クロスメディアかわら版 Vol.104 2017.5
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1 POPづくりの極意

『 ベストセラーコード』という本の中で、米大手

先日ある交流会で、いま話題の「てるみくら

出 版 社 C E Oに「 売れる本の条 件は？」と尋 ね

ぶ」の被害にあった人に出会いました。その

根本輝久
Teruhisa Nemoto

たら、
『リンカーンの医者の犬 』というタイトル

方は、新婚旅行で夫妻の親族も含めて支払っ

が返ってきたとのこと。
「リンカーン」は国民に

た旅行代300万円が無情にも返らぬものにな

最も愛されている人、
「医者」は人々が最も関

ったそうです。「なんてムゴい……」と思っ

心ある 健康 を表し、
「犬」はみんなが大好き

ていたら、その話を聞いていた交流会の主催

なペット、これらを組み合わせたタイトルです。

者が「そんなホットでおいしいネタが手に入

そして、実際に同タイトルを出版した出版社が

ったなら300万円なんて安いもんでしょ」っ

あるらしいのですが、売れなかったとのこと。

て言ってました。おいしいネタは欲しいけ

私の売れる本の法則探しは続く。ぶつぶつ…

ど、300万円は高すぎる……。

少し前の話になりますが、3月末の週末に山中

普段漫画を買うことはほとんどないのですが、

湖に宿泊したところ、翌朝雪がどっさり積も

最近『ＡＣＣＡ』という漫画をつい全巻買いし

竹内悠一郎

っていて、危うく帰れなくなるところでし

てしまいました。（全巻買いと言っても全6巻

Yuichiro Takeuchi

た。その前週は土砂降り＆最高気温5℃の中で

なのですが）主人公の日常を描きつつ、割と

ゴルフ でとても寒い思いをしました 。暖かい

淡々と話が進んでいくのですが、後半2割で大

想定で3月下旬に計画したのに、冬の天気ばか

どんでん返しが起こります。普通に読むと伏線

りでツイてないなあ …… と思っていたら、も

感があまりないのに、思い返すと「あれは伏線

うクールビズの季節ですね ！ 温暖化の影響 か

だったのか！」と思い当たるポイントが結構あ

、冬と夏 が長い 気候になってしま ったように

るのがハマった理由です。こんなに面白いと思

最近感じます。

った漫画は久しぶりなのでオススメです！

タコパ（たこ焼きパーティー）ならぬ、ギョ

社会人2年目です。この1年で成長したことは、

ーザパーティーしようか、と友達とLINEをし

まあ仕事はさておき、ランチのお店選びの審美

金井紅実子

ていた時のこと。友達が「最近すぐ胃もたれ

眼が冴えてきた点です。残りの人生で食事がで

Kumiko Kanai

する」というから、「じゃあツケダレくらい

きるのは5万回。見た目やメニューの華やかさ

はポン酢でサッパリにしよう」と提案したら

に騙されて貴重な1回を無駄にするわけにはい

「最近ポン酢通り越して、酢だけで食べてる

きません。何が言いたいかと言いますと、12時

よ！タレが無理になってきたww」…え。どぉ

前、13時 過ぎにサラリーマンが集まるお店は

んだけぇーー！！（IKKOさん風）。面白すぎ

100％おいしい。定食屋さんは正義。中華料理

る友人を持てて私は幸せ者です。（笑）

屋さんは神。今日も丁寧に手を合わせ、お昼を

初めまして、新入社員の矢作と申します。大学

「トド子ちゃん？」…と、下の名前だと思われ

では西語を専攻しており、メキシコ留学にも行

矢作奎太

ることも多いのですが、苗字です。社会人にな

っていました。メキシコの書店にはコインロッ

Keita Yahagi

って、猫カフェに通うようになりました。と言

カーが置いてあるのが普通です。それは「荷物

っても、もっぱらソファーに寝転がり、黙々と

の多い人がゆっくり店内を見て回れるように」

本や雑誌を読んでいます。すると不思議なこと

との書店側の配慮……と思いきや、その実、鞄

に、猫が自分から寄ってくるのです。かまおう

などをしまわせて本を万引きできないようにす

とすると逃げるのに、にくいやつです。足元で

る、防犯対策の一環なのでした。私は治安のい

揺れるしっぽに心乱されつつ、平静を装ってペ

い日本の書店が大好きです。皆様どうぞよろし

ージをめくっています。

くお願いいたします。

松川涼

はじめまして。新入社員の松川です。満開の桜

はじめまして。4月に新卒で入社しました、Webメ
ディア開発事業部の長 琢也です。業界の中では珍

長琢也

Ryo Matsukawa

を見ると、新生活の門出を祝ってくれているよ
うで、ドキドキします。ただ、その桜の散って

しい（？）理系学部出身です。Webメディアや新し

Takuya Cho

いくにつれて、ドキドキも落ち着き、新生活が

い技術を活用した事業・サービスを創っていくた

日常になっていく、心構えができていく気がし

め、現在スキルを磨いております。生まれは福岡で

ます。そんなことを、通勤電車の車窓から目黒

大学時代を名古屋で暮らしました。東京は刺激に

川の葉桜を見て思いました。しかし、朝の超満

溢れていて脳内処理が追いつきません（汗）。ま

員の電車に慣れるのには、まだ時間がかかりそ

た、趣味で合唱をやっていまして、特にグレゴリオ

うだ、とも思いました。勉強勉強の日々です

聖歌やミサ曲が大好きです。殆ど自己紹介となって

が、精一杯がんばります。

しまいましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

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.
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新入社員が入社しました!
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Q.
A.

Q.

初めまして、新入社員の戸床（とどこ）です。

Natsumi Todoko

アメリカのビジネス書トレンド

員
新入社
紹介!
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スタッフのつぶやき…

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

POPづくりに迷走する新人営業が、
書店員の方々から伝授されたPOPづくりの極意を皆様にもご紹介します。

いただくのであります。

戸床奈津美
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Highlight!

A.

Q.
A.

「イラストは目を引くので良い」
といいますが…絵はヘタッピです。
私もイラストが得意ではないので、
POPは文字だけ
と割り切っています。
おしゃれ雑貨屋からヒントを得
て、黒地の画用紙に白ポスカで文言を書くだけの
POPを展開しています。

Q.

文言だけで目立たせるための
秘訣はありますか？

A.

丁寧に書かず、
ザツな走り書きでしたためると力強
さが出ますよ。
パソコンでフォントを用いるのもよい
ですが、
やはり手書きは目を引くのでいいですね。

A.

コピーの文字を詰め込みすぎない！これに尽きま
す。版元の人たちは思い入れが強いからか一文が

統一感がありながらも売り場を
華やげるPOPをつくるためのコツは？

長くなってしまって、POPというより
「絵」
になってい
てもったいないと思うことが多々あります。

商品を陳列してから拡材を作成しています。
どんな
色を使うか、
どんなカタチのPOPがいいかなど、展
開の理想像が明瞭にイメージできるのでおすすめ

Q.

です。
あと、
ムダな作業を減らし効率よくお仕事し
たいというのもあります……。

A.

そもそもPOPって誰が
つくってくださってるんですか。

怒りマークをよく使います。怒りを表現したいわけ
ではないのですが、
コピーに緊張感が出るので便
利ですよ。

A.

やっぱり売れるのは危機感を煽るコピーですね。
例えば、
「 先輩になる準備できてますか？」
ではな
く
「あなたのふるまいは新人から見られていますよ

以前、
当店ではPOPをあらかじめ200枚切り出して
おき、
スタッフ全員で
「思ったことはどんどんPOPに
して、掲出していこう！」
と取り組んでいた時期があ
ります。拙いものもありました。
しかし毎日足を運ん
でくださる常連さんが一つひとつPOPを眺めてくだ
さっていたので、
お店のイキイキした雰囲気づくり
には大いに役立っていたと思います。

今日から使える小ワザを
教えてください。

！」など。書店にいらっしゃるお客様は、①何かし
らの解決策を求めている場合と、②自分が気づい
ていない問題を発見するためにうろうろしている
わけですから、危機感を煽るコピーは②のお客様
に訴求できます。
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初めまして、４月１日付で新卒で入社しました川﨑彩乃です。

4 月の TOP10
順位

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）
（仮題）富は待ってくれない：7つの富の罠を避けよ、7つの事業の柱を実行せよ、

Wealth Can't Wait: Avoid the 7 Wealth Traps, Implement
the 7 Business Pillars, and Complete a Life Audit Today!

そして人生の審査を今日完成させよ！
著：デービッド・オズボーン、ポール・モリス
（邦題）さあ、才能（じぶん）に目覚めよう
新版 ストレングス・ファインダー2.0（日本経済新聞出版社）
著：トム・ラス

StrengthsFinder 2.0
Big Agenda: President Trump's Plan to Save America

（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

The Power of Positive Leadership: How and Why Positive Leaders
Transform Teams and Organizations and Change the World

（仮題）ポジティブ・リーダーシップの力：どのように、そしてなぜチームや組織を一変させ、

Unshakeable: Your Financial Freedom Playbook

（仮題）揺るぎなき資産：あなたの経済的自由のための戦略ノート

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：デービッド・ホロヴィッツ

世界を変えるのか
著：ジョン・ゴードン

著：アンソニー・ロビンズ

かわさきあやの

セールスプロモーション事業部に配属となりました。実家は埼玉にあるのですが、
会社から遠いのでこの春一人暮らしを始めたばかりです。お仕事も一人暮らしもま
だまだ分からない、慣れないことばかりですが元気いっぱいもりもり頑張ります！

Q. 初 任 給で買いたいものは？

万年筆！パイロットから出ているカクノを使い、卒業論

文を原稿用紙に清書したのですが、万年筆の書きやす
さ・手が疲れない・インクの味のある滲みに感動して、
自分の一本が欲しいと思っていました。初任給を何に
使ったかというのはいつまでも覚えていて思い出になる
と先輩方から伺っていたのでこれはぴったりだなと！

Q. 好きな自己啓発書は？

（邦題）7つの習慣
著：スティーブン・R・コヴィー

How to Win Friends and Influence People

（邦題）人を動かす
著：デール・カーネギー

The New One Minute Manager

（邦題）新1分間マネージャー（ダイヤモンド社）
著：ケン・ブランチャード、スペンサー・ジョンソン

Extreme You: Step Up. Stand Out. Kick Ass. Repeat.

（仮題）際立ったあなた：ステップアップせよ。目立て。打ち負かせ。繰り返せ
著：サラ・ロッブ・オハガン

Minute Manager』
。
こちらは、
1981年に発売され、
ベストセラー

ていきます。
こんにちは！5月の行事といえば母の日ですね。
実は、

にもなった経営者向けの書籍
『The One Minute Manager』
を

母の日はアメリカから日本に伝わった文化なんですよ。
意外と知ら

現代向けに新しくしたものになります。
ベストセラーは時代を超え

ない人もいるかもしれませんね。
毎年、
私は母の日に、
サプライズ

て読み継がれるものだと言われていますが、
新版では急激に変化

でいろいろなことをしているのですが、
何度見ても母が喜んでく

する現代に対応するために、
時代に合わせた強固で重要な教訓

れる顔は嬉しいですね。

を付け加えています。
旧版を読んでいた方にも、
そうでない方にも
満足できる内容になっていること間違いなし。

それでは、
今月のランキングを見ていきましょう。
まずは、
4位にラ

最後に紹介するのは、10位にランクインした
『Extreme You:

ンクインした
『The Power of Positive Leadership: How

Step Up. Stand Out. Kick Ass. Repeat.』
。
普通であることを

and Why Positive Leaders Transform Teams and

拒み続けた著者が、
自身の成功や失敗の経験から得た、
際立った

Organizations and Change the World』
。
タイトルにもあるよ

人になるためのメソッドが記されています。
多くの人は、
困難な状

うに、
「ポジティブ・リーダーシップ」
をどう身につけ、
発揮するかが

況においては、
プレッシャーによって安全策を取ってしまいます。
し

記されています。
リーダーともなると、
膨大な量の困難が立ちはだ

かし、
これでは才能や可能性がもったいないと著者は言います。
本

かります。
しかし、
いちいち困難に気を滅入らせている時間はあり

書を読んで、
「唯一無二の自分」
になってみてはいかがでしょうか。

ません。
そこで必要になってくるのがポジティブな考え方です。本

今回のランキングでは、
経営者向けの書籍がいくつか見られまし

書には、多くのポジティブなリーダーからのインタビューを基にし

た。
春から心機一転で経営者としての成長を考える方が多かった

た、
実用的なリーダー論が多く掲載されています。
経営者必見の1

のかもしれませんね。
それでは来月のランキングもお楽しみに！

の一冊です。通学中に読んでいたの
ですが、電車の中なのに思わず泣いて
しまいました。ぐっっっっっときます。

元書店員営業マン
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OMORI

竹内 新連載︑僕担当の書店さん ビジネス用語の知識をもう少し深
で大好評でしたよ！
めたいという 方には﹃知っている
大森 お︑本 当 に？嬉 しい な ぁ︒ ようで知らない 法則のトリセツ﹄
実は僕のところでも紹介した本を ︵徳 間 書 店︶が良いです︒一つ一つ
平 積 みにして くれた り︑実 際に の説明が非常にわかりやすくビジ
買ってくれたりした担当さんもい ネス書の用語が体系的に理解でき
ます︒
たよ︒
竹内 これからも楽しい記事にし 竹 内 営 業しているなかでも︑専
ていきたいですね︒ただ︑前フリ 門用語がわからなくてタジタジす
が長いと制作の長田君から注意さ る場面ってたまにありますよね︒
れました︒
あなたを危機から救う
大森 あー︑竹内君の無駄口が多 謝り方の教科書
すぎてスペースを 食って大 変だっ
大 森 それと やや 変 化 球ですが︑
たと長田君言ってたなぁ …
︵扶桑社︶という
ま︑それはさておき︑早速本題に ﹃一分間謝罪法﹄
本は私は非常に役に立ちました︒
入っていきましょう！
書店さんの現場はクレームを受け
今回のテーマは
たり︑お 詫 びするこ と は 日 常 茶
﹁売るためのヒント﹂
になった本
飯事︒われわれ出版社の人間は︑
書 店さんが売っていただいている
裏側で︑お客様からのご要望に対
処してくれている苦労を肝に銘じ
なければならないよ︑竹内君︒
竹内 そうですよね︒意識が足り
なかったかもしれません︒僕もよ
く怒られるので︑謝り方を極めて
おきます！
大 森 謝 り 方 も 大 切 だ け ど︑謝
る場面を作らないことも重要だか

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

2

第 回

大森 書店さんには釈迦に説法で
大 変 恐 縮ですが︑今 回 は﹁小 売
の現場でヒントになる本﹂を︑前
回と同様に私の読んだ本から集め
てみました︒まず私の一番のおす
すめは﹃図解実戦マーケティング
戦 略﹄
︵日 本 能 率 協 会マネジメン
トセンター︶
です︒コトラーやポー
ターは難解すぎて︑私は積ん読に
なってしまっているのですが︑この

冊！続いて紹介するのが、
9位にランクインした
『The New One

よく読む「食」をテーマにした本のうち

の準備に取り掛かるのが億劫で、明日やろう明日やろうとどんどん先延ばしをして後で大変！と
いう状況がよくありました。自分でも先延ばししないでやることを溜めないようにしたいと悩ん
でいた時に、メンタリストの DaiGoさんが紹介されていたのを買って読んでみたのがこの本です。
著者自身が先延ばしに悩んでいる方で、学術的に裏付けがされている内容で読み応えがありまし
た！私のバイブル！ちなみに本はデータに裏付けされているような内容のものが好きです！

本は地に足の着いた超 実 践 的な ら心しておいてね！その他︑絶版
マーケティング本です︒特に﹁売 ですが以 下の本 もおすすめです︒
上 原 則﹂の項 目は︑小 売の原 版元さん︑良書ですのでぜひ重版
則を凝縮しており︑きっとヒント をご検討下さいね！
﹃キミがこの本を買ったワケ﹄
・
︵扶
になると思います︒
竹 内 たしかに︒難しめのマーケ 桑社︶
﹃企画の教科書﹄
︵ＮＨＫ出版︶
ティングの本って積ん読になりが ・
﹃バカ売れ販促アイデア５００﹄
・
ちですよね︒
︶
大森 ビジネス書のご担当の方で︑ ︵ KADOKAWA

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

小川糸さんの『あつあつを召し上がれ』
（新潮 社・2014）！食べるのが大好きで、

『ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか』（CCC メディアハウス・2012）。学生の頃、レポートや発表

著：ロバート・グリー他

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

Q. 好きな文芸書は？

