
先日、大学時代に所属していた合唱団の演奏
会へ行きました。久しぶりに懐かしい顔ぶれに
会えた一方で、日本の合唱文化の小ささを改
めて感じました。というのも、日常的に讃美歌
を歌うキリスト教圏の国などと違い、日本で
は、大人でも日常的に合唱をするという文化
がないため、演奏会などの聴衆もほぼ固定化
してしまっているのです。一方、エストニアな
んかは、人口の90%以上がどこかしらの合唱
団に所属しているのだとか。羨ましい！

チェコの首都、プラハの17歳の女の子。和菓
子が大好きで、京都に招待され和菓子職人さ
んに教わる…というテレビ番組を観ました。プ
ラハの自宅でこれまで作った和菓子はプロ顔
負けの美しさ。学び方はなんと、日本から取り
寄せた『和菓子の雑誌』から。たったそれだ
け。すご過ぎる…！！！京都への招待がきまったと
きの、女の子の喜びの涙…つられてウルっ
と。。ここ最近のわたしのウルっときたことはコ
レです。笑

先日初めて神楽坂に遊びに行きました！友人と
やっぱりここだろうということで有名なカナル
カフェでごはんを。私は知らなかったのですがド
ラマのロケによく使われているそうですね（校
閲ガールとか）！その後お堀沿いに水道橋、御茶
ノ水、秋葉原までお喋りしながら1時半ほどかけ
てのんびりお散歩をしました。目的もなく歩い
ていただけですが思いのほか楽しかったです。
次はどこ歩いてみようかなあ。オススメの場所
があったらぜひ教えてください！

Nintendo Switchを買いまして、同時に購
入したSplatoon 2にハマりまくってます。陣
地をインクで塗り合う4対4の対人ゲームで、
途方もない楽しさと中毒性があります。1試合
は3分～5分と決められていて、試合の合間は
休憩時間。このシステムのおかげで疲れずに
集中が続き、気づけば6時間以上もやってい
ることも。短いインターバルを繰り返すのが集
中力持続の真髄なんですね。仕事に活かせる…
のかな？笑

「栃尾のあぶらげ（油揚げ）」がおいしすぎま
す。栃尾とは新潟県にあるちいさな町で、油揚
げ店の超密集地帯なんだとか。ふつうの油揚げ
の3倍の厚みがあり、中はふっくら外はカリカ
リ、大豆の香りがかなり豊かです。私はすこしあ
ぶってから鰹節とネギをのせ醤油をたらしてい
ただく王道の食べ方が好きなのですが、毎晩食
卓に並んでも嬉しいくらいのおいしさ。巷では
日本酒に合うと評判ですが、私はハイボールに
合わせていただくのが好きです。

国立科学博物館の特別展「深海2017」を見
てきました。生きた深海生物を見られるのかと
思いきやすべて標本だったのですが、『世界
中の海の約90％は「深海」（水深200m以
上）に属しているのに、「深海」は人間にとっ
て殆ど未知の領域』だという説明書きを読む
と、なかなか心惹かれるものがあります。標本
がちょっとグロテスクだったので見る人を選ぶ
かもしれませんが、海の生き物が好きなお子
さんにはおすすめです。（10月1日まで開催）

先日リクルートに関する記事を読んでいたと
ころ、「右手にロマン、左手にソロバン、心に
ジョーダン」という有名なフレーズを久しぶり
に目にしました。仕事の要諦とも言うべき言葉
ですが、特に「心にジョーダン」は大事だなと
思いました。忙しかったり、売上に波があった
りするときは、心に余裕がなくなり視野も狭く
なってしまいがちです。営業はソロバンが生命
線ですが、3つのバランスを舵取りしながら仕
事を進めたいですね！　

最近新しくダイエットを始めました。メンタリスト
DaiGoさんも愛読していると噂の「パレオな
男」というブログで紹介されているパレオダイエ
ットというダイエットで、タンパク質と野菜を中心
に食欲を満たすことで、結果、糖質を抑えられる
というものです。糖質制限というと、どうしても
「我慢」「辛い」イメージがつきまといますが、こ
のダイエットはあまり辛くありません。今の所10
日で3キロ痩せているので、このペースでいけ
ば来年の夏にはガリガリになれます！乞うご期待！

先日、西村創一朗さんという「二兎を追って二兎
を得られる世の中を創る」というビジョンのもと
活動している複業研究科の方に会いました。印
象に残ったのが、その場に居合わせた50代の経
営者の方が、「自分は家庭も顧みずに働いてきた
けど、今思えば違う働き方もできたのかもしれな
いな」と言っていたことでした。いまや日本も働き
方改革などで変わろうとしていますが、二兎を追
って二兎を得ることができたらそれが一番ですよ
ね。そのためにも効率よく働きたいものです。

6年振りに北京ブックフェアに参加して、版権
の商談を中国の出版社と行いました。中国で
日本のビジネス書は人気なので、中国に経済
規模では抜かれても仕事のやり方では日本は
先行している、と思っていましたが、中国も成
熟社会になり、日本とビジネスや仕事の課題は
同じになってきたと感じました。中国人の貪欲
に学ぶ姿勢を見ると、日本でもそう遠くない内
に、アメリカだけではなく中国のビジネス書の
翻訳書が増えてくると思いました。
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今月のお休み

「腰が痛い」「体が凝ってつらい」そんな悩みを解決します！弊社から8月末
に刊行された『ふたりストレッチ』から、もっとも書店員さん向けのエクサ
サイズを紹介します。ふたりだから、ひとりで伸びないところがぐーんと伸
びてスゴク気持ちいいですよ！

なんとなく体調がすぐれない。な
ぜかイライラする。ちょっとした
ことですぐに疲れてしまう……。
そんなプチ不調からあなたを解
放するための本。たっぷりの写
真・イラストがわかりやすい！や
さしい文体で前向きな気持ちに
なれます。

肩こり・頭痛・疲れ・ストレス・肌荒れまでまるごと
解消できるエクササイズが38種類収録されています！

『ふたりストレッチ』とは？

「かわいい…」

「癒される」と、

社内の女性陣に

大好評の

まんがも収録

ツイストストレッチ

しっかりねじって
腰痛に効く！

５秒
（息を吐きながら
  ねじるときの秒数）

お腹まわり、背中

どこに効く?

動作の秒数

Step

大きく息を吸い、
吐きながら右側に
体をねじる

2 3
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Step Step

他にも…

出張！
書店員さん

向け

①の状態に戻り、
続けて左側に
ねじる

肩幅に脚を広げ、
背中合わせに
真っ直ぐ立ち、
お互い両手の
手の平を合わせる

1

An ord i n a r y offi c e wor k e r 
to a  gr e a t  bu si n e ss man.
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BS Blueprint to Building A Life-Changing』。自分が本当

に望む人生を作り上げるために必要なことを教えてくれる一冊で

す。自分のビジネスに自信を持つ方法、製品をすぐ稼働できる状

態で顧客に納品するターンキービジネスの可能性、本当にやりた

いことをやり通す勇気を、編集者に「レディーボス」とまで呼ばれ

た著者、ロミ・ノイシュタットが語ります。仕事で悩んでいる人にオ

ススメの、元気をくれるビジネス書です。

最後は、10位の『Think and Grow Rich』。著者は成功哲学の

祖と呼ばれるナポレオン・ヒル。本書は1937年に出版されてか

ら、1億部という驚異的な部数を記録した歴史的名著。トーマス・

エジソンやアンドリュー・カーネギーなどをはじめとする500名以

上の成功者の協力を得て完成した、万人が活用できる「成功の秘

訣」を記録した自己開発書。ただ成功するのではなく、意図的に

成功するために必要な法則を教えてくれます。日本でもお馴染み

の『思考は現実化する』です。

今月は、歴史に残るロングセラーが多くランクインしました。果た

して、次回はどんな本が登場するのでしょうか。

それでは、次回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。

こんにちは！ NYも9月に入り、だんだんと暑さが和らいできまし

た。夏真っ盛りな雰囲気はなくなり、気候も人々の気持ちも落ち

着いてきたこの季節になると、16年前の同時多発テロが思い出

されます。アメリカを中心に、世界情勢は今も不安定ですが、二度

とあのような悲惨な事件が起こらないことを祈りたいです。リメン

バー、9.11。

それでは、8月のランキングを見ていきましょう。

まずは1位にランクインした『Big Money Thinks Small: 

Biases, Blind Spots, and Smarter Investing』。著者のジョ

エル・テイリンガストは36年のキャリアを持つ金融関係のベテラ

ン分析家。題名からも感じられる、大胆かつ論理的な投資のあり

方を紹介します。様々な階層の人に見合った、投資で失敗しない

ためのアドバイスが、読者に正しい決断を与えてくれることでしょ

う。投資に関心がある方の、良き指南書となるはずです。

続いて、8位に入った『Get Over Your Damn Self: The No-

8月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

（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

Get Over Your Damn Self: 
The No-BS Blueprint to Building A Life-Changing Business

（邦題）金持ち父さん　貧乏父さん：
　　　アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学（筑摩書房）
著：ロバート・キヨサキ

Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids about 
Money That the Poor and Middle Class Do Not!

（邦題）権力に翻弄されないための48の法則　上・下（パンローリング）
著：ロバート・グリーンThe 48 Laws of Power

How to Win Friends and Influence People （邦題）人を動かす（新潮社）
著：D・カーネギー

（邦題）パラノイアだけが生き残る　
　　　時代の転換点をきみはどう見極め、乗り切るのか（日経BP社）
著：アンドリュー・S・グローブ

（仮題）嫌いな自分を乗り越える　
　　　机上の空論ではない人生を変えるビジネス構築をつくる
著：ロミ・ノイシュタット

Big Money Thinks Small: 
Biases, Blind Spots, and Smarter Investing

（仮題）大金は小さく考える：先入観、盲点、そして賢い投資
著：ジョエル・テイリンガスト

Outliers: The Story of Success

Only the Paranoid Survive: 
How to Exploit the Crisis Points That Challenge Every Company

（邦題）国際指名手配　私はプーチンに追われている（集英社）
著：ビル・ブラウダー

Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and 
One Man's Fight for Justice

（邦題）LEAN IN　女性、仕事、リーダーへの意欲（日本経済新聞出版社）
著：シェリル・サンドバーグLean In: Women, Work, and the Will to Lead

（邦題）思考は現実化する　上・下（きこ書房）
著：ナポレオン・ヒルThink and Grow Rich

書店の店頭の一等地で大きな数でボリューム陳列をすると、半端

ない数で売れていくことがあります。何故かというと大きなロット

のボリューム陳列が、販売員の心意気を如実にお客様に伝えてい

るからです。その心意気を汲んでいただいたからお客さまが購買

行動に出てくれるのだと自分は信じています。もし、仕入の規制が

あって、Ｂ店でも３０冊のスタートしかできなかったとしたら、『もぐ

らシリーズ』の累計ミリオンセラーは、生まれていたかどうかわか

りません。右肩下がりの現状が何年も続いている業界の中でも、

ベストセラーを発行する出版社はあるし、着実に業績を上げてい

る出版社も存在します。売れるもの、売れないものを見極める技

術があるからこそ売れる本が作れているのだろうし、販売現場で

様々なメンバーが関与して売れる本に仕立て上げることもできると

思う。「仕掛け売りの仕方」にも、「仕掛け売りの終息のさせ方」

にも技術があります。棚前の１面で平積みにＰＯＰをつけて長く売

ることも重要だし、「もぐら」のように１５０冊からスタートして一気

に売り伸ばす方法もあります。どちらにしてもおすすめする側の心

意気がお客様に伝わることが重要で、それがベストセラーにつな

がるのだと思います。仕掛け売りの技術をマスターすれば、販売

現場からベストセラーを作ることは容易にできます。それを行うこ

とができるのは出版社の営業マンであり、取次担当者であり、お

客様と直接接する書店員です。彼らの様々なチャレンジの中から

ベストセラーは生まれるものだと思っています。店頭の現場を活性

化するためには書店員が頑張ればいいのですが、出版社の担当者

との関わりや、取次の担当者の応援も欠かせないものだと思いま

す。彼らの熱意が書店員を動かして仕掛け売りがスタートし、ベス

トセラーを生み出すことはよくあることです。ローコスト経営のた

め本部に仕入の権限を集約して、店頭の現場にジャンル担当者の

顔が見えない状況を作ってしまった動きは、今、修正段階に来て

いると聞きます。厳しい状況だからこそ勝負をしたいし、書店発ベ

ストセラーづくりにチャレンジをして、活き活きした店頭の現場を

再度復活させてほしい。そんな心意気をいつまでも灯し続けてほ

しいと願っています。

ベストセラー斉藤塾　斉藤敬司

仕掛け売り講座　心意気をお客様に伝える

Vol.13「斉藤塾」

・Amazonレビューは高評価（3.8）
  レビュー数も95と、実は、
 『トヨタで学んだ「紙１枚！」にまとめる
  技術』に僅差で勝っているんです。

最近の売れ行き良好新刊の「表紙の勝ちパターン」全部のっけました！

だから、ビジネス書
売り場でよく目立つ！

実力は折り紙つき!

・Amazonカテゴリランキング1位常連。
 1,000冊以上売れた月も！

週売2→11冊

『すべての仕事を紙１枚にまとめてしまう整理術』

帯替え&重版決定しました！ 旧帯

「本当に力がつくのかな？」
読者の不安を払拭する根拠、
具体例、社名をコピーに据える

「最強」「王道」「無敵」
など強気な単語を
ちりばめる

特大フォント×端的な
タイトルの配置


