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季節帯

アメリカのビジネス書トレンド

Highlight!

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.
3

話題の新刊! 斉藤塾

4 スタッフのつぶやき…

な本を売ろう。
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2016年
クロスメディアの
新提案

売れ筋商品とその時期に合った商品を「今が買い時！」と季節感を
感じさせる帯で新調し、毎月企画提案します！
季節感を感じさせる帯とは？

昨年の10月から施策を開始！

感じる飾り付けや商品を見ると気持ちが高まります。
そ
のワクワク感をなんとか演出できないかと考えたのが、

月

12

ら売れそうな商品などに巻き替え、
新しい販売の切り
口にできたらと考えております。

忘年会、
新年会

「ドンとこい飲み会。
」

冬のボーナス直前

「ボーナスは貯めるな！」
1

月

この季節帯です。
新刊時には埋もれてしまったが、
今な

手帳販売スタート

「ダンドリを極めよ。
」

新年の目標

「もう、
残業なんてしない」

このような形で
実現しており︑
帯コピーも
キャッチーだ
︵？︶
と
好評をいただいております︒

月

11

月

10

クリスマスや夏休み前など薬局やスーパーで、
季節を

2月の季節帯は「後輩、部下ができる前にレベルアップ！」を
ラインナップ
4月も近くなり、
初めての部下や後輩ができる若手社員に向けて基本的なビジネススキル本
を巻き替えます。
誰もが一度は思う
「後輩の前でカッコ悪い所は見せたくない」
と言う心理を
ついた帯になっています。

1,380 円＋税
978-4-8443-7369-8

商品企画できない社員は
いらない 太田昌宏

1,380 円＋税
978-4-8443-7196-0

プレゼンできない社員は
いらない 車塚元章

決算書が読めない社員は
いらない 木村俊治

データ分析できない社員は
いらない 平井明夫・石飛朋哉
1,580 円＋税
978-4-8443-7132-8

1,580 円＋税
978-4-8443-7141-0
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アメリカのビジネス書トレンド
1 月の TOP10
順位

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

The Essentials of Business Etiquette:
How to Greet, Eat, and Tweet Your Way to Success

(仮題)ビジネスマナーの秘訣：あいさつ、食事、ツイートで成功する方法
著：バーバラ・パクター

How to Make Your Money Last:
The Indispensable Retirement Guide

(仮題)お金を長持ちさせる方法：必携退職ガイド
著：ジェーン・B・クイン

The Big Short: Inside the Doomsday Machine

（仮題）大きな欠陥-金融危機製造マシーン
著：マイケル・ルイス

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

StrengthsFinder 2.0

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：
トム・ラス

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 the Total Money Makeover: Classic Edition:
A Proven Plan for Financial Fitness
The Index Card:
Why Personal Finance Doesn't Have to Be Complicated
The Power of Habit:
Why We Do What We Do in Life and Business
Influence: The Psychology of Persuasion

（仮題）
トータルマネー改造：クラシック版：適合金融のための折り紙つきのプラン

著：デイブ・ラムジー

（仮題）目録：なぜ個人財務が複雑である必要がないのか
著：ヘレイン・オレン、ハロルド・ポラック
(邦題)習慣の力(講談社)
著：チャールズ·デュヒッグ

（邦題）影響力の武器-なぜ、人は動かされるのか（誠信書房）
著：ロバート・B・チャルディーニ

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

誰もが経験する退職。退職後の生活の経済面に不安はありませ

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

んか？ベテランの金融ライター、ジェーン・Ｂ・クインが書いたこ

ししていきます。

の本は、年金や住宅資産などの扱い方を教えてくれます。この本

1年で1番寒いと言われる2月に入りましたが、今年は暖冬なの

を読めば、
あなたが持つ資金は、
長持ちするだけでなく増えても

でNYもあまり寒くないですね。さて、2月の第3月曜日と言えば

いくでしょう。退職後の生活に不安を抱えている人だけでなく、

ワシントンとリンカーンの功績を称えるプレジデント・デーです

資産を増やしたい人にもオススメな一冊です。10位にランクイ

ね！ワシントンの幼少期のエピソードから、この日は私も家族と

ンしたのは、日本でも『影響力の武器―なぜ、人は動かされるの

チェリーパイを食べますよ。

か』という邦題でおなじみの『Inﬂuence: The Psychology

それでは、
今月のランキングを見ていきましょう。

of Persuasion』。セールスマン、募金勧誘者などの「イエス」と

まずは初登場で1位に輝いた『The Essentials of Business

いう言葉を誘導するプロの世界に潜入し、彼らのテクニックから

Etiquette: How to Greet, Eat, and Tweet Your Way to

「承諾」についての人間の心理を解明しています。承諾させるプ

Success』。テーブルマナーからツイッターでのつぶやき方ま

ロから身を守るためにはどうすればいいのか？その答えがわか

で、様々なビジネスシーンで使える101の方法が紹介されていま

りやすく説明されている、世界でロングセラーを続ける社会心

す。著者のバーバラ・パクターは、パクター＆アソシエイツの社長

理学の名著です。今回は、先月10位だった邦題『7つの習慣』で

で、ビジネスマナーやコミュニケーションについての講演会をよ

有名な、
『The 7 Habits of Highly Eﬀective People: Pow-

く行っている国際的に有名な人です。それぞれの紹介が短く区

erful Lessons in Personal Change』が6位にランクインし

切られているので、読みやすくなっています。

ている一方、初登場の本がよく目立ちましたね。次回はどんな本

続いて同じく初登場で2位に輝いた『How to Make Your

がランクインしているのでしょうか。

Money Last:The Indispensable Retirement Guide』。

それでは、
来月のランキングをお楽しみに！

クロスメディアかわら版 Vol.89 2016.2

『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』

の
新刊・話題書で
！
展開がオススメ

本書は編集者が Yahoo!ニュースで記事を見つけて、すぐに執筆
を依頼して生まれた書籍です。その記事は、ビジネス系としては
なんと！異例の「2.5 万いいね！」がつきました。その後も、書
籍発売前から朝日、日経といった新聞、日テレの「ZIP！」
、TBS
の「NEWS23」などのテレビから取材が殺到するという、今ま
さに注目の会社が実践する残業ゼロの仕組みが盛り込まれた本。
発売後も「ビジネスブックマラソン」
、
「lifehacker」などに取り
上げられ、
発売後すぐに Amazon ランキングの
「経営理論」
「
、経
営戦略」
、
「企業経営」カテゴリ1位 を総なめにしています。

今メディアで
大注目!
取材殺到中の
会社です!

「2.5万いいね！」がその裏付け
少子化が進む日本において長時間労働の
問題が度々取りざたされる今、
Yahoo!ニュー
スの
「2.5万いいね!」
が裏付けるのは、経営
者だけでなく、
一般社員の男性、
女性にこそ
求められているということ。駅ナカ店でも売
れているので、
ぜひ、新刊・話題書コーナー
の目につく場所で展開をご検討ください。

2
仕掛け売り講座

〜15 入 4 売れでも 100 冊の注文はできる

Vol.2〜

新刊コーナーに1面棒積みで陳列された『自分を変える習慣力』と出会

ストセラーづくりにチャレンジする斉藤塾を始め、多くの出版社の若手

いました。ちょっと気になったので、表紙を見て、中身をチラ見して、デ

メンバーが参加して活気ある活動ができました。さらに、塾生が頑張っ

ータをチェックして、ホームページの書籍紹介の文章をチェックしてみ

てくれたお陰で多くのベストセラーにも出会えたのでした。また話は変

ました。そして、タイトルと紹介文から連想ゲーム風にこの本の売り方

わりますが、女子プロゴルファーのイ・ボ・ミ選手が２億円越えの賞金

をイメージしてみました。1つの習慣を変えたらすべてが変わったという

女王に輝きました。ヤフーニュースでは試合に臨む前のルーチンが確

フレーズから「ルーチン」という言葉が連想できました。すると「よいル

立できて、シルバーコレクターから脱却したという話が紹介されていま

ーチンの確立で成果は飛躍的に変わる」というキャッチコピーが浮か

した。イチロー選手が試合前のルーチンに絶対妥協しないことも有名

びました。実は私自身も、一つの習慣を変えたらすべてが変わったとい

な話です。このような経験と情報から良いルーチンを確立して成果を上

うフレーズが当てはまる経験をしていました。健康診断でメタボと言わ

げた事例をPOPで紹介して、ボリューム陳列の展開をしてビジネスマン

れ、悶々とした日々を送り、年始の箱根駅伝をＴＶで見ながら、ランナ

にアピールすれば、週売20以上は売れるというイメージが浮かびまし

ーに太っている人はいないという当たり前のことに気づき、自分も走ろ

た。店のビジネス書担当者と話しをして、レジ横の柱前のテーブルを1

うと決めてジョギングを始めました。すると、100mも走ると息が上がっ

台開けてもらい、出版社に100冊の追加注文をお願いしました。15冊

て続けて走れません…。それでも走っては歩きを繰り返していくうちに

入荷、4冊の売上というデータでも、売れる商品展開のイメージさえつ

、5㎞を走りきることができるようになり、ジョギングを始めて3ヶ月過

かめれば、100冊注文することに違和感は覚えませんし、仕掛け売り

ぎたころには、毎日出勤する前に5㎞走ることがルーチンにまでなりま

もたいがい成功します。
（この商品は、週売30を超え、ビジネス書週間

した。それによって、メタボは自然と解消してしまいました。それからベ

ベスト1位をとり、発売から1ヶ月半で200冊以上の結果を出しました）

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

東大阪市にある司馬遼太郎記念館に行ってきま
した。司馬さんの書斎を庭から眺め、そして、
作品の資料となったたくさんの蔵書を目にし、
「ここから数々の名作が生まれたんだ」と感慨
にひたりました。私は偉人伝や歴史書が好き
で、小さい頃からたくさん読んできました。余
生のない生涯現役の人生となりそうですが、時
間とテーマを見つけて、美味しいものを食べ、
温泉につかる取材旅行をして、自宅の書斎で歴
史書を書くことが夢です。

中山直基
Naoki Nakayama

橋場優
Yu Hashiba

安賀裕子
Yuko Yasuga

ました。一人暮らしを始めてから20年以上もの間、
シャワーだけの生活を続けてきましたが、最近は湯船

根本輝久
Teruhisa Nemoto

に浸かるようになりました。なぜかというと、湯船に
浸かって体を温めると、お風呂を出てしばらくする
と、頭がほわ〜っとしてきて、心地よい眠気に襲わ
れ、そのままぐっすり深い眠りにつけるので、なんだ
かシャワーだけのときより疲れが取れる気がするんで
す。やっぱり日本人はお風呂。湯をはるのが面倒です
が、シャワーだけの人はぜひ、一度お試しあれ。

早いもので、すでに２月。東京も急に寒くなり

し、先月デビューしました。いやー、話題にな

ましたし、インフルエンザも流行期に入ったと

富浦奈津

っていたので、行きたかったんですが、20時

発表されました。風邪の予防には、やはり手洗

Natsu Tomiura

に行ったらコミコミで、2次会で行きなおし

いとうがいが基本。あるお医者さんは、手洗い

て、ようやくです。ホントに安くてよかったで

のついでにワイシャツの襟や袖口のお洗濯をす

す。私にとっては、ボリューミーで美味しく、

るとTVで紹介されていて、私も早速まねして

最高でした。財布にやさしいのは学生だけでは

います。また、意外と寝ている間に風邪をひく

なく、お父さんもありがたいものです。ぜひ、

ことも多いそうです。これには寝室の加湿が効

行かれていない方は行ってみてください。鳥肉

果的。風邪をひかないように気をつけて、冬を

バンザイ！

乗り切りたいものですね。

特定の職業の人しか読まないような専門的な本と

保育園に通っている息子の中で、いま虫がアツ

か、「これ一体誰が買うんだろう …」と、ちょ

いらしく、図鑑から絵本からDVDまで、家で

古川浩司

っと世界の広がりを感じるような本を探すのが楽

は虫だらけの生活。カマキリやアメンボは呼び

Kouji Furukawa

しいです。その業界にいる人にとっては珍しくも

捨てなんですが、カブトとクワガタは別格なの

何ともないのでしょうけど…。最近は、読んで面

か、「カブトムシさん」「クワガタさん」と

白かった小説の登場人物が生物学者だった影響

「さん」づけ。まだ舌足らずなので「クワッタ

で、生物学系の学術書を物色してみましたが（理

さん」と発音してたところ、保育園の職員・桑

解できなくてもちょっと楽しい）そんな娯楽目的

田さんが通りがかり、「あっ、名前、呼んでく

でも手軽にディープな本が読めるのは有り難い世

れたね！」って喜んでたのを引きつった笑いで

の中だなあと、やけにしみじみ思うのでした…

見守る冬の朝でした。

去年の不健康生活の反動か、年明けから割と健

みなさまのご協力のおかげで、

康的な食生活が続いています。その中で「鉄分
を取ろう！」とひじきの炒め煮がプチブームで
標準成分表の改訂版にて、最近主流の製法で
は、鉄分が従来製法の10分の１近くしかない
と公表された」とのニュース。詳しい解説は
「ひじき、鉄分、少ない」でgoogle先生に聞
いてみてください！うーん、やっぱりレバー系
一択かしら…。

Takushi Osawa

いに営業マンにとってはつらすぎる寒い季節が到来し

トリキ知ってますか。知ってますよね。わたく

した。が！ラジオから「去年の暮れに日本食品

大沢卓士

12月まではコートなしでもへっちゃらでしたが、つ

「自分を変える習慣力」が
悲願の10万部突破です！

ついに、

ＣＭＰに入社して２年半ですが、僕が初めて関わ
る１０万部の商品です。今までは、本の売れと皆
さんのご協力でここまで来ましたが、さらにこの
本を２０万、３０万と伸ばしたいと思っていま
す。そこにいくために、営業部で知恵を絞って
色々ご提案出来ればと考えております。今後とも
「習慣力」をよろしくお願いします。

「自分を変える習慣力」が
10万部突破しました!!

竹内悠一郎
Yuichiro Takeuchi

まだ発売して2カ月しかたっておらず、今も売
り上げがぐんぐん伸びています。また3月・4
月は「新生活」がはじまる季節なので、さらに
ニーズが高まると思います。10万部に満足せ
ず、30万部を目指して拡販に努めますので、
引き続きご協力よろしくお願いいたします。

「AKBなんて」と思っていたんですが、「朝
が来た」を年末年始に実家の祖父母が見ていた
ことをきっかけに見始めたところ、その主題歌
がなんとも軽い感じでいい感じで、とうとう私
もAKB好きの仲間入り。さすがに握手会行き
たいとかはないんですけど、今後はまっていく
のかどうか…。ファンになるパターンもいくつ
かあるみたいですね。紅白も大興奮でしたね。

吉田倫哉
Tomoya Yoshida

