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Koichiro Kobayakawa

函館蔦屋書店に行ってきました。休日ということ
もあり様々なイベントが催され、広い店内が多く
のお客で賑わっていました。代官山店のコンセプ
トが地方で通用するのか、と思っていましたが、
まったく違和感がありません。かえって、都会の
お洒落感が集客力となって新しいコミュニティー
をつくっているようにみえます。書店の持つ集客
力や多様性を活用すれば、地方の活性化、そして
新たな収益を生むことができると書店の将来像を
感じました。

中山直基

Naoki Nakayama

橋場優

Yu Hashiba

Tomoya Yoshida

とになりました。2年くらいブランクがあるの
で、たどたどしい説明になるかもしれませんが、

1 営業部からのお知らせ

根本輝久

Teruhisa Nemoto

で、バンバン歩いて書店さんを回って、皆さんに
カムバックしたいと目論んでます。

とワイルドな環境で育ったのでそれなりに自信

都井美穂子
Mihoko Toi

があったので すが 、
４回ほど 挑 戦した 時 点 で
HPと握力がゼロになりました…次の一手がわか
らず残念な格好で壁にへばりついている間に無
駄に体力を消耗してしまったようです。体力と筋
力ももちろん必要ですが、登りながらもちゃんと
コースを確認できる冷静さが必要みたいです。

"未婚アラサー女性、阿鼻叫喚！"…と話題の『東
京タラレバ娘』(東村アキコ) 、読んでしまいま
した。評判に違わずもはやホラーと言われるの
も納得の読後感ですが、後悔はしていません。
むしろ元気が出る気がしなくもない。（※保証
はしません）しかしこのテーマでこうも笑える
のは作者の力だなあと思います。同い年の友人
に勧めたら「わざわざ痛い思いしたくないから
読まない」と一蹴されました。賛否両論ありそ
うです。今後読む方予定の方は心の準備を。

週末に結婚式を挙げました。余韻が抜けず、ヒ
マさえあれば写真を見返してニヤニヤしてま
す。すいません、完全なるのろけで。驚いたの
が、一個人のただ一日のために、こんなに大き
なエネルギーが動く物事が他にあるのか？と。
日本中でものすごい量のエネルギーが陰でうご
めいているんだ、と衝撃を受けました。準備は
大変でしたが、空間を作っていく作業がとても
楽しく、結婚式に関われるデザインを何かした
いなーと思ってるこの頃です。

上坊菜々子

バランスボールが弊社でも流行っていたのですが

7月から担当エリアの変更で、現在担当させて

竹内悠一郎

、流行とは廃れるのが運命でして、いつの間にか
山積みに。そしてふと思い出してみたらすでに捨
てられていました。いや、ぼくが悪いんですけど
、片づけのできない子ども状態です。そもそも、
片付ける場所もないんです。片づけ本て何なんで
しょうね（読んだことないです）
。であれば、物置
本なんてどうでしょう。
「ほおりこんでおいて、
年に一度必ず捨てろ！」みたいな。

いただいている店舗の半分以上のお店とさよな
らをしなければなりません。入社してから二年

みなさん、
この本を売り切って終わりにしていませんか？
正直データを見ていると、
売り切っている店舗が非常に多く
驚きました。
これはとてももったいない!!
実は全体でみると、
3ヵ月連続で売上が伸びているんです!!
売り切っている店舗が増えているのに、
売れが伸びているということは、
1店あたりの売れが伸びている証拠!!

① 新刊話題書での展開

しています。今度の7月で転職して、2年が経ち
ます。もうそんなに経つのかあと、感慨にふけ
っています。光陰矢の....って湿っぽくなってしま
いました。すみません。
この2年間、楽しく充実し
た日々を送れたのは皆さんのおかげです。今ま
でありがとうございました！そして、
これからもよ
ろしくお願いします。

100 冊over!
丸善丸の内本店 100 冊 over!
丸善ラゾーナ川崎 70 冊 over!

リブロ池袋本店

② リーダー本の元棚で多面展開

→衝動買い向けのタイトルなので売れています!

Yuichiro Takeuchi

間ずっと持たせていただいている店舗もあるの

入 160
売 95

で非常に寂しい限りです。ただ、ひょろっとお

→特別感をだしてうまくいきました！

ココから
売れています！
！
パネル

ビジネス
新刊台①

店の様子を見にいったりすることもあるかと思

入 45
売 32

ビジネス
新刊台②

レジ

いますので、お忙しいかとは思いますが、その
際はよろしくお願いいたします。みなさん、お
世話になりました！

新刊台

文庫

著者のすすめで『ソフィーの世界―哲学者から
の不思議な手紙』という本を読んでいます。少
女ソフィーのもとに届いた、見知らぬ女の子に
宛てられた手紙と、謎の哲学者アルベルトによ
る授業。ファンタジーなストーリーの中に、古
代ギリシャから近代の哲学者の考え方・それを
包む世界の歴史の変遷が素晴らしくよくまとま
っています。社長の小早川に聞いたところ、20
年ほど前のベストセラーだったのこと。いい本
って残るんですねえ…。

長谷川諒

Ryo Hasegawa

仕掛け

新刊台

を受けたり、引き継ぎしたりと何かと慌ただしく

実際、
うまく売り伸ばしている店舗では…

売れている店舗ではどんな展開をしているのか？

仕掛け

大沢卓士

Takushi Osawa

Fax : 03-5413-3141 http://www.cm-publishing.co.jp

「リーダー本」
で
しっかり売れています。
しかも、
これだけ売れるのはポテンシャルがある証拠です。

Nanako Uebo

仕掛け

今度の7月から、担当エリアが変わり引き継ぎ

4 スタッフのつぶやき…

優秀なマネージャーになれないのか？」

ご挨拶させていただくとともに、2年前の体重に

日やっと行くことができました。子供の頃はわり

3 営業部からのお知らせ

売り逃し
「優秀なプレーヤーは、
なぜ
注意!!

離れていた2年間で4キロくらい体重が増えたの

ずっとやってみたいと思っていたボルダリング、先

2 アメリカのビジネス書トレンド

消化率良好な堀出しもののご紹介!

あたたかい目で見守っていただけたらと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします！ 営業を

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

経営書・リーダー本

吉田倫哉

健康診断の結果が返ってきました。γGTPとコレ
ステロールと中性脂肪の急増がヤバいです。肝機能
は再検査になり、ポッコリお腹と合わせて、中年オ
ヤジと言われても反論できない状態に近づいてきて
しまいました。今月から編集になって、外回りもし
なくれば、さらに症状が悪化してしまう気がしま
す。とりあえず、エスカレーターとエレベータは乗
らないようにして、お酒を控えます。さらに、賛否
両論で話題になっていますが、ライザップ的な糖質
カットダイエットを始めようと思います！

今月からまた営業として書店さんにお伺いするこ

Hilight!

新書

入口

の管理職 の方にもかなり売れているようです!!
して 「女性」
この本の特徴と
また、
）
（客層が女性にかなり偏っているお店で月20冊以上 売れた実績があります。
クロスメディアはまだまだこの本に力を入れていきます。
今展開されていない店舗さんは展開のご検討をよろしくお願いします。
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アメリカのビジネス書トレンド
6 月の TOP10
順位

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）
（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）

Lean In: Women, Work, and the Will to Lead

著：シェリル・サンドバーグ

The 7 Habits of Highly Effective People:
Powerful Lessons in Personal Change

（邦題）7つの習慣（キングベアー出版）
著：スティーブン・R・コヴィー

The 4 Disciplines of Execution:
Achieving Your Wildly Important Goals

(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―
（仮題）感情理解力2.0
著：
トラヴィス·ブラッドベリー

Emotional Intelligence 2.0
Steal the Show: From Speeches to Job Interviews to Deal-Closing Pitches,
How to Guarantee a Standing Ovation for All the Performances in Your Life

(仮題)ショーを盗む -スピーチからに面接まで、好評価を保証する方法著：マイケル·ポート

Making the Case: How to Be Your Own Best Advocate

(仮題)ケースを作る -自身のもっともよい代弁者になるには著：キンバリー・ギルフォイル

How to Win Friends and Influence People

（邦題）人を動かす(創元社)

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

A Work in Progress

（仮題）制作過程の作品
著：コナー・フランタ

Who Moved My Cheese?: An Amazing Way to
Deal with Change in Your Work and in Your Life

（邦題）チーズはどこへ消えた？
：あなたの仕事と生活を変化させる驚愕の方法
著：スペンサー・ジョンソン

著：デール・カーネギー

営業部、新体制で
新たなる挑戦へ！

Editional
department

新体制と大げさにうたってみましたが、表面上の変更点は２つです。
ひとつは、クロスメディア・パブリッシング営業部を長らく率いて
きた中山と、編集を率いてきた根本、２人の長が入れ替わるという
こと。そして、もうひとつは、中山の異動にともなって、各営業担

Sales
department

Change!

当者の担当エリアが変更になること。ですから、大沢、竹内を加え
た 3 名の営業マンで毎月書店さんに訪問するというスタイルは変わ
りありません。が、それでは「新たなる挑戦！」になりませんので、
当然、今までよりも書店さんの利益に貢献できるようなことを考え、
実行していきます！ 各営業マンの意気込みをご覧ください！

根本の
意気込み

大沢の
意気込み

竹内の
意気込み

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

そして6位には
「Making the Case: How to Be Your Own

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

Best Advocate」
がランキングに。著者はキンバリー・ギルフォ

していきます。

イルという女性で、FOXニュースでキャスターを務めています。

考えるテーマは
「いかに実売を上げる

これから新営業部として活動します。

7月からは東京駅近辺と千葉県、京阪

トニー賞ノミネートで話題になった渡辺謙主演の『王様と私』。主

11歳のとき白血病で母を亡くしたとき、彼女は
「しっかりした論理

ことに貢献できるか」です。
まずは当

クリエイティブ営業がテーマです。

神エリアを担当させていただきます。

演男優賞こそ逃したものの4部門を受賞しました。その上演が行

的な議論が望みをかなえる最善の方法」
と父から学んだそうで

然ですが、売れる本にすること。その

現場から売れる企画をガンガン提案

これまでクロスメディアの営業を支え

われたリンカーンセンターでは、7月から約1か月にわたり、各国

す。幼いころから学生時代、そしてジャーナリストとして成功し名

ために、営業の現場である書店の皆

し、今まであまり活用しなかったSNS

てきた中山の店舗を中心に引き継ぐ

から選ばれた劇団やダンスが集まるフェスティバルが催されま

声を得た現在のことについて書かれています。

さまからのアイデアを発端に企画を

もやっていきます。
クロスメディアは

ので、正直数字を落とさないかと不安

す。今年は村上春樹原作・蜷川幸雄演出の『海辺のカフカ』
も上

そして今月1位に輝いたのは
「Lean In: Women, Work, and

考え、形にすること。

社名だけ...。なんて、
もう言われない

でいっぱいです。ただ、僕の持ち味は

演されるそうなので、
チケットをとって観に行こうと思います。

the Will to Lead」。著者は米フェイスブックのCOO、
シェリル・

次に、
メディアへの露出、
イベントの開

ように、斬新な営業スタイルでやって

負けず嫌いなところなので、中山にだ

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。今回は既

サンドバーグです。2013年に発売され日本語にも翻訳されまし

催などを通じて、読者を書店さんに誘

いきます。
まだ、その斬新さを探して

って負けたくありません。
「竹内になっ

刊のランクインが目立ちました。
そんな中、初登場した新刊をとり

た。
しかし、
なぜ2年前の作品が1位になったのでしょう。実は先

導すること。最後に、書店さんを訪れ

いるところではありますが、

て数字が落ちた」
「 竹内になったらい

あげます。

日、著者の夫であるデイブ・ゴールドバーグ氏が不慮の事故で亡

た読者が思わず手に取りたくなるよう

まず5位にランクインしたのは「Steal the Show: From

くなってしまったのです。それから30日後、彼女は自身のブログ

に、
レジへ持っていきたくなるように、

言われる日を目指してます！

う精進しますので、
ご指導の程よろし

Speeches to Job Interviews to Deal-Closing Pitches,

で亡き夫への愛をつづり、それがネットで話題になりました。その

How to Guarantee a Standing Ovation for All the

影響から再び本が売れているそうです。

背中をポンと押すPOPやパネルをつ

そして、10万部、ではなく、夢の100

くお願いいたします。若さと勢いで突

Performances in Your Life」
です。著者は作家、講演者、
コン

今回は新刊、そして改めて注目されている一冊を紹介しました。

くること。そのために、
ぎゅーっと頭を

万部を目指して新営業部頑張ります

っ走っていきます!!（中山にはよく生意

サルなど、様々な肩書を持つマイケル・ポート。彼の多様な経験を

次回はどんな本がランキングに入るのでしょうか。
それでは、来月

しぼってキャッチコピーをひねり出し

のでよろしくお願いします。

気だと言われるのですが、今回もまた

もとに、
自分のメッセージを最大限他人に伝えるにはどのように

のランキングをお楽しみに！

すればよいか、彼は明らかにしてくれます。

ます！

「大沢くん、
クリエイティブだねえ」
と

い提案がなくなった」
と言われないよ

言われそうです…）

