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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

中山直基
Naoki Nakayama

1 ビジネスライフ

近代土木工学の立役者である古市公威は、フラ

先日スマホを自宅に忘れてしまい、はからずも一

ンス留学中の猛勉強ぶりに体を壊しはしないか

日スマホなしで過ごす日がありました。営業で外

根本輝久

と心配した下宿先の女主人が休むように勧める

に出るので連絡が取れなくなってしまうという点

Teruhisa Nemoto

と「自分が1日休めば、日本が1日遅れるので

では致命的でしたが、スマホのない生活というの

す」と言っていたようです。一応私も社長なの

も意外に新鮮でした。スマホがあるとスキマ時間

で、「自分が1日休めば、会社が1日遅れる」と

もメールをチェックしたり、ニュースをチェック

いう意識で仕事をしています。私と同じように

したりしてしまい、時間を無駄にしないことに必

考えている人は多いので、どうかビジネスマン

死になってしまいますが、何もすることがない

のコンディションを整える「ビジネスライフ」

と、かえっていろいろ考えごとをする時間が取れ

の普及にご協力ください。

て、なんだか有意義な一日だった気がします。

春がやってきました！桜もきれいだし、あった

仕事柄、昼ごはんをサッと食べたいときも多い

かいし、ほわほわして最高の季節ですよね。息

のですが、社内で弁当を食べるのは個人的には

子も小学校を卒業し、今月から中学生です。き

ちょっと息が詰まる。あいにく会社のすぐ近く

っと、部活に入って反抗期になり、相手にして

に立ち食いそば屋がないので、最近は近所のラ

もらえなくなるんですよね…。ということで、

ーメン屋に行っています。味は普通ですが、ボ

自転車を買ってみました。この最高の時期に、

リュームはそこそこあるので、店を出るときは

自転車を颯爽と走らせて、春を満喫しようと思

だいたい満腹。ただ、出てくるまで時間がかか

っています！まずは、桜を求めて、北上でもし
ましょうか…。

ビジネスライフの棚が
できました！
！

ジネス書の棚で売れています。弊社でもそんなニーズを捉え、

を立ち上げてくださりました。やはりしっかりニーズがあるよう

って、普通に食べても結局20〜30分ぐらい経

昨秋より「Business Life」という新シリーズを立ち上げ、ご提

で、売上は上々の滑り出しとのことです。みなさまもぜひ、
「ビ

つので、当初の目的が果たせていないのが難点

案してまいりました。そしてこの度、丸善丸の内本店様がこれ

ジネスライフ」というジャンルの導入のご検討、よろしくお願い

まで様々なコーナーに散らばっていたこのテーマの本を集め

いたします。

加できそうということで、俄然興味が湧いて

るかもしれません。

います…！きっと台湾料理も運動した後の方

クラウドソーシングという言葉をご存知です

4月から担当エリアがガラッと変更になりま

か？先日はじめて、デザイン思考の本をつくる

す。みなさん、たいへんお世話になりまし

とき、イラスト起こしを発注するのに使用しま

た！特に入社してから三年間ずっと持たせて

した。依頼内容を掲載すると、数名の方が手を

いただいている店舗さんには、本当に多くの

挙げてくださりました。類似の実績がありサン

ことを教えていただきましたし、本当にいろ

プル提出をしてくれた人にお願いすることに決

んなことがあったので非常に寂しい限りで

めました。たいへん丁寧な方と巡り合えたの

す。ひょろっとお店の様子を見にいったりす

で、今後もお付き合いしていこうと思っていま

ることもあるかと思いますので、その際はお

す。長くなりましたが、クラウドソーシング、

相手してください。

竹内悠一郎
Yuichiro Takeuchi

いたわけですが、調べると昔のThinkPadは40

は入れ替わりで営業部には新しいメンバーが３

万円を超えるモデルもあったそうですね。そう

人も増えます。ぜひ、ＮＥＷ営業部をこれから

考えるとずいぶん小さな悩みだったかも…？

?

杉本恵子

に。額も額なので2週間くらいウジウジ悩んで

とが、本当に楽しかったです。また、4月から

忙しい人の世界一
シンプルな
﹁食﹂
習慣

ある中で、結果として10万円を超える買い物

が、その為にいろいろな試みを一緒にできたこ

エグゼクティブになる人の
若々しい顔のつくり方

る・売れない」は、もちろん一番大切なのです

野々下一美

を買いました。4.5万円の安いパソコンが多く

なぜあの人は︑
夜中にラーメン
食べても太らないのか

Ryo Hasegawa

うございました。今振り返ってみると、「売れ

道江美貴子

長谷川諒

に、半ば私用としてThinkPadというパソコン

三浦将

で、前から支給されていたMacbookAirの他

変お世話になりました。今まで本当にありがと

自分を変える習慣力

ます。2013年7月に入社してから、皆様には大

クロスメディア・パブリッシングのビジネスライフシリーズはこちら！
岩崎一郎︑
松村和夏︑
渡部卓

会社の席がフリーアドレスになるということ

はたらく人の
コンディショニング事典

この度、4月の人事異動により、営業部を離れ

!!

どこの棚で？

自転車とか興味なかったのですが、気軽に参

思っているような場所に、新しい発見が隠れてい

﹁自己啓発﹂
の棚に
﹃ビジネスライフ﹄
とい

り尽くせりなツアーもあるようなので、正直

め合っていました。今更行くこともないだろうと

うジャンルを 設 置し ︑以下の小 分 類で展

管理をしてくれるサポーターも同行する至れ

けだ…と軽く反省しながら檻の中の生き物と見つ

開しています︒

生き物がわんさか。世の中まだ知らないことだら

4/ 3/ 2/ 1/

カラダのコンディションを整える

げているそうです。参加者の体調や自転車の

強靭なココロをつくる

Mihoko Toi

ったのですが、行ってみたら意外と、初めて見る

食事や睡眠にこだわる

都井美穂子

整備され、国をあげてサイクリングを盛り上

身だしなみで差をつける

いるようです！新しいサイクリングロードも

ージがあって特に目新しい発見も期待していなか

置き所に迷ったらココ

台湾では台湾本島一周自転車の旅が流行って

園と言ったら、子どもの好きな場所、というイメ

これまでこのジャンルの本をどこに置いてい

先日、約20年ぶりに動物園に行きました。動物

よろしくお願いします。

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

て、ありそうでなかった新コーナー『ビジネスライフ』という棚

いかわからないという書店さんの声が多く

Takushi Osawa

スタッフのつぶやき…

近年、ビジネスマンの自己管理に関する本が多数発行され、ビ

なかなか使えると思います！

大沢卓士
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Kozi Furukawa

聞かれましたが︑
その問題を解決します︒
ぜ

Tomoya Yoshida

斉藤塾

古川浩司

がより美味しいはず！

吉田倫哉

3 クロスメディアウォーカー

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

ひ他社本もあわせて展開してください！

Yu Hashiba

An ord i n ar y offi c e wor k e r
to a gr e at busi n e ss m a n.

2 アメリカのビジネス書トレンド

遂に！

なのですが……。

橋場優
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順位

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

StrengthsFinder 0.2

（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

AskGaryVee: One Entrepreneur's Take on Leadership,
Social Media, and Self-Awareness

大好評をいただいた
「クロスメディア・ウォーカー」
が帰ってきました！今回の特集は名古屋です。
昨年の7月からお伺いする

ようになってから、
合間を縫って
「うまい！」
を探してきました。
その中から特選の2店をご紹介します。

01

02

AskGaryVee:ある起業家のリーダーシップ、ソーシャルメディア、
自己啓発についての考え方
著：ゲイリー・ベイナチャック

The Power of Broke: How Empty Pockets, a Tight Budget, and a
Hunger for Success Can Become Your Greatest Competitive Advantage
Dark Money: The Hidden History of the Billionaires
Behind the Rise of the Radical Right

ー最高の飯は営業マンが知っているー

宮
き
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3 月の TOP10

Crossmedia Walker
クロスメディアウォーカー
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噌 茶
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アメリカのビジネス書トレンド

（仮題）貧乏力：成功へのハングリー精神が最大の強みになる
著：デイモンド・ジョン、ダニエル・ペイズナー

(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

Think and Grow Rich

（邦題）思考は現実化する
著：ナポレオン・ヒル

How to Win Friends and Influence People

（邦題）人を動かす(創元社)

Trump: The Art of the Deal

（仮題）
トランプ自伝―不動産王にビジネスを学ぶ（ちくま文庫）
著：
ドナルド・J・
トランプ、
トニー・シュワルツ

著：デール・カーネギー

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

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

初めてお店を見た時は衝撃でした。
おかしいのはその看板。

いくつか店舗がある宮きしめんですが、
このお店はとりわけ素敵

「まずい、
まずいころかつ」
と書いてあるではありませんか。
とて

です。
なんといっても熱田神宮の敷地の中にあるのです。
つまり

も気になったのですが、
思わず初見では入ることができません

屋外なのです。
お味の方も今まで食べたきしめんより、
とりわけ

でした。
二度目の挑戦にして、
ようやく入店。
あの濃さがクセに

「うまい！」
でした。
去年の夏に行きましたが、
外で熱いきしめん

なりますね。
まだ、噂の
「ころかつ」
は食べてませんので、
みなさ

はサイコーです。
熱田神宮にお立ち寄りの際はぜひ行ってみてく

ん是非…
（笑）

ださい。
これからの季節はまた外で食べるのも粋ですね。

4

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
『The Power of Broke: How Empty Pock-

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

ets, a Tight Budget, and a Hunger for Success Can

していきます。4月というとお花見の季節ですが、実はここNYで

Become Your Greatest Competitive Advantage』
がラン

もお花見をするんです。
ブルックリン植物園の桜祭りは有名で、
園

クインしました。貧乏だったからこそ、貪欲さで成功を勝ち取る人

店の顔を作り直すために最初に取り上げた作品は『パソコンの裏

が多く来店する店の入り口なら強気の部数でも勝負できるだろう

内に200本以上の桜があり、
日本庭園もあります。
日本文化に触

がいます。
この作品は、
たった40ドルの予算から60億ドルもの売

ワザ基本ワザ大全』でした。1 年目営業女子が誰に聞いたのかわ

し、店内にどのような商品が置いてあるのかを紹介するショウウィ

れられるのでとても人気です。
その他にも、
ニューヨーカーの集ま

り上げを作り出した著者による、貧乏でも成功できる革新的なビ

かりませんが私を名指しで訪ねてきて、仕掛け売りをお願いでき

ンドウ効果を狙う価値もあると判断しました。５月２８日に注文通

るセントラルパークでも桜を見ることができますよ。

ジネス方法をまとめています。
「絶望は革新を生む」
という言葉通

ないかと言ってきた作品です。このシリーズは既刊のベストセラー

りの１００冊が入荷して、入口のテーブルに 1 点で 1 台を占拠する

り、
ハングリー精神で成功をつかんだ著者の経験に基づいた作品

の数冊分のネタを集めて決定版として再登場させる、いわばリサイ

スタイルでの展開を始めました。縦３列、横４列の１２面積み、１

それでは、
今月のランキングを見ていきましょう。

です。8位にランクインしたのは、今アメリカ大統領選で話題のド

クル本です。シリーズ共通で厚さ 3 〜 4 センチの本にしています。

冊で４センチ近くの厚みがある作品で、抜群のボリューム感を持た

まず初登場で3位に輝いたのは、
『#AskGaryVee: One Entre-

ナルド・J・トランプの自伝『Trump: The Art of the Deal』で

それでいながら、１０００円程度のオトクな値段設定です。第１弾

せることができました。大きなパネルと手書きＰＯＰをつけて目立

preneur's Take on Leadership, Social Media, and

す。
1980年代に
「トランプ・タワー」
など大規模開発を次々と手掛

Self-Awareness』
。
著者のゲイリー・ベイナチャックは、
小さな酒

け、
「アメリカの不動産王」
として名を馳せているトランプ。一代で

屋をソーシャルウェブを効果的に活用することで、
大金を稼ぐブラ

巨万の富を築いたその裏側には、大胆な発想や粘り強い交渉力

ンドに育てることに成功した若き起業家です。TwitterやFace-

などがあったといいます。今の彼を形作ったこれまでの苦い経験

bookを使った型破りなSNSでのアプローチが話題になり、いま

や成功話が多く盛り込まれた自伝です。

ではソーシャルメディア専門のマーケティングコンサルタントとし
て活躍しています。
この作品は、
これから広報に力をいれていきた

今月は初登場3作品をご紹介していきました。次回はどんな本が

いと考えている企業にとっての効果的なソーシャルネットワーク

ランキングに入っているのでしょうか。
では、来月のランキングを

活用のノウハウが詰まった1冊です。

お楽しみに！

仕掛け売り講座

パソコンの裏技本を入口で売る

Vol.4〜

『できる大人のモノの言い方大全』は２０１３年上半期総合ベスト

つような陳列をしました。すると、商品展開を始めてから５日間の

セラーの第 5 位に入るほど売れました。店の入り口にパソコンの

売上でビジネス週間ベストの１位に相当する売上を稼いでしまいま

裏技本を置くことはあまりないことだと思いますが、ジャンルで考

した。ベストテンコーナーに並べると売上は加速しましたが、困っ

えず、誰に向けてこの本をおすすめするのか考えることも大切な

たことに追加注文がなかなか入荷しませんでした。在庫が減ると

ことです。コンピュータの棚前に置いても専門家には見向きもさ

やはり売上はダウンしてしまいます。在庫が４０冊台にまで減った

れない危険性がある作品でも、ビジネスノウハウ本としてビジネス

ところでようやく追加注文が入荷して、ようやく安心することがで

マン向けにアピールしたら売れるだろうというイメージが湧いたの

きました。その後も好調に売上は推移してベストテンコーナーの常

で、入口でおすすめする作品として取り上げました。ビジネスマン

連となり、店の顔を作り直す作戦の一番手は大成功でした。

ベストセラー斉藤塾 斉藤敬司

