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クロスメディアかわら版
今月のお休み

根本輝久
Teruhisa Nemoto

昨年中は、大変お世話になりました。本年も

2012年の元旦から禁煙して丸4年がたちまし

引き続き、どうぞよろしくお願いいたしま

た。以来1本もたばこを吸っておりません！学

大森三規雄

す。私事ですが、昨年は人生初の入院＆手術

生時代からの愛煙家で、しかも実家がたばこ屋

Mikio Omori

をし、全身麻酔後に小便が出る度に激痛が走

ということもあり、初めての禁煙にはいろいろ

ったり、点滴のため常に体に針が刺さってい

な意味で抵抗がありましたが、止められた秘訣

たりという経験をし、健康が一番だと痛感し

の一つとして元旦から始めたことも挙げられま

ました。ちなみに昨年は厄年、今年は後厄が

す。そんな一年のスタートに新しい習慣を身に

残っているので、たっぷり厄払いしてこよう

つけたい方へ「自分を変える習慣力」は今月の

と思います。

お勧めです！本年も時期毎のご提案をいたしま
すのでよろしくお願いいたします。

橋場優
Yu Hashiba

皆さんおそらく小学生くらいの頃に一度は練習

先日、土曜日に長男の小学校の先生から電話が

したであろう「巻き舌」、
（トゥルルル…！と舌

かかってきました。長男は自分の興味のあるこ

を振動させる）あれはれっきとした「タングト

と以外はすべて興味がない、まさに「ザ・小学生

リル」という発声練習法なんだそうです。同様

男子」。先生いわく「宿題のこれとこれが未提出

に、口を閉じた状態で息を吹いて唇を「プルル

で」。すみません、週明けに持たせます。「月曜

ルルル…！」と鳴らし、行儀が悪いと叱られた

締切だった書類も出てなくて」。そうなんです

アレも「リップロール」という発声練習法。詳

ね。それも週明……「あ、書道道具を忘れたとき

しい説明は省きますが、宴会も多いこの時期、

お貸しした道具の返却もまだで」。ホントすみま

カラオケ前の準備運動にぜひ。

山中きらら
Kirara Yamanaka

竹内悠一郎
Yuichiro Takeuchi

中平麻衣子
Maiko Nakahira

古川浩司
Koji Furukawa
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謹 賀 新 年

てんだー。

販売状況とのレポートが出ています。そのような中、当社では『自分を変える習慣力』

先日喫茶店の女子トイレに入ってふとゴミ箱

日本最大の女性コミュニティ、Project DRESSの

が年間ベストセラーランキング入りし、10 月に出版の『鬼速ＰＤＣＡ』が年末年始に怒

を見ると、趣のある年季の入った和綴じの冊

部活動に、
「出版部」を立ち上げました。はたらく

子が。偶然はありえない、壁に穴が空いたゴ

女性の悩みを解決し、しなやかにはたらく人を増や

ミ箱にしっかり差し込まれている冊子。思わ

すため、勉強会や企画会議、著者との交流イベント

ず拾いました。どうやら能の『葛城』という

などを通じて、2017年初旬より活動していきます。

演目の台本。稽古をしている人の持ち物だっ

先日はDRESS主催の「部長会」なるものにこっそ

たようで書き込みがびっしり。かと思えば、

り潜入してきたのですが、アクティブで元気な女性

◯月×日通夜(出席)とメモ書きがあったり。何

たちがたくさん集まり、ものすごいパワーでした！

にせよ大切な物に見えるのに何故ここに捨て

出版部ご参加のお申込みはこちら↓

たのか。謎は深まるばかりです。

https://members.p-dress.jp/member̲update/

あけましておめでとうございます。本年もよろ

最近、寝る前に1時間パソコンで動画を見るの

しくお願いいたします。2016 年は上司や営業

が日課になっています。この前見た動画の中で

部のメンバーもガラッと入れ替わるなど、働く

『物の価値は、クオリティではなく、それを求

環境が大きく変わったこともあり、例年以上に

めている人の数で決まる』という言葉がありま

あっという間に過ぎた一年でした。2017 年は

した。出版において物（本）を求めている人と

播磨谷菜都生
Natsuki Harimaya

涛の売れ行きを示すなど、なんとか増収増益の結果にすることができました。これも
書店や取次の皆様のおかげです。あらためてお礼を申し上げます。昨年10月から、
私、
編集長となり、編集スタッフをビシビシ鍛え上げています。今年のクロスメディアの新
刊にご期待下さい。また、営業スタッフにも「足を使って１人でも多くの書店員さんに
会い、売れる本のネタを集めてこい！」と発破をかけまくっています。私自身も口だ

長谷真治
Shinji Hase

けではなく、資料を持ってたくさんの書店員の方々にお会いしようと考えているので、
その際はどうぞよろしくお願いいたします。今年は、出版事業で書店、取次の皆様の

僕の 20 代ラストイヤーです。
もう既におじさん

一番近い距離にいるのは書店員さんになるの

と言われて慣れてしまっていますが、今年は若

で、2017年はみなさまの意見を上手く書籍制

さを取り戻す一年にしたいと思います。まずは

作に反映しながら 多くの人に求められている

2016 年に大きくゲインした体重を手放すこと

本 を作っていけるように頑張っていきたいと

から始めようと思います！

思います。

中学・高校の部活時代の友人（６年間バトン部

かつて日本人がやまとことばに漢字を当てたよ

に所属しておりました）が、いまダンスの先生

うに、現代の中華圏の人々もまた、外来語に漢

金井紅実子

をしており、先日ショーを見に行きました。

字を当てているみたいです。とんちみたいで面

Kumiko Kanai

20数名でのパフォーマンスは迫力満点。テー

白いのでいくつかご紹介します。「火星人布魯

マは『生賽VIBRATION』。【人生は 選択 の

諾」＝ブルーノ・マーズ。火星＝Mars（マーズ）

繰り返し。賽(サイコロ)を振り、どんな目が出

だから？「熊本熊」＝くまモン。熊本の固有種と

ても受け止めながら、振ることは辞めずにいな

言ってしまえばそうですけど…。最後に問題で

ければ前には進めない。】次はどんな目が出る

す。「嗆辣紅椒樂團」は何でしょうか？ヒント、

のか、楽しみに2017年も進んでいきたいと思

バンドです。2 016 年 末、メンバーが BA BY-

います！

METALとコラボし話題になりました。

やって
う！
みましょ

スタッフのつぶやき…

比較的堅調に推移してきたビジネス書市場ですが、平成26年度は前年を下回る厳しい

せん、それも週明けに。ってどんだけ忘れ物し

Highlight!

ご協力をいただきながら、価値ある本、売れる本をつくり、皆様の利益に寄与するよ
うに努め、また、出版周辺の新規事業も積極的に開発していきたいと考えています。
本年も引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

クロスメディア・パブリッシング 代表取締役 小早川幸一郎
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アメリカのビジネス書トレンド
12 月の TOP10
順位

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

Tools of Titans: The Tactics, Routines, and Habits of
Billionaires, Icons, and World-Class Performers

（仮題）億万長者の戦略、ルーティン、習慣
著：ティモシー・フェリス

Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike

（仮題）靴の犬：ナイキ創業者の回顧録
著：フィル・ナイト

Thank You for Being Late:
An Optimist's Guide to Thriving in the Age of Accelerations

（仮題）アクセラレーション時代における楽観主義者のためのガイド
著：
トーマス・フリードマン

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

Trump: The Art of the Deal

（邦題）
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

Whiplash: How to Survive Our Faster Future

（仮題）ハイスピードな未来を生き抜く方法
著：伊藤穰一、ジェフ・ハウ

『日めくり』
つくりました！

Grit: The Power of Passion and Perseverance

（邦題）やりぬく力（ダイヤモンド）
著：アンジェラ・ダックワース

The Grid:
The Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future

（仮題）スマートグリッドとアメリカの未来エネルギー
著：グレッチェン・バッキー Ph.D.

会社のデスクに、
共有スペースに、
お家に1部！

デスクワーカーの悩み

第1位は『目の疲れ』
。
夕方になると
かすむ
画面の文字が

(仮題)エクストリーム・オーナーシップ
-どのようにアメリカ海軍特殊部隊が先頭に立ち勝利してきたか
著：ジョッコ・ウィリンク

Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win

How to Win Friends and Influence People

『見るだけで視力がよくなる本』
（総合法令出版）の
中川和宏氏による、
視力が回復する

やって
う！
みましょ

ドライアイ
で
目が 痛い

etc...

カンタンでゲーム性の高い
エクササイズが 31 項目！

「斉藤塾」 Vol.9

(邦題)人を動かす(創元社)
著：デール・カーネギー

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

『Whiplash: How to Survive Our Faster Future』。Joiこ

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

と日本のベンチャーキャピタリストであり投資家でもある、伊藤

ししていきます。

穰一が執筆に携わった一冊です。情報技術が発達し、より複雑

仕掛け売り講座

Happy New Year! NYの年越しといえばタイムズスクエアで

になる社会は私達の生活をビジネスからプライベートな場まで

本は置く場所によって売上は違ってきます。目立たない場所で商品

ました。新商品開発や新規業態への進出を考える方には便利な本な

のカウントダウンですよね。今年も恒例の「ボールドロップ」とい

も一変させました。MITのメディア・ラボによるケーススタディと

を展開していたら、これほどの売上は取れなかったような気がしま

のかもしれません。起業が盛んな山手線の南側のエリアでは売れる

う華やかなイベントに大勢の人が詰めかけたようです。私は人

最先端研究はこの予測不能な世界での成功方法を論理的に分

す。思いつきで良い場所に陳列したのは何故だったのだろうか。頭

作品の部類に入るのではないかと考えました。その気にさせる本は

混みに負けて家でTVをみながら年を越しました。来年はリベン

析しています。勝者と敗者を生み出すこの混乱の時代を乗り越

の中を整理してみました。
『価格と儲けのカラクリ』の表紙は黄色地

売りたくなってしまうものです。こうして様々なことが意識の中で交

ジしたいです！

え、
生き抜くための実用的なガイドになる一冊です。

に黒のゴシックでタイトルが書かれています。だが、装丁がいいと

錯して、現場にいる人間は陳列場所を決めるものなのですが、やは

最後に9位の『The Grid: The Fraying Wires Between

も思えないしタイトルのコピーがいいとも思えません。黄色の装丁

り、この作品の場合の決め手は黄色というカバーの色だったのだろ

Americans and Our Energy Future』。ビル・ゲイツが選ぶ

の作品は話題の本のコーナーにはその時点では他に一つもありませ

うと今では思っています。派手な黄色の装丁でなければいい場所に

まずは、3位にランクインした『Thank You for Being Late:

「2016年に読んだ記憶に残る5冊の本」にも選ばれた一冊で

んでした。白の装丁が目立って多かったし、黒と紺系統の装丁が数

置こうという気にもならなかったでしょう。だから、この本が売れれ

A n O ptimis t s G uid e to T hriving in th e A ge of

す。スマートグリッドの歴史を分かりやすく教えてくれる本に

種類あっただけでした。白の装丁で黄色帯の本が２〜３点ありました。

ばカバーの色で売上は変わるということが言えるだろうと思います。

Accelerations』。2007年以降、iPhoneがリリースされ様々な

なっています。またエネルギーの未来においてスマートグリッド

話題の本のコーナーに他の商品と一緒に並べてみると、派手な黄

よい場所に 2 面積みをしたから成功したと考えるなら、初速をつくる

ネットワークも大きく進化し、私たちは新しいテクノロジーの時

が確固たる地位を確立するために、21世紀の新しい価値観に

色は特別に目立って、目に飛び込んでくるように感じました。目次を

陳列の仕方の良い事例にもなるだろうと思います。この作品の販売

代を迎えました。すべてを高速に処理しようとするアクセラレー

沿ったスマートグリッドを再構築するプロジェクトについても述

みると 60 業種以上の原価の構造が解説されていて、新規にビジネ

はまだ始まったばかりです。これから追加注文をした 50 冊が入荷し

ション時代において、減速することをおそれず楽観主義的に考

べられています。

スを始める人や、就職のための業界選びの参考になる本だと思いま

てきます。その時点では4面か6 面に面数を増やすことになるでしょ

えることで、現代の多様なストレスを払拭することができると著

今月は、最新のテクノロジーに関する本が多くランクインする月

した。業界解説本はいろいろありますが、ここまで原価の構造を解

う。そこで売上がもう一段弾ければ、改めてこの作品1 点でコーナ

者は述べています。加速して変化する社会に息苦しさを覚えて

になっていました。
次回はどんな本が登場するのでしょうか。

説している作品はないので、これがこの本の売りなのだろうと思い

ーを作って本格的な仕掛け売りに移行することができるはずです。

いる方、
ぜひ一度読んでみてはいかがでしょうか。
続いて6位の

それでは、
次回のランキングをお楽しみに！

それでは、
今月のランキングを見ていきましょう。

〜装丁の色で売上は変わる〜

ベストセラー斉藤塾 斉藤敬司

