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クロスメディアかわら版
今月のお休み

小早川幸一郎
Koichiro Kobayakawa

親の将来のことを考え、実家の隣の空き家を安
く譲ってもらいリフォームを計画。高校サッカ
ー部の友人が建築家をしていているので、デザ
インを依頼。「100円でいいか？」と尋ねたと
ころ、「大人なんだから、そういうのやめよう
よ…」とたしなめられました。しかし、依頼を
して早１年。友達価格でもなく、しかも後回し
にされているので、「お前、友達関係に甘えて
んなよ、大人なんだから」とこちらがたしなめ
る始末。いつ完成するやら。

中山直基
Naoki Nakayama

昨年中は大変お世話になりました。2016年も引き続
き、どうぞよろしくお願いいたします。小さい頃は、
お正月になると、どこどこのおじさんお年玉をいくら
くれる、あそこのおじさんはケチだからとか言って、
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してました。でも、大人になりお年玉をあげる立場に
なると、僕たちがお爺さんになる頃には、孫にお年玉

謹 賀新年

をあげられるほどお金を持っているんだろうかと考え
てしまいます。『下流老人』という本が話題を集めま
したが、いつの日か、お年玉という文化がなくなると
きがくるのでしょうかね。

あけましておめでとうございます！年末にはヒッ

姪っ子甥っ子へのお年玉が毎年地味に痛い出費

トの芽が出始めたので、スタートダッシュで大き

です。さらに、普通にあげるのもつまらないか

都井美穂子

く咲かせていきたいと思っております。皆さま、

らと毎回面白いぽち袋を探してあげていたので

Mihoko Toi

売上に貢献できるように拡販していきますので、

すが、それもそろそろネタ切れで…でも小さい

どうぞ今年もよろしくお願いいたします。さて、

子どもほど、中身よりお年玉をもらうというイ

年末に大事件が起こりまりました。突然に歯がモ

ベント自体が楽しいことだと思うので、どうに

ーレツに痛みだし、神経を抜かれ（治療中、泣き

か今年も楽しんでもらって、普段あまり一緒に

ました）、年末年始のおいしいものを食べる機会

遊んだりできないけど忘れ去られないようイベ

を失うという…。こんな悲しい思いを皆さまには

ントごとに存在をアピールしていきたいです…

謹んで初春のお慶びを申し上げます。
昨年 10 月に、クロスメディア・パブリッシングは創業 10 周年となりました。個人としては、編集者と
して 20 年、起業家として 10 年が経ちました。編集者というのは、自分の興味を満たしてくれる仕事
ですし、起業家というのは、リスクをとってチャレンジをする仕事なので、両方とも自分に合っている
と今振り返り感じています。これからの 10 年、会社としては、新たにつくった経営理念「メディアを

ビジネスまんがが流行っていますね。そういえ

先日、管理栄養士の方にビジネスパーソン向

ば僕たちも中学〜高校生のころ、漫画から多く

けの食事の本を書いていただいたのですが、

古川浩司

を学びました。
『ベ ルサイユのばら』
『竜馬がゆ

取材時に「おぉ、そうだったんだ！」「なる

Kouji Furukawa

く』などなど。勉強の一環だと言い張って買っ

ほどー」と個人的な発見が多々あったので、

てもらいましたよね。ビジネスまんがは「文字

家に帰って興奮気味にその様子を話しまし

ばっかりじゃん！」というものとお笑い系両方

た。そこで家内から返ってきたのは、「え

ありますが、やっぱりまんがは漫画らしくエン

っ、そんなの、常識じゃないの？」という薄

ターテイメントとして読みたいなぁというのが

ーい反応でやや凹んだのですが、特に食や健

最近の思ったことです。

康に関する知識の量は、女性と男性とで、だ

としては、起業家から企業家として成長をしたいと考えています。出版市場は、この20 年の間で大き
く縮小していますが、本が持つ存在感は、むしろ高まっていると私は感じています。今年は、出版
事業で書店、取次の皆様のご協力をいただきながら、価値ある本、売れる本をつくり、皆様の利
益に寄与するよう努め、また、出版周辺の新規事業も積極的に開発していきたい
と考えています。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。

あけましておめでとうございます。今年は暖冬

あけましておめでとうございます。本年もよろ

とは言え、冬になるとやっぱり鍋ものが恋しく

しくお願いいたします。「サイレーン」という

竹内悠一郎

なりますよね。最近知ってぜひオススメしたい

ドラマの結末が衝撃的と話題になっていたので

Yuichiro Takeuchi

のが「トマトすき焼き」。お肉と一緒にプチト

実際に見てみました。「案外予想通りやん」と

マトも入れて焼くと、ほどよくさっぱりして、

思った次の瞬間、予想のはるか上を超えていき

トマトが熱々で美味しい！今ではトマトなしの

ました。完璧に作り手の思う壺です。僕も

すき焼きは物足りないくらいです。新年早々食

2016年は、周りのみなさまの予想を超えてい

いしん坊ですみません。今年もよろしくお願い

く仕事をしたいと思っています!!（完璧に新年

いたします。

の勢いで言っていますが、真剣です。）

あけましておめでとうございます。本年もよろし

握力を鍛えるための弾力のあるボールを集中力

くお願いします。最近目と頭が痛いなあなどと思

強化のために買ってからというものの、デスク

っていて、自分では風邪だと思っていました。で

でムニムニするのが止まりません。ものとして

も、ある方に「それ肩こりじゃないですか？」と

の大きさ、重さも心地よく、ヤミツキになって

肩こりに効くカイロの貼り方を（おなかにカイロ

しまいました。面白いのは、不思議とガムを買

を貼るのです）教えてもらい、実践したら即回復

う回数が減ったところ。ちょっとヤバイのは、

しました。いや、まさか自分が肩こりなんて…と

あまりに一日中握っているので、数日前から手

凹みましたが、意外ともう若くはないのだなあと

の腱が痛くなってきたところ……。「セラピー

感じた年末年始でした。

エッグ」という商品で700円ほど。個人的には
固めの青がおすすめです。

通じて働く人々に役立つ事業を行い、世の中に類を見ない企業を目指す。
」を実現していき、個人

クロスメディア・パブリッシング 代表取締役
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Ryo Hasegawa
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月 日︵大晦日︶掲載

Takushi Osawa

アメリカのビジネス書トレンド

日経新聞２０１５年

大沢卓士

2

兄弟そろって皮算用しては何に使うか計画を立てたり

いぶギャップがあるな……と実感しました。

上坊菜々子

新年のご挨拶

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.

Teruhisa Nemoto

してほしくないので、歯は大切にしてください！

吉田倫哉
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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 ）

Sam Phillips: The Man Who Invented Rock 'n' Roll

(仮題)サム・フィリップス -ロックンロールの発明者
著：ピーター・ギュラルニック

Astoria: Astor and Jefferson's Lost Pacific Empire:
A Tale of Ambition and Survival on the Early American Frontier

(仮題)アストリア：アスターとジェファーソンの失われた太平洋の帝国：
初期アメリカフロンティアの野望と生存の物語
著：ピーター・スターク

Be a People Person:
Effective Leadership Through Effective Relationships

(仮題)社交的な人になるために：友好的関係を通して効果的な人間関係を
著：ジョン・Ｃ・マクスウェル

Pogue's Basics: Life: Essential Tips and Shortcuts
(That No One Bothers to Tell You) for Simplifying Your Day

(仮題)ポーグの基本：生活：日々を簡略化させるための
(誰もあなたに教えてくれない)要素とショートカット
著：デイビッド・ポーグ

Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win

(仮題)エクストリーム・オーナーシップ -どのようにアメリカ海軍特殊部隊が
先頭に立ち勝利してきたか
著：ジョッコ・ウィリンク

The Common Thread of Overcoming
Adversity and Living Your Dreams

(仮題)逆境を克服し、夢を叶えるための共通項目
著：ジェリー・グラッドストーン

TrumpNation: The Art of Being the Donald

(仮題)トランプ国家：
ドナルドであることの証

Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future

(仮題)イーロン・マスク：テスラ、スペースＸ、輝かしい未来の探求
著：アシュリー·バンス

Above the Line:
Lessons in Leadership and Life from a Championship Season

(仮題)ラインの上に -カレッジ・フットボールから学ぶリーダーシップと人生の教訓
著：アーバン・メイヤー

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

「なぜあの人は、
夜中にラーメン食べても
太らないのか？」が初速好調です !

節に
今の季 ャ !
シ
ドンピ

12月中旬に発売した新刊
『なぜあの人は、夜中にラーメン食べても太らないのか？』
。
おかげさまで、
早くもエキナカのお店などで売れが上がっております！弊社がご提案す
る新ジャンル
「ビジネスライフ」
の第3弾として、
牛丼、
焼肉、
飲み会、
残業、
コンビニなど、
ビジネスパーソンに馴染みのある食べ物やシチュエーションで、
太らず、
ハイパフォ−マ
ンスを発揮するための食事術を伝授するこの一冊。
すでに
「東洋経済オンライン

（連載）」
「ハフ
、
ィントンポスト」
「夕刊フジ」
、
などで書籍紹介・書評・著者
による記事などが掲載され、
新年会シーズンである今の時期にもぴったり。

週間アクセス
ランキング

1

位

「東洋経済オンラ
イン
（連載）
」

著：ティモシー・L・オブライエン

980円 と値段も手ごろで衝動買い需要も狙える本書。ぜひ大きくご展開をお願いいたします !!

1

（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

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

続いて4位には
『Pogue's Basics: Life: Essential Tips and

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

Shortcuts (That No One Bothers to Tell You) for Sim-

していきます。

plifying Your Day』
がランクインしました。著者のデイビッド・

ベストセラー斉藤塾を運営している斉藤と申します。スタッフからお

っしゃいました。
「文庫本ならそれほど高くはないし、買ってみようか

新年明けましておめでとうございます。
みなさんは年越しをどの

ポーグ氏はアメリカのニューヨーク・タイムズでの元コラムニスト

話をいただきまして、連載をさせていただくことになりました。
よろし

な」という思いをお客様に抱かせられると大成功です。誰が名づけ

ように過ごされたでしょうか。私はタイムズスクエアでジョン・レノ

であり、現在はテレビで科学プレゼンターとして活躍している人

くお願い致します。

たのかわかりませんが、
「２度見、
３度見でその気にさせる作戦」で

ンのイマジンを聞きながらカウントダウンをして、鮮やかな閃光と

物です。
ケチャップボトルの最後の一滴を出す方法からホテルを

ともに新年を迎えました。今年も様々なビジネス書を紹介してい

安価に予約する方法まで、生活における様々なコツがこの本を読

入社１年目から３年目の若手対象の書店員斉藤塾では、主に文庫新

塾生たちは週売４０を超える実績をつくり、文庫や新書のダービー

こうと思っています。
どうぞ、
よろしくお願いします。

めばわかります。日常のちょっとした行動を節約・短縮すること

書の売り伸ばしをテーマに活動しました。塾生たちには講義と並行

で第一位を獲得する売り方として定着しました。見せる場所、売れ

して実践課題を課し、
１０００冊越えの作品をつくることを目標としま

ている情報を伝える場所、手に取ってもらう場所と性格付けを分け

した。そこで効果を発揮した売り方が２度見、
３度見でその気にさせ

て３か所に商品を展開する作戦で、
ミステリー系と雑学系文庫作品

る作戦でした。入口付近に１５面程度のボリューム陳列をすると、
「

で１０００冊越えを連発することができました。
もちろん２度見、
３度

なんでこの作品がこんなに大量に積んであるの？」とお客さまに疑

見でその気にさせる作戦といっても、入口で見てそのままお買い上

で、
より多くのことをすることができるでしょう。

仕掛け売り講座

〜売れる商品展開のイメージを持つ

Vol.1〜

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。

最後は、7位にランクインした『TrumpNation: The Art of

今月は2015年に発売された新刊が多くランクインしています。

Being the Donald』
をご紹介します。
アメリカの実業家であり、

まずは2位に輝いた
『Astoria: Astor and Jeﬀerson's Lost

大富豪で知られるドナルド・トランプ氏の伝記です。
アメリカ国民

Paciﬁc Empire: A Tale of Ambition and Survival on the

を魅了する彼の生き方や、
「ドナルド・トランプ流」
ビジネスアドバ

問を抱かせます。店の中に入っていって最初に出合うベストテンコ

げになるお客さまもいらっしゃいますし、ベストテンコーナーからお

Early American Frontier』。1810年から1813年にかけて太

イスのエッセンスがちりばめられており、
ビジネスにおいて必要

ーナーにもランクインしているのを見ると、
「売れている作品」とい

買い上げになる方もいらっしゃいます。入口の拡販ゾーンは３台ず

平洋岸にアメリカ帝国を築くために冒険した男たちの話です。荒

なことを知ることができます。

うイメージが残ります。通路に沿って進んでいくと店の中のおすす

つ２か所に分けて、
６台のテーブルを並べていましたが、作品の性

め本コーナーのブロックに突き当たります。そこでおすすめの理由

格付けを考慮して、
どのテーブルに置くかを決めていました。隣に

を書いたＰＯＰを見ると、つい、手に取ってしまうお客さまが多くいら

何が置かれているかによって販売実績は随分と変わってきます。

野や山脈といった険しい自然と闘いながらも道を切り開き、当時
未開の土地であった太平洋岸を開拓してアメリカの風景や世界

今回は実話や伝記が多くランクインしました。

的地位を変えました。
アメリカの歴史だけではなく、苦難や大きな

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、来月の

課題に打ち勝つためのスピリッツを知ることができるでしょう。

ランキングをお楽しみに！

ベストセラー斉藤塾 斉藤敬司

