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1 小冊子特集

書店の方に誘われ、会社のスタッフと共に千葉マ

2014年12月に株価が最高値を更新したFace-

リンマラソンに参加してきました。それにして

bookですが、アメリカでは早くも若者のFace-

根本輝久

も、公道をただ走るだけに5000円を払う。そし

book離れが叫ばれているそうです。そして、

Teruhisa Nemoto

て、1万人を超える人が集まるのですから、マラ

Facebookから離れていった若者がたどり着い

ソン・ブームなのかもしれません。マラソンに限

た先は
「Instagram」
（インスタグラム）。
これが今

らず、イベントやライブなど、知らない人たちと

10代の若者にもっとも人気のSNSなのだそうで

場と空気を共有するオフラインなことに、ビジ

す。
日本でもmixiが天下を取っていたころを考え

ネスチャンスがあると、ヒーヒーと走りながら思

ると、ネットの世界の移り変わりは本当に早い。

いました。本や雑誌とイベントは相性も良いです

Facebookも含め、SNS界は今後どうなっていく

からね。

のか、気になるところですね。

先月、初めてマラソン大会に（会社のみんなで）

特徴的な歌のフレーズが頭から離れなくて1日中

参加してきました。ただ走るだけなのになんでこ

ループしてる時ってありますよね。私今まさにそ

んなにというくらい参加者がいて驚きました。

のどつぼにはまっています。1日どころかここ何日

全員で2万人弱参加していたらしいのですが、5

かずっと頭の中で
「あったかいんだからぁ」
がルー

千円くらいの参加費なので、主催者はぼろ儲け

プしていて、気をぬくと口ずさみそうになります…

ですよね。私は、10Km男子の部に参加したので

みなさんもうご存知かと思いますが、
もしまだ知ら

すが、結果は、3000人中1230位で57分でし

ないという方がいたら、
「クマムシ あったかいん

た。50分を切りたかったので、また挑戦しようか

だから」
でぜひ検索してみてください…

都井美穂子
Mihoko Toi

したい！
でになんとか
大事なあの日ま

が
一週間でカラダ
生まれ変わる

目標として減塩レシピを試したりしている訳なの

で5本の指に入るくらいつまらなくてびっくりしま

ですが、その一環として父が買ったホームベーカ

した。
しかし皮肉なことに、面白かった映画よりも、

リー機で減塩パンや減塩ケーキ（お菓子系も意

ディテールがいつまでも、2時間ムダにさせられた

外と材料の塩分量が多かったりする）等をせっせ

憤りとともに心に残るのです。
この映画から学ん

と作っては
「やっぱり出来たてが一番」
とか言って

だことはと言えば、
「おしゃれ感にごまかされてよ

がっつり味見するので、
むしろ糖分摂り過ぎになり

くない物までいいと言ってしまうような人間には

そうです…。食事制限って難しい。

なりたくない」
ということです。

！
特別プログラム

動しておらず、
またぶっつけ本番で臨んだので完

さらっっとPOPを描く」
ことのテクニックですが、
1月新刊『描きながら考える力』
をご覧頂ければと
思います。書店員さんにもお勧めです。左脳だけ
でなくて右脳を使った思考法にも今後挑戦して
いきたいなと思っています！

大沢卓士
Takushi Osawa

竹内悠一郎

走できるかかなり不安でしたが、
なんとか歩くこと
もなく無事完走できました。ただその代償として
翌日から筋肉痛がひどくて3日間くらい足を引き
ずりつつ営業を回ることに。
まだ20代なのになん
とも情けないですね。今年は何か運動を始めよう
かとおもっています。



いや、
このクールのドラマも面白いものが多くて、

「能登食祭市場」という魚市場に立ち寄る機会が

楽しみです。今のところ、
「 流星ワゴン」
「 銭の戦

あったのですが、そこには買った魚をすぐ焼いて

長谷川諒

食べられるという「浜焼きコーナー」がありまし

Ryo Hasegawa

争」
「デート」の順番に楽しみにしています。
「流星
ワゴン」は、同じ重松清さん原作の「とんび」
を何
か思い出させるものがあって、大好きです。
そうい
えば昨年ぐらいから、
ドラマを見るようになって私
の欠かせない習慣になりました。一方、最近ソバ
ダイエットには飽き気味です。他の習慣は続かな
いのに、やっぱり楽しいものでないと続かないも
のなんですかね…。

やってみると、楽しいやらうまいやらで大満足！
た。
この工夫、本に活かせないものでしょうか。読者
が本を買うときには「早く読みたい」と思うもの。
買ってすぐ読めるような場所があればいいかもし
れない！…と考えたのですが、すでにカフェ併設
うーん。
の書店がやっていることでした。
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小冊子活用例
Yuichiro Takeuchi

小冊子を入れるＢＯＸも用意し
てあります。

kg

本当に痩せ
ちゃいました！

た。幸い、
カワイイと評判のようです！
？ さて、
「さら

今だけ定

今、めちゃめちゃ売れているコン
ディションの内容を「一週間で
カラダが生まれ変わる特別プロ
グラム」
としてまとめました。

え！

長と営業部で参加してきました。
ここ数年全く運

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

小冊子ってなに？

マジ？
ウソだろ？
１週間で
５ 痩せる？

先日千葉マリンマラソン10kmの部に小早川社

Nanako Uebo

あっやべえ
来週
同窓会だ

世界初！「今月のおすすめ」のポストイット製のＰ
ＯＰを作り、書店さんに配布させていただきまし

上坊菜々子

Fax : 03-5413-3141

今すぐ
別紙注文書で
ご注文を！

最近太ったな

Tomoya Yoshida

で、同じ監督の
「メランコリア」
を観てみた所、人生

4 スタッフのつぶやき…

！
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今だけ キャンペーン実施中！
著 上野啓樹・俣野成俊

吉田倫哉

先日観た「ニンフォマニアック」が面白かったの

塩摂取量６ｇ未満（６ｇ＝ラーメン一杯分程度）
を

3 小冊子の中身大公開
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一流の人はなぜそこまで︑
コンディションにこだわるのか？

Yu Hashiba

最近、家族が「減塩」
に凝り始めました。1日の食

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

と思います。

橋場優

Hilight!
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アメリカのビジネス書トレンド

購入者特典の

特別プログラム大解剖!！

1月の TOP10
順位

タイトル

MONEY Master the Game:
7 Simple Steps to Financial Freedom

(仮題)マネー・マスターゲーム-経済的な自由へ簡単な7つのステップ
著：
トニー·ロビンズ
（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：
トム・ラス

StrengthsFinder 2.0

(仮題)あなたの繁栄を想像する：スマートマネーがあなたの未来を現実にする
著：エレン·ロジン

Living Well, Spending Less: 12 Secrets of the Good Life

(仮題)暮らしが良くなれば、支出は減る‐良い生活のための12の秘密
著：ルース・ソークプ

J.K. Lasser's Your Income Tax 2015:
For Preparing Your 2014 Tax Return

(仮題)J.K.ラッサーの所得税2015‐2014年税申告の準備のために
著：J.K.ラッサ―研究所

The Go-Giver: A Little Story About a Powerful Business Idea

(邦題)あたえる人があたえられる(海と月社)
著：ボブ·バーグ

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

(仮題)目に見えない糸-忙しい営業幹部と11歳の少年の実話
著：アレックス·トレスニアウスキー

The Power of Habit:
Why We Do What We Do in Life and Business

(邦題)習慣の力(講談社)
著：チャールズ·デュヒッグ

The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable

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

プログラムを実践するとこんな効果が!!
週の半ばを迎えても元気に仕事ができる
昼過ぎまで寝ていた休日も朝から起きて有意義な一日に
肌ツヤ、顔色が良くなったと周りの人から言われはじめる
便秘・むくみ・冷え症などカラダの悩みが解消される

普段ハードワークをしている書店のみなさ
まにもぜひ実践してもらい、コンディション
をあげてほしいです!!

大事なあの日まで

(仮題)実行への4つの規則‐あなたの野心を叶えるために
著：クリス・マケズニ―

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

続いて4位は、昨年12月末に発売された
『Living Well, Spend-

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

ing Less: 12 Secrets of the Good Life』。著者のルースは

ししていきます。

2児の母として忙しい毎日を送っています。一方、
ライター、そし

2月は何と言ってもスーパーボウル！普段はアメリカンフットボー

てブロガーとして本書と同タイトルのブログを運営し、女性やお

ルを観ない私ですが、
さすがにこの日だけはテレビの前に座って

母さんに日々の暮らしを豊かにするアイデアやアドバイスを送っ

応援します。今年はケイティ・ペリーのハーフタイムショーも見逃

ています。家族の目標を達成するための具体的な方法が、財政や

せませんね！それではさっそく今月のランキングを見ていきましょ

時間管理から戦略的に述べられており、本当の豊かな暮らしとは

う。

何かを考えさせられました。

先月2位だった『MONEY Master the Game: 7 Simple

最後は、5位にランクインした『J.K. Lasser's Your Income

Steps to Financial Freedom』
が1位に輝いた一方で、新刊

Tax 2015: For Preparing Your 2014 Tax Return』
を紹

本の上位ランクインが目立ちました。昨年末から1月にかけて出

介して終わります。
アメリカのベストセラー税金ガイドである本書

版された作品を中心に紹介していきます。

は、設立者の名を冠したJ.K.ラッサー研究所によって書かれ、納

まずは今年1月に出版され、3位にランクインした『Picture

税者を75年以上助けてきました。書かれたとおりに手順を踏め

Your Prosperity: Smart Money Moves to Turn Your

ば簡単にフォームやワークシートを作成でき、2500通り以上の

Vision into Reality』。
本書のテーマは
「より少ないストレスでよ

お金を節約する戦略が平易な英語で紹介されています。その手

り多くの喜びを」。著者が金融サービスで得た経験から、激動の時

軽さから3900万人もの納税者が参考にしているそうです。

代における目標達成のための財務設計を教えてくれます。財務

今回は財務や納税に関する新刊書籍が目立ったランキングでし

設計は退屈と思われがちな分野ですが、夢を現実にするための

たね。次回はどんな本がランクインするのでしょうか。それでは、

ヒントがたくさん詰まっているようです。

来月のランキングをお楽しみに！

朝フルーツの習慣で驚くほど仕事がはかどります！
！

朝から仕事がはかどるので、
早く帰れる!!

よし！仕事するぞ！っ
とその前に
朝のリンゴ︑リンゴ

Picture Your Prosperity:
Smart Money Moves to Turn Your Vision into Reality

The 4 Disciplines of Execution:
Achieving Your Wildly Important Goals

今回営業部竹内が実践し1ヶ月で8kg痩せたメニューを基に、
著者の上野氏に協力してきただき1週間特別プログラムを作成しました。

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

たい！
になんとかし

が
一週間でカラダ
生まれ変わる

！
特別プログラム

今だけ定
限
購入者 ト
ン
プレゼ

ここだけ!!

プログラムの
一部を大公開!!

飲み会
・
食 事会

①普通に過ごす日と②飲み会や食事会がある日。
まずは基本の２パターンを押さえましょう。

メニューの詳細が気になる方は、書籍をご注文のうえ展
開用に届いた小冊子で確認してください。

普 通に
過ごす日

ぜひプログラムを実践して肌で感じ、書籍の展開をしてください！
！
！

