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小早川幸一郎

12月の衆院選の投票率が52.66％と戦後最低を

ム＆アウェーの試合に足を運び、熱狂的に応

そも誰かが決めたことに従う民族みたいなこ

ッズサポーターの方が多くいます。毎週ホー

せんが、ビールを飲みながらじっくり試合を観

を義務化し、
投票にいかなかったら罰則を与え

が、今年は、ルーチンワークに追われることなく、
書店営業に革命を起こしていこうという気概で

働いていこうと思っています。
ちなみに、正月は

どこにも行かず、子供の受験勉強に付き合い、普

段できない仕事をして終わってしまいました…。

橋場優

Yu Hashiba

ここ数年、知人に送る年賀状は印刷で簡単に作

っていますが、2015年は未年と聞いて、前回の

未年の時はハガキ一枚ずつ羊の絵とメッセージ

そう
を書いたりしてたなあ…と思い出しました。
ませんが、今年は筆ペン習字の本を買って手書

「あけましておめでとう」の字だけ少
きしました。

し上手くなった気がした年末でした。本年も宜し

吉田倫哉

Tomoya Yoshida

没を免れたという話を聞いて、初めて大きいこと
どちらにし
の利点を見いだすことができました。

ろトイレには落としたくないですが、近々機種変
に行きたいと思います。

デヴィッド・フィンチャー監督の最新作「ゴーン・
観
を観てきました。女同士で観たので、
ガール」

賞後は大盛り上がりでした。少女のままのよう

持ち前の頭の良さですべて実現
なわがままを、

絶
う時はあのくらいやってみたい！と妄想しつつ、
対どこかで ボロがでて無理だ な …と思い直し

平和な生活を望むのでした。主演のロザムン
て、

と思っていたんですが、TED
こともなくなったなぁ、

ろご提案ができた一年だったと自分なりに思っ

は、そんな手描きの価値を再発見しようとのメッ
人は多いのでは？（僕は google カレンダー使い

年目の昨年は、一昨年に比べて皆様にいろい

うまくいって一緒に喜ん
をおかけしたことも、
提案数と成功の比率を増やして、もっと皆様と

笑顔を共有できたらと思います。精一杯頑張り

明けましてあめでとうございます。

入社前に 3
入社してから初めて新年を迎えました。

年間アルバイトとして編集の経験をつみましたが、
社員として裁量を持つと、仕事の自由度が急に高

わたしは、柄にも
面目なことを書こうと思います。

そんなとき
くなり、それゆえ迷うこともありました。

たは効果的な治療を探しているのですが最近「こ

悩みを相談させていただくと、どの方もとても親身

なので、いつも予防ま
なく頻繁に風邪をひきます。

という方法を見つけたので、お伝えします。
れは！」

それは「ビタミンＣ+R-1 乳酸菌」です！是非、体調
お試しください！
がすぐれない時には、

Yuichiro Takeuchi

でいただけたことも多々ありました。2015年は

ますので、本年もよろしくお願いいたします。

内容がないと言われてしまうので新年最初は、真

竹内悠一郎

ています。提案したものがうまくいかずご迷惑

はじまります。
手書きブーム、
ですが…）

さて、なぜかいつも
本年もよろしくお願いします。

Nanako Uebo

いざとい
私も本気出して、
感できなくはないです。

新年あけましておめでとうございます。入社2

やっぱり手帳は紙じゃ なくっちゃとかいう
セージ。

上坊菜々子

させようと思ったら…と考えると、怖いけど共

学生時代、授業そっちのけでノートの端なんかに

（１月発売）で
SunniBrown『描きながら考える力』

Takushi Osawa

iPhone６が大きすぎて便器にはまりギリギリ水

これから来そう
ド・パイクがすごいハマり役で、

よくラクガキをしていました。最近めっきりそんな

Mihoko Toi

ら な そうだし … で も 、先 日トイレ に 落 ち た

よい一年になりますよう
くお願い申し上げます。

で 100 万 回 再 生 の 動 画 の 主 が 著 者 の、

大沢卓士

抗があります。操作がしにくいし、ポケットにも入

都井美穂子

に、営業に伺った際に書店員様に本作りについて
今年は私に編集
にアドバイスをくださるのです。

の指針を示していただいた書店員のみなさまに、
恩返しができるような売れる本を作っていきたい

長谷川諒

Ryo Hasegawa

10

期を迎えることができました

いうマメさではひとまわり若い自分に全く敵い

どうしてもあの大きさに抵
い換えたいのですが、

営業面では︑各書店様に合った書籍のご提案を行い︑適正な受注︑配本をしていきます

はいかがでしょうか。忙しいことはいいことです

少し前に発売されたiPhone６。私もそろそろ買

そして︑書店の皆様の利益に寄与できるよう努めます

に1年が経ってしまったという感じですが、皆様

なると日本も義務化なんてことがあるかもしれ

企業としては︑もう﹁ベンチャー﹂という呼び名が似つかわしくない年齢になりましたが

Naoki Nakayama

あけましておめでとうございます。あっという間

る国もあるそうですが、
このまま投票率が低く

本来の意味である“新しいビジネスで急成長をする企業”となるよう

の仲間とサッカー談義に花を咲かせようと思

社員一同仕事に邁進していく所存です

戦し、場所を居酒屋に変えてサッカー部時代

はそれほど関係がなさそうです。世界には投票

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

のようにサポーター席でワーワー騒ぎはしま

の先進国の投票率を調べてみると、独71％、英

早いもので︑皆様に支えられながら当社も第

66％、仏57％、
米42％と、
日本人だからというの
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Teruhisa Nemoto

今年は︑編集面では︑﹁自己啓発﹂﹁ビジネススキル﹂﹁マネジメント﹂の３本柱に加え

ーターに復 活しようと思 いました 。学 生 時 代

3 CMPニュースランキング2014

現在ヒットしている﹃一流はなぜそこまで︑コンディションにこだわるのか？﹄にあやかり

とが書いてあり、妙に納得したものですが、他

根本輝久

2 アメリカのビジネス書トレンド

﹁ビジネスライフ﹂というジャンルを開拓していきます

援をしている話を聞 いていると、私も来シー

ズンは、地元鹿島アントラーズの熱心なサポ

中山直基

更新しました。
ある新聞記事では、
日本人はそも

1 新年のご挨拶

An ordinary office worker
to a great business man.
Tel : 03-5413-3140

4 スタッフのつぶやき…
Fax : 03-5413-3141

謹んで初春のお慶びを
申し上げます

Koichiro Kobayakawa

なぜか、仕事をご一緒する方に熱心な浦和レ

Hilight!

http://www.cm-publishing.co.jp
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アメリカのビジネス書トレンド
12月の TOP10
順位

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

Deep Down Dark: The Untold Stories of 33 Men
Buried in a Chilean Mine, and the Miracle That Set Them Free

(仮題)ディープ・ダウン・ダーク-チリの鉱山に埋もれた33人の秘話
著：エクトル・
トバー

MONEY Master the Game:
7 Simple Steps to Financial Freedom

(仮題)マネー・マスターゲーム-金融の自由へ簡単な7つのステップ
著：
トニー·ロビンズ

The Innovators: How a Group of Hackers,
Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution

(仮題)革新者―ハッカー、天才、ギークの集団がいかにしてデジタル革命を起こしたか
著：ウォルター・アイザックソン

1

位

日本の先行きを的確に予測！ 経済書にも関わらず、
発売一ヶ月で2万部突破！
テレビ東京放送の
「ワールドビジネスサテライト」
でおなじみの堀古英司さんの初の著作が出ました。
『リ
スクを取らないリスク』
です。
結構固めの経済書なのですが、
首都圏を中心に売れが出て２万部突破。
こ
れだけ売れているのは、
日本経済の展望を正確に言い当てているからです。
最近の例でいえば、
日銀の
追加緩和を見事に予測！この正確な予測も堀古さんの知識と明確な分析あってこそ。
これを読めば、
経
済・金融の基礎を理解することができる良書です
リスクを取らないリスク
堀古英司

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：
トム・ラス

StrengthsFinder 2.0
The Innovators: How a Group of Hackers,
Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution

(仮題)言わなくちゃならない-つつましやかなコメディ伝説としての我が人生
著：マーティン·ショート

Factory Man: How One Furniture Maker Battled Offshoring,
Stayed Local - and Helped Save an American Town

（仮題）ファクトリーマン-ある家具メーカーがどのようにして競合と戦い、
アメリカの街に貢献したか著：ウォルター・アイザックソン
著：ベス・マシー

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

How to Win Friends and Influence People

（邦題）人を動かす（創元社）
著：デール・カーネギー

The Energy Bus: 10 Rules to Fuel Your Life,
Work, and Team with Positive Energy

（邦題）エネルギーバス―人生と仕事を変えるポジティブ・エネルギーの法則―
(オープンナレッジ)
著：ジョン・ゴードン

2

位

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2位には『MONEY Master the Game: 7 Simple

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

Steps to Financial Freedom』
がランクインしました。著者の

ししていきます。新年明けましておめでとうございます。新年早々

トニー・ロビンズは知る人ぞ知る、
アンソニー・ロビンズの愛称で

長めの休暇をもらって、テキサス州で1月中旬から始まるロデオ

す。彼は世界5000万人の人々に影響を与えたと言われている

ショーを見に行こうと画策中です。今年も様々なビジネス書を紹

世界№1コーチで、
ビル・クリントン前大統領やテニス・プレーヤ

介します。
どうぞよろしくお願いいたします。

ーのアンドレ・アガシも、彼のコーチングを受けたと言われていま

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。

す。そんなロビンズが今回取り上げるのは
「金融」。
自分と家族が

今月紹介するランキングですが、根強い人気の既刊本が多くトッ

経済的に自由になるにはどうすればよいか、本書で手ほどきして

プ10に入りました。その中でも上位に食い込んだランキング初

くれます。

登場の書籍を紹介していきます。

最後は、5位にランクインした『I Must Say: My Life As a

まずは1位に輝いた『Deep Down Dark: The Untold Sto-

Humble Comedy Legend』
をご紹介します。
カナダ出身の俳

ries of 33 Men Buried in a Chilean Mine, and the

優であるマーティン·ショート。
アメリカの人気コメディ番組『サタ

Miracle That Set Them Free』。2010年にチリで起きたコピ

デー・ナイト・ライブ』
から有名になったコメディアンです。そんな

アポ鉱山落盤事故。33名の作業員が巻き込まれ、事故発生から

彼が自身のショービジネス回顧録を書きました。人気俳優として

69日後に全員が救出されたことは記憶にも新しいと思います。

の成功や愛する妻の死を越え、その中で得た人生哲学を紹介し

救出後33名の作業員は、
ピューリッツァー賞受賞ジャーナリスト

ています。

起業家のように企業で働く
小杉俊哉

3

位

魅力的な著者が並んだ今回のランキング。次回はどんな本がラ

事故当時の状況や作業員心境がせきららに書かれ、話題になっ

ンクインするのでしょうか。それでは、来月のランキングをお楽し

ています。

みに！

ここまでこの本が売れたのも、
書店員の皆様のお力だと思います！ この本は、
年始にも良
く売れるので、
ぜひ！このタイミングで再展開をよろしくお願いします！

レジリエンスのブーム到来 独特の表紙でインパクト大！
『打たれ強くなる思考術』
昨年の春には本屋さんでレジリエンス/打たれ強い関連の書籍が並びました。その中でも、高い売れ行
きを伸ばしたのが本書です。この見ての通り栄養ドリンクをモチーフにした独特なカバーデザインゆえ
に様々賛否両論（？）ありましたが、売り伸ばすことができました。

引きずらない人は知っている、
打たれ強くなる思考術
豊田圭一

4

位

「この本は、立体パネルなど様々な拡材にも挑戦した書籍でした。発売前から期待値が高
かったので、
気持ちの入った営業をしましたが、
その気持ちに答えてくださった書店様に感
謝してもしきれません。
」

去年一番の初速！！今年には、
１０万部を突破します！！
昨年１１月新刊にかなり初速の良い本が発売されました。
『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？』という本です。発売1ヶ月で5万部突破。この本を１０万部まで売り伸ばして、今年
一番のニュースにしたいと思います。これから、正月休み明けで新年会が続いた後、体調を崩される
方も増えてきます。ぜひこのタイミングで仕掛けてください！！

であるエクトル・トバーに独自に連絡をして、公式な歴史を記した
著書を残すことにしました。それが
『Deep Down Dark』
です。

ビジネス書初！帯替えで１万部売り伸ばし！
！ いまだに売れる超ロングセラー！
2013年の10月に発売された『起業家のように企業で働く』。首都圏ではロングで売れていましたし、
読んでいただいた書店員様にもかなり評価が高かった良書でした。しかし、売れるお店にかなり偏り
があり、ネックになっていました。その理由を考えるとタイトルが意識高い人向けなので購入層を狭め
ているのではないか？という結論に至りました。そこで、高帯をすることで表紙のデザインを変更した
ところ、幅広く売れが爆発！結果的に１万部以上の重版につながりました。今年の1月には、実践編が
発売されます！是非、
並売をよろしくお願いします。

(邦題)新賢明なる投資家(パンローリング)
著：ベンジャミン·グレアム、ジェイソン·ツバイク

The Intelligent Investor

内容が難しいので、
売れにはそこまで期待していませんでした。
しかし、
ここまで売れると
は・
・
・。
私も読みましたが、
基本を押さえたいい本なのでロングで売れてほしいですね！

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？
上野啓樹・俣野成俊

私も1か月この本の通りの生活をしていました。会社の同僚は私が痩せるなんて信じてい
ませんでしたが・・・。1か月後には、体重８kg減という結果に！これだけ結果が伴う本書は
すごいです。ぜひ、今のタイミングで仕掛けてください。

