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連続出します

12

昨年 月に発売した﹁自分を変える習慣力﹂が発売２
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カ月で 万部突破しました！今︑首都圏でも郊外で

1

も場所問わず全国各地に売れが広がっています︒各

4

書店さんで続々ビジネス書 位︑
総合 位を獲得！

月 日に朝日新聞の半五段広告を打ちました︒こ

れを皮切りになんと カ月連続で全国紙 日
+ 経で広
告を打ちまくります！この売りのチャンス︑
ぜひお見

逃しなく！

万部超のベストセラーを目指して︑力を入れてい

る商品です︒新パネルも作成し︑早速設置したお店

から売れがさらに伸びてます！ぜひ︑パネルを使っ

た展開のご検討をお願いいたします！
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ヵ月

日販ランキング堂々の5位
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Highlight!

今後の広告スケジュール

！

3月

中旬 読売新聞広告
下旬 日経新聞広告

4月

中旬 毎日新聞広告
下旬 日経新聞広告

5月

上旬 朝日新聞広告
中旬 日経新聞広告
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アメリカのビジネス書トレンド
2 月の TOP10
順位

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

Dark Money: The Hidden History of the Billionaires
Behind the Rise of the Radical Right

(仮題）正義の権利の裏に隠された億万長者の歴史
著：ジェーン・マイヤー

West of Eden: An American Place

(仮題)エデンの西：アメリカの場所
著：ジーン・ステイン

Living Forward:
A Proven Plan to Stop Drifting and Get the Life You Want

(仮題)今後の人生：流されずに自分の思うままの人生を手に入れる確実な計画
著：マイケル・ハイアット、ダニエル・ハーカビー
(仮題）起源：いかにして非強調主義者が世界を動かすのか

Originals: How Non-Conformists Move the World

著：アダム・グラント

The Rise and Fall of American Growth:
The U.S. Standard of Living since the Civil War

(仮題)アメリカ成長の栄枯盛衰：内戦以来の米国の生活水準
著：ロバート・J・ゴードン

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

A Passion for Leadership: Lessons on Change and Reform from
Fifty Years of Public Service (Signed Book)

(仮題)リーダーシップ：50年の公益事業からの変化と改革の教訓

著：ロバート・M・ゲイツ

The Intelligent Investor

(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

Mandela's Way: Lessons on Life, Love, and Courage

(邦題)信念に生きる―ネルソン・マンデラの行動哲学(英治出版)
著：リチャード・ステンゲル

A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(Pmbok Guide) - 5th Edition / Edition 5

（邦題）プロジェクトマネジメント知識体系ガイド PMBOKガイド 5版
著：プロジェクトマネジメント協会

このコーナーで某商社NY本店に勤務するビジネス書大好き人間

を形作っていったかについて、彼の野心や成功、悲しみなどを伴

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して

いながら描かれている作品となっています。
著者のジーン・ステイ

いきます。
NYではこの時期になってくるとイースターの影響から

ンは当時の人々に自らインタビューをし、この作品を完成させま

か、ウサギの耳をつけた人や変わった帽子をかぶった人をちらほ

した。

らと見つけます。盛大に祝われるわけではないですが、子どもた

続いて、3位には『Living Forward: A Proven Plan to Stop

ちにとっては楽しみなイベントの一つですね。

Drifting and Get the Life You Want』
がランクインしました。
こちらも初登場の作品です。
偉業を達成した人はただ運が良かっ

それでは、今月のランキングを見ていきましょう。今月1位になっ

ただけではありません。
彼らは、
成功するための計画を練り、
それ

た作品は新刊本の『Dark Money: The Hidden History of

を実行したのです。
出版社のCEOであるマイケル・ハイアットとビ

the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right』
で

ジネスリーダーを指導しているダニエル・ハーカビーによって、
今

す。
6位には先月と同じく
『The 7 Habits of Highly Eﬀective

後自分が求める人生を送るためにどうすべきかが書かれた大人

People: Powerful Lessons in Personal Change』
(7つの習

のためのガイドブックとなっています。

慣)がランクインしました。今月は『West of Eden: An Ameri-

10位にランクインしたのはおなじみの『A Guide to the Proj-

can Place』、
『Living Forward: A Proven Plan to Stop

ect Management Body of Knowledge』
。
日本でも
『プロジェ

Drifting and Get the Life You Want』
を中心に紹介していき

クトマネジメント知識体系ガイド』という邦題で出版されていま

ます。

す。今回のランキングでは、先月と同様に初登場の本が多かった

まずは初登場で2位にランクインした『West of Eden: An

ですね。
次回はどんな本がランキングに入っているのでしょうか。

American Place』
。
一人の裕福な英雄とその5人の家族に起こっ

では、
来月のランキングをお楽しみに！

た出来事とともに、
どのようにして彼がロサンゼルスとハリウッド
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マイナス金利でいったいどうなる！？

2016 年 1 月 29 日、日銀が初めてとなるマ
イナス金利政策の導入を決めました。一

企業活動が活性化し、株価もあがると言
われています。また、
住宅や自動車のロー

ので、経済全体としては景気回復方向へ

の「金利を見れば投資は おかげさまで重版もかか
うまくいく」がオススメ りましたので、在庫のな
です。この本は、金利と いお店の方は展開のご検
市場の動向をどう投資に 討をどうぞよろしくお願い
活かしていくかという内容 いたします。

堀井正孝

ンの金利も安くなり、個人消費も増える

いる今だからこそ、弊社 上がぐんと伸びました。
金利を見れば
投資はうまくいく

般的には、金利が下がれば円安が進み、

「金利」が話題になって 金利が発表されてから売

になっていて、マイナス

進むと予想されます。ただ、予想通りに

利発表後も株価は乱高下しており、今後

んから「マイナス金利」と す。こちらの本の内容は

の動向に注目です。

いう本も出ているので、こ 経済予測になっています。

徳勝礼子

また、東洋経済新報社さ ちらとの併売がオススメで

マイナス金利

はなかなかいかないもので、マイナス金

3
仕掛け売り講座

店の顔を作り直す

Vol.3〜

入口は店の顔の部分に当たります。従って、入口に置く商品は本来

ら巻き込んでいくことにしました。店内の商品の並べ方を変えてお

厳選したものであるべきです。入口に置いてある商品を見れば、そ

すすめ本コーナーが活性化できましたし、文庫新書やビジネスの

の店のエッセンスを感じられるようにしてほしいものです。お客さ

仕掛け売りで大きな売上を作ることにも成功していました。店の入

まへの店への印象付けは、ほぼ入口で決まるものだと思って間違

り口でも同じような形をつくることができるのではないかと考え

いないでしょう。だから、これから入っていく店内にはどのような

たのでした。入口に置くおすすめ本はジャンルを特定せず、複数の

商品が置かれているのか、楽しみに思っていただけるようなイメー

ジャンルから選びました。店内にどのような商品が置いてあるのか

ジにすべきなのです。店の一等地であるわけですから、良く売れる

推測できるような、ショーウインドウ効果をもたらすようなイメー

スペースのはずです。確かに、バーゲン商品を並べると売上は作れ

ジを狙ったのです。バーゲンブックを展開していた大型ワゴンを外

るのでしょうが、店としての印象を安っぽく感じさせてしまいかね

し、小ぶりなテーブルを何台か置いて1台に1作品を基本に、複数

ません。
「入口の活性化をしたいのですが、アイデアはありません

のテーブルに店としてのおすすめする作品を並べ、何をおすすめし

か」と店長から相談を受けましたので、若手社員の協力を得て、彼

たいのか明快にわかるイメージにしようと話し合いました。ただ、

らのおすすめ本を使って、印象を一変させるような仕掛けを作って

一日で一気に何台ものテーブルを使っての展開はすぐにはできま

いこうと思いました。もちろん出版社の力を借りることは欠かせま

せんでしたので、営業マンと若手社員の協力してもらいながら、順

せんので、出版社の方々を巻き込んだ活動にしました。折よく、出

次作品を埋めていくようにしました。

版社のエリア担当者にもバリバリの若手が何人かいましたので、彼

ベストセラー斉藤塾 斉藤敬司
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今月のお休み

小早川幸一郎
Koichiro Kobayakawa

落語に行くと、どこもかしこもマクラには「清
原」
「甘利大臣」
「ゲスの極み・ベッキー」
「宮崎
議員」
「桂文枝」と週刊文春ネタのオンパレー
ド。その破壊力凄まじき。私も知人に文春の記
者が何人かいますが、迂闊なことは話せません
ね（笑）。記者だって聖人君子であるわけではな
いので、ちょっとやりすぎではと思ってしまう
のですが、そのゴシップネタを楽しんでいる自
分もいます。自分事にならないよう真面目に生
きていきます。

1月に出版した『ほとんどの社員が17時に帰る10年
連続右肩上がりの会社』という書籍に、著者さんの
希望もあって、当社としては初となる読者ハガキを
入れたところ、ハガキが結構戻ってきています。ど
ういう方が買っているのか、どこが参考になって、
さらにどういうことを知りたいと思ったのかなど、
ダイレクトな読者の声はとても参考になることがあ
りました。読者ハガキに限らず、もっと読者との接
点を増やしていくことを課題として今後も取り組み
たいと思います。

中山直基

みなさん、
『鬼ナス』をご存知でしょうか。1/21に

日ごろの運動不足を解消すべく、この1ヶ月

フジテレビ系列『奇跡体験！アンビリバボー』で

「ひと駅ウォーキング」をしています。最初は

Naoki Nakayama

紹介されて、話題なっている絵本のことです。実

「歩くこと」を目的にしていたのですが、それ

はこの絵本、同じくインプレス発行のワイヤーオ

だとモチベーションがなかなかキープできなく

レンジさんから発売された『小学生のボクは、鬼

なってきたので、朝はひと駅先にある公園をひ

のようなお母さんにナスビを売らされました。』
の

と回りしてから電車に乗る、とか、スーパーマ

ことなんです。
「ビジネスライフ」と同様に絵本業

ーケットに立ち寄るとか、日々新たな目的を見

界に「ホラー絵本」という新ジャンルができても

つけたら楽しくなってきました。桜の季節にな

おかしくないくらいのインパクトです。ぜひ、一

ったら、近所の桜スポットをコースに加えてみ

度この斬新な絵本を手にとってみてください！

ようと思っています。

橋場優
Yu Hashiba

根本輝久
Teruhisa Nemoto

富浦奈津
Natsu Tomiura

最近、「minne」や「Creema」といったハンド

年末年始に整理しようと思って結局何もせずに

メイド作品の通販サイトを眺めるのが楽しいで

いる自分の部屋が、散らかり過ぎて深刻な状況

都井美穂子

す。ただ買い物をするというより、作家さんひと

です。とりあえず服からと思い、宝島社さんの

Mihoko Toi

りひとりの作品を一覧しながら「ああこの人の作

「服を買うなら、捨てなさい」を読んでいるの

品好きだなあ」と、好きな作家さんを見つけてい

ですが、なるほどと思うポイントがたくさんあ

くのが楽しいというか。ファッションビル内の小

ります。ただ、この本の通りに服を捨てていく

売店等で買い物をするのとはまた違う楽しさで

と、最終的に着るものがなくなる気が…それだ

す。オーダーメイド可の作家さんも多く、ちょっ

けどうでもいい服ばかり買っていたということ

とした 贈り物を探すのにも重宝しそうです。

です。もっといい買い物をしなくては！でもそ
の前にまずは捨てます。

安賀裕子
Yuko Yasuga

ガッと買ってしまいました、スノボセット。ま
だターンもできないのに!! 前シーズンでスノボ
デビューし、今シーズンで「あれ…これもしか
して…すごい楽しい…!!?」と目覚めました。す
ごく頻度が高いわけでもないのでレンタルでも
良いのですが、毎回選んだりする手間と自分の
モチベーションなどと検討して、思い切って購
入（形から入るタイプ）。もうシーズン残り少
ないですが、隙を見つけて行ってこようと思い
ます!!

大沢卓士
Takushi Osawa

先日飲み会帰りに寝過ごして、終着駅（高尾山
の麓の駅）まで行ってしまいました。普段なら
座れない電車で運よく（確実に運悪くですが）

竹内悠一郎
Yuichiro Takeuchi

座れてしまったことが原因です。既に折返しの
電車はなく、タクシーで帰ると2万円を超える
ので、駅前の漫画喫茶に泊まることにしまし
た。本来なら寝床にありつけたことに感謝しな
ければならないのですが、空調を全然効かして
いない店内で凍えながら眠りにつきました。2
月だったのに…

最近、「マイ・インターン」という映画を見ま

最近書店員さんからチラホラ伺うのが、
「オシャ

した。映画はあまり見ないのですが、今をとき

レな本を並べたい」
「売れている本ばかり並べ

長谷川諒

めきIT企業にロバート・デ・ニーロ扮する英国

る仕事で最近は面白くない」
「もう二番煎じ、三

Ryo Hasegawa

紳士おじいちゃんが、シニアインターンという

番煎じの本は飽きた」といったフラストレーシ

形で入社した話ですが、結構面白かったです。

ョンです。一方でお聞きするのが「御社は結構

おもわず、同じ監督でシリーズもの（？）的な

アウトローな本を出す」
「スタイリッシュな本が

位置づけにある「プラダを着た悪魔」も見てし

多い」というお言葉。内部にいると気づかない

まいました。いやあ、あまり興味がなかった映

のですが、社風があるのかもしれません。ご期

画も見てみるとなかなかいいですねえ。

待に添えるよう、
「売れる」
「新しい」本づくりを
目指します。

