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最近、疲れやすくなったなぁ、体力が落ちたな
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ぁ、と思っていたのですが、考えたら、ほぼ毎
夜12 時まで仕事で
日、朝 6 時から仕事をして、
9月から読書の秋の始まりです。できるだけ、日
みながら読書しようと思っています。出版社の
人間が本を読んでないようでは、本について

先月 1 年ぶりの北陸営業に行ってきました。元々

行ってみると、鼻にシュッシュッってやる薬をも

ビジネス書の比率が高くないからか、そこまで売

らいました。
シュッシュッとした後の数分は鼻が

上げは悪くなっていないとのこと。

通るのですが、すぐに元に戻ってしまいます。

話は変わりますが、向こうのロードサイド店は朝 7

他に方 法はないかとネットで調 べてみたとこ

時開店が多かったのに驚きました。
タリーズコー

ろ、首まわりが凝っていると鼻がつまることが

ヒーとか併設しているので、多少納得できます

あるのだとか。結構こり固まっているので、さっ

が、実際、朝から駐車場は満車状態で、改めて、書

そく入念にマッサージしてみたところ、なんと

店は集客力があるなぁと実感した地方営業でし

ほんの数時間後には鼻がスースーに！

た。

電車で居眠りする時、寝過ごさないようにスマー

Mihoko Toi

連グッズが全然手に入らないらしいですが、姉

トフォンのアラームを設定して、音が漏れないよう

のママ友情報によると、北海道には普通に売っ

にとイヤフォンをするようにしていたのですが、あ

てるようです。そのママ友が姉の子供の分も買

る日偶々アラームの曲が鳴っている間にイヤフォ

おうかと言ってくれたらしいのですが、冷静に

ンを外したら、…ん？外しても音が聞こえる…？自

考えてこの状況で買い与えるのは逆に子供の

分にしか聞こえていないと思っていた音はずっと

ためにならないのかもと思 い 断ったらしいで

外に流れていたのでした。乗客達を叩き起こす

Yuichiro Takeuchi

爆音ロック…ではなく、静かなオルゴール音にし

の親なんだなと思いました。

ておいてよかった…（すみません）

聞 を更新しているそうですが私 は暑くて暑くて

吉田倫哉

氷の国に往きたいなぁとあほなことを考えていま

Tomoya Yoshida

みたのですが…うーん。そこまでか？ ふるさと

24 時間以内に 100ドル（1 万円）を寄付するか、

納税でもらったいいモッツァレラチーズを使っ

日
頭から氷水をかぶり、ツイッターで呟くものです。

たのが裏目にでたのかもしれません。気になる

マー
本でも孫正義氏、海外でもレディー・ガガ 氏、

味ではあったので、もう一度市販のモッツァレ

ク・ザッカーバーグ氏、ネイマール氏など有名人も

ラで作ってみようと思います。

ぜひ指名されたいものです。
参加しています。

しかし、私はなんと
いやー今年の夏は暑かった。

先日、初めての出張で仙台の方へ行ってきまし

今年の夏太りました。何人かの書店員さんに指

とある書
この出張で一番印象的だったのは、
た。

摘されるほど、目に見えて太りました。決して、

店さんに腕相撲でぼろ負けしたことです。

営業をサボってあまり歩いていないというわけ
ではないのですが ... とにかく食欲が減らないの
この暑さでも食欲が減らない強い胃をも
です。
つ体に産んでくれた母には感謝したいですが、
少し複雑な気持ちです。おっと人のせいにして

Ayako Yamashita

日本で初めてチョコレートをかけたミルフィユを創ったお店で
す。
チョコレートコーティングさせたサクサクのパイは、誰でも
一度は食べたことのあるはず。
１つ１つ個装してあり食べやす
いのが特徴で、仕事中にも指を汚さずに食べられます。

大河ドラマ『軍師官兵衛』の盛り上がりと共に、弊社の『軍師の戦略』の売上も右肩上がりで上昇中です。今回３万部を突破し

た御礼として、展開写真を送ってくださった書店様の中から１０店舗様に
『ベルンのミルフィユ』
をプレゼントしたいと思います。

とてもおいしいお菓子なので、
どしどしご応募ください。
そしてド派手で目立つ展開をして、
どんどん盛り上げていきましょう。

大沢卓士
Takushi Osawa

期間

8 18

賞品

ベルンのミルフィユ
（２０コ入）10店舗様にプレゼント

応募
資格

期間中、
『１人で１００人分の成果を出す 軍師の戦略』
の
展開写真を送ってくださった店舗

応募
方法

oder@cm-publishing.co.jpに展開写真をご送付ください。

審査
基準

展開の様子をもとに厳正に審査させていただきます。

結果
発表

10月中旬（弊社HPと直接ご連絡をさしあげます。）

少し痛む手首を見て、やめとけばよかった…と
思いましたが、帰ってきた今では一番の思い出
です。その後、美味しく牛タンを 2 回おかわりし
て帰りました。

はいけませんね。

山下絢子

ド派手な展開写真を送って、あの有名お菓子、ベルンのミルフィユをGETしよう!!

Yu Hashiba

盛り合わせて、塩こしょうとビネガーとかで味

キ
「頭から氷水」
さて、難病 ALS へのチャリティ
す。

本のタイトルを考えるのに困ると、必ず行く渋谷

先日、中学校の同級生の出産祝いがありました。

の某書店があるのですが、棚をじっと見てると
「自

同級生の彼女は、中学の頃から ふわふわした不

己啓発でオススメの本はありますか？」
「話し方の

思議ちゃんで、24歳になった今も根は変わってい

本を買いたいのですが…」
と、それぞれ違う人に

が、しかし、変わった部分もありま
ませんでした。

声をかけられたことがあります。
リサーチがてら、

それらが なんと
す。物腰、物言い、仕草、思考…。

会話するのは楽しいものです。

「大人」になっていたの
も表現しづらいのですが、

ついこの間も、質問をしてる 2 人組に遭遇…どこ

これが母になる ということなのかと感嘆し
です。

かの出版社の新人研修なのでしょうか、謎は深ま

その変貌ぶりに、なんとなく、焦り
てしまいました。

ります。

を感じた夏の夜でした。

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

橋場優

てみました。桃とモッツァレラチーズを一 緒に

指名されると
ャンペーンも注目を集めていま す。

Fax : 03-5413-3141

礼

『アナと雪の女王』のDVD のセールスが 前代未

「 驚愕の美味しさで、みんな中毒に
付けします。
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4 スタッフのつぶやき…

御
３万部突破

巷で話題の「桃モッツァレラ」なるものに挑戦し

なる」みたいな噂を聞いて、いそいそと作って

3 販売奮闘記/インプレス新体制のご案内

展開例

竹内悠一郎

す。いつもは適当に見えますが、ちゃんと子供

中山直基
Naoki Nakayama

Hilight!

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.

2 アメリカのビジネス書トレンド

1 書店の皆様へお知らせ

語れませんからね。

最近ずぅ〜っと鼻がつまっていたので耳鼻科に
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が落ちる前に家に帰り、ベランダでビールを飲

私最近やっと「妖怪ウォッチ」を知りました。関

Nanako Uebo

Koichiro Kobayakawa

飲んでいるので、そりゃぁ疲れるわと妙に納得。

都井美穂子

上坊菜々子

小早川幸一郎

長谷川諒
Ryo Hasegawa

月

日（月）

9 30
月

日
（火）
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アメリカのビジネス書トレンド
BARNES & NOBLE BOOKSELLERS
順位

8月のTOP10

タイトル

邦題（翻訳書がないものは訳）
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とある書店でのビジネス書販売奮闘記 第九回
みなさん、こんにちは。

な本でも販売してみることができます。

経験やいろいろな知識をもとに版元や取次に

新大阪駅の中にあるブックスキヨスク新大阪

まずはほかの書店ではなかなか目にすること

本を発注し、そこから販売がスタートします。

店でビジネス書を担当している伊藤です。

のない当店での売れ筋を見つけ、それによっ

その際注意する点は、売れ筋を見つけても

夏というビジネス書が売れにくい時期に加

て他店との差別化ができないかと考えまし

ある程度の販売にとどめて引っ張りすぎない

1

StrengthsFinder 2.0

（仮題）
さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：トム・ラス

え、駅前に他の書店が出店というライバルの

た。当店のような小さなお店では、新刊や

こと。ものすごく売れていれば別ですが、そ

話題書に捉われないフットワークの軽さを生

こまででもなければある程度にとどめて次の

2

（仮題）常識の経済学―富と繁栄について知っておきたいこと
著：ジェームズ·D·ゴートニー、
リチャード·L·ストロープ、
ドワイト·R·リー、
タウニ・ハント・フェラリーニ

出現にまさに奮闘という日々が続いておりま

Common Sense Economics:
What Everyone Should Know about Wealth and Prosperity

す。ライバル店のビジネス書コーナーのス

かし、いろいろな本をどんどん試してみるこ

本に移るほうが懸命だと思います。棚が少な

ペースは当店の３倍から４倍あり、商品量で

とができます。そのためには今の面陳の面

いので、できるだけ長期間置く本を少なくし

3

The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable

は到底敵いそうにもありません。当店も駅の

数ではとても足りないので、棚差しの本を減

て、棚をできるだけフレッシュな状態を保つ

改装に伴う一時的な仮店舗とはいえこの状況

らすことにしました。ビジネス書において棚

ことは大切だと思います。

4

Strengths-Based Leadership:
Great Leaders, Teams, and Why People Follow

（仮題）強みを基にしたリーダーシップ：偉大なリーダー、チーム。
なぜ人々は彼らに続くのか
著：トム・ラス

が半年以上続くことが予想されるので、この

差しの基本書というのは本当は大切なのです

ここまでいろいろ考えて戦略を練ってきまし

状況をどう乗り切っていくのかを考えなけれ

が、それは棚がある程度あっての話。当店

た。これがどういう結果になるのかすごく楽

5

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

ばなりませんでした。

のスペースで中途半端にいろんなジャンルを

しみです。新しいチャレンジをする以上失敗

そこでふと頭の中に出たのが『ブランド』と

置いてみても、選択肢が少なすぎてあまり見

する可能性もあります。しかし前に進むため

いう言葉。物量で勝てない以上特色を存分

ていただけていないというのが現状です。そ

には新しいことにチャレンジするしかないと

に生かした棚作りをするしかありません。幸

うであれば棚差しを減らしても売れ筋ジャン

思います。新しい明日を信じて。

いビジネス書は文芸書などとは違いほとんど

ルさえ充実していれば問題ないということに

の本が文庫化することなくたくさんの良い本

なります。これでとりあえずはスペースを確

が残っており、出版社に在庫さえあればどん

保することができました。そして次に自分の

(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

(仮題）21世紀の資本主義
著：トマ・ピケティ

6

Capital in the Twenty-First Century

7

The 5 Mistakes Every Investor Makes and How to Avoid Them:
Getting Investing Right

8

The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference

9

The 21 Irrefutable Laws of Leadership:
Follow Them and People Will Follow You

10

Blink: The Power of Thinking without Thinking

（仮題）全ての投資家が犯す５つの間違いとそれを防ぐ方法―投資権を手に入れること
著：ピーター・マルク

（邦題）ティッピング・ポイント
―いかにして
「小さな変化」が「大きな変化」を生み出すか（飛鳥新社）
著：マルコム・グラッドウェル
(邦題)これからのリーダーが「志すべきこと」を教えよう(三笠書房)
著：ジョン・C・マクスウェル
（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

One impress

この結果は次回の掲載に書かせていた
だきます。お楽しみに！

〜メディアをもっと面白くする。

面白い専門サービスを創り出す。
〜

クロスメディア・パブリッシング × インプレス

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

マクロ経済に焦点が置かれているようです。

人間が、
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

７位は「The 5 Mistakes Every Investor Makes and How to

ししていきます。

Avoid Them: Getting Investing Right」
です。今年７月に刊行さ

9月です。勤労感謝の日・レイバーデーも過ぎ、夏の浮かれた気分

れた新刊です。著者はクリエイティブ企画関係会社の社長兼最

も終わりかという今日このごろ。
しかし、
そんな寂しい気分を吹き

高投資責任者を務めています。投資家が犯す最も一般的で重要

飛ばすかのようなお祭りがリトル・イタリーで行われます。
それが

な間違いを明らかにし、あらゆる市場環境で勝つ投資ポートフ

サンジェンナーロフェスティバルです。ＮＹで最も歴史がある、

ォリオを作成するための賢明なフレームワークを提供していま

最も大きな宗教関係のストリートフェスティバルなんですよ。

す。投資をする人はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。

それではさっそく今月のランキングを見て行きましょう。

８位は「The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big

今月はランキングに返り咲いた本が目立ちました。
また、
日本で

Diﬀerence」
です。今月のランキングにも複数著作がランクイン

も翻訳された作品とそうでない作品がバランス良くランクインす

しているマルコム・グラッドウェルの処女作。飛鳥新社からも
『テ

る結果となりました。
ランキング同様、作品もバランス良く紹介し

ィッピング・ポイント―いかにして
「小さな変化」が「大きな変化」

ていきます。

を生み出すか』
として出版されています。口コミで広がる爆発的

２位にランクインしたのが、
「Common Sense Economics: What

な変化、爆発的流行はどのようにして起こるのかについて、科学

Everyone Should Know about Wealth and Prosperity」
です。４

的に説明しています。

人の経済学教授による共著で、経済のことがわからない素人の

今月はバラエティに富んだ顔ぶれでした。次回はどんな本がラ

株式会社インプレス
出版営業統括部 西日本支社

ためにわかりやすく経済を説明する本となっています。まさに

ンキングに入るのでしょうか。

電話 : 06-6359-2442

FAX : 06-6359-2444

・できるポケットシリーズ（９書籍 × 各１冊 インプレス）

電話 : 048-449-8040

FAX : 048-449-8041

・専用ラック（１台）

「常識の経済学」。
日本でも素人のための「学び直し」本が流行っ
ていますが、
アメリカも同様なのですね。
個人の財政、
民主主義、

それでは、
来月のランキングをお楽しみに！

2014 年 7 月 1 日、株式会社インプレス
ジャパン、株式会社 impress Watch、株
式会社インプレスビジネスメディア、
株式会社インプレスコミュニケーショ
ンズの４社が合併し、「株式会社インプ
レス」となりました。それに伴い、
「株
式会社インプレスジャパン大阪営業所」
と「株式会社インプレスコミュニケー
ションズ関西事務所」が合併しました。
業務拡張に伴い８月１日に「株式会社
インプレス西日本支社」として業務を
開始する運びとなりました。今後はよ
り迅速な、きめ細かい対応を心がけて
いきたいと考えております。開設を機
に社員一同、より一層業務に精励いた
す 所 存 で す の で、何 卒 倍 旧 の ご 支 援、
ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ
ます。

住所 : 〒531-0072 大阪市北区豊崎 3-6-8-504

受注センター

コラボラックのご案内
パソコンスキルとデータ分析力がまとめてステップアップできるコラボラックです。デー
タをお客様から預かったけれど、まとめかたがわからない。データをまとめたけれど、ど
う生かせば良いのかわからない。そんなビジネスマンのお悩みを全部解決いたします。専
用ラックにまとめているので、ここから選べば問題解決。雑誌コーナーに置いて頂ければ、
普段ＰＣ書棚・ビジネス書棚に行かないお客様にも訴求ができます。

セット内容

・データ分析できない社員はいらない（７冊 クロスメディア・パブリッシング）

