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夏こそ「子どもプログラミング」
「できるScratch」が定番です!!	

通信
できるもん通信
できるもん

2020年から小学校で必修化される「プログラミング教育」。 
夏休みにトライする人が多く、8月から9月にかけてよく売れる
ジャンルとなっています。一番人気はなんと言っても「Scratch

（スクラッチ）」。始めるときの手軽さ、勉強のしやすさが特
長で、書籍も多く刊行されています。
できるシリーズからも昨 年「できるキッズ 子どもと学 ぶ 
Scratchプログラミング入門」を発刊。1年間で5刷を重ね
て、関連書籍の中で売上No.1となりました！
今回はこの「できるScratch」の人気の秘密と、売り方の
コツについてお答えします。

第 号12018年8月

パソコン入門書の元祖「できるシリーズ」がお届けする書店様向け情報誌

「夏の暑さに負けず、がんばるもん 」号
今月は

できるもん
「できるシリーズ」のマスコットキャラクター。小学校
中学年くらいの男の子で、パソコンやスマートフォン
に興味津 。々TwitterやFacebookでも発信中です。

神保町駅付近にある「俺の創作らぁめん 極や」は、
何と替え玉し放題のお店です！　替え玉というと、博
多豚骨ラーメンのイメージが強いですが、こちらのお
店、意外にも魚介豚骨のWスープのラーメン屋さん
です。オーソドックスに「醤油ラーメン」をオーダーし
たところ、なんとも美味しそうなラーメンが姿を現しま
した！　こってりと粘度高めのスープが麺によく絡みま
す。ネギとベビーリーフのおかげで口の中をリフレッ
シュでき、飽きが来ずに食べ進められ、かなり完成さ
れた一杯です。麺がスープをよく拾うので、4玉目に
てあえなくスープ切れとなりましたが、ライスやゆで卵
などのサービスもあり、じゅうぶん満腹になれました！

替え玉し放題、可能性は無限大！

醤油ラーメン（大盛り）� 720円
このルックスで替え玉し放題なのは驚嘆すべきこと
です！

https://book.impress.co.jp/bookstore-info/
POPやパネルデータ、注文書などをダウンロードいただけます。
ぜひご活用ください！

詳しい記事は
「できるネット」で公開中！

神保町ペロリ旅
大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報
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これで夏休みも
バッチリだもん！

5刷
出来!!

POPもご活用
ください!!
ダウンロードはこちら→

Qなぜ売れてるの？

「プログラミング教育」は子どもも大人も初体験。そ
こでこの本では、本文に振り仮名をふって子どもも
読めるようにし、大人には子どもに教えるときのポ
イントを紹介しました。「子どもがどんどん先に進ん
で、楽しそうにプログラミングをしている」というお
声もいただいています。

編集部・荻上

 A  大人も子どもも読め
るように作りました！

Qどこで売れてるの？

親子で楽しんで学ぶ内容なので、ファミリー層が
多いお店を中心に売れています。ここ1年で世の
中の関心が高まって、都心の駅ナカ店や郊外店で
も売れるようになりました。Scratchは子ども向け
のワークショップなどでもよく使われているので、ま
すます需要は高まると思います。

営業部・亀井

 A  都市部でも郊外で
も売れてます！

Qどこに置けばいいの？

コンピュータ書の一角に「子どもプログラミング」
コーナーが作られているケースが多いのですが、
児童書や学参コーナーに置いて売り上げが伸び
た事例も出てきています。子どものお客様がいらっ
しゃいそうな棚で、ぜひご展開ください！

営業部・亀井

 A  児童書や学参コー
ナーもオススメです！

いっ
しょに置いて売上

アッ
プ！

人気連載の出張版

インプレスブックス
書店様専用Webサイトの
ご案内

昔から収集癖があります。最近は芋焼酎で一
升瓶常備8本、一人居酒屋ですわ。最近のオ
ススメは侍士の門です。過去にはG-SHOCK、
トミカ、Le v i ' s 5 0 1、C h a m p i o nTシャツ、
CONVERSE他スニーカー、GORO、Hot-Dog 
PRESS、リュック、山崎パンなどなど。次回チャ
ンスがあれば末路を語りたいと思います（笑）。
 西日本支社 支社長 岩本琢磨
 （西日本統括、大阪府、奈良、九州南部担当）

「図書館司書」の資格を取得しました。といって
も中学2年になる息子のことです。地元の千葉
県柏市では、教育委員会と市立図書館の共催
で「子ども司書養成講座」を実施しており、講義
と実地研修とプレゼンで取得します。POP作
りやおすすめ本紹介など、親子で同じようなこ
とに取り組む今日この頃です。
 出版営業部 課長 飯沼昭教
 （雑誌、取次担当）

昨年8月入社の転職組になります。畑違いな
版元からの転職ですが、皆様の温かい励まし
を支えに日々奮闘しております。趣味のプラン
ター菜園、今年は天候に恵まれ大変豊作です！

「ON」と「OFF」を切り替えて、遊ぶ時間も積
極的に没頭するのが、仕事で疲れた身体には
いい刺激ですよ！
 出版営業部 主任 平野太郎
 （都内、東北、甲信越担当）

ラーメンのお取り寄せにハマッております。全
国有名店のラーメンが自宅で手軽に食べら
れるので（クオリティもかなり高い！）、よく「宅
麺.com」を使っております。人気店は品切れも
ありますが、入荷するとすぐにメールが来るの
で超便利です。ちなみに「宅麺.com」さんから
は一切お金はいただいておりません（笑） 。
 出版営業部 課長 嘉藤大輔

（法人営業担当）

「ペロリ旅」ファンの一人が勝手に番外編。店
名は「ひよこ」。何のお店だと思います？ じつは
ステーキ専門店。ご飯もスープもなくメニュー
は肉のみ。カウンター席に座るや目の前で調
理開始。気付いたら300gペロリ、滞在時間は
20分。さすが食文化日本一の街、金沢の名店
でした。
 出版営業部 課長 加茂下良憲
 （本部営業担当）

毎年、沖縄に年2回ほど行って、ラーメン好きの
上司Kから逃避しています（笑）。その際ANAラ
ウンジで、ブイヨンスープと味噌汁を1：1の比
率で割った「徳田特製 味噌ブイヨンスープ（通
称：ANA汁）」を毎回飲んでいます。優しい味で
何杯でも飲めちゃうのでオススメです（しかも無
料!!）。
 出版営業部 主任 徳田 悟

（法人営業担当）

営業部員のひとりごと

愛甲

大賀

嘉藤

夏休みに合わせた「子ども向け

プログラミング」書籍展開をよろ

しくお願いします。

TOPICS

亀井

後藤

藪田

宮下

生まれも育ちもコテコテの大阪人の私です
が、早いもので東京に来てもうすぐ3年になろ
うとしています。こちらに来て思ったことは意
外と関西弁を聞く機会が多いということです。
電車で「なんでやねん」みたいなのを聞くと思
わず歩み寄り会話に加わりそうになってしまい
ます（笑）。
 出版営業部 係長 本郷雄大
 （都内、千葉、静岡、北陸担当）

堺
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ルだと「何とかこれを置いてください」みたい
な売り込みが多いのですが、コンピュータ書
の場合はそうじゃなくてバディ、つまり相棒
みたいな感じです。仲間意識をもって何でも
話し合い、売り場をいっしょに作りあげてい
くスタンスを持つといいと思います。
堀口さん　たとえば自分でちょっと調べてみて、
「これはおもしろそうだ」と感じたときに、思
いきってそれを大きく表に出して展開してみ
たりしますよね。そこでお客さまから「へぇー、
こんな本があったんだ」って反応をいただい
て、自分が仕掛けた本が売れたときは、「やっ
てよかったな」って大きなやりがいを感じま
す。自分にそういう経験があるので、若い人た
ちも、自分なりに研究して「これを置いてみよ
うかな」と積極的にチャレンジしてもらいたい
ですね。それで売れたらすごくうれしいと思
うはずだし、「じゃぁ次はこういうことをやっ
てみよう！」って先につながるので。そんな経
験をたくさんしてほしいと思います。
— どうもありがとうございました。

を買われて行くようです。その後も試験終了
から1、2か月くらいは売れ続けるんですよ。
はじめは僕たちも「売れるのは試験が終わるま
で」と考えていましたが、「試験終了からが本当
の売り時だ」ということに気づかされました。
堀口さん　神奈川県藤沢市にある当店のお客さ
まは、都心で働いて藤沢で暮らしている方が
多いと考えています。実際に、系列店のレシー
トを集めて参加する読書キャンペーンをやる
と、丸の内や川崎にある系列店のレシートを
持ったお客さまが多くいらっしゃいます。書
籍の売れ筋も、丸の内や川崎といった首都圏
にあるお店とよく似た傾向にあると感じます。
これはベッドタウンにあるお店の特徴と言え
るでしょうね。
— これからコンピュータ書を担当する書店

員さんへのアドバイスをお聞かせください。

相場さん　まずはCPU（コンピュータ出版販売
研究機構）のマニュアルをとことん読むのがい
いと思います。書店の基本的な事柄などすべ
てがそこに書かれています。まぁ実際はなか
なかマニュアルどおりにはできないんですけ 

どね（笑）。CPUのマニュアルはWebサイトか
らダウンロード＊もできるので、版元さんももっ
と全国の書店に周知したらいいと思いますよ。
瀬古さん　私は「お客さまから尋ねられた話」や
「ある本が1冊売れた、売れないといった小さ
な動き」からヒントを得ながら棚を作っていき
たいなと思っています。ほんの数冊の売り上
げの変化に気づいて売り場を広げてみたら、
目に見えて多く売れるようになったという話
はよくありますが、こういうことは売上デー
タからはなかなか見えてきません。お客さま
との会話や売れ行きの変化から感じ取れる
「今、お客さまが何を求めているのか」に敏感
でいることはとても大切だと思います。
古川さん　僕からは「版元の営業さんは敵ではな
い」って伝えたいです（笑）。これは本当にそう
思います。版元の営業さんって、ほかのジャン

前号（創刊準備号）に引きつづき、現役の書店
員さんたちに、コンピュータ書売り場の現状
について語っていただきました。

— コンピュータ書の売り場の棚づくりは、店

ごとに特色が出るものでしょうか？ 

相場さん　当店がある秋葉原は、インプレスさ
んから出ているヤクルトスワローズの本が
ばーんと売れたりする土地柄です（笑）。あと
は今年上半期のランキングで2位くらいにパ
ソコン自作マンガ『わがままDIY』の3巻が入る
のも秋葉原ならではでしょうね。
瀬古さん　うちは難しい本のほうが売れます。
同じPythonでも、簡単な入門書よりもちょっ
と専門的な本が好まれますね。一方で中高年
のビギナーの方々も多くいらっしゃいます。
「はじめてスマートフォンを買ったんだけど、
もっと文字が大きい解説書はないの？」といっ
たお問い合わせも多いです。このように客層
が二極化されているのもうちの特徴ですね。
年配の方の場合、「この本がいいと思いますよ」
とすすめると、内容を見ずに買って行かれる
方も少なくありません。なので入門書には「こ
れが売れています！」といったオススメPOP

を付けたほうが絶対に売れます。逆に専門書
は詳しいお客さまが多いので、あまりPOPな
どを付けずにきちんと本を見てもらうように
気を付けています。
相場さん　POPで言えば、当店では発売から1

か月間は入荷日を書いています。どの本が新
刊なのかすぐにわかって本を探しやすいと好
評です。
古川さん　　高田馬場でメインの客層は早大生で、
学生さん相手でいちばん特色が出るのが資格
試験本だと思います。意外に思われるかもれ
ませんが、当店で資格試験本がいちばん売れ
るタイミングって「試験日」なんですよ。おそ
らく、あまり勉強せずに試験を受けて、「これ
では無理だ……」と悔しい思いをした帰りに本

現役書店員が語る
「コンピュータ書売り場の“今”」（後編）

時短ブームで花開く！
「できるポケット ショートカットキー全事典」

書籍『「あるある」で学ぶ 忙しい
人のためのExcel仕事術（でき
るビジネス）』の内容を担当編集
者がマンガ化したものです。

ご注文も待ってます！

「できるもん通信」創刊記念

特別

座談会 

できるシリーズには『できるExcelマクロ＆VBA』という

本もあるけれど、確かに「マクロ」と「VBA」って、混同

しがちな言葉だよね。「マクロ」とは、ざっくり言うと「一

連の操作を記録するExcelの機能」のことなんだ。

Excelをお仕事に使っていると、毎日繰り返し行う処

理や、決まった形の作業がよくある。そうした作業を

行うのはけっこう時間や手間がかかるんだけれど、「マ

クロ」を使えば一連の作業をExcelが自動で実行して

くれるようになるんだよ。活用すればお仕事が楽ちん

になる、スゴく便利な機能なんだ。

一方、「VBA」とは「Visual Basic for Applications」

の略で、ExcelなどのOffice製品に使われるプログラ

ミング言語のことなんだ。マクロの記録には、VBAが

使われているんだよ。VBAは、イチから書いてもいい

し、Excelの［マクロの記録］という機能を使って、操

作を元に自動記述させてもオーケーなんだ。VBAを自

分で書くには勉強が必要だけれど、より柔軟な記述が

できるようになるのが利点だよ。

Excelの「マクロ」と「VBA」って、どういう関係なの？今 月 の ギ モ ン

話題のITトレンドを楽しく学ぶコーナー

「マクロ」を使えば、楽ちんになるんだもん？
ボクも夏休みの宿題に、マクロを使いたいんだもん！

できるもんの 素朴なギモン教えて！

できるパパ

ジュンク堂書店 藤沢店
堀口秀雄さん

（コンピュータ書担当歴9年）

芳林堂書店 高田馬場店
古川航貴さん

（コンピュータ書担当歴3年）

紀伊國屋書店 新宿本店
瀬古あゆ美さん

（コンピュータ書担当歴13年）

書泉ブックタワー
相場正継さん

（コンピュータ書担当歴20年）

できるパパ
できるもんのお父さん。最先端のIT企業でバリバ
リ働き、パソコンなどのデジタル機器にも詳しい。
できるもんの成長をやさしく見守っている。

「マクロは機能」「 V B A はプログラミング言語」と
捉えるとわかりやすいよ！

定番  重版4刷出来！
『できるExcelマクロ＆VBA』（左）

新刊  7/20発売 初速好調！
『できる 仕事がはかどる
Excelマクロ 全部入り。』（右）

関 連
書 籍

『できるポケット
一瞬で差がつくPC活用術
ショートカットキー全事典』

208ページ
1,000円+税

3刷！

仕掛け事例

約4年前の刊行以来、ずっと棚差しで堅調に動い

ていた「できるポケット ショートカットキー全事典」

を、書店様ご協力のもと露出を増やしたら動きが

大きく変わりました。このところ仕事の効率化につ

ながるExcel本などがよく売れていますが、この本

もそんなお客様のニーズにマッチするのだと思い

ます。

都市部でも郊外でも仕掛け効果あります！

はじめは旭屋書店なんばCITY店様で、「スキル

アップフェア」に面陳していただきました。PC書

担当者様の素敵な手書きPOPでお客様の注目

も集め、仕掛け開始から1か月で7冊動きました（そ

れまでは3か月に1冊ペース）。その後も都市部や

郊外の多くの書店様において、PC書棚やビジネ

ス書棚などで仕掛けていただき、1か月で17冊売

れたお店も現れています。

ExcelやWordなどの定番ソフトでよく使う便利な

ショートカットキー280個をキーボードのイラスト付

きでやさしく解説している本書は、パソコンが苦手

な方にもわかりやすいとたいへん好評です。多面

展開もでき売り伸ばせる書籍なので、店頭での仕

掛けおススメです！ 西日本支社  堺 智子

展開例

一連の操作を
記録する機能

マクロの記録に使う
プログラミング言語

西日本エリアの書店
様で仕掛けていただ
き、売り上げが大幅
にアップしました！

まんが：イノウエカオル（編集部）

❷

❸

❶

❹

❶ 旭屋書店なんばCITY店
❷ ブックスタジオ新大阪店
❸ 枚方 蔦屋書店
❹ くまざわ書店ポーズなんば
　パークス店

マクロ

VBA

「マクロ」は「VBA」で記録する！

＊CPUのマニュアルは下記URLで入手できます。
ht tp: //www.computerbook.jp/static/ images/cputanacodep_ 
20180613.pdf

谷折
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ルだと「何とかこれを置いてください」みたい
な売り込みが多いのですが、コンピュータ書
の場合はそうじゃなくてバディ、つまり相棒
みたいな感じです。仲間意識をもって何でも
話し合い、売り場をいっしょに作りあげてい
くスタンスを持つといいと思います。
堀口さん　たとえば自分でちょっと調べてみて、
「これはおもしろそうだ」と感じたときに、思
いきってそれを大きく表に出して展開してみ
たりしますよね。そこでお客さまから「へぇー、
こんな本があったんだ」って反応をいただい
て、自分が仕掛けた本が売れたときは、「やっ
てよかったな」って大きなやりがいを感じま
す。自分にそういう経験があるので、若い人た
ちも、自分なりに研究して「これを置いてみよ
うかな」と積極的にチャレンジしてもらいたい
ですね。それで売れたらすごくうれしいと思
うはずだし、「じゃぁ次はこういうことをやっ
てみよう！」って先につながるので。そんな経
験をたくさんしてほしいと思います。
— どうもありがとうございました。

を買われて行くようです。その後も試験終了
から1、2か月くらいは売れ続けるんですよ。
はじめは僕たちも「売れるのは試験が終わるま
で」と考えていましたが、「試験終了からが本当
の売り時だ」ということに気づかされました。
堀口さん　神奈川県藤沢市にある当店のお客さ
まは、都心で働いて藤沢で暮らしている方が
多いと考えています。実際に、系列店のレシー
トを集めて参加する読書キャンペーンをやる
と、丸の内や川崎にある系列店のレシートを
持ったお客さまが多くいらっしゃいます。書
籍の売れ筋も、丸の内や川崎といった首都圏
にあるお店とよく似た傾向にあると感じます。
これはベッドタウンにあるお店の特徴と言え
るでしょうね。
— これからコンピュータ書を担当する書店

員さんへのアドバイスをお聞かせください。

相場さん　まずはCPU（コンピュータ出版販売
研究機構）のマニュアルをとことん読むのがい
いと思います。書店の基本的な事柄などすべ
てがそこに書かれています。まぁ実際はなか
なかマニュアルどおりにはできないんですけ 

どね（笑）。CPUのマニュアルはWebサイトか
らダウンロード＊もできるので、版元さんももっ
と全国の書店に周知したらいいと思いますよ。
瀬古さん　私は「お客さまから尋ねられた話」や
「ある本が1冊売れた、売れないといった小さ
な動き」からヒントを得ながら棚を作っていき
たいなと思っています。ほんの数冊の売り上
げの変化に気づいて売り場を広げてみたら、
目に見えて多く売れるようになったという話
はよくありますが、こういうことは売上デー
タからはなかなか見えてきません。お客さま
との会話や売れ行きの変化から感じ取れる
「今、お客さまが何を求めているのか」に敏感
でいることはとても大切だと思います。
古川さん　僕からは「版元の営業さんは敵ではな
い」って伝えたいです（笑）。これは本当にそう
思います。版元の営業さんって、ほかのジャン

前号（創刊準備号）に引きつづき、現役の書店
員さんたちに、コンピュータ書売り場の現状
について語っていただきました。

— コンピュータ書の売り場の棚づくりは、店

ごとに特色が出るものでしょうか？ 

相場さん　当店がある秋葉原は、インプレスさ
んから出ているヤクルトスワローズの本が
ばーんと売れたりする土地柄です（笑）。あと
は今年上半期のランキングで2位くらいにパ
ソコン自作マンガ『わがままDIY』の3巻が入る
のも秋葉原ならではでしょうね。
瀬古さん　うちは難しい本のほうが売れます。
同じPythonでも、簡単な入門書よりもちょっ
と専門的な本が好まれますね。一方で中高年
のビギナーの方々も多くいらっしゃいます。
「はじめてスマートフォンを買ったんだけど、
もっと文字が大きい解説書はないの？」といっ
たお問い合わせも多いです。このように客層
が二極化されているのもうちの特徴ですね。
年配の方の場合、「この本がいいと思いますよ」
とすすめると、内容を見ずに買って行かれる
方も少なくありません。なので入門書には「こ
れが売れています！」といったオススメPOP

を付けたほうが絶対に売れます。逆に専門書
は詳しいお客さまが多いので、あまりPOPな
どを付けずにきちんと本を見てもらうように
気を付けています。
相場さん　POPで言えば、当店では発売から1

か月間は入荷日を書いています。どの本が新
刊なのかすぐにわかって本を探しやすいと好
評です。
古川さん　　高田馬場でメインの客層は早大生で、
学生さん相手でいちばん特色が出るのが資格
試験本だと思います。意外に思われるかもれ
ませんが、当店で資格試験本がいちばん売れ
るタイミングって「試験日」なんですよ。おそ
らく、あまり勉強せずに試験を受けて、「これ
では無理だ……」と悔しい思いをした帰りに本

現役書店員が語る
「コンピュータ書売り場の“今”」（後編）

時短ブームで花開く！
「できるポケット ショートカットキー全事典」

書籍『「あるある」で学ぶ 忙しい
人のためのExcel仕事術（でき
るビジネス）』の内容を担当編集
者がマンガ化したものです。

ご注文も待ってます！

「できるもん通信」創刊記念

特別

座談会 

できるシリーズには『できるExcelマクロ＆VBA』という

本もあるけれど、確かに「マクロ」と「VBA」って、混同

しがちな言葉だよね。「マクロ」とは、ざっくり言うと「一

連の操作を記録するExcelの機能」のことなんだ。

Excelをお仕事に使っていると、毎日繰り返し行う処

理や、決まった形の作業がよくある。そうした作業を

行うのはけっこう時間や手間がかかるんだけれど、「マ

クロ」を使えば一連の作業をExcelが自動で実行して

くれるようになるんだよ。活用すればお仕事が楽ちん

になる、スゴく便利な機能なんだ。

一方、「VBA」とは「Visual Basic for Applications」

の略で、ExcelなどのOffice製品に使われるプログラ

ミング言語のことなんだ。マクロの記録には、VBAが

使われているんだよ。VBAは、イチから書いてもいい

し、Excelの［マクロの記録］という機能を使って、操

作を元に自動記述させてもオーケーなんだ。VBAを自

分で書くには勉強が必要だけれど、より柔軟な記述が

できるようになるのが利点だよ。

Excelの「マクロ」と「VBA」って、どういう関係なの？今 月 の ギ モ ン

話題のITトレンドを楽しく学ぶコーナー

「マクロ」を使えば、楽ちんになるんだもん？
ボクも夏休みの宿題に、マクロを使いたいんだもん！

できるもんの 素朴なギモン教えて！

できるパパ

ジュンク堂書店 藤沢店
堀口秀雄さん

（コンピュータ書担当歴9年）

芳林堂書店 高田馬場店
古川航貴さん

（コンピュータ書担当歴3年）

紀伊國屋書店 新宿本店
瀬古あゆ美さん

（コンピュータ書担当歴13年）

書泉ブックタワー
相場正継さん

（コンピュータ書担当歴20年）

できるパパ
できるもんのお父さん。最先端のIT企業でバリバ
リ働き、パソコンなどのデジタル機器にも詳しい。
できるもんの成長をやさしく見守っている。

「マクロは機能」「 V B A はプログラミング言語」と
捉えるとわかりやすいよ！

定番  重版4刷出来！
『できるExcelマクロ＆VBA』（左）

新刊  7/20発売 初速好調！
『できる 仕事がはかどる
Excelマクロ 全部入り。』（右）

関 連
書 籍

『できるポケット
一瞬で差がつくPC活用術
ショートカットキー全事典』

208ページ
1,000円+税

3刷！

仕掛け事例

約4年前の刊行以来、ずっと棚差しで堅調に動い

ていた「できるポケット ショートカットキー全事典」

を、書店様ご協力のもと露出を増やしたら動きが

大きく変わりました。このところ仕事の効率化につ

ながるExcel本などがよく売れていますが、この本

もそんなお客様のニーズにマッチするのだと思い

ます。

都市部でも郊外でも仕掛け効果あります！

はじめは旭屋書店なんばCITY店様で、「スキル

アップフェア」に面陳していただきました。PC書

担当者様の素敵な手書きPOPでお客様の注目

も集め、仕掛け開始から1か月で7冊動きました（そ

れまでは3か月に1冊ペース）。その後も都市部や

郊外の多くの書店様において、PC書棚やビジネ

ス書棚などで仕掛けていただき、1か月で17冊売

れたお店も現れています。

ExcelやWordなどの定番ソフトでよく使う便利な

ショートカットキー280個をキーボードのイラスト付

きでやさしく解説している本書は、パソコンが苦手

な方にもわかりやすいとたいへん好評です。多面

展開もでき売り伸ばせる書籍なので、店頭での仕

掛けおススメです！ 西日本支社  堺 智子

展開例

一連の操作を
記録する機能

マクロの記録に使う
プログラミング言語

西日本エリアの書店
様で仕掛けていただ
き、売り上げが大幅
にアップしました！

まんが：イノウエカオル（編集部）

❷

❸

❶

❹

❶ 旭屋書店なんばCITY店
❷ ブックスタジオ新大阪店
❸ 枚方 蔦屋書店
❹ くまざわ書店ポーズなんば
　パークス店

マクロ

VBA

「マクロ」は「VBA」で記録する！

＊CPUのマニュアルは下記URLで入手できます。
ht tp: //www.computerbook.jp/static/ images/cputanacodep_ 
20180613.pdf

谷折
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夏こそ「子どもプログラミング」
「できるScratch」が定番です!!	

通信
できるもん通信
できるもん

2020年から小学校で必修化される「プログラミング教育」。 
夏休みにトライする人が多く、8月から9月にかけてよく売れる
ジャンルとなっています。一番人気はなんと言っても「Scratch

（スクラッチ）」。始めるときの手軽さ、勉強のしやすさが特
長で、書籍も多く刊行されています。
できるシリーズからも昨 年「できるキッズ 子どもと学 ぶ 
Scratchプログラミング入門」を発刊。1年間で5刷を重ね
て、関連書籍の中で売上No.1となりました！
今回はこの「できるScratch」の人気の秘密と、売り方の
コツについてお答えします。

第 号12018年8月

パソコン入門書の元祖「できるシリーズ」がお届けする書店様向け情報誌

「夏の暑さに負けず、がんばるもん 」号
今月は

できるもん
「できるシリーズ」のマスコットキャラクター。小学校
中学年くらいの男の子で、パソコンやスマートフォン
に興味津 。々TwitterやFacebookでも発信中です。

神保町駅付近にある「俺の創作らぁめん 極や」は、
何と替え玉し放題のお店です！　替え玉というと、博
多豚骨ラーメンのイメージが強いですが、こちらのお
店、意外にも魚介豚骨のWスープのラーメン屋さん
です。オーソドックスに「醤油ラーメン」をオーダーし
たところ、なんとも美味しそうなラーメンが姿を現しま
した！　こってりと粘度高めのスープが麺によく絡みま
す。ネギとベビーリーフのおかげで口の中をリフレッ
シュでき、飽きが来ずに食べ進められ、かなり完成さ
れた一杯です。麺がスープをよく拾うので、4玉目に
てあえなくスープ切れとなりましたが、ライスやゆで卵
などのサービスもあり、じゅうぶん満腹になれました！

替え玉し放題、可能性は無限大！

醤油ラーメン（大盛り）� 720円
このルックスで替え玉し放題なのは驚嘆すべきこと
です！

https://book.impress.co.jp/bookstore-info/
POPやパネルデータ、注文書などをダウンロードいただけます。
ぜひご活用ください！

詳しい記事は
「できるネット」で公開中！

神保町ペロリ旅
大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

ダイジ
ェスト

次号は2018年9月
発行予定です！

徳田

村田

飯沼

本郷

岩本

平野

加茂下

 俺の創作らぁめん 極や
住所：東京都千代田区神田神保町1-4-6　クロサワビル　1F

発行  株式会社インプレス 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地　https://book.impress.co.jp/　TEL 03-6837-4635（出版営業部）

［価格］
1,880円＋税

［発売日］
2017年7月13日

これで夏休みも
バッチリだもん！

5刷
出来!!

POPもご活用
ください!!
ダウンロードはこちら→

Qなぜ売れてるの？

「プログラミング教育」は子どもも大人も初体験。そ
こでこの本では、本文に振り仮名をふって子どもも
読めるようにし、大人には子どもに教えるときのポ
イントを紹介しました。「子どもがどんどん先に進ん
で、楽しそうにプログラミングをしている」というお
声もいただいています。

編集部・荻上

 A  大人も子どもも読め
るように作りました！

Qどこで売れてるの？

親子で楽しんで学ぶ内容なので、ファミリー層が
多いお店を中心に売れています。ここ1年で世の
中の関心が高まって、都心の駅ナカ店や郊外店で
も売れるようになりました。Scratchは子ども向け
のワークショップなどでもよく使われているので、ま
すます需要は高まると思います。

営業部・亀井

 A  都市部でも郊外で
も売れてます！

Qどこに置けばいいの？

コンピュータ書の一角に「子どもプログラミング」
コーナーが作られているケースが多いのですが、
児童書や学参コーナーに置いて売り上げが伸び
た事例も出てきています。子どものお客様がいらっ
しゃいそうな棚で、ぜひご展開ください！

営業部・亀井

 A  児童書や学参コー
ナーもオススメです！

いっ
しょに置いて売上

アッ
プ！

人気連載の出張版

インプレスブックス
書店様専用Webサイトの
ご案内

昔から収集癖があります。最近は芋焼酎で一
升瓶常備8本、一人居酒屋ですわ。最近のオ
ススメは侍士の門です。過去にはG-SHOCK、
トミカ、Le v i ' s 5 0 1、C h a m p i o nTシャツ、
CONVERSE他スニーカー、GORO、Hot-Dog 
PRESS、リュック、山崎パンなどなど。次回チャ
ンスがあれば末路を語りたいと思います（笑）。
 西日本支社 支社長 岩本琢磨
 （西日本統括、大阪府、奈良、九州南部担当）

「図書館司書」の資格を取得しました。といって
も中学2年になる息子のことです。地元の千葉
県柏市では、教育委員会と市立図書館の共催
で「子ども司書養成講座」を実施しており、講義
と実地研修とプレゼンで取得します。POP作
りやおすすめ本紹介など、親子で同じようなこ
とに取り組む今日この頃です。
 出版営業部 課長 飯沼昭教
 （雑誌、取次担当）

昨年8月入社の転職組になります。畑違いな
版元からの転職ですが、皆様の温かい励まし
を支えに日々奮闘しております。趣味のプラン
ター菜園、今年は天候に恵まれ大変豊作です！

「ON」と「OFF」を切り替えて、遊ぶ時間も積
極的に没頭するのが、仕事で疲れた身体には
いい刺激ですよ！
 出版営業部 主任 平野太郎
 （都内、東北、甲信越担当）

ラーメンのお取り寄せにハマッております。全
国有名店のラーメンが自宅で手軽に食べら
れるので（クオリティもかなり高い！）、よく「宅
麺.com」を使っております。人気店は品切れも
ありますが、入荷するとすぐにメールが来るの
で超便利です。ちなみに「宅麺.com」さんから
は一切お金はいただいておりません（笑） 。
 出版営業部 課長 嘉藤大輔

（法人営業担当）

「ペロリ旅」ファンの一人が勝手に番外編。店
名は「ひよこ」。何のお店だと思います？ じつは
ステーキ専門店。ご飯もスープもなくメニュー
は肉のみ。カウンター席に座るや目の前で調
理開始。気付いたら300gペロリ、滞在時間は
20分。さすが食文化日本一の街、金沢の名店
でした。
 出版営業部 課長 加茂下良憲
 （本部営業担当）

毎年、沖縄に年2回ほど行って、ラーメン好きの
上司Kから逃避しています（笑）。その際ANAラ
ウンジで、ブイヨンスープと味噌汁を1：1の比
率で割った「徳田特製 味噌ブイヨンスープ（通
称：ANA汁）」を毎回飲んでいます。優しい味で
何杯でも飲めちゃうのでオススメです（しかも無
料!!）。
 出版営業部 主任 徳田 悟

（法人営業担当）

営業部員のひとりごと

愛甲

大賀

嘉藤

夏休みに合わせた「子ども向け

プログラミング」書籍展開をよろ

しくお願いします。

TOPICS

亀井

後藤

藪田

宮下

生まれも育ちもコテコテの大阪人の私です
が、早いもので東京に来てもうすぐ3年になろ
うとしています。こちらに来て思ったことは意
外と関西弁を聞く機会が多いということです。
電車で「なんでやねん」みたいなのを聞くと思
わず歩み寄り会話に加わりそうになってしまい
ます（笑）。
 出版営業部 係長 本郷雄大
 （都内、千葉、静岡、北陸担当）

堺

山折

山折


