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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

大森三規雄
Mikio Omori

Tadafumi Jo

先月のサマーソニック2016でRadioheadが

レーという場所がなぜ世界を変える商品・サー

「creep」という楽曲を13年ぶりに演奏したとい

根本輝久

ビスを生み出しているか、肌で感じてみたかっ

うニュースを見て、
「え!? そんなバカな・・・」と驚

Teruhisa Nemoto

たのが出張の目的です。学校みたいな広大な敷

愕しました。実は、僕は 以前サマーソニックで

地にあるオフィスに、服装は自由、出社時間は

「creep」を聞いたことがあったので、まさかそ

いつでもＯＫ、という開放的な雰囲気に魅了さ

れが13年も前のことだとはとても思えなかった

れつつも、結果を出さなければ解雇という、自

のです。でもネットで調べてみたら本当に13年前

由と責任のある自立した人たちの厳しい世界と

のことだったんですよね。月日の流れのはやさに

いうことも知りました。日本では同じようには

少しビビりながら、なんだか少し焦燥感にかられ

なかなかできませんね。

ました。

はんを食べ、風呂に入れたり寝かしつけたりし

子と野球観戦に行ってきました。貰ったチケッ

た後、あるいは早朝に仕事をすることも多いで

トは内野席と書かれていたのですが、満席で立

す。私が夕食をとるころには、下の子はすでに

ち見になってしまいました。巨人・阪神側とも

食べ終わっていて、たいてい本やテレビを見て

に立ち見エリアは人垣で、息子はおろか私もよ

いるんですが、本のときは、最近お気に入りの

く見えず、結局30分で球場を後にすることに

『昆虫の図鑑』を食卓で熟読しています。カブ

…そして阪神ファンにしようとした息子も、な

トムシぐらいならいいものの、シロアリとかゴ

ぜか巨人ファンになる！と。何事も思い通りに

キブリとかのページを横で堂々と読むのはやめ

いかないものですね。

てほしいんですけど。

最近ランニングをしているのですが、音楽を聴

お盆に帰省してきました。僕の田舎は三重県の

きながら走ると「疲れ方」と「スピード」が全

伊勢志摩の方の漁村で海と山に囲まれたとても

然違うと感じました。実際に調べてみると「楽

穏やかなところです。休みの間は釣りでもしな

しい感覚が20%くらいアップし、辛さの感覚が

がら、海でも眺めてゆっくり休むはずでした

10%くらい減る」そうです。また、曲によって

…。が、「結婚はまだか？」「ワシが死ぬまで

も違いスローテンポの曲はスピードが落ち着

には孫の顔を見せてくれよ」など祖父や親戚か

き、アップテンポの曲はスピードが速くなるそ

らの結婚へのプレッシャーでなんだか休んだよ

うです。ちょうど良いスピードになるベストソ

うな休めなかったようなお盆でした。こんなと

ングを日々模索しております。

き、単身者が田舎に帰ったとき用のマニュアル

アメリカのビジネス書トレンド
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きして、
書店の皆様をお招
■10万部企画販促計画会議とは？

古川浩司
Koji Furukawa

！
を開催しました

毎年夏に弊社が開催している会議のことで、
10万部突破を狙
う本づくりを目的としています。
トピックは半年以内に刊行予
定の書籍企画3点についてで、
書店の皆様から編集・営業・販
促に関するご意見を伺います。
会議後は同会場で神宮花火
大会鑑賞会です
（手前味噌ですが、
ロケーションは◎です）
。

担当編集者渾身のラインナップ（カバー案）と
書店員さんとのやり取り（一例） 担当編集者：根本（根）、播磨谷（播）、長谷川（長）／書店員さん（書）

竹内悠一郎
Yuichiro Takeuchi

根：タイトルと表紙はいかがでしょうか。
書：
「生きてるだけで」
と
「ヒデトレ」
と言葉の組み合わせがスッキリしない。
最近の売れ筋は、
イメージしやすい言葉を組み合わせたタイトルの書籍。
顕著な例だと、
『最強の働き方』
とかね。
「どういう人に買って欲しいか」
や
「最終的に読者がどうなれるか」
。
書：カバーで表現するべきなのは、
腹筋を割りたい人が買うのか、
セクシーになりたい女性が買うのか？例えば、
著者のヒデトレさんを
イメージに使用するのはどうですか？インスタグラムでファンの多い著者ですから火が点きそうです。

があればなぁ。

山中きらら
Kirara Yamanaka

Ryo Hasegawa

8月から『ENBAND』という商品の期間限定販売

気分は有吉ゼミの棟梁ヒロミのごとくDIYして

を紀伊國屋書店西武渋谷店のご協力のもとスタート

おりました。それはそうと、家具や家電の搬入

しました。ENBANDとは「私は英語が話せます」

搬出をした業者の方の悉くが、白木色の我が家

または「中国語が話せます」という事を身につける

の床を汚し、玄関の白い塗装を削ってくれまし

リストバンドで表す訪日外国人向けコミュニケーシ

た。引越し業者のように、毛布1枚あれば運搬

ョンツールです（詳しくは弊社スタッフまで！）。

書：なるほど。
この表紙だと、
ライフスタイルやエッセイの棚に行く可能性が高いですね。

も楽で汚れないと思うのですが。こういうもの

最近、書店では本以外の商品も多く並ぶようになっ

でしょうか。衝撃でした。そして怒ってます。

ていますが、私自身今回の取組みを通して、書店に

自己啓発の棚で置いてほしいなら、
コピーも含めて自己啓発書らしさを出すべきです。

皆様も引越しの際は業者へ提供する毛布を1枚

はまだ様々な商品の販路を広げる可能性があること

ご用意ください。

を感じることができたように思います。

9月発売の『なにもしていないのに調子がい

「nalgene（ナルゲン）
」のプラスチックボトル

い』は、弊社としては珍しいテーマの本。日々

をご存知ですか？登山をする方にとっては有名

金井紅実子

の不調の原因は、すべて「呼吸」にある。ふだ

なブランドみたいで、このボトル、とにかく軽

Kumiko Kanai

んの呼吸を意識して深くすれば、いつしか「な

いんです。38gだそうです。保温性はゼロです

にもしていないのに調子がいい」状態になれる

が、営業で持ち歩くのは常温の水なので気にな

という企画です。本書では整体師さんが勧める

りません。カッコよくて機能的な商品が多い登

ストレッチも紹介していますが、とくにp98の

山ブランド、最近その魅力に目覚めてパタゴニ

うずくまり呼吸法は、僕自身、背中がほぐれて

アのバケツハットも買っちゃいました。音楽・

いく強烈な効き目を感じました…！腰痛などに

映画・読書好きで生粋の文化系ですが、持ち物

悩む方、必見です。

だけスポーティになってきています。

長谷真治
Shinji Hase

書：仕事に限らず人生について論じた本ならば、
ライフスタイルやエッセイの棚で、
ビジネス・仕事のコツになると自己啓発の棚になります。
ところでこの本のテーマはなんですか？
播：女性の自信の象徴である靴をフックにした、
自己啓発です。

﹃鬼速ＰＤＣＡ﹄

長谷川諒

播：自己啓発、
ライフスタイル、
エッセイ、
どの棚に置いてもらうのがいいか悩んでいます。

引越しをしました。壁に漆喰やペンキを塗り、

﹃すてきな靴が一歩
ふみ出す自信をくれる﹄

次男がまだ小さいので、家に早めに帰って晩ご

来の阪神ファンで、先日東京ドームへ初めて息
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﹃生きてるだけで
体が引き締まるヒデトレ﹄

城匡史

1 販促計画会議レポート

シリコンバレーに行ってきました。シリコンバ

千葉生まれ・千葉育ちの私ですが、実は33年

Vol.96 2016.9

Highlight!

長：著者の会社内で根付いている造語をタイトルに。
造語のタイトルでベストセラーは狙えますか。
書：PDCAを回すことの重要性は認知されているが、
そこに速さをプラスしたのは面白い。
しかし、
「鬼速」
は分かりにくい。
10万部を目指すなら、
生活になじみがあり、
万人受けする分かりやすい
言葉を使うなり、
サブタイトルでカバーすべき。
そういえば、
ロングセラーの
『考具』
も造語でしたね。
書：実務書のように定番書として長期的に売りながら10万部を目指す道も。
また、
読者が一定期間で
新しく湧いてくる本はロングセラーになります。
端的な例を挙げると、
新入社員とかね。

ちなみに、
昨年の同会では
『はたらく人のコンディショニング事典』
『自分を変える習慣力』
の2企画が
書籍に！『自分を変える習慣力』
は15万部を突破し取次の上半期ベストセラーにも選出されました。

クロスメディアかわら版 Vol.96 2016.9

クロスメディアかわら版 Vol.96 2016.9

アメリカのビジネス書トレンド

もしかして、
その走り方で
いいって思ってます？

8 月の TOP10
順位

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

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・レイス

Outliers: The Story of Success

(邦題)天才！成功する人々の法則（講談社）

The Making of Donald Trump

(仮題)ドナルド・
トランプができるまで

著：マルコム・グラッドウェル

著：デイビット・ケイ・ジョンストン

The 10 X Rule:
The Only Difference Between Success and Failure

(仮題)失敗を成功に変えるわずかな差
著：グラント・カードン

(仮題)選択は大切：不運や混沌の中であってもうまくやっていく理由

著：ジェームズ・C. コリンズ

The Energy Bus: 10 Rules to Fuel Your Life, Work, and Team
with Positive Energy / Edition 1

(仮題)エネルギーバス：ポジティブエネルギーで
人生と仕事とチームを刺激する１０のルール
著：ジョン・ゴードン

When I Told My Daughter : Lessons from Leaders on Raising
the Next Generation of Empowered Women

(仮題)私が娘に教える：リーダーから学ぶ次世代の自立した女性を育てる教え
著：ニナ・タスラー

The 48 Laws of Power

(邦題)権力(パワー)に翻弄されないための48の法則（角川書店）
著：ロバート・グリーン

が決定してから、機運はいよいよ高まっています。

す。日本のランナー人口は今や1000万人。地元

8月末に刊行した本書は、ランニングスポット近辺

のお客さんにランナーが多い書店さんはぜひご検

やベッドタウンを中心に発売1週目の売れ行きが

討をお願いします！9月中旬に日経新聞広告掲載

好調！10日で重版決定しました。
「土地柄売れる

予定です。

走れば脳は強くなる 重森健太

今や、ランニングは健康のためだけじゃない。
脳がフル回転し始める「得な走り方」があります。
効果効能が伝わるPOP（ビジネス書棚）
、実用・スポーツ棚で映えるPOP（3色）
、それぞれご用意しています！
実用・スポーツ棚

Great by Choice: Uncertainty, Chaos, and Lucky--Why
Some Thrive Despite Them All

(邦題)ダイアローグスマート
肝心な時に本音で話し合える対話の技術(幻冬舎ルネッサンス)
著：ケリー・パターソン

本」とはよく言いますが、この本はまさにそれで

ビジネス書棚

Crucial Conversations: Tools for Taking When Stakes Are High

日本は空前の運動ブーム。東京オリンピック開催

「斉藤塾」 Vol.7

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

When Stakes Are High』。難しい会議や交渉を、対話を使っ

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

てどう上手く乗り越えるかについて教えてくれる実用書。重要な

ししていきます。
ＮＹにも秋がやって来た！と思いたいところです

契約締結などのビジネスの難しい場面における相手の心情を気

仕掛け売り講座

が、
まだまだ夏のように暑い日もあります。秋と言えば日本では芸

づかった対話をとる方法、
またプライベートでの人間関係のトラ

入荷便の片づけを手伝っている時、異様に黄色が目立つ装丁の本

だろうと思います。入荷した商品に疑問が感じられた時にはデータ

術の秋ですよね！ＮＹには世界三大美術館の一つ、
メトロポリタン

ブルといったピンチを乗り越える新しい対話術なども事例を用い

が目に入りました。注文品は新刊の配本とは異なり様々な経緯が

をチェックしてみることにしています。ちょっと事務所に入ってデ

美術館をはじめとする、多くの美術館があります。
またファッショ

て分かりやすく説明しています。

あったとしても誰かが注文したものなのです。入荷品を見ると注文

ータをたたいてみました。この作品は 9 月 27 日に発売され、5 冊

ンブランドがショーを開くことでも有名なＮＹは芸術の街でもあり

最後に９位の
『When I Told My Daughter : Lessons from

したジャンル担当者の思い入れが強く感じられる場合もあるし、出

入荷してすぐに2 冊売れています。陳列場所はビジネスの流通・サ

ます。一度ＮＹで芸術の秋を堪能してみるのはいかがでしょう？

Leaders on Raising the Next Generation of

版社の担当者とのお付き合いとしか考えられないような場合もあり

ービスのジャンルの棚前の平台でした。この位置で初日に２冊売れ

Empowered Women』。著者のニナ・タスラー氏はアメリカで

ます。理由はともあれ、入荷した商品が売れると、出版社も書店

るということはファンがいるか、作品に魅力を感じた人が複数いた

それでは、今月のランキングを見ていきましょう。

大ヒットしたドラマを手掛けた敏腕女性プロデューサーで、その

も両方ともに喜びますので、その商品に最も適した場所を探し出し

ということです。また、5 冊入荷で 2 冊売れて、30 冊注文という

まずは、4位にランクインした『The Making of Donald

後アメリカのＣＢＳ放送局のトップにもなっています。
アメリカ初の

て、売れるように陳列をするのが書店の現場で働く人間の仕事だ

パターンで考えられるケースは 2 つあります。ひとつはジャンル担

Trump』。
アメリカ大統領選が近づき、連日その名が報道されて

女性国務長官や女性最高裁判所判事など、様々な職種の影響力

と考えています。
『価格と儲けのカラクリ』という作品は A5 版の

当者が何らかの理由でこの作品を気に入って売れると判断した場

いる、共和党候補のドナルド・トランプ氏にまつわる本です。著者

のある自立した女性の例を用いて、
自身も成功した女性の一人

ソフトカバーの並製のつくりで、業界紹介本の実務書風なのです

合で、もうひとつは営業マンに頼まれ、それに応じて注文したケー

のデイビット氏は約30年もトランプ氏を取材し続け、同氏に関す

である筆者が、
自分の娘に伝えたい教えが詰まった一冊になって

が、何と装丁の色がとてもはっきりした黄色なのです。この頃のビ

ス。そのどちらかだろうと思います。新刊配本後まるまる 1 ヶ月以

る記事などを数多く執筆してきました。
トランプ氏の幼少期からこ

います。

ジネス書の売れ筋商品で流行っていたのは白の装丁です。話題の

上経過している段階で注文していることから考えると、後者のよう

本のコーナーを見ると白で占拠されたような売場になっています。

な気がしてきました。さてこの作品が最も適した場所はどこなので

そんな中でこのようなきわめて特徴的な色の表紙を見ると、なぜ

しょう。表紙を見ているうちにインスピレーションが湧いてきまし

こんな商品を 30 冊も注文したのか、誰でも疑問に感じてしまうの

た。
（次号に続く）

れまでのキャリアについて、
またどのようにして有能な起業家、
さ
らにはメディアをも巧みに操る政治家になったのかについてな

今月は話題の人物にまつわる本から、
ビジネス実用書まで幅広く

ど、全米を驚かせたトランプ氏の新事実が満載の一冊です。

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

そして、
６位の
『Crucial Conversations: Tools for Taking

しょうか。
それでは、次回のランキングをお楽しみに！

〜異色な作品を売り伸ばす〜

ベストセラー斉藤塾 斉藤敬司

