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サッカー日本代 表の W 杯１次リーグでの敗退

小早川幸一郎

が決まりました。日本中の誰もが決勝リーグに

Koichiro Kobayakawa

進出すると思っていた雰囲気でしたが、ヨーロ
ッパの強豪国が早々に敗退したことを考える
と、
日本が決勝リーグに進むことは難しいことだ
出版の世界でも、価値
ったのかもしれません。
だけではなく 売れる という結果を出さないと、
いつか敗退となります。
プロ意識を持って、勝っ
て結果を出す仕事をするよう努めます。

中山直基
Naoki Nakayama

ついに W 杯が始まりましたが、W 杯といえば、
先月ご提案したサムライブルーフェア（青い装
丁の本を集めて、日本代表を応援しようという
企画）が好評でした。書店員さんからも、本部の
仕入担当さんからもオモシロイという声をいた
だきました。非常に、うれしく、励みになると同時
に、次はどうしようというプレッシャーも…。
とい
うことで、これからもビジネス書という枠に捉わ
れずに革新的なご提案をしていこうと思います
が、何かネタがあれば、
ご提供お願いします！
！

橋場優
Yu Hashiba

「しゃっくりを 100 回すると死ぬ」というのはも

小さい頃は何故か「くしゃみを 100 回したら死
がに死ぬほど疲れるかもなあ…

してます。ずばり！ブラジルVSアルゼンチンが

とおり日光に対してアレルギー反応を起こして

そうです。一方で、ソーシャルメディアで募集さ
れる街コンやオフ会。居酒屋業界もしぶといなと
弊社もしぶとく生きたいと思います。
思いました。

意気込んでる私も、実は去年くらいから発症し

とりあえずちゃん
アレルギーだと言われました。
挑みたいと思いますっっ
ケイクス、2ch に FB、TW に
アンテナ、
グノシー、

今、一番読んでみたい本は
『小林秀雄

学生との

Nanako Uebo

共感率は９９％越え！？
鉄板で共感してもらえる
メインパネル

月に初めて会場を貸し切ったイベントを主催す

黒澤俊夫

日曜の夕方に放送され続けて
４５年。数々のビジネスマンに憂
鬱をもたらしてきた国民的アニ
メを題材としたあるあるでお客
様を惹きつけます?

Toshio Kurosawa

ることにしました。不真面目な人生を歩んできま
場を予約した当日に、定員の人数を集めること
ができました。人をまとめるのが苦手な僕です
が、頼ってくれる人もいるので、成長しないとな
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ぁと思いました。

大沢卓士
Takushi Osawa

すが、このお店はすごい。初めて行った時、名物
の唐揚げそば ( ニケ ) を頼んだら、出て来たの

自分の「あるある」が
必ず見つかる。
全書籍につく
「あるある」POP

は丼いっぱいの唐揚げでした。唐揚げ一個あた
ちなみに
り、野球ボール大なのです。味もいい。
お客さんもハートウォーミングな方が多くて、大
好きなお店です。

取材のメモをとるときや、ひとりでブレストをする
ときなどは、大抵パソコンのワードを使っていた
のですが、最近 Campus ノートへ手書きでする

た、小林秀雄。
恥ずかしながら 1 冊も読んだこと

ようにしました。相変わらずの字の汚さにげんなり

がないのですが、知人が
「小林秀雄は比喩表現の

しますが、ペンを握ることで不思議とアイディア

名手だよ」
と話しており、興味を持っています。
そ

が出るスピードや、思考の整理の質が上がった気

んな中で見つけたこの本。彼の人となりに触れる

なにより、タイピングよりも手書きのほ
がします。

のには絶好の 1 冊のように思っています。
う〜ん。

うが楽しい！使っていて気持ちが上がるかどうかっ

早く読みたい！

て重要なのかもしれません。

長谷川 諒
Ryo Hasegawa
いきなりこんなに棚のスペースを用意できない!!という書店様のために、少
ないスペースでできる6点×各5冊（計30冊）
のプチフェアセットもご用意し
ました。ぜひご気軽にご注文ください。

Outliers: The Story of Success
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Capital in the Twenty-First Century

6月のTOP10
邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）
（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

(仮題）21世紀の資本主義
著：
トマ・ピケティ

3

Think Like a Freak

（仮題）変わり者思考でいけ！

4

The 5 Levels of Leadership:
Proven Steps to Maximize Your Potential

（仮題）5段階のリーダーシップ：あなたの可能性を引き出すためのステップ
著：ジョン・C・マクスウェル

5

Flash Boys (A Wall Street Revolt)

6

StrengthsFinder 2.0

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：
トム・ラス

7

Freakonomics :
A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything

（邦題）ヤバい経済学（東洋経済新聞社）
著：スティーブン・D・レビット

8
9
10

著：スティーブン・D・レヴィット、スティーブン・Jダブナー

(仮題)フラッシュ・ボーイズ
著：マイケル·ルイス

Blink: The Power of Thinking without Thinking

（邦題）第1感「最初の2秒」の「なんとなく」が正しい（光文社）
著：マルコム・グラッドウェル

#GIRLBOSS

（仮題）ガールボス
著：ソフィア・アモルーソ

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

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

イスしてくれるでしょう。

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

８位は日本でも
『第1感「最初の2秒」の「なんとなく」が正しい』

していきます。7月です。アメリカ中が大騒ぎする独立記念日は7

SNSあるある
「いいね！」押してよ感が
最近ストレス
周りから
どう思われたっていい。
自分の気持ちが
最優先。

いい

ね!!

!!

ぜんぜん気にしない技術

（光文社）
で出版されている
『Blink: The Power of Thinking

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。

第八回

ものを提供できるからです。そのためにはお

人一人と真剣に向き合っていく。それこそが

新大阪駅の中にあるブックスキヨスク新大阪

客様と直に接するということが大切だと思い

よりよい棚作り、そしてよりよいお店作りに繋

店でビジネス書を担当している伊藤です。

ました。

がっていくのではないかと思います。

改装してから人員削減等もありレジに入る機

例えば若い女性のお客様がたくさんのビジネ

そして最後に今のお勧め本のご紹介！6月とい

会がものすごく増えました。最初慣れる前ま

ス書を購入されている姿を見れば、男性に負

うことで人間関係に悩まれている方も多いの

ではレジに入る時間を別の作業に当てられな

けないためにも必死で頑張っている女性にど

か、NLP や心理学の本でありきたりですが、
意外と売れています。

いかなと考えることもあったのですが、最近

んな本を提供していけばいいのかということ

あることに気づきました。それはどんなお客

を考えます。男性に負けないような高度なビ

様がどのような本を買われているかということ

ジネススキルの本を置いてみようとか、女性

を知れるチャンスであること。今まではデータ

ならではの仕事に大切な気遣いや気配りの本

や店頭の減り具合を見るだけで、実際のお客

をおいてみようとか、いろいろな考えが浮か

様の顔を見る機会は少ないものでした。だか

んだりいろいろなアイデアに繋がったりするこ

らどうしてもこれが売れているからなんとなく

ともあります。お客様の顔が見えていること

こういうものを販売していこうとか、目的の

で、どういう本を置こうかどういう棚作りをし

はっきりしないものが多かった気がします。売

ようかと、より具体的に想像して仕事ができる

れているものを売ろうという行為は間違いで

ようになりました。レジ業務は、本当に大切

はないのですが、それがなぜ売れているのか

だと実感しました。基本的な業務でどうしても

ということを考えていくことは非常に大事なこ
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形式的な流れ作業になりやすいものですが、

とだと思います。ビジネス書はお客様一人一

実はお客様と一番向き合うことができる大切

人が目的をもって購入されるもの。その目的

な場所であることも忘れてはいけないのです。

を一つでも多く知ることができれば、よりいい

例えそれが短い時間だったとしてもお客様一

そのためにも日々奮闘は続く…。

「起業家のように企業で働く」
、！
す

『起業家のように企業で働く』が新帯になり、１か月弱が経過。

昇中で
ランキング急上

いかんせん、下降気味だった売れ行きも皆様のおかげで、日販さんのランキング 400 位前
後から急に100位前後へとググッと急上昇中！

月4日です。ニューヨークでも花火大会や例年通り大きな盛り上

without Thinking』
でした。今や全世界34ヵ国で翻訳されてい
ます。
「これだ」
という最初のひらめきこそが正しい判断であると

ッグ大食い選手権」
なるものが開催されます。全米から大食漢達

いうグラッドウェルの主張をエピソードや心理実験を交えて進め

が集まり、
フードファイトを繰り広げるのです。昨年の優勝者は10

ていく展開が魅力的ですのでぜひ目を通してみてください。

分間にホットドッグを69本も平らげました。
おそろしい。

９位は新しくランクインした
『#GIRLBOSS』
が登場です。米アパ

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。今回のラ

レルブランド
「Nasty Gal」
の創始者であるソフィア・アモルーソ

ンキングは旧作が多い中、気になる新刊が登場してきましたので、

が著者です。万引きなど、悪行の限りを尽くした青春時代を送っ

りと取次さんからもお墨付きを頂いており、お客様からのクレームもまだ発生しておりま

新旧交えてご紹介していきたいと思います。

た彼女が一億ドルもの売上を出す
「Nasty Gal」
のCEOに至るま

せん！

４位に輝いたのは久しぶりの登場となった『The 5 Levels of

での過程を若い世代への力強いメッセージとともに訴えかけて

先月号の週刊ダイヤモンドには、書店員さんから頂いた書評が掲載されたり、Ｙahoo！ビジ

Leadership: Proven Steps to Maximize Your Poten-

います。彼女の率直な言葉には心を震わせるものがあります。

ネスニュースでも紹介され、６月下旬にアクセスランキング１位になったりと、発売から

tial』
です。
「世界一のメンター」
とも言われるジョン・C・マクスウェ

新しい顔ぶれは少ないですが、
ランキングに残り続けている本、

１年弱経過している本としては異例です！

ルが誰しものリーダーシップを現実的に高めていく為に５つのス

まだチェックしていないものは目を通してみたらいかがでしょう。

テップを軸に説いています。
ビジネスの場であっても、
どの場面で

次回はどんな本がランキングに入るのでしょうか。

あってもリーダーシップは必要ですが身につけるのは単純ではあ

それでは、来月のランキングをお楽しみに！

え続けているマクスウェルなら何かヒントとなるポイントをアドバ

各セットに２点組み込まれている
しかけ銘柄。しかけ銘柄が入るこ
とによりフェアにメリハリがつき、実
売アップ。楽しいイラスト入りパネ
ルはかなり目立つのでアイキャッ
チには最適です。

各書籍にはそれぞれの内容に
ちなんだあるあるPOPがつきま
す。書籍の内容が一目でわか
るので、
自分に合った書籍が必
ず見つかります。
フェア全体の
実売の底上げにつながります。

がりを見せるでしょう。
この日昼間には、毎年「Ｎａｔｈａｎ ｓホットド

りません。毎年100万人以上の人々を教育しモチベーションを与

お客様の目を
引くこと間違いなし?
イラスト入りパネルで
店頭を楽しく飾りつけ
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アメリカのビジネス書トレンド
タイトル
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とにかく楽しいフェアになっています。楽しい空間を演出して、
ビジネス書、
そしてお店全体を盛り上げましょう。
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1

始め

1

したが、遊びは真面目にやってきた事もあり、会

学生時代の現代文の試験によく引用されてい

順位

フェアました！

！
性があるそう。怖い！

対話』
（国民文化研究会・新潮社編集） です。

BARNES & NOBLE BOOKSELLERS

http://www.cm-publishing.co.jp

CROSS M EDIA FAIR 2014

2011年にtwitterで人気を集め、書籍化された
「野球部あるある」。
それ以降2013年にかけて、
「ジャニオタあるある」
「女子高あるある」
な
ど、様々なジャンルのあるある本が出版され、空前絶後のあるあるブームが起こったのは記憶に新しいですよね。
しかし、
ビジネスあるあるがな
い！！じゃありませんか。
ないなら作ってしまおう。
そして作るなら最高に面白いものを作ろうということで、
クロスメディア営業部は
「働くビジネス
マンのためのあるあるフェア」
をご用意しました。

だすことの両立、難しいです…

げで、蕎麦には一家言あるぐらいになったので

力仕事が多いと思うので非常にオススメです。

あるある

アンテナを張ることと、あえて無知の状態を作り

チェーン展開しているお店なのですが、価格が

ないお話ですが、書店員の皆様は立ち仕事・

上坊菜々子

4 スタッフのつぶやき…

Fax : 03-5413-3141

「人は情報過多になると創作意欲が失われる」習

最近、我孫子にある弥生軒というそば屋さんに

オチもなにも
が、非常に満足できる内容でした。

3 販売奮闘記/起業家、売れてます！

だし時間を有効に使えてる♪と思いきや、

はまっています。継続中の蕎麦ダイエットのおか

直サービスへの不安をかなり感じていたのです

2 アメリカのビジネス書トレンド

と病院で診てもらって、日焼け対策万全にして

「ほぐしの達人」という首都圏の駅前で多数
た。

額以下です。かなり格安な値段設定なので、正

働く大人の

てます。。。症状は軽くて病院に行ったわけでは

先日、友人に誘われてマッサージに行ってきまし

なんと1時間2980 円 !! 他のお店と比べると半

Mihoko Toi

ないのですが、同じ症状の友達に聞いたら日光

域に入ってきたような気がしています。今年の 9

ルに会う必要が薄れ、同窓会が減っているのだ

都井美穂子

Hilight!

An ord i n ar y offi c e wor k e r
to a gr e a t bu si n e ss m a n.

クロスメディア・パブリッシング 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-20-3 東栄神宮外苑ビル Tel : 03-5413-3140

しまうものです。今年こそはフェスに参加すると

サバゲーを始めて早6年…。そろそろベテランの

だけではないそうです。とりわけ居酒屋のダメー

1 2014年度クロスメディアフェアのご案内

見たい。

Facebookなどのソーシャルメディアの伸びに

facebookで分かってしまうので、わざわざリア

山下絢子

同じように決勝は、南米対決になることを期待

日光アレルギーってご存知でしょうか？名前の

クロスメディアかわら版
Vol.70 2014.7

すが、1950年ブラジルワールドカップのときと

よって打撃を受けているのは、書店さん・出版社
ジが大きいそうです。友人が何をしているかは

Ayako Yamashita

など、強豪国が苦戦を強いられる場面も多くあ
まだまだ波乱がありそうな予感…で
りました。

pinterest、sumally…新しいニュース、面白コン

良いとのこと。…ところでこの迷 信について、

Yuichiro Takeuchi

Teruhisa Nemoto

テンツ、ほしい情報がどんどん入ってきて、便利

ぬ」と勘違いして覚えていました。それはさす

竹内悠一郎

根本輝久

大詰めを迎えています。ここまではスペイン、

何らかの異常が発生してしゃっくりが止まらなく
も続くようなしゃっくりなら病院へ行ったほうが

吉田倫哉

果に終わりましたが、ブラジルＷ杯がいよいよ
イタリア、イングランド、ウルグアイ、ポルトガル

ちろん迷信ですが、中には中枢神経の周りで
なる場合もあるそうです。長時間、特に睡眠中

Tomoya Yoshida

残念ながら日本はグループ予選敗退という結

ゆうまでもなく、都内の各地でランキング入りするお店も多数！
数字を見ていると土日に売れるのが特徴のようで、都心部はもちろん、ベットタウンで
の売れが非常に目立ちます。
ますます、売れの勢いが出ている仕掛けを盛り上げるため作成した、夜景のオフィス街
のクールなパネルも疲れたビジネスマンにささると大好評！
イチオシとして日販特販さんに支援していただいた
ようやく１か月を迎える新帯ですが、

テスト販売時には売れるか不安だった『起業家のように企業で働く』の新帯ですが、書
店員の皆様から「新帯、かっこいいね！読者の層も広がりそうだし」というお言葉を幾度
か頂戴したとき、この本はもっと売れる！と確信しました。
下向きだった売れ行きも上昇中で、今後の売れに期待ができる『起業家のように企業で
働く』をこの機会に是非大きく仕掛けてください！！

※文章が二文字しりとりになっています！
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