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生産性  
マッキンゼーが
組織と人材に求め
続けるもの

残業ゼロ! 仕事が3倍速くなる ダンドリ仕事術

職場の問題地図
 「で、どこから変える?」残業だらけ・休めない働き方

「プレミアムフライデー」
売り場づくりはできていますか？

と

新聞、ニュース、WEB記事でも見ない日はない「働き方改革」、先月24日より開始された「プレミアムフライデー」。仕事と暮
らしのバランスを見直す時代の流れに大いに乗り、お客様が必要としている書籍を目玉に売り場をつくってみませんか。

首都圏でランキング入り店舗多数！白地の本
が多い中、よく目立つ表紙でしかけ映え◎。
経営者、人事・労務担当が実践できる「働き
方改革」入門書の決定版。

残業ゼロ施策が成功している会社と
して、昨年秋以降、テレビ、新聞・雑
誌、Webの掲載を含めると月に1～2
回紹介されています！

「働き方改革は会社のトップがやるもので、個
人ではどうしようもできない」とくすぶる人へ
の救いの一冊。主なターゲットはマネージャ
ー層ですが、これからの働き方についてたい
へん示唆に富んだ本なので意識の高い若
手・新入社員にもおすすめできます。

時代に合った拡材制作といえば明日香さん、
最近も残業対策をネタにした拡材で売れ
行きを伸ばしているみたいです。2008年の
発行以来売れ続けている仕事術の良書。

弊社営業オススメ自社・他社
書籍で売り場を盛り上げましょう！
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アメリカのビジネス書トレンド2 3 スタッフのつぶやき…働き方改革フェア 新リーダー向け 4

Highlight!
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元バックパッカーなので、かなりストイックに節
約していた時期がありました。バックパックを
OLカバンに持ち替えた今、財布のひもをゆる
めて文化的な生活を担保したいと思ってます。
とはいえ貧乏性が抜けないので、「はじめて予
算」を導入しました。ルールは、これまでの人生
で触れてこなかったものにお金をつかう、の1点
だけ。2月の予算は、池袋にある泊まれる本屋
さんの宿泊費としてつかいました。あれ、バック
パッカー時代と変わらないような…

ある邦楽考察サイトを発見し日参しています。音
楽好き必見。タイトルだけで彼のセンスは感じ取
られ、帯のコピーを書いてほしいくらい。いくつか
挙げて終わります。興味を引かれたら『ベースメ
ントタイムス』と検索を。「ONE OK ROCK
が気が付いたらEXILEになっていた」「トリセ
ツを破り捨てた西野カナ」「音楽が売れない今、
何故レリゴーは売れたのか?」「初音ミクに魂を
売った BUMP OF CHICKEN」

2月に広島出張にはじめて行ってきました。広
島は想像以上にお好み焼屋さんが多く、つい１
日目の夕食、２日目の昼食と2回もお好み焼き
を食べてしまいました。案の定、出張から戻る
と体重はいつもより少し多め。出張の度に太っ
て帰ってきたのでは、「あいつは何をしに行っ
ているんだ」と言われかねないので、営業もし
っかりしつつ、広島の美味しいものを探ってい
きたいと思います。広島のみなさま、よろしく
お願いいたします。

先日、高校時代の友人の結婚式でした。今回は
重要な任務を果たしました。「友人スピーチ」。
緊張し過ぎて終わるまで食事は喉も通らず。
無事終えて花嫁からも良かったと言ってもらえ
ましたが、緊張の次に来たのは、ものすごい寂
しさ。子を手放す親に近い？感情が湧いてき
て、気持ちが色んな意味で高ぶって、翌日もソ
ワソワ…。歳を重ねて感受性が高まったんで
しょうか。（笑）とにかく寂しくてたまらない今
日この頃です…。

3月新刊の『お金に愛される人は、美しい財布
を使っている』を始めとして、お金の本を何冊か
編集しております。「またか！」と言われてしま
いそうですが、この本を担当して、お財布を新調
しました。著者の八島先生によると、お金持ち
の方は男女関係なくヴィトン、エルメスの長財布
が多いらしいです。お財布を変えてから、お給
料日ごとに用途別に振り分ける癖がつき、貯金
も増額中。私もマダム世代になったら、エルメス
のお財布使いたいな～。

弊社の3月新刊の中でも『［練習問題アプリ付き］
問題解決のためのロジカルシンキング』は“本の
先”がある点で非常に可能性を感じる一冊だと思
っています。今回で言えば本の先に理解度をはか
るアプリが受け皿として待っています。今後も、ダ
イエット本と連動した健康管理アプリや、マネー
本を読んでから使える家計簿サービスなど、本に
様々な出口もしくは入口を作っていくことで、雑
誌についている付録のように“本を買う目的”をも
っと広げていけるのではないかと思っています。

先日出張で熊本に行ってきました。4月で熊本
地震から丸1年が経とうとしています。一見す
ると復興が進んでいるようにも見えましたが、
まだまだ深い爪痕は残っており、「明日、自動
ドアの修理がようやく来るんですよ」とおっし
ゃった書店さんもありました。通常通りの営業
に戻るまでのご苦労は実際に体験していない立
場の私は想像することもできませんが、まずは
本を現地で買うことがすぐに力になれることか
なと感じました。

2月の台北ブックフェアに参加された方から、お
土産に「高山茶」をいただきました。コンビニや
スーパーでは見ない名前ですが、「1000m以上
の高地で育ち、手もみで作られたお茶」なのだ
そうです。普段飲んでいる烏龍茶をイメージして
入れてみると、立ち上る甘い香りにびっくりしま
した。お茶好きな人にも、特別興味のない人に
も、「いい香り！」とストレートに通じる美味しさ
で社内でも好評ですが、ちょっとお高いので常
備用には買えないなあ…大事に頂きます。

先日、新宿の回転寿司に入ったら少し離れた
席で日本のお寿司を楽しんでいる中国人観光
客のお客さんがいました。すると、その中国
人のお客さんがお茶を飲もうとして、お茶の
粉末をスプーンでバッサバッサと湯呑みに放
り込んでいました。「スプーン１杯」と書い
てあるのに……。日本語が読めないと当然起
こり得ることで、世界で唯一の公用語の国が
外国人をおもてなしするのって大変だなと感
じた一幕でした。

当社のある千駄ヶ谷は村上春樹の聖地になって
いることもあり、ここに引っ越してからは村上作
品をまた読むようになりました。昔読んでいた思
春期の頃とは異なり、大人になりきってから読む
と、また違った読み方ができておもしろいです。
それにしても、新作の『騎士団長殺し』ってしび
れるタイトルですね。ウチはビジネス書だから、
出てこないタイトルですが、「社長殺し」とか、
編集スタッフから出てこないことを願っていま
す。ぶつぶつぶつ…
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今月のお休み



（前回続き）『価格と儲けのカラクリ』は販売のペースは変わりなく

続いていきました。在庫が１００冊規模になってからは、レジ前の柱

周りの一番売れるスペースに陣取って、テーブル１台展開が上手く

ハマっています。柱周りには４台のテーブルが置かれていて、全て

１アイテムで１台の展開をしていました。『価格と儲けのカラクリ』

を並べる時に、他の作品の表紙の色を考慮して色のバランスを配慮

した配置に並べ直しました。白地に白帯の『エッセンシャル思考』

を一番右側に、黄色に黄色帯の『価格と儲けのカラクリ』をその隣

に置き、白地に白帯の『出世する人は人事評価を気にしない』が３

番目、黒地に白帯の『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？』がそのとなりに並ぶようにしました。色の配列によ

って他の作品との相乗効果を取れるようにと画策したつもりなので

すが、どういう結果が出るのか楽しみにしています。データ量が増

えれば表紙の色の組み合わせによる売上傾向が見て取れるのでは

ないかと考えています。どう見ても白と白の間の黄色や、白の隣の

黒は目立ちます。白は白なりに強さを主張しているようにも受け止

められますが、とにかく鮮やかな黄色はいちばん目立っています。「ボ

リュームを上げると売上は倍加しますよ」という伝説の営業マンの

格言は今も生きていて、『価格と儲けのカラクリ』を始め『エッセン

シャル思考』『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？』の３作品が１００冊規模の展開になってから、それぞれの作

品の売上が倍加しています。そんな中で『価格と儲けのカラクリ』

は 5 週連続ビジネス週間ベスト第 1 位を続けることができました。

１店舗で５週連続ベストテン第１位を獲得することは１０万部突破の

一つのバロメーターとして使っています。この作品も出版社が力を

入れて拡販をすれば、当然１０万部以上が狙えるはずです。過去の

経験から判断すると十分可能だと思います。そういう意味から言え

ば、他の作品にない装丁の色に着目して始まった気まぐれの仕掛け

売りから、ベストセラーと呼べるような作品が生まれたということが

できます。

ベストセラー斉藤塾　斉藤敬司

仕掛け売り講座　～色を意識した陳列の調整～

Vol.11「斉藤塾」
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「自分にできるかな…」「やったる
で！」

「新リーダー」応援フェアはいかがでしょう？
『優秀なプレーヤーは、なぜ
  優秀なマネージャーになれないのか？』

「優秀なプレーヤーで終わる人は、会議を軽く考える」、
「優秀なマネージャーになれる人は、 会議術を心得ている」など、
優秀なマネージャーになる人の40の習慣について述べた
マネージャー本の決定版です。

「○○ができる人、できない人」等、対比タイトルの書籍でテーマ性を持たせるのも◎

おすすめ
銘柄

一般的に、内示が出るのは
2月末から3月が多いです。

春から

春から

「新入社員」応援フェアもいいですが、あえて、

語訳もされています。優秀な営業マンの特徴の一つとしてよく

挙げられるのが、ヒアリングスキルの高さ。このスキルを、タイト

ルの「SPIN」の4文字を軸に解説していきます。現在の営業手

法の基盤となるとも言われている本書は営業職の方に是非オ

ススメしたいですね。

最後に紹介するのは『The 7 Habits of Highly Effective 

People: Powerful Lessons in Personal Change』。

1996年に出版されたベストセラー。著者が「成功」に関する何

百もの文献に目を通し、膨大な時間をかけた上で執筆した一

冊。現在でも、分かりやすくまとめられた『まんがでわかる7つ

の習慣』や7つの習慣のうちの第3の習慣「最優先事項を優先

する」を実践するための『7つの習慣入門手帳』など、様々な形

で出版されています。自分に合った1冊を選んで「成功」の法則

を学んでみてはいかがでしょうか。

今回は、ロングセラーのタイトルが多くランキングに入っていま

した。次回はこのラインナップにどんな新刊が食い込んでくる

のでしょうか。楽しみですね。

それでは来月のランキングをお楽しみに！

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。3月になり、NYは少しずつ暖かくなってき

ましたが、まだ寒い日もあり着る服に困ってしまいます。

さて、3月の行事と言われたらホワイトデーを思い浮かべる方

がいるかもしれませんが、実はアメリカにはホワイトデーはな

いんですよ。

それでは、今月のランキングを見ていきましょう。まずは、2位に

ランクインした『Big Agenda: President Trump's Plan 

to Save America』。アメリカ大統領選挙で、一躍時の人と

なったドナルド・トランプ。彼の大統領就任により、アメリカは革

命的な変化が起こるとまで言われています。そんな彼が今後

直面するであろう課題やアメリカの未来について書かれてい

るのが本書です。本書を読めば、彼の政策の知識、アメリカの

政治ニュースへの理解がより深まるのではないでしょうか。続

いては6位にランクインした『SPIN Selling / Edition 1』。

1988年に出版された非常にロングセラーのタイトルで、日本

2月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

（邦題）人を動かす(創元社)
著：デール・カーネギー

（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

StrengthsFinder 2.0

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

（仮題）さあ、才能に目覚めよう2.0
著：トム・ラス

（仮題）大きな課題：アメリカを救うためのトランプ大統領のプラン
著：デービッド・ホロヴィッツ

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

Big Agenda: President Trump's Plan to Save America 

（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

SPIN Selling / Edition 1

（仮題）グラスハウス：超保守的な街ランカスターの没落
著：ブライアン・アレキサンダー

（邦題）大型商談を成約に導く「SPIN」営業術（海と月社）
著：ニール・ラッカム

（邦題）7つの習慣―成功には原則があった！（キングベアー出版）
著：スティーブン・R・コヴィー

（仮題）タイタンの武器
著：ティモシー・フェリス

Grit: The Power of Passion and Perseverance

How to Win Friends and Influence People

Glass House: 
The 1% Economy and the Shattering of the All-American Town 

The 7 Habits of Highly Effective People:
Powerful Lessons in Personal Change 

（邦題）ダーク・マネー―巧妙に洗脳される米国民（東洋経済新報社）
著：ジェイン・メイヤー

Dark Money: The Hidden History of the Billionaires 
Behind the Rise of the Radical Right


