、今年はなんと開幕 10 連勝のセリエ A 記録
ここ数試合はケガ人がでてしまい少し
を樹立。
まだリーグ 2 位の好成
後退してしまいましたが、

先日から会社のデスクでイスの代わりにバラン

あけましておめでとうございます！2014 年は、

スボールに座っているんですが、たった数日でも

ロックの大御所来日ラッシュですね。ストーン

腹筋と背筋が鍛えられてきたような気がします。

ズにエリック・クラプトンに、ボブ・ディランま

「仕事
当たり前のことですが、一応今年の目標は

で。音楽好きな方はワクワクなのではないでし

なので、小さ
をもっとがんばるための体力づくり」

ょうか。去年のポール・マッカートニーもめち

なことですが続けていきたいと思います。来年

ゃめちゃ素敵だったので、今年も期待して、ラ

の今頃はきっとビヨンセくらいのバキバキの腹

イブ貧 乏になる覚 悟で 行きまくろうと思 いま

筋になっているはず。。。

す。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

先日、初めてデジタル一眼レフを買いました。特

１２月末より、１年間の産休をいただきます。妊

別、写真が趣味という訳ではないのですが、友

娠後期は、脳貧血と逆流性食道炎に悩まされ

人の結婚式のときスマホで綺麗に撮影できなか

活躍させるためにも、日々、つい心惹かれるよう
なモノや風景を探す目線で過ごしていきたいと
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
思います。

趣味といえば、サバゲーとバイクくらいしかない
ことに最近気づきました。以前は、ダーツバーに
通ったり、外出することが多かったのですが、仕
事が忙しいという言い訳をし、引きこもりがちに
なっていたなと思っています。
2014年は、
もっと外に出て、いろいろな刺激を受
け、新しい事にチャレンジする年にしたいです。

るというなかなかハードな妊婦生活でしたが、

上坊菜々子
Nanako Uebo

矢作千春
Chiharu Yahagi

メンバーをはじめ多くの方の温かいサポートの
お陰で無事に乗り切ることができました。心か
ら感謝しています。母としてパワーアップして
戻ってこられるように、子育てのほうも頑張り
ます！２０１４年が皆様にとって、素晴らしい１
年となりますように。
最近のお気に入りは山口瞳さんの『礼儀作法入
という本です。
門』
〝礼儀〟知らずは〝粋〟知らず、と謳い手紙の書き
方、背広の選び方から、酒の飲み方、ギャンブル
というの
〝礼儀〟
など様々な話が詰まっています。
は、人と人との付き合い方ということに他ならな
いのだなぁと、感じます。
エッセイとしても面白いので、ご興味のある方は
ぜひ手にとられてください♪

山下絢子
Ayako Yamashita

皆様に支えられながら︑当社も９期を迎えることができました︒

と思うこの頃です。皆さま、昨年は一年大変お世

今 年は︑編 集 面では︑﹁ 自 己 啓 発 書 ﹂
﹁ビジネススキル書 ﹂
﹁マネジメ

の？」と言われます。いやはや。本気で減量しよう
話になりました。今年もよろしくお願いします。

メラを買っとこう…と思い立ち。こいつをもっと

Toshio Kurosawa

あるのです。決まって「柔道とか相撲じゃない

しくお願いいたします。

ったのをきっかけに、一つくらいちゃんとしたカ

黒澤俊夫

ィンしていることを信じてくれないケースが多々

ント書﹂
の３本柱で︑働く人に価値ある本を出版していきます︒営

Yu Hashiba

う困るんです。そのイメージのせいで僕がサーフ

大沢卓士
Takushi Osawa

業 面では︑各 書 店 様に合った書 籍のご提 案を行い︑適 正な受 注︑配

橋場優

これがけっこ
そういうイメージがつきものです。

本と機会利益が創出されるよう努めます︒

Mihoko Toi

サーフィンというと爽やかだのカッコイイだの

会 社としては考 えないといけないこと︑
やらなければいけないこと

都井美穂子

今年の営業目標は、余計な話をしないで、書店
員さんの貴重な時間を大切にすることです！

がたくさんあり ますが︑書 店や取 次のみなさまが当 社に求めるこ

さまと出会うことができました。2014 年もよろ

というわけで、
自己満足な話が長く続いて・・・。

とは︑売れる本を出版することだと思います︒ヒットは七難隠す︒

少しだけさよならできました。そして、なにより皆

杯までの祝辞がなんと1時間以上続いたんです。
しんどかった・・・。誰に向けて話しているのか、
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６年間で蓄えたお腹の
家からも引っ越しました。
お肉ともさよなら・・・はできませんでしたが、
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昨年末に友人の披露宴に参加したのですが、乾

新しいスタッフが多 く 加わり ︑今 年は本 領 発 揮の年だと考 えてい

６年間も通った大学をついに卒業し
年でした。
６年間住んだ
て、ようやく社会人になりました。
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よろしくお願いします！さて、話は変わりますが、

ま す ︒自 由 闊 達で規 律のある社 風の中︑社 員一同 仕 事に邁 進して

私にとっていろいろなことが大きく変わった一

Naoki Nakayama
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いく所存です︒

Yuichiro Takeuchi

新年あけましておめでとうございます。昨年は

明るい話題を提案できるよう走り回りますので

2 アメリカのビジネス書トレンド

本年も引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます︒

竹内悠一郎

中山直基

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.

謹んで初 春のお慶 びを
申 し 上 げます ︒

績。今年こそやってくれると信じてます！

あけましておめでとうございます。昨年は当社
もビジネス書全体も難しい1年でしたが、今年は

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

1
2
3
4

12月のTOP10

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）
(邦題)信念に生きる―ネルソン・マンデラの行動哲学(英治出版)
著：リチャード・ステンゲル

Mandela's Way: Lessons on Life, Love, and Courage

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：
トム・ラス

StrengthsFinder 2.0
Happy, Happy, Happy:
My Life and Legacy as the Duck Commander

（仮題）ハッピーハッピーハッピー！――ダック司令官として人生と遺産
著：フィル・ロバートソン

An Invisible Thread: The True Story of an11-Year-Old Panhandler,
a Busy Sales Executive, and an Unlikely Meeting with Destiny

(邦題)見えない糸 ―物乞いの少年とキャリアウーマンの小さな奇跡の物語(海と月社)
著：ローラ·シュロフ、アレックス・
トレスニオウスキ

とある書店でのビジネス書販売奮闘記
みなさん、こんにちは！

でほしいという思いが世間的にあったのでしょ

新大阪駅の中にあるブックスキヨスク新大阪

うか。僕も正直なところ軽いビジネス書はあ

店でビジネス書を担当している伊藤です。

まり好きではなく、
「名著」を「まんが」でと

最近寒さも一段と厳しくなりました。年末年始

いう形式には懐疑的でした。

を控えて皆さん忙しい日々を送られていること
日をなんとか乗り切っていこうと意気込んでい

あるのだとすごく勉強になりました。
こう考えてみると、ほんとビジネス書は何が
売れるかわかりませんね。なので日々好奇心

右：
『コミック版１００円のコーラを
１０００円で売る方法』中経出版
左：
『まんがでわかる７つの習慣』宝島社

と思います。当店も繁忙期を迎え、慌しい毎

第五回

をもって、色々試してみるしかないと思います。
試してみると案外売れる本、これはいけると
思ったけど売れない本、色々出てくるとは思

る次第です。ただそれはビジネスマンである

います。ただそこでめげてはいけません。売

お客様も同じで、毎日が時間との戦いである

れた理由、売れなかった理由をしっかり考え

だろうと思われます。そのためビジネス書も

ていくことがお客様の求めていることを掴むこ

この時期には、時間術や段取りに関するスキ

とのきっかけになっていきます。そしてそれが

ル本がよく売れるのでしょう。

でも、この本の売行きをきっかけにして、いろ

経験となって後々に生かされていくのだと思

そのような流れの中で最近、こんな一冊がよ

いろ考えさせられました。
『 7 つの習慣』はた

います。

く売れています。宝島社が出した『まんがで

しかに分厚く難しそうで、やはり一般の人はな

5

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

わかる７つの習慣』です。これまで、名著と

かなか手を出しにくかったのだと思います。名

本当にビジネス書の販売は難しく、まだまだ

6

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

呼ばれるものが「まんが」になるということは

著をそのまま読んでほしいという思いはありま

苦悩の日々は続きそうです。ですが最近そう

あまりなかったように思います。たしかに、
『コ

したが、
「まんが」にすることで、いろんな人

やって色々考えることこそがビジネス書担当

7

Raise the Bar: An Action-Based Method for
Maximum Customer Reactions

（仮題）バーを立て直せ ー顧客の反応を最大限に引き出す行動メソッド
著：ジョン・テファー

ミック版 １００円のコーラを１０００円で売る方

が読む良いきっかけになる。そしてそれによっ

の楽しみなのだとも思えてきました。

法』などはありましたが、その数は少なかっ

て、ビジネス書を読む人の裾野が広がってい

8

The 48 Laws of Power

（邦題）権力(パワー)に翻弄されないための48の法則（角川書店）
著：ロバート・グリーン、ユースト・エルファーズ

たように思えます。何十年も読み継がれてき

く。それはそれで素晴らしいことだと思います。

た名著に関しては、できればこのままで読ん

ビジネス書を読ませるにはいろいろな方法が

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

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 第5版
著：プロジェクトマネジメント協会

10

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

を15個の哲学にまとめ、米タイム誌の編集長だった著者が紹介し

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

ています。
「勇敢に見える行動をとれ」
「常に冷静沈着であれ」
など、

ていきます。2014年を迎えたNY。
みなさん、今年もどうぞよろしく

マンデラのリーダーシップ論や人生論が書かれています。4位には

お願いします。年越しはタイムズスクエアのカウントダウンに参加し

『An Invisible Thread: The True Story of an 11-Year-Old

ました。
とても楽しかったのですが、一方で日本の年越しそばやお節

Panhandler, a Busy Sales Executive, and an Unlikely

が恋しかったです。
それではさっそく今月のランキングを見ていきま

Meeting with Destiny』
がランクイン。舞 台 は1980年代 の

しょう。

ニューヨーク。新聞社の広告営業で活躍するキャリアウーマンと、

今回のランキングでは、新作のランクインがない一方、常に支持を

物乞いで日々を生きる11歳の少年が主人公のノンフィクションで

集めている既刊が売り上げを伸ばしました。2013年を通してラン

す。接点がないように思える彼らが出会い、徐々にお互いを必要と

キングの上位を独占した『StrengthsFinder 2.0』や『Lean In:

そのためにも日々奮闘は続く・・・。

！
に聞きました！
ん
さ
員
店
書
伝説の

これぞ「いい棚 」の作り方

part

書店員の皆様いつもお世話になっております。先月に引き続き「書店の棚作りとは？」というテーマについて、ベテ
ラン書店員さんから伺った話をお伝えしたいと思います。国内有数の老舗書店の伝説の書店員さんのお話なので、是
非参考にしていただければと思います。

2

伝説の書店員さんが語る、いい棚作りとは？
その

3

営業マンは「目」として使え！
！

みなさん、周辺の書店や力のある大型書店を回って売れ筋

その

4

情報源としての営業マン
どうやったら上手く情報を引きだせる？

営業から情報を引きだすと言っても、具体的にはどうやったら

の情報を仕入れたりする時間ってとれていますか？前回も

上手く情報を引きだせるのでしょう。私が意識してやっている

申しあげたように、みなさんはとても忙しく、そういった

のは、自店の客層や売れる分野の情報をしっかりと営業に伝

時間をとれない時もあると思います。そんなときは、版元

えてあげることです。たとえば、
「うちのビルは○○なお店が

していくストーリーは、世界11か国で翻訳され多くの読者の心を揺

の営業マンを上手く使って情報を仕入れましょう。彼らは

入っているから、
○○なお客様が多い」
「うちは A 店と売れる

Women, Work, and the Will to Lead』
をはじめ、
『Outliers:

さぶっています。8位にランクインしたのは『The 48 Laws of

色々な書店を回っているので、
「どこで何が売れている」

本の特徴が似ている」など、皆さんのお店の具体的な情報を

The Story of Success』
といったランキングの常連作品が登場

Power』。権力を手にする方法を古今東西の人物の言葉から学べ

や「A と B を併売したら売れている店舗があった」などの

与えてあげる。そうすることで、彼らは皆さんがどういう情報

しています。

る1冊です。
「権力」
と聞くと悪い印象を持たれがちですが、
ビジネ

情報を持っています。せっかく外の情報を持っている人が

を必要としているのかイメージしやすくなります。その結果、

さて、今回は日本でも翻訳された人気作品を中心に紹介していきま

スの世界を勝ち抜くにはそんな悠長なことを言っていられないのが

す。
まず1位になったのは
『Mandela's Way: Lessons on Life,

お店に来ているのですから、上手く情報を引きだして棚作

彼らは的確な情報を集め、そして的確に情報を伝えてくれや

りに活かしましょう。ちなみに私の経験上、自社の本だけ

すくなるのです。このように営業と情報のキャッチボールをし、

現実！
？ 競争の激しいパワーゲームを勝ち抜く法則がまとめられて

でなく他社の本もオススメできるような懐の深い営業マン

自店に合った情報を仕入れることは、何が売れるか読みづら

Love, and Courage』です。先月初め、95歳で亡くなったネルソ

います。長く愛されている人気作品が多かった今月の10冊でした。

は、棚作りに役立つ良い情報をたくさん提供してくれます。

いビジネス書の棚作りにおいてとても重要です。

ン・マンデラ。アパルトヘイト(人種隔離政策)を平和的に終結させ、

次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

南アフリカの基礎を成しました。
ノーベル平和賞も取った彼の信念

ランキングをお楽しみに！

いかがでしたでしょうか。今回の話が皆様の棚作りの役に立てれば幸いです。是非我々クロスメディア・パブリッシングの営
業マンも「目」として使ってください。これからもよろしくお願いいたします。

