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東 京は暖かくなってきました。天 気が 良い日

小早川幸一郎

は、オフィスを出て散歩がしたくてたまりませ

Koichiro Kobayakawa

ん。最近は、
ＴＶでたくさんの散歩番組が放送
されています。「散歩ブーム」というのも変で
すが、散歩ブームなんですかね。街を感じなが
ら歩くと、いろいろなビジネスのヒントを発見
することができます。
また、歩きながら考えると
思考の整理もできます。もちろん、私の散歩ル
ートには、地域に根付いた書店さんが必ず入
っています。

中山直基
Naoki Nakayama

橋場優
Yu Hashiba

ご存知の方も多いかもしれませんが、2012
年に放送されたあの大人なルパン、ダークで
ダーティーな『LUPIN the Third〜峰不二子
という女〜』につづき、新作スピンオフ第２弾
が6月
『LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標』
これは行くしかない！それと、これは
そうです。
「こ
（8月公開）。
どうだろ？ 実写『ルパン三世』
ち亀」みたいな残念な感じにならないといいけ

先月はももクロ国立公演について熱く語りまし
たが、今月もポール・マッカートニー国立公演

バリウムは大 丈 夫だったんですけど、ゲップ

もともと母が大昔から
に行くことになりました。

が・・・。

のビートルズファンで、前回のドーム公演を逃し

するなと言われても、あがってくるものは止めら

たこともあり、今回再来日が決まってすぐにチケ

・。
れません。口を閉めてても、鼻から抜けるし・・

ットを取りました。超VIPなだけあってチケット代

さらにグルグル回転するともうダメでした。

が震えるほど高かったのですが、母に約50年ぶ

お医者さんも諦めて、続行しましたが、果たして

りの生ビートルズを聴かせてあげられる貴重な

・・。
レントゲンがちゃんと撮れているかどうか・

２人で楽しんでこようと思います。
機会、

ンスタークレーマーの常套句というイメージが
あるのですが、元々は演者が聴衆の前に立つ
ときの心構えを表した言葉のようです。( 詳細
は「三波春夫オフィシャルサイト」参照…) 誤解
とはいえ各国の神話には結構は
していました。
た迷惑な神々も登場しますし、案外誤用のまま
という気もしてきますが…。
でもアリかな、

百田尚樹さんの本を読んでいます。めちゃくちゃ
「幸福な生活」という短編集の文
面白いですね。
庫版解説でクドカンが書いていたように、私も変

五月病の
特効薬
上坊菜々子
Nanako Uebo
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日経新聞広告後、売上急上昇！

打たれ強くなる
思考術

当社4月新刊の
『引きずらない人は知っている、打たれ強くなる思考術』
ですが、
日経新聞全五段広告
（4月22日）
後、売上
が飛躍的に伸び、
その勢いを継続して多くの書店でランキング入りをしています。

して…今更ですが、百田さんって放送作家の出
身なのですね。そのせいか文章に自己顕示欲が
なく、いつも事象をシンプルに伝えています。い
これって書籍
やらしさがないので、皆に好かれる。
と思いました。
づくりにも通じるんじゃないかな、

吉田倫哉

で、単
冒険はいつの時代も若者を惹きつけます。

数年前からサバゲーにはまっていまして、黒澤と

純な僕は『空白の５マイル』を読んで冒険したく

いえばサバゲーというイメージが定着していま

はじめての雪山キャンプをしま
で、
なったのです。

す。それを払拭すべく、最近はスケボーを始め

でイモトがやってる、あれです。
「イッテ Q」
した。

てみました。小さい頃に車のおもちゃや三輪車

冬の八ヶ岳は、ある意味で命がけのコースなん

などで遊んだ以来のワクワク感を感じていま

ですが、『空白の５マイル』の角畠氏の気持ちを

す。乗れる場所は限られてしまいますが、ちょっ

考えながら一人笑いしたりしていて変な人に思

とアクティブな人間になった気分を味わってい

われたと思います。空気はいいし天気はいいし、

もういい年なんて思わずに、色々手を出し
ます。

冬山サイコー。

てみるってのはいい事ですね。

竹内悠一郎

先月私の好きなアイドルが週刊文春様にやられ

にばったり会いました。
先日、町で「ラガーさん」

Yuichiro Takeuchi

ました。スキャンダルです。好きなアイドルがス

もちろん、お馴染みのラガーシャツをまとい、高

キャンダルにあってもなんとも思わないだろうと

校野球を甲子園で観戦し続ける、あのラガーさ

Ayako Yamashita

都井美穂子

なプライドでベストセラーを避ける嫌いがありま

Tomoya Yoshida

山下絢子

1 書店の皆様へのお知らせ

ど……。

年に1度の健康診断に行ってきました。胃の検査
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21日〜27日に新宿バルト9 で特別上映をする

あれ無理ですね。
もやったのですが、

というフレーズに、いわゆるモ
「お客様は神様」

根本輝久
Teruhisa Nemoto

ずっと思っていましたが、それはただの強がりだ

「あ、あの、ラガ
ラガーさんを見た瞬間に
んです。

ったようです。実際に涙が出ることはなかったで

ーさんですか？」って気づいたら、話しかけてい

すが、胸がぐっと締め付けられました。そうです、

とても気さくな方で、ますますファンにな
ました。

心は泣いていました。見た目おじさんなのに気

っています。後で調べたところ、甲子園期間中は

黒澤俊夫
Toshio Kurosawa

大沢卓士
Takushi Osawa

5月といえば「五月病」の季節です。五月病は新入社員だけでな

象の方に書店に足を運んで本書を買ってもらうよう、新聞広告や

く、転勤や新しい部署への配属、新しい上司や部下の対応に疲

ネットでのＰＲをいろいろと考え行ったことの結果が出てきています。

れた人がかかる病気です。その特効薬となるのが本書『引きずら
ない人は知っている、打たれ強くなる思考術』
です。
また、
「ビジネス

４月の日経全五段広告は大反響で、売り上げも急上昇していま

行けず、大好きなお菓子も食べられず、ああ辛い！

マンに最も必要なスキルは何か？」
という質問に、 打たれ強さ と

す。
さらに、営業部が実際の「新聞広告記事」
を利用した拡材を

イルを学んだものの、卒業後はパン屋に就職…

その反動か、5 月にはイベントやら本やらに、お金

答える人が数多くいます。
しかし、
ビジネスの現場とは異なり、本

用意しております。
また、5月も日経新聞で広告を予定しており、今

…という振れ幅、その中で「好きなことを細々と

をつぎ込んでしまう気がします。貯金できるかな

書の売れ行きは鈍いスタートでした。
その原因は、書店に習慣とし

後も広告・宣伝をガンガン打っていきますので、ぜひ仕掛け販売

て足を運ぶ人が読者対象ではないということ。そのため、読者対

をしていただくようお願いいたします。
（代表取締役 小早川幸一郎）

持ち悪いといった苦情は受け付けませんので

球場近くに泊まり込んでいるとのこと。

悪しからず。

すごい。

最近、
〝cookieboy〟というクリエーターを知り

新入社員となったはいいものの、金銭的自立には

ました。普通なら絶対に食べることのできないモ

4 月末の給料日を待たなければいけませんでし

チーフを、クッキーで作ってしまうのです。西陣

ろくに飲みにも
この 4 月は本当にお金がなく、
た。

織を家業とする家に生まれ、美大ではテキスタ

でも続ける」という姿勢が興味深いです。目で

『フレッシャーズ節約フェア』、
あ…。来年 4 月には

も舌でも味わえるクッキーアート、HP もとびき

5 月には『フレッシャーズ贅沢フェア』なんていか

り可愛いので、是非遊びにいってみてください。

がでしょうか！

長谷川 諒
Ryo Hasegawa
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アメリカのビジネス書トレンド
BARNES & NOBLE BOOKSELLERS
順位

4月のTOP10

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳）

1

Flash Boys (A Wall Street Revolt)

(仮題)フラッシュ・ボーイズ
著：マイケル·ルイス

2

Thrive: The Third Metric to Redefining Success and Creating
a Life of Well-Being, Wisdom, and Wonder

(仮題)繁栄ー成功を再定義し、幸福、知恵、感性の生活を生みだすための3つの基準ー
著：アリアナ·ハフィントン

3

StrengthsFinder 2.0

4

Storyscaping: Stop Creating Ads, Start Creating Worlds

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

The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable

（仮題)チームが持つ5つの機能不全ー指導者の寓話ー
著：パトリック·M·レンシオーニ

6

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：
トム・ラス

(仮題)ストーリースキャッピング ー広告を作るのではなく、世界を作り出そうー
著：ガストン・レゴーブル、ダレン・マコール

7

The Divide: American Injustice in the Age of the Wealth Gap

8

The Promise of a Pencil: How an Ordinary
Person Can Create Extraordinary Change

(仮題)約束の鉛筆ー凡人が非凡な変化を起こす方法ー
著：アダム·ブラウン

9

Capital in the Twenty-First Century

(仮題）21世紀の資本主義
著：
トマ・ピケティ

10

What Got You Here Won't Get You There:
How Successful People Become Even More Successful

(仮題)分裂ー富の格差時代におけるアメリカの不公平ー
著：マット・タイビ

（仮題）
ここで手に入れたものはそこでは手に入らない：
成功する人々はどのように更に成功しているのか
著：マーシャル・ゴールドスミス、マーク・レイター

とある書店でのビジネス書販売奮闘記
みなさん、おひさしぶりです。

やはり販売スペースの減少です。新刊を試し

のお店の長所を生かした販売方法を試してみ

新大阪駅の中にある ブックスキヨスク新大

ながらも既刊本もしっかり販売しないといけな

てください。どんなお店にも長所は絶対にあ

阪店でビジネス書を担当している伊藤です。

いので、
その中でまず考えたのがロングセラー

るはずですから、まずはそこを見つけることか

書店業界にも
『増税』
という寒波がやってきて、

の本をできるだけ少なくするということです。

らですね。最後にここが当店の話題書コー
ナーです。

書籍の販売にも苦労されていることと思いま

そうすることで棚を流動的に使っていろいろ

す。僕もビジネス書を販売していて、先月と

な本を販売でき、棚の活性化にも繋がります。

比べ今月の落ち込みように頭を悩ませていま

また、固定概念にとらわれない本を販売する

す。ビジネス書は他のジャンルと比べても高

というのも大事だと思いました。今までだと棚

単価の本が多いですから・・・。そんな皆様

がたくさんあったので目に付かなかった本も、

に少しでもヒントになればという思いをこめ

コンパクトになった棚では目に付くチャンスは

て、今回は前回の続きのリニューアル後の状

確実に増えます。実際にこんな本も売れるん

態について書かせていただこうと思います。

だ ! という驚きもたくさんありました。

リニューアルしてからはや２ヶ月、本当にあっ

このようにいろいろ考えていくと、店が小さく

という間でした。毎日色々考えたり状況を見

なったことはマイナスばかりではないですね。

ながら、棚作りについて試行錯誤の日々が続

限られたスペースを有効に使う方法や本を見

きました。前のお店もかなり個性的で難しかっ

極める力など本当にいろいろな面でレベル

たのですが、今のお店のほうが余計に難しく

アップできてきているように感じますし、本の
動きがより細かく見えてすばやい動きを取れ

今はこんな感じで販売しております。

ペースの減少や立地の変化が難しさを生み出

ことをプラスに考える、大切なことですね！

ご参考までに。

しているようです。その中で一番難しいのは

皆さんも厳しい状況だとは思いますが、自分

誰からも
「気がきく」
と言われる45の習慣
なんとなく覚えてくださっている方も多いのではないで

2位には
『Thrive: The Third Metric to Redeﬁning Success

ていきます。

and Creating a Life of Well-Being, Wisdom, and Won-

緑が眩しいニューヨークの5月は大学の卒業シーズンでもありま

der』
がランクインしました。著者のアリアナ・ハフィントンは日本進

す。街はこれからの未来を担う若者の活気に溢れ、
自分も若々しさ

出でも話題になったニュースサイト
「ハフィントン・ポスト」
の創設者

ておりました。
そして、
20万部を超えた今月・
・・。

を取り戻したような錯覚を起こしてしまいます。それではさっそく今

です。成功の基準は最近まで富と権力と考えられてきました。
しかし

さらに売り伸ばして
「30万部」計画を始めたいと思い

月のランキングを見ていきましょう。

彼女は自身の挑戦やキャリア、そして子育ての経験から、幸福と知

今回のランキングは、既刊の人気作品と新刊本がバランスよく並び

恵そして感性こそが成功に必要だと述べています。8位には
『The

ましたが、邦訳されていないタイトルが目立ちました。その中でも上

Promise of a Pencil: How an Ordinary Person Can Create Extraordinary Change』
がランクイン。著者のアダム・ブラ

volt』です。
メジャーリーグの貧乏球団が独自の手法で強豪チーム

した。それをきっかけに貧困国に教育の機会を与える団体を設立。

に変貌する様子を描いた
『マネー・ボール』
の著者が、今回は証券取

この団体は25ドルの資金から始まりましたが、
アジア、南米、
アフリ

引所を舞台に
「高頻 度取引」
を取り上げます。高頻度取引とはコン

カに200以上もの学校を建設しました。そんな彼のキャリアを紹介

ピュータで自動的に株のやり取りを行うシステムのこと。
テクノロジ

している本です。

ーを悪用し、数千分の1秒単位で他の投資家より早く取引をします。

紹介した3冊はすぐにでも翻訳されて日本の書店に並びそうな良

結果、過去に例のない大きな変動が繰り返され、大物投資家までも

書でした。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

悩ませているのです。
いかにその不正行為を食い止めるかにが述

は、来月のランキングをお楽しみに！
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るようになったようにも思います。いろいろな

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

ウンは、大学卒業後に訪れたインドで鉛筆を求める少年に出会いま

売
り
上
げ
が
好
調
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の
に
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れ筋には大きな変化はないのですが、販売ス

べられています。
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なってしまったように感じられます。客層や売

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

位にランクインした新刊を中心に紹介していきます。

第七回

みなさん
こんにちは。
営業部の竹内です。

しょうか・・・。
クロスメディア・パブリッシングで一番売
れた本で、発売はもう4年も前になります。4年も経つ
のですが、
じわじわと元棚や棚差しで売れ続けて、
な

写
真
②

さらに！

仕掛け販売用の拡材も作成しました！既に展開して

いただいている書店様では多くのお客様が足を止め、
書籍を手に取っているとのことで大変好評です。

んと今月で20万部を突破しました！私はかねてからこ
の本の実売率の高さから
「もっと売れるはず！」
と考え

ます！この4・5・6月は、新入社員の入社や新生活を
始める方が多いのか、特に売れが出る季節。
実はこっそり、神奈川の書店さんで仕掛け販売をして
おりまして。

その結果は・・・

私は本気です！みなさん、
どうか
を
「気がきく30万部計画」
非常に、
非常に、
売れています。 どうぞよろしくお願いいたします。

