
この10月から所属部署が変わりました。自分と
同期と上司の三人だけの部署です。そんな部署
で、早速困っていることがあります。それは、同
期と上司が、ほぼ同じタイミングで散髪をしてく
ることです。それも、自分もそろそろ散髪に行こ
うと思っていたころに。たった三人の部署で三
人そろって髪をサッパリさせてしまうと、同じ美
容院に行っているのかな？と思われそうで恥ず
かしいです。自分だけでも、程よく時期をずらし
て、散髪に行こうと思っています。

街の至る所で聴こえてくる安室ちゃん。
YouTubeで過去の動画を見まくっています。人
前で話すのが苦手な安室ちゃんのトークをうまく
引き出してるのはやっぱりHEY!HEY!HEY!で
のダウンタウン松っちゃんですね。仲良しで、観
ててほっこりします（^ - ̂ ） 当時は、他にも好きな
アーティストがたくさんいたけれど、振り返ると
やっぱり安室ちゃん最高！ってなります。良いもの
はいつの時代に観ても良い！と思えるんだろうな
…と改めて思います！

先日友人に誘われ、映画「斉木楠雄のψ難」を
観てきました。原作の漫画は１巻だけちょっと
予習した程度だったので、どこまで原作に忠
実かはわからないのですが、マドンナ役の橋
本環奈ちゃんの変顔の迫力に「もう十分だか
ら、そのくらいでやめとこう…？！」とハラハラ
しました。とっても可愛かったです。ギャグは
好みが分かれそうですが、小難しさの全くな
い、お子様連れやカップルで観ても安心なお
話でした。

静電気除去キーホルダーを買いました。ドアノ
ブなどを触る時、一度キーホルダーを握ってタ
ッチすることで、事前に体の静電気を除去でき
る代物です。僕はビリッとくるのが苦手で、冬の
必須アイテムです。ただ、デメリットもあります。
金属を触る時は必ず、一度キーホルダーでタッ
チしてから触るという謎のルーチンが発生して
しまうことです。滑稽ですよね。でも笑わないで
ください。本人にとって静電気のビリビリは大
敵ですから…。

平日仕事から帰ってきてご飯を作るのが億劫
…うーんと思っていたときに買いました、「ゆる
自炊BOOK」。簡単すぎるゆるすぎる！これなら
疲れていてもすぐ作れる！カバーも中身も手作
り感があって可愛い。オレンジページさんあり
がとうございます。食べることへの欲が日に日
に増してきて最近はレシピ本ばかり買っていま
す。（「一汁一菜でよいという提案」から瀬尾幸
子さんの「みそ汁はおかずです」も買いまし
た。料理がラクチンになるのいいですね。）

最近読んで面白かった本を1冊ご紹介します。タイト
ルは『まんがでわかる ウラジーミル・ウラジーミロヴィ
チ・プーチン』（トーエ・シンメ[漫画]名越健郎[監修]／
イースト・プレス刊）。皇帝や独裁者との呼び声も高く、
未だ謎の多い男プーチンがいかにして今の彼になっ
たのか……その生い立ちから現在までをドキュメンタ
リータッチで追究した意欲作です。漫画だから短時間
で読めるというのもありますが、何より読み進めるうち
に謎が明らかになっていく過程がおもしろい！現在の国
際情勢に関係する事象も多分に含まれているので、
毎日のニュースもより面白くなります。オススメです。

ここ8年ほどずっと同じ手帳を使っていたので
すが、2018年版からは心機一転で、別の手
帳に替えることにしました。表紙に飽きてきた
というのもありますが、仕事のTODO管理を
より行いやすいフォームのものにしました。ク
ラウド上のカレンダーも併用しているのです
が、やはり外出の多い営業の身としては紙の
方が使い勝手よく、手帳の売上が伸びている
ことも頷けます。良い予定がたくさん記入され
るよう、新しい手帳で来年も頑張ります！

最近『シグナル：未来学者が教える予測の技
術』（ダイヤモンド社）という本を読んだのです
が、ここ数年読んだ本の中で一番感銘をうけ
たといっていいほど素晴らしい本でした！営業
中に書店員さんの休憩待ちで店内をふらふら
見回っていたときにこの本と出会ったのです
が、見つけた場所はビジネス書コーナーでは
なく、科学のコーナーで行われていたノーベル
賞特集の隅でした。書店店頭での思いがけな
い出会いにしびれた瞬間でした。

先日、とある書店で新刊『資産5000万円以下
のふつうの家族が、なぜ相続でもめるのか？』を
担当さんに案内し終えて帰ろうとしていたとこ
ろ、書店に来ていたお客さんに話しかけられまし
た。その方は僕と担当さんの話を聞いていたよ
うで、まさに今、相続のもめ事に巻き込まれてい
るのだとか。相続ではもめ事が起きる前の対策
が重要で、起きてしまってからできることは限ら
れているため、こういう人が増えないよう、この
本をより多くの人に届けねばと心に思いました。

小学校の頃、親の転勤で２年間住んでいた和歌
山市で、30年ぶりの同窓会がありました。もう
みんなオッさん、オバさんなのですが、煙草とお
酒を飲んでる以外は、みんな小学生のままです
（笑）。でも、妻に同窓会の集合写真をLINEで
転送したら、「みんな老けてるね」と一言。思い
出ブチ壊しです。ちなみに、ウチの妻は年上で、
年のことを言うと逆上します。夢と現実と思い
出と不条理に向き合いながら、人は生きていく
ものだと思いました。ぶつぶつ･･･
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今月のお休み

『超「姿勢」力』早くも3刷!
著者が紹介されました !
11/4（土）発売、日経TRENDY
12月号で来年のヒット予測3位の
「疲労回復ジム」内で
ZERO GYMが写真付きで紹介 !

11/3（金）「スッキリ」の番組内で
取り上げられました !

初速好調につき、
発売 1ヶ月で早くも3刷 !
カバーが黒字に黄色の文字で、
店頭でよく目立ちます。

お店に置いていただいていますか？

他の姿勢の
本とはどこが違うの ?

発売1ヶ月で
ZERO
GYM
著

誰が
買っているの？

拡
材
も

ご
用
意
し
て
い
ま
す
！

どこで
売れているの？ QQQ

郊外地域、ターミナル店、全国
で広く売れています! 福岡、愛
知、新潟、栃木、埼玉、神奈川、
宮城など東京以外の都道府県
で、3入3売、5入5売の店舗さ
んも。完売している、在庫1冊に
なっている店舗さん多数 !
在庫のご確認をお願いいたし
ます !

購入者の75％が男性でターゲッ
ト層にドンピシャ!
特に30～50代に売れています。

「見た目が悪いと損する」とい
う印象的な話ではありません。
姿勢の悪さからくる仕事能率の
低下に焦点を当て、仕事で最高
のパフォーマンスを発揮するた
めの方法を凝縮したビジネス
マンのための実践本です!
すべてのビジネススキルのベー
スとなる一冊!

男性75％ その中
でも…

ちなみに…
著者のZERO GYMはクロスメディアグループが運営しております。ビジネスパー
ソンのための疲労回復専用ジムで、ストレッチや自重トレーニング、ヨガや瞑
想などを中心に、働く人の脳と体の疲れをリセットするプログラムを行っていま
す。ジムの体験も可能ですので、気になる方は弊社営業にお知らせください!

30～50代
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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…超「姿勢」力 関西支社1周年! 4
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続いて、6位の『The Great Gasbag: An A-to-Z Study 

Guide to Surviving Trump World』です。タイトルから分

かるように、ドナルド・トランプ大統領が先頭に立つアメリカの

現状について、コメディアンでもある著者が論じている一冊。

「T is for Tweets.（TはつぶやきのTです。）」というように、A

からZのアルファベットごとに今のアメリカを揶揄するような内

容を綴っています。アメリカの現状を知りたい、という方にとっ

て、新たな見方を提供してくれると思います。

最後は、9位に入ったお馴染みの『Who  Moved  My  

Cheese?: An Amazing Way to Deal with Change 

in YourWork and in Your Life』。1999年に、全米ビジ

ネス書ベストセラー第1位を獲得し、各国でベストセラーと

なった名作中の名作。状況の変化への対応力を、シンプルか

つロジカルに解き明かしていきます。IBMやアップル、メルセ

デス・ベンツなど、世界トップクラスの企業が社員教育に採用

している本書。11月は、幅広いジャンルの本が揃いました。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！ 12月のNYは、厚着をしなければ過ごしづらい寒さ

になります。日本よりも一足早く、厚手の手袋やマフラーが必要

になってきます。12月のイベントといえば、やはりクリスマス。イ

ルミネーションで飾り付けられたきらびやかな街並みは、毎年見

ていても飽きません。さらに、12月の終わりには、雪が降ること

も多くなってきます。果たして今年は、ホワイトクリスマスとなる

のでしょうか。

それでは、11月のランキングを見ていきましょう。

まず、2位にランクインした『Fifty Years of 60 Minutes: 

The Inside Story of Television's Most Influential 

News Broadcast』。著者のジェフ・フェイガーは、アメリカで

報道を手がけるCBSニュースの看板番組『60Minutes』の編

集責任者の経験がある、敏腕プロデューサー。報道の最前線で

アメリカの50年間を見てきた著者が記した、貴重な一冊。アメ

リカの歴史を紐解くためには、一度読んでみてほしい本です。

11月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

(仮題）大成功　事実が通用しない世界の説得術
著：スコット・アダムズ

Principles: Life and Work

（仮題）『60Minutes』の50年　報道番組の内側
著：ジェフ・フェイガー

Fifty Years of 60 Minutes: 
The Inside Story of Television's Most Influential News Broadcast

（仮題）遅刻してくれてありがとう　誰よりも早く出世する楽天家のすすめ
著：トーマス・Ｌ・フリードマン

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

Who Moved My Cheese?: An Amazing Way to Deal with 
Change in Your Work and in Your Life

(邦題)チーズはどこへ消えた？（扶桑社）
著：スペンサー・ジョンソン

(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

（仮題）仕事と生活の原則
著：レイ・ダリオ

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

Win Bigly: Persuasion in a World Where Facts Don't Matter

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

(仮題）素晴らしきほら吹き　ドナルド・トランプ世界を生き残るためのすべて
著：ジョイ・ビーハー

The Great Gasbag: 
An A-to-Z Study Guide to Surviving Trump World

（邦題）あなたのチームは、機能してますか？（翔泳社）
著：パトリック・Ｍ・レンシオーニThe Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable

（邦題）新賢明なる投資家
　　　～割安株の見つけ方とバリュー投資を成功させる方法～（バンローリング）
著：ベンジャミン・グレアム、ジェイソン・ツヴァイク

The Intelligent Investor Rev Ed.

書店の店頭で仕掛け売りを始める際に留意しておくべきことがありま

す。その作品が最も似合う場所を選択することと、売れる商品展開

のイメージを持つことです。ベストセラーになるとどのエリアの店で

も売れるようになるのですが、最初のステップで強い初速をつくろう

と考えたら、ターゲットとする客層が多い店の方が良いと思います。

都心のビジネス街と沿線の中核駅や量販店では売れる作品は変わっ

てきます。同じ都心のビジネス街といっても地域によって売れる作品

は微妙に違います。日本の一流企業の本社が固まっている東京駅周

辺と、渋谷や六本木や恵比寿の周辺ではその地域で働いているビジ

ネスマンの性格が微妙に違っているからです。同じように店の中でも

場所によって立ち寄るお客様が違うだろうし、見せる場所とお買い上

げいただく場所が違うこともあります。レジ横などのついで買いを誘

える場所では作品の単価も考慮した方が良いと思います。いい場所

ならどこでもいいとか、どの場所に何を置いてもいいとか考えない方

がいいです。ワゴンやテーブルを複数並べているゾーンでも、置い

てある位置によって売れ方が変わってきます。場所ごとの性格付けは

お客様の流れと商品の置き方で決まります。雑誌の小ジャンル別配

置によっても周辺の場所の性格付けは変えざるを得なくなりますし、

女性誌の周辺に同じ客層をターゲットにした作品を並べると効率よく

売上を稼いでくれます。同系統の作品を置き続けることによってその

場の性格付けは確立していくのですが、常に違った傾向の作品を置

き続けているとその場所は安定しないし、お客様の寄り付きも増やす

ことができないと思います。仕掛ける作品の対象客層を理解して、こ

の場所が最適だと思う場所に置いてあげると、イメージ通りの販売実

績を稼いでくれます。ですが、作品の性格を読み違えて間違った場

所に置いてしまうとイメージ通りの販売実績にはつながりません。一

般のビジネスマンをターゲットとしてつくられた作品を、実務家向け

の専門書のエンド台で展開して仕掛け売りに失敗したことがあります。

その作品はレジ前に移動させたらすごい速度で売れていきました。

ベストセラー斉藤塾　斉藤敬司

仕掛け売り講座　その作品が最も似合う場所で商品を展開する

Vol.15「斉藤塾」

2016年10月にクロスメディア・パブリッシング
関西支社を立ち上げ、一年が経ちました！
普段なかなか紙面で語られない関西支社の様子をご紹介したいと思います！

関西支社
設立

1周年！

版元　　( 乂˙-˙ )

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

#このタグ見た人は2文字で自己紹介する

関西支社ってどんなところなの？

私中平は、大阪の中津にあるインプレス西日本支社の皆さまと机を並べ普段仕事を

しています！インプレスグループとはパートナー関係なので、入り口の看板にクロ

スメディアの名前も。オフィスがあるビルは、地下鉄御堂筋線中津駅からすぐ。

周りには公園やマンションが多く、梅田から一駅とは思えない静かなエリア。近く

に保育園があり、子どもたちの可愛い声が聞こえてくる日もあります。

中平はここです!

イベント参加してきました！ ＢＯＯＫ ＥＸＰＯ 2017 秋の陣 ～響け！書店心～

11／7(火)グランフロント大阪にて「ブックエキスポ」が開催され

ました！今年の出店は２３３社２４３ブース。「西日本ＰＯＰ王

決定戦」や有栖川有栖さんのサイン会も行われました。沢山の

書店のみなさまにお越しいただき、大盛況でした。お休みの日

にわざわざ来てくださった担当の方や、お仕事の合間に来てく

ださった方など…お忙しいところ本当にありがとうございまし

た！来年も同日11／7開催予定です。


