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今月のお休み
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小早川幸一郎
Koichiro Kobayakawa

1 特製POPで好調です!

長崎市出島にある長崎県印刷会館を訪問。日本

今年から手帳をダイアリーくらい余白たっぷりで、

の活版印刷の祖、本 木昌造の足 跡を辿りまし

毎日のページにメモできるものに変えたところ、

根本輝久

効果テキメンです。これまでは会議でもらった資料

Teruhisa Nemoto

た。今はデジタルで すぐに

簡単に

安く

大量に できてしまいます。そんな時代だから
版業界の人にはぜひ訪れてほしい場所です。出

いき、逆に目に触れる機会がなくなり、結果として

版人として、あらためて一冊一冊丁寧に精魂込め

漏れが出てしまっていました。いまは手帳に全部

て本づくりに取り組むべきだと自戒しました。ち

凝縮されているので、やるべきことをすぐに見返す

なみに「長崎は今日も雨だった」でした。私のカ

ことができます。あとは僕に必要なのは時間だけ

ラオケ十八番です。ぶつぶつ。

です。ま、これが一番の難題なわけですが・・・。

最近味覚が敏感になってきて、恥ずかしい話で

花粉症じゃないのですが、JRの車内広告です

すがようやくビールと発泡酒の違いを感じるこ

ごいビジュアルの花粉症グッズを発見しまし

古川浩司

とができるようになりました。特に自宅近所の

た。「ハナノア」という鼻うがい用洗浄液の広

Koji Furukawa

ラーメン屋で、ギタギタのこってりラーメンを

告で、登場するのは涼しげな顔をした若い女性

肴に呑む冷えた瓶ビールは最高です。しかしそ

モデル。彼女の右の鼻の穴には本製品のノズル

んなことをしていたら、最近お腹も出てきてし

が勢いよくささり、左サイドの穴からは鼻の奥

まったのでいよいよダイエットをする必要が…

を通ってきた洗浄液が滝のように流れ落ちると

と思っていたら、新刊『一生太らない魔法の食

いうもので、この欄に写真がつけられないのが

欲鎮静術』が2月に刊行されます。ぜひご展開を

残念で仕方ありません。ご興味ありましたら一

よろしくお願いいたします！

度、検索してみてください。

昨年末に大掃除をしていたら、棚の奥から万年

デビット・ボウイは、作詞に「カットアップ」

筆が出てきました。しかも２本も。デザインや

という技法を使っていたそうです。既存のテキ

本体の色が美しく、どうしてもほしくて購入し

ストをランダムに混ぜて新しい文章を作り出す

たもの。最近は便利なペンもありますし、なか

というもので、印象的な文が生み出されるとの

なか使う機会がない中、しまいこんでいたもの

こと。僕は最近、ベストセラーのキーワードを

と思います。本体も中もきれいにお掃除し、新

「カットアップ」して遊んでいるのですが、や

しいインクをセットして使ってみると、やはり

はり予想外のタイトルが出てきます。過去のイ

万年筆は書き心地が柔らかでいいですね、メー

チオシの組み合わせは『猫は人づきあいの天才

ルやLINEもいいけれど、時には手紙を書いてみ

である』。なにか企画ができそうな気がするん

ようと思っています。

ですよね、うーむ。

竹内悠一郎

お正月に暇を持て余したのがきっかけで、ルービックキ

今、各メディアで「働き方改革」が取り上げられて

ューブにハマっています。
一面までは簡単に揃えられた

長谷真治

Yuichiro Takeuchi

います。残業、長時間労働と聞くと前職のことを

のですが、
六面となるとそうはいかず、
悔しい思いをしな

思い出します。以前は某大手通信会社のWebサ

Shinji Hase

がら、結局ネットの力を借りて揃えてしまいました。
色々

イトのディレクターとして働いていたのですが、そ

調べてみると、解法を知らずに六面を揃えることは相当

の時は一徹、二徹は当たり前、月曜の朝出社して

困難なことのようで、ルービックキューブはいかに解法

家に帰ることができたのが金曜の朝というとき

を覚えて、その組み合わせを使って早く揃えるかがポイ

もありました。弊社の『ほとんどの社員が17時に

ントなのがわかりました。
上達してくると 1 分以内に揃

帰る10年連続右肩上がりの会社』のように生産

えることも可能なようで、今年の目標にしようと思いま

性の高い働き方が今後増えていけばいいな…と、

す。
ご興味がある方はぜひ一緒にチャレンジしましょう。

社畜経験者としては願わずにはいられません。

富浦奈津
Natsu Tomiura

中平麻衣子

針治療が好きで通っているのですが、先日「刺絡

2月のグラミー賞の発表が待ちきれません！い

療法」に初挑戦しました。皮膚近くの静脈を流

ちばんの華であるRecord Of The Yearには、

Maiko Nakahira

れる悪い血を抜き、血の巡りを良くするそうで

アデルの「Hello」かビヨンセの「Formation」

す。一瞬だし痛くないし、プラス500円弱でで

が選ばれるのでは…というのが下馬評ですが、

きてオススメです♫次回は血が抜けるところを

私はFormationを推します。歌詞とMVの表現

スマホムービーで撮ってもらおうと思っていま

をめぐって世界 的に物 議を醸した一曲です。

す（変態？）。ちなみに刺絡療法、で画像検索

2016年は人種・ジェンダー差別から生まれた

すると、なかなかの画像が出てきます…閲覧注

悲しい事件が絶えない1年でしたが、世界中の人

意（笑）。でも痛くないです♫（念押し）

に勇気を与えた本作は、昨年を象徴する楽曲と
してふさわしいと思うのです。

3「哲学」シリーズ

4

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

スタッフのつぶやき…

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

年
発売半
万部
突破！

が
籍
書
の
道
王
の
術
事
仕
！
す
ま
い
て
れ
各地で売

全国

3

『仕事のミスが絶対なくなる頭の使い方』

01 なんで売れているの？

た
シャリシャリし
！
味がよく目立つ
色
と
質
紙
い
珍し
えます。
衝 動買いが狙

本書のキーワードである
「ワーキングメモリ」。
覚えたはずがすぐ忘れる…という誰でも思い当たる
経験を一言で表したことで、
経済誌やWebメディアに

長谷川諒

02

取り上げられ、
読者が増え、口コミが増え、
書店で

Ryo Hasegawa

手にとって頂き…という好循環で売れています。

03

販促や併売のおすすめは？

『仕事のミスが激減する
「手帳」
「メモ」
「ノ−ト」術』

売れ行きの推移は？

下のグラフのように、発売以降
おかげさまで右肩上がりで売れ続けています。

（グラフ弊社調べ）
（週売）
250

（明日香出版社）
と併売していただいたお店で売れ行き良好

です。
どちらも仕事術関連としてはオーソドックスな良書
ですので、
新生活の始まる4月までしっかり売れていきます。

150

50

出した
入 売 ！を叩き
ジ！
ＰＯＰをアレン

しらく

アメリカのビジネス書トレンド

ません
在庫切れしてい

それだと資料がどんどん溜まって積み上げられて

Mikio Omori

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.

か？

にメモを書き込んでいることが多かったのですが、

こそ、先人の素晴らしい匠の仕事を学ぶべく、出

大森三規雄

2

Highlight!

10
9

金井紅実子
Kumiko Kanai
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都内のとある書店さんで、
各版元がオススメ本を
持ち寄るフェアを開催しました。
弊社の新人営業が
とあるPOPを掲載したところ、
なんと10入9売！
コピーはそのままに、
目立つようアレンジしたPOPを
つくりました。
ぜひご活用ください。
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1 月の TOP10
順位

タイトル

（仮題）
タイタンの武器
著：ティモシー・フェリス

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で繁栄するための入門書
著：
トーマス・フリードマン

An Invisible Thread: The True Story of an 11-Year-Old Panhandler,
a Busy Sales Executive, and an Unlikely Meeting with Destiny

（邦題）見えない糸 ―物乞いの少年とキャリアウーマンの小さな奇跡の物語(海と月社)
著：ローラ・シュロフ、アレックス・
トレスニオウスキ、

StrengthsFinder 2.0

（仮題）さあ、才能に目覚めよう2.0

The Total Money Makeover:
Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness

（仮題）総貨幣譲渡：復刻版：財政適正への証明されたプラン
著：デーブ・ラムゼイ

How to Win Friends and Influence People

人気
突破の ズ
シリー

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

著：
トム・ラス

(邦題)人を動かす(創元社)
著：デール・カーネギー

そして人々の熱意を引き出す能力」
によると言っています。
この考

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

えに基づき、本書では歴史上の偉人などの逸話を交えながら、
こ

ししていきます。

れらの能力を身につけるためのメソッドを紹介していきます。
１９３

つい先月に迎えたばかりの2017年も、いつのまにか1ヶ月が経

７年に初版が発行されてから累計１５００万部売り上げた本書。
こ

ちましたね。NYでは相変わらず寒い日が続いています。1月と並

れだけの間多くの人々に読まれたのには一読するだけの理由が

んで最も寒い季節の１つである2月。私も毎日寒さに震えながら

隠されているのではないでしょうか。

過ごしています。
こんな日はビーフシチューでも食べて、
体の芯か

最後は、
９位、
これまたロングセラーの
「The Power of Habit:

ら温まりたいですね。

Why We Do What We Do in Life and Business」。人はみ
な、
自分の行動は自分の意志で決めていると当たり前のように感

円︵税別︶
980

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

シリーズで消化率良好です。
皆様も置いてみませんか？

成功者には他とは違う哲学がある。
安田正
定価 本体

（邦題）やり抜く力 GRIT（ダイヤモンド社）
著：アンジェラ・ダックワース

読めば
実感 !

一流役員が実践している仕事の哲学

Grit: The Power of Passion and Perseverance

紙一重の差とは？
円︵税別︶
1,280

（邦題）習慣の力 Ｔｈｅ ＰｏｗｅｒｏｆＨａｂ
ｉ
ｔ
（講談社）
著：チャールズ・デュヒッグ

お 金、営 業、出世 …

一流と残念なビジネスマンを分ける

高野孝之
定価 本体

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

特製販売台をつくりました！

プロフェッショナルが
実践している営業の哲学

（仮題）シュー・
ドッグ：ナイキ創業者による回顧録
著：フィル・ナイト

・1月末に日経新聞広告を打ちました。今後も販促に力を入れていきます！

円︵税別︶
1,280

Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike

・類書の多い営業本…。本書は全国的に元棚1面でも非常に消化率が良い
ということで重版が決まった「現場発」の本です。

冨田和成
定価 本体

（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

・三段落ちの見出しが、わかりやすい！『哲学』
シリーズの第4弾。

大富豪が実践しているお金の哲学

Outliers: The Story of Success

万部

累計

大富豪が
実践しているお金の哲学

一流役員が
実践している仕事の哲学

「斉藤塾」 Vol.10
仕掛け売り講座

〜テーブル１台展開に昇格？〜

（前回続き）出版社の担当者に依頼した追加注文の 50 冊が宅配便

タートしてしばらく経った時、
「この著者は経済系の作品は神樹兵輔

で入荷しました。その時点で『価格と儲けのカラクリ』は今まで置

の著者名で刊行していますが、心理系の作品は神岡真司の名前で

いていた話題の本の一番目立つ位置に4面積みに陳列量を増やしま

出しています」
と教えてくれた営業マンがいました。検索してみたら、

した。ところが売れ行きがよくてすぐに在庫量が少なくなってしまい

『思い通りに人をあやつる１０１の心理テクニック』という思い出深

ましたので、短期間のうちにまた2 面積みの陳列に戻ってしまいまし

いタイトルが出てきました。
「１０万部メーカー」がやってきて、
「１０

た。30冊の商品を展開した段階でビジネス週間ベストの第3 位にラ

万部を作りたいから協力して売ってくれ」と言われて売り伸ばしたこ

ンクインしていました。50冊入荷して在庫量が増えた週には第 1位

とがあり、その店でも１００冊以上売ったし、１０万部超えに成功し

それでは、
今月のランキングを見ていきましょう。

じています。
しかし実は、無意識に体を動かす「習慣」
が行動の４

まずは、
４位にランクインした定番の「StrengthsFinder2.0」。

割を占めるのです。
この「習慣」のメカニズムを知ることができる

になりました。次の週も売れ行きの良さは継続して、ビジネス週間

た作品だと聞いています。白い装丁が多い話題の本のコーナーに、

私たちは、
自分の長所を伸ばすことよりも、短所をなくすことによ

のが本書。
メカニズムさえわかれば、無意識のうちに行っていた

ベストの第1位を2 週連続で確保するまでに実売が大きくなっていき

派手な黄色でアクセントをつけたから売れたなどといわれると心外

り多くの時間を捧げがちです。そんな人達に長所を伸ばすきっか

悪い習慣を減らし、
良い習慣を増やすことができます。
これを読め

ました。こうなると販売する側に色気が出てきます。そこで商品展

に思うのかもしれません。だとしたら他の店でももっと売れていいの

けを与えてくれるのが本書。
また、本書を購入することでオンライ

ば人生が劇的に変わるかもしれませんね。

開をさらに大きくしようと考えます。出版社の担当者に追加注文を

ではないかとも思います。チェーン内他店ではこの時点でこの作品

お願いすると彼も喜んで手配をしてくれました。酔狂でいい位置に

を売っている店は他にはありませんでした。あちこちの店を回って

ンでの診断テストを受けることが可能になります。本とテストの２
つで、
あなた自身も知らなかった隠れた長所を見つけてみてはい

今月は、名著を中心に習慣について触れた本が２冊入っていまし

置いた時にはこんなに売れるとは思いもしなかったのですが、在庫

いる出版社の営業マンに聞いても「この作品をこんなふうに展開し

かがでしょうか。
続いて、
６位も名著
「How to Win Friends and

た。
自分の習慣を変えたいと思っている人が多くいるのかもしれ

が100 冊規模になって、いよいよレジ前の柱を背負って置かれたテ

て売っている店は見たことがない」と言っていました。

Inﬂuence People」。著者のカーネギーは、経済的成功の85

ませんね。

ーブルに、ボリューム陳列する仲間に入りました。100 冊展開がス

パーセントは
「考えを表現する能力、
リーダーシップをとる能力、

それでは、
次回のランキングもお楽しみに！

ベストセラー斉藤塾 斉藤敬司

