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4000円のコマ（独楽）を買いました。「精密
コマ」として発売されているもので、1つの金
属の塊から削りだされた逸品。ブレが限りなく
少なく、軽く回しても平気で6～7分回ってい
ます。製造は精密加工の街として知られる長野
県岡谷市の町工場の有志グループ『ネクス
ト』。子どもたちにものづくりの面白さを知っ
てもらうため、コマ作りをしているそうです
が、大人にも十分その思いは届いていますね！
その心意気に感動です。

最近、後輩ちゃんが結婚したので、結婚祝いに
と自由が丘のマドレーヌ専門店の詰め合わせを
贈りました。マドレーヌってあんまり種類ない
イメージだと思うんですけど、ここのお店は季
節ごとに新しいフレーバーが出てきたり、カフ
ェメニューがあったりの楽しいお店です。まだ
食べに行っていないのですが、夏の季節限定&
店舗限定のナポリタンが超気になっています。
『マドレーヌラパン　自由が丘』で検索してみ
てください。

最近靴を買ったのですが、残念なことに靴擦
れが激しく、2回しか履かず終わりを迎えてし
まいました。靴を買う時はデザインや形状で
はなくサイズが合ったら即買うという日々を
過ごしておりましたが、今回はデザイン重視
で買ってしまい失敗しました。靴を買う時は
一般的に午後3時くらいが良いとされてるそう
です。それは、ある程度の疲労感がある方
が、フィッティングの善し悪しに敏感に反応
するかららしいです。

偶然とは考えられないほど晴れ（雨、雪）が多
い日のことを「特異日」と呼ぶそうです。直近
の晴れの特異日は6月1日で、確かに晴れでし
た。有名どころだと文化の日は晴れの特異日
で、数十年単位で秋晴れに恵まれることが多い
のだとか。ふーん、いいなぁ。一方で誕生日は
毎年曇り空か雨の私、今年も大雨（っていうか
嵐）でした。雨女すぎてムカついて調べてみた
ら特異日ではないとのこと。お天道さま来年は
頼みます～。

先日、唐十郎さんの公演「秘密の花園」を観にいっ
てきました。赤テントの中にぎゅうぎゅう詰めになっ
て観る芝居はとても新鮮でした。(といっても、普段
他の芝居を観ることもないのですが…)正直、話の内
容がぶっ飛び過ぎて、理解できないところが多々あ
りましたが、スピード感と迫力に圧倒されました！や
はり、生の人が演じる熱気はすごいですね。最後に
は唐さんご本人も登壇されて、大盛り上がり。久しぶ
りに人にオススメしたいものに出会いました。劇団
唐組の赤テント芝居、これは絶対オススメです。

『習慣』として欠かさず行っていることってあ
りますか？ 先日、会社の人からそんな質問をさ
れました。私の場合“土曜の10時から1時間の
ランニング、そのあと洗濯をして部屋の掃除”
というのが週末のルーティンになっています。
たまに金曜の夜に飲みすぎて、これが崩れたと
きは最悪です…。次の週末まで気持ちが落ち着
きません。そのくらい欠かせないものになって
います。さて、みなさんは『習慣』として欠か
さず行っていることってありますか？

先日出張で大阪に行きました。4年ぶりに訪問
しましたが、再開発で一部街並みが変化してい
ることを感じました。もう一つ印象に残ったこ
とがあり、とあるビルのエレベーターで「飴ち
ゃんあげるわ」といわゆる大阪のおばちゃんか
ら飴をもらったことです！外出時に飴を持ち歩
いているという話は有名ですが、ベタなシーン
に自分も遭遇できて感激しました。コミュニケ
ーションツールの一例として、営業も見習うべ
きヒントがあるかもしれませんね。

昔は高いところは平気だったのですが、なぜか
30代に入ったあたりから苦手になり、そこか
ら10年ちょっと、一歩一歩、確実に高所恐怖
症が進んでいます。ヘビが怖いとかクモが怖い
とかと同じで、なんでそうなるのかはっきりし
ないから余計に始末が悪いのです。弊社はビル
の6階・7階にあり、まわりが比較的、低層の
建物のため、眺望が大きな自慢なのですが、外
階段でフロアを往復するときに、いつも人知れ
ず心がざわついています……。 

先日、いま書籍の企画を進めているパーソナルト
レーナーのヒデトレさんのトレーニングを体験し
てきました。はじめは固まった体をやわらかくす
るため加圧トレーニングをしたのですが、やばか
ったです。10分もしないうちに、もう頭がぐわん
ぐわんして立っていられないほどキツかったで
す。頭がぐわんぐわんするのは今まで滞っていた
血流が一気に流れ出すからなんだそうです。その
トレーニング以来、肩や背中のコリがものすごく
楽になりました。

私にとって海外25ヵ国目の国、韓国ソウルに行
ってきました。取次の方のご紹介で、ソウル国
際図書展にて20社の出版社と版権販売の商談を
行うことができました。また、ソウルの教保文
庫という大型書店に案内していただきました。
店内各所の柱にアロマディフューザーが設置さ
れていて、とても落ち着くいい匂いが店中にし
ていました。香りで他店との差異化というのも
面白い発想です。書店をおもしろくする企画、
まだまだたくさんあるかもしれません。

今月のお休み

安賀裕子
Yuko Yasuga

Ryo Hasegawa
長谷川諒
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アメリカのビジネス書トレンド ヒットの裏でコンディションの夏、再び到来! 2 3 スタッフのつぶやき…4

Highlight!

城匡史
Tadafumi Jo

帯替え前から実売率のよい
優等生の書籍です。

同テーマの書籍を女性向け帯に替えた結果、
売れが伸びたんです!

夏は近い! 男性・女性向け帯を並べての展開や、男性向け帯のみでの展開もご検討ください !

実売率好調の
書籍の

もうすぐ
夏だ!

実は
去年の夏

アトレ、ルミネ、イオンなど
女性向けのテナントが多く
入っているビルの書店さんや、
ファミリー層の多い郊外書店
さんでも続々ランクイン!

帯替え後の
ランキング情報

累計

3万部
入荷 売上 実売率

110 83 75.5%book express エキュート品川サウス店

98 80 81.6%TSUTAYA 天神駅前福岡ビル店

47 44 93.6%有隣堂 テラスモール湘南店

『はたらく人の
コンディショニング事典』

『一流の人はなぜそこまで、
コンディションにこだわるのか？』

New!

Change!

Change!

旧
帯

男
性
向
け

80 77 96.3%紀伊國屋書店 浦和パルコ店

80 69 86.3%紀伊國屋書店 新宿本店

114 98 86%紀伊國屋書店 梅田本店

啓文堂書店 
府中店

1位
3位 未来屋書店 

伊丹テラス店 5位
4位
4位

くまざわ書店 
池袋店

紀伊國屋書店 
ららぽーと横浜

有隣堂 目黒店

女性向け帯バージョンをつくります!
FEMALE 

OBI 

Vol.2

FEMALE
OBI
Vol.1

ここ数年、世界中で「work out」が流行っているみたいですね。直訳すると運動ですが、ニュアンスはトレーニングに近いです。この頃Instagram（写
真投稿アプリ）を開いてワークアウトしている女性の姿を眺めていて思うのは、今、世界中の女性の興味関心は単なるダイエットの枠組みを超え
ているのではないかということです。カラダを鍛えたい、頭をスッキリさせたい、心を穏やかにしたい……など。そのような女性が日本でもじ
わじわ増えている背景から、われわれも男性向けに発行した本書を女性読者にも手に取ってもらうべく、女性向け帯をつくることにしました。

ワークアウト

長谷真治
Shinji Hase

竹内悠一郎 
Yuichiro Takeuchi



クロスメディアかわら版　Vol.94 2016.7

入荷 実売率売上

クロスメディアかわら版　Vol.94 2016.7

順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

6月のTOP10

こちらは、『人を動かす』のタイトルで日本でも親しまれている作

品。著者のデール・カーネギーによれば、経済的成功の85％は、

「考えを表現する能力、リーダーシップをとる能力、そして人々の

熱意を引き出す能力」によるもの。人と接する際の基本的な原則

を、歴史上の人物や産業界のリーダーなど、様々な人の逸話を交

えながら、わかりやすく解説しています。あらゆる自己啓発本の原

点とも呼ばれる本作。まだ1度も読んだことのない人は、読んでみ

てはいかがでしょうか。

最後に、第9位にランクインした『The 21 Irrefutable Laws of 

Leadership: Follow Them and People Will Follow You』

著者のジョン・C・マクスウェルは、毎年25,000人以上のビジネス

マンを指導し、「リーダーのリーダー」「世界一のメンター」とも呼ば

れています。「力強いカリスマ性」を目覚めさせる法、「快進撃」を

続けるチームの秘密など、人を動かし、勝ち続けるための「21の戦

略思考」がまとめられた一冊。

今月は、リーダー論がまとめられた本が多くランクインした月とな

りました。次回はどんな本が登場するのでしょうか。それでは、次回

のランキングをお楽しみに！

アメリカのビジネス書トレンド

(邦題)人を動かす(創元社)
著：デール・カーネギー 

Self Made: 
Becoming Empowered, Self-Reliant, and Rich in Every Way

（仮題）自成：権限を持ち、自立して、豊かになる
著：ネリー・ガラン

The Power of Habit: 
Why We Do What We Do in Life and Business

(邦題)習慣の力(講談社)
著：チャールズ·デュヒッグ

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

Grit: The Power of Passion and Perseverance （仮題）くじけず情熱的にやりぬく力
著：アンジェラ・ダックワース

StrengthsFinder 2.0 （仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：トム・ラス

（邦題）あたえる人があたえられる（海と月社）
著：ボブ・バーグ、ジョン・デイビッド・マン

The Go-Giver, Expanded Edition:
A Little Story About a Powerful Business Idea

（仮題）ヘルメット：すばらしいチームメイトになるための21の方法
著：ジョン・ゴードンThe Hard Hat: 21 Ways to Be a Great Teammate

（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Outliers: The Story of Success

(邦題)これからのリーダーが「志すべきこと」を教えよう(三笠書房)
著：ジョン・C・マクスウェル 

The 21 Irrefutable Laws of Leadership: 
Follow Them and People Will Follow You

How to Win Friends and Influence People

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

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し

ていきます。

7月4日は独立記念日。アメリカにとって最も重要な祝日の１つで

す。ニューヨークではイーストリバーから40000発もの花火が打

ち上げられますよ！日本の花火大会も素敵ですが、ニューヨークの

豪華な花火ショーもぜひ一度見てみてください！

それでは、今月のランキングを見ていきましょう。

まずは、初登場で1位に輝いた『Self Made: Becoming 

Empowered, Self-Reliant, and Rich in Every Way』

女性の経済的自立と成功への道しるべを示した一冊。著者は世界

各国で革新的なTVチャンネルを創設した、ラテンアメリカの女性

経営者。彼女は経営者であると同時に、わが子を愛してやまない

シングルマザーでもあります。さらに、女性の社会的地位向上のた

めの非営利団体Count Me Inなどでも活躍。タイトルの「Self 

Made」とは自力での成功を意味します。女性がお金、家族、愛、時

間などあらゆる点で豊かになるための方法が満載。続いて、第6位

には『How to Win Friends and Influence People』。

「交通広告をするので、店頭のいい位置で大きな展開をしたい」

という申し出が２社から同時にありました。彼らのおすすめ作品

は『頭のいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか』と『脳の強化書』

でした。どの場所で展開をするのか検討した結果、入口の活性

化対策には中心ジャンルであるビジネス書は外せないだろうとの

判断で、店の顔を作り直す作戦にこの二つの作品を組み入れる

ことにしました。交通広告は掲載する沿線の店舗の店頭での大

きな商品展開とリンクすると、売上が確実に上がります。交通

広告自体は一過性のものですが、店頭での仕掛け売りの展開は

長く継続させることができます。店頭での仕掛け売りを交通広

告が応援してくれるような関係性が売上を作ってくれるという側

面もあります。 店の入り口に作ったテーブルのおすすめ作品ゾー

ンの壁側に、従来から使用されている販売ステージがあります。

この場所でかつては書店発ベストセラーのきっかけになる売上を

作ったこともありました。図らずも入社２年目以内の若手女子のお

すすめ本と、入口で同じ時期に商品を展開することになりました

ので、「若手女子対ベテラン営業マンの対決を仕組む」と営業マ

ンたちを煽り、お互いが競争するように仕向け、店の顔の作り直

しの柱になるようなストーリーをつくりました。両作品はともに２

００冊規模で入荷し、壁面側のステージを左右に分けて面陳と平

台の両方で商品を展開しました。どちらも期間中に大型広告を予

定していますので、交通広告に使用するポスターをパネルとして

使用し、ＰＯＰも付けて賑やかにしました。交通広告に連動する

ことが主眼だったため、今一歩陳列やＰＯＰの使い方に工夫が

なかったためか、それほど大きな売り上げを獲得することができ

ず、全国的には売れているのにこの店では期待したほどには売れ

ていないという状況を作ってしまいました。入口に入る前から目

に入る右側のスペースと違い、入口に入って左を見てようやく目

に入る場所だったこと、一つのステージに２作品を分割して陳列

したことで、お客さまへの訴求力が弱かったように感じました。

ベストセラー斉藤塾　斉藤敬司

仕掛け売り講座　～店の顔づくりにビジネス書は欠かせない　Vol.5～

5

「捨てられない」人って多いのでは？

そんな女性に向けた「上質なものを選ぶ力」
を研ぎ澄ます一冊。売れています。

著者の横田さんは

販促に超 !協力的な方。

書店内外でのイベント

企画も進行中。ご相談も

お待ちしております。

  大ヒット!『人生がときめく片づけの魔法』『服を買うなら、捨てなさい』『断捨離』…

『王様のブランチ』のランキングコーナーで

も紹介された本書。女性のお客さんが集ま

る書店さんで売れ行き好調、好調すぎて売

り切れ店舗が続出しました。本当に上質な

ものを少しだけ持ち、選び抜かれたお気に

入りの逸品を、慈しんでつかう。そんな姿

勢が上質な人生を導くという「ミニマムリ

ッチ」の考え方が、30〜40代の女性の琴線

に触れたようです。

 でも、
本当は……

本当に

必要なもの
はすべて

「小さなバ
ッグ」が

教えてくれる
 

（女性実用
・文芸）

有隣堂 アトレ恵比寿店

女性実用ジャンルで実売数、率ともに好調です。

蔦屋書店 熊本三年坂店

120
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90%

80%

76.7%

108

16

23

10 100%10

有隣堂 アトレ恵比寿店

紀伊國屋書店 横浜店

PAPER WALL  nonowa国立店


