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今月のお休み
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1 4刷3万部!『営業』

今 、全 米 ベ ストセラーとなった 新 刊『 S H O E

先日、気 分を変えてルノアールで 仕 事をして

DOG 』を読んでいます。ナイキジャパンの社長

いたところ、隣の席で年 配のおじさんが大 人

根本輝久

だった秋元征紘さんの当社刊の著書『ビジョナ

２人 相 手に叱 責して いる場 面に出くわしまし

Teruhisa Nemoto

リー・マネジャー 』で、NIKEの企業スローガン

た。話を聞いていると、どうやらその年配の方

「JUST DO IT．
」についてのフィル・ナイトとの

の資産運用をしている金融会社が運用に失敗

やりとりが書かれていて、感銘を受けたのです

し、部 長と担 当 者を呼 び つけて 怒りをぶ つけ

が、そんなNIKEもガレージベンチャーで、ない

ている様 子でした 。やっぱり投 資は自己 責 任

ないづくしからのスタートだったということが、こ

でやらないと。人任せだと損したときにやり切

の本を読んでわかります。 モノをつくって売る

れない気持ちになりますよね。
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アメリカのビジネス書トレンド

3

はじめました！

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.
twitterはじめました!

4

スタッフのつぶやき…

4 刷3万部突破!!
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野村證券伝説の
営業マンの
「仮説思考」と
ノウハウのすべて

といった仕事をされている方には必読書です。

大森三規雄
Mikio Omori

1 0月は近 年 稀にみる台 風ラッシュでした。出

1 0月中 旬に坊 主にしました 。営 業に行くと、

版 業 界としてもマイナスであることは言 わず

「これ触れていいやつなのかな？」と気を使っ

竹内悠一郎

もがなで すが、他 業 界に目を向けても行 楽シ

てくださり、様子を見ている方が結構いらっし

Yuichiro Takeuchi

ーズンの観光地やイベントの中止等、より打撃

ゃるのですが、特に悪いことをしたというわけ

を受けて いる業 界もあるようで す 。個 人 的に

ではなく、思い付きでした坊 主なので、むしろ

も、楽しみにしていた年に数回のゴルフのラウ

どんどんいじっていただいて構いません。坊主

ンドが中止になってしまいまして・
・
・。
「雨の日」

にするとお風呂に入るのがすごい楽になり、快

をプラスに転化できるような商売のヒントがあ

適な生活を送っているのですが、ただ、夏も終
わってこれからどんどん寒くなるのでそこだけ
が不安です。

You Tuber代表的存在、ちかさん。旦那さまが

初めて家にゴキブリが出ました。入居時にG対

全国の
ビジネスパーソンから
反響の声、続々!

中平麻衣子

映像のお仕事をされているからか、映像のクオ

策をしなかったことが悔やまれます。出てしまっ

川﨑彩乃

Maiko Nakahira

リティがUP♪アメリカ横断旅シリーズはTHE

たものはしょうがないので毒エサタイプの駆除

Ayano Kawasaki

アメリカンな場所がたくさん！カラダに悪そうな

剤 ブラックキャップ を購入し、部屋の床にた

ジャンクフード、大陸を車で走り抜けるシーン

くさん置いています。でもこの商品、見た目が

…英語が話せない人も多く集まり、こちらが何

直径5㎝くらいの黒色のドーム型なんです！視

語を話してもフレンドリー。みんなカメラ向けら

界に入るたびにゴキブリに見えてビクッとしち

れると自己紹介がめちゃめちゃうまい！笑

ゃいます 。心 臓に悪 いのでピンクとか黄 色と

日本

にはなかなか根 付いていない環 境だなぁ…い
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パネルも好評!

先日、会社でカジュアルめの革靴の白い紐が切

1 1月末をもって、退 職させていただくことに

れてしまいました。昼休みに大きめの靴屋に行

なりました。CMPでは学生時代からアルバイ

けば買えるだろうと新宿まで足を伸ばしたんで

トスタッフとして働き、社 歴だけで言うと約５

すが、どの店でも「黒や茶色はあるけど白はな

年 間の在 籍でした。担 当 書 籍を編 集し、社員

い」との返答。やばい、昼休み終わっちゃう……

として書店の皆様のお世話になったのは２年

と焦りながら某A○Cマートの店員さんに尋ね

足らずでしたが、仕掛け販売や企画に対する

たら「うちにはないですが東急ハンズに置いて

フィードバックなど、勉 強させていただくこと
がたくさんありました。何らかの形で今後も出
版 業 界に関わりたいと思っていますので、今

昼下がりでした。

後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

播磨谷菜都生
Natsuki Harimaya

風 邪をひきました 。最 初は喉から来ていたの

行ってきました。フクロウ、オウム、ハシビロコ

ですが、徐々に鼻にシフトしていったので、金

矢作奎太

ウなどあらゆる鳥と触れ合える 鳥好きの聖地

か銀かどちらのベンザブ◯ックを飲 めばよい

Keita Yahagi

のか迷い、
「銅色があればよいのに」と思いま

ペンギンを膝に乗せて、撫でたり、餌をやった

した。去年の冬はインフルエンザとノロウィル

り、握手したり（羽がとても硬くて驚きました！）

スに 罹 患した の で 、今 年 の 冬こそ は 無 病 息

…夢のような時間でした。この思い出を胸に、

災、明朗快活に過ごしたいものです（すでに風

私も出版界のファーストペンギンを目指してが

邪をひいたのですが）。皆さまもどうかお体に

んばります（むりやりなオチですみません…）

気をつけてお過ごしください。

７売

なのですが、私のお目当てはペンギンでした。

そして 実際に …
話 題 書１面と元棚での
展 開で 週２ 売

夏季休暇を利用して、静岡の「掛川花鳥園」に
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ところが！

るかも」と意外なアドバイス。で、行ったら、あり
ましたよ白い紐。プロの知識の奥深さを感じた

展 開によって…
７月に開催した
万部企画販促会議で
書店員さんから
こんな声が …

Natsumi Todoko

文句なしにトップ!

鬼速PDCA

か、黒以外の色で作って欲しい...!

て
この 展開にし
ん、
いただいたとた
に！
すぐに

戸床奈津美

ここしばらく読んだ
営業本の中では、

自分の穴や
改善点に
気がつかされる。

元棚での 展 開 だと
売れが限定されるので 、
エンド 台でしかけなどの
工夫が必 要ですね 。

Koji Furukawa

読み終えて
すぐに使える、
営業マンの教科書!

著者の実体験に
基づいているから
リアル!

や、大阪の下町商店街ならあるかなぁ…笑

古川浩司

骨太な内容ですが、イマドキなカバーデザインで手に取りやすい！衝動買いで売れています。

同著者の 万部突破
ベストセラーの
﹃鬼速ＰＤＣＡ﹄との
併売もオススメです！

れば 、異 常 気 象が叫ばれている昨 今 、これか
らニーズが高まるかもしれませんね。

根性論とは無縁の「営業」という仕事の新境地を拓く実践書

日経全五段広告掲載!（11月上旬、以降も実施）

※画像は11月上旬の広告イメージです

これまでに

日経半五段広告・東洋経済オンライン

掲載でぐぐっと売れが伸びました!
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クロスメディア・パブリッシングの
広報担当クロスくん

10 月の TOP10
順位

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

Fierce Conversations: Achieving Success at Work and in
Life One Conversation at a Time

（邦題）激烈な会話 逃げずに話せば事態はよくなる！
（ソニーマガジンズ）
著：スーザン・スコット

Nudge:
Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness

（仮題）ナッジ 健康・財産・幸福をめぐる意思決定を改善する
著：キャス・R・サンスティン/リチャード・H・セイラー

Principles: Life and Work

（仮題）仕事と生活の原則
著：レイ・ダリオ

How to Win Friends and Influence People

（邦題）人を動かす（新潮社）
著：デール・カーネギー

Misbehaving: The Making of Behavioral Economics

（仮題）異常行動 行動経済学を形づくるもの
著：リチャード・H・セイラー

はじめました！
書籍情報、パブリシティ情報から中の人の日常まで
ゆるゆるとつぶやいています。みなさまぜひフォローして下さい！

クロスくん誕生のきっかけ
今年 8 月に
「攻めるロングセラー パインアメ
「中の人」の心得」

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

（仮題）お金の大改革
著：デイブ・ラムジー

John D. Rockefeller on Making Money:
Advice and Words of Wisdom on Building and Sharing Wealth

（邦題）ロックフェラー お金の教え（サンマーク出版）
著：ジョン・D・ロックフェラー

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

（邦題）完訳 ７つの習慣 人格主義の回復（キングベアー出版）
著：スティーブン・R・コヴィー

かわらずまだまだメディアをクロスしきれていない現状から

Way of the Wolf: Straight Line Selling:
Master the Art of Persuasion, Influence, and Success

（仮題）狼の道 口説き、影響を与え、成功する技術
著：ジョーダン・ベルフォード

と共に Twitter スタートしました！

Grit: The Power of Passion and Perseverance

（邦題）やり抜く力GRIT
人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける（ダイヤモンド社）
著：アンジェラ・ダックワース

証明済み、経済的健康を手に入れるためのプラン

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

2位の本の共著者でもあります。シカゴ大学の教授にして、ア

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

メリカ経済学会の会長も務めた世界有数の経済学者で、今年

話していきます。

の10月には、
ノーベル経済学賞を受賞しました。行動経済学

こんにちは！11月のNYは、気温が急激に下がっていき、街中で

の権威として世界に名を馳せる著者が、経済の最先端を綴っ

も厚手のコートを着ている人が増えてくる時期です。気温は下

た貴重な一冊。経済に興味のある人には、ぜひ手にとってもら

がりますが、月の初めのニューヨークシティマラソンや、月の終

いたいところです。

わりのサンクスギビングパレードなど、イベントに事欠かない1

最後は、9位の『Way of the Wolf: Straight Line Selling:

カ月でもあり、NY住民の熱気は上がっていく一方です。
くれぐ

Master the Art of Persuasion, Inﬂuence, and

れも、身体の調子には気をつけなければなりません。

Success』
です。著者のジョーダン・ベルフォードは、
自らの成功

を刊行しました。内容はパインアメ公式 Twitter 担当者の係
長マッキーによる、商品をヒットさせ続けるための Twitter 活
用法、PR 術を紹介。弊社もクロスメディアという社名にもか
脱却すべく、「クロスくん」という愛らしい（？）キャラクター

クロスくん

@cross̲media̲kun
クロスくんの簡単プロフィール
年齢：3ヵ月
自らのキャラクターが定まっておらず、
日によってキャラがブレブレ。
突然ござるとか言い出す。

そしてクロスくんの記念すべき 1 ツイート目 !

Twitterをする上で
株式会社パインアメの中の人が
大事にしている心得
『攻めるロングセラー』
によると…
1.「目的」
を忘れない 2. つぶやける
「ネタ」作り
3.「空気」を読む
4.「自分らしさ」
を出す
5. フォロワーの
皆さんを
「味方」
に

2 ツイート目

と転落を描き、
レオナルド・ディカプリオ主演で映画化されたノン
それでは、10月のランキングを見ていきましょう。

フィクション作品『ウルフ・オブ・ウォールストリート』
の原作者とし

まずは、3位に入った『Principles: Life and Work』。
「 世界

ても有名です。著者自身の成功と失敗を踏まえて、型にはまらな

で最も成功している投資家」
とまで言われているレイ・ダリオが

い成功の極意を語る作品。今までにない破天荒な成功者の姿に、

記した、ニューヨーク・タイムズが認めたベストセラー。彼がどの

驚くこと請け合いです。
また、
『ウルフ・オブ・ウォールストリート』

ようにして成功を収めたのか、経済をどのように分析している

は、同タイトルで日本語翻訳されています。

のか、自ら振り返ってその原則を解き明かします。
ビル・ゲイツ
など、数々の著名人も絶賛する、注目の一冊です。

10月は、話題の人物の書いたビジネス書が目立つランキングで

続いて、5位にランクインした
『Misbehaving: The Making of

した。
次回はどんな本が登場するのでしょうか。

Behavioral Economics』
です。
著者は、
リチャード・H・セイラー。

それでは、次回のランキングをお楽しみに！

クロスくん / クロスメディアパブリッシング
@cross_media_kun

詳しくは
『攻めるロングセラー』で !

「攻めるロングセラー」の発売とタイミングを合わせて開
始。初心者で何をつぶけばいいか分からなかったこと
もあり、パインアメさん公式 Twitter のリツイートばかり
に！運用するのは難しいなあと日々感じています。
クロスくん顔文字集

( 乂 'ω'*)

(´-̀ 乂 )

(((´-̀ 乂 )))

( 乂･д･´)

来月からかわら版にクロスくんが出張！クロスくんにこんなことをつぶやいて欲しい！
このツイートはないよ〜…などがあれば、クロスくんか弊社営業に教えてくださいね！

