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バーが下記URLでダウンロード

できるようになりました！
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モータースポーツ観戦と撮影が趣味です。昨
今は中継やスポーツニュースでの放送もなく
世間の関心は低迷気味ですがサーキット場は
熱く盛り上がっています。先日はスーパーGT
最終戦を観戦しましたが年末にかけては自動
車メーカーのファンイベントが続きます。生で
味わうエンジンサウンドは痺れますよ〜。
 出版営業部 部長 村田哲史
 （東日本統括）

最近、仕事のストレスを食欲(主にラーメン・油
そば)で解消しています。はじめは500g程で
満足していた私も、今では1kgが腹8分目、完
全に満腹中枢がイカれてきました。まだまだ食
べられるな！と思う反面、これ以上は戻れなくな
るという恐怖に苛まれながら、毎日のランチタ
イムを過ごしています。
 出版営業部 主任 徳田悟
 （法人営業担当）

できるもん通信が今号で5号になります。徐々
に認知され各書店さま・関係者さまに読んで
いただけて制作メンバーとして嬉しい限りで
す！ よく話題になるのが「できるもんの素朴な
ギモン」コーナー、書店さまから役立っていると
の声をいただいてます！ 売り場でなにか疑問
があれば、お気軽にご意見お寄せください！
 出版営業部 主任 亀井直樹

（北海道、神奈川担当）

上司に紹介してもらった某鍼灸院で肩凝りの
治療を受けました。体の奥まで容赦なく鍼を突
き刺され、凝りに当たるたびメキメキという音
が……。終わった後は軽い疲労感でしたが次
第に体はスッキリ。凝りに当たると音ってするん
ですね。今年一番の衝撃的なできごとでした。
 西日本支社 堺智子

（大阪、和歌山、山陰山陽担当）

年末に発売した小型ゲーム機「プレイステー
ション クラシック」ですが、まさかのCMも復刻
するというこだわり。机を叩きながら「1、2、3」
と唱和し、最後はシャッター前に集結するとい
う、ちょっとシュールな内容。あぁ懐かしい、と
いう感慨深い瞬間でした。まだご覧でない方
はぜひWebでご視聴を。
 出版営業部  梅田拓実
 （神奈川、雑誌、取次担当）

職場の仲間と一緒に女子プロレス観戦へ。心
技体がひとつとなり相手にぶつかっていくアス
リート魂と迫力に感動！ プロレスに全く興味が無
かった私にきっかけを与えてくれたのは、しごと
のわレーベルより刊行の『「かっこいい」の鍛え
方』。1冊の本が視野や世界を拡げてくれる……
やっぱり本って素晴らしいですね！
 出版マーケティング部 課長  中村昌代

平野

愛甲

堺

「できるもん通信」のバックナン

バーは、下記URLでダウンロー

ドできます。ぜひご覧ください！
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鹿島アントラーズのファンです！好きな言葉は
ジーコイズムです。しかし夫はガンバ大阪ファ
ン。2極化により常に緊張状態でしたが、互い
に勢力拡大をもくろみ、息子8歳を味方サポー
ターにすべく、数年かけてあちこちサッカー観
戦に連れて行きました。結果、息子はFC東京
のファンになりました……。
 出版営業部 後藤まどか
 （営業管理担当）

宮下

クリスマスが近づいてきた今回は、昨年「伝説のす
た丼屋」で提供された限定メニュー「爆弾すた丼がっ
ツリー盛り」をご紹介します。こちらの丼は、さながら
豚肉で作られたクリスマスツリー。キムチとネギでクリ
スマスカラーとなっており、頂にはにんじんで作られ
た星が飾られ、裾野にはとろろが雪のように降り積
もっています。トッピングが多様ですが、ベースライン
のにんにく醤油の味付けが強いためか、散らかった
印象はありません。むしろどのトッピングもよくマッチし
ていて、見た目先行ではなく、味もしっかり考え抜か
れて作られたメニューなのだということがよく分かりま
す。みるみる箸が進んで、気が付いたら完食していま
した。

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

人気連載の出張版

爆弾すた丼がっツリー盛り	 1,190円
こんなクリスマスツリーが欲しかった！ そう思わせ
る一杯です

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 伝説のすた丼屋　お茶の水店
住所：東京都千代田区神田駿河台2-4-4 お茶の水西脇ビル

今宵は豚肉
のツリーが

大食漢たち
の聖夜を彩

る

「断捨離」棚に
メルカリがおススメです！

できるポケット メルカリのコツ 月3万円おトク！ 
スキマ時間で稼げる

［価格］1,200円＋税　［発売日］2018年9月14日
ISBN:978-4-295-00478-3

紀伊國屋書店　本町店様
ビジネス街なので夕方以降にお客様が
多くいらっしゃいます。メルカリの本を
買っていかれるのは20代〜30代の女
性が多いですね。お掃除本が本格的
に動く12月以降に期待です！

宮脇書店　和歌山店様
当店はカフェを併設しているためか、普
段から主婦の方が多いです。メルカリ
本はPC書棚で展開していましたが、実
用書棚に置くのは初めてです。動きが
どのように変わるのか楽しみですね。

「できるポケット　メルカリのコツ」には、
「フリマの達人」川崎さちえさん直伝のワ
ザが満載だもん。いろいろなお客様に見て
もらって、ぜひ買ってもらいたいもーん！

いよいよ今年も最後の月になりました。「平成最後の大掃除」ということで、
「断捨離」コーナーを展開される書店様も多いかと思います。そんなお店
様におススメなのが「できるポケット　メルカリのコツ」の同時展開。ここ
では、現在展開中のお店にお話を聞いてみました！

大掃除シーズン！ 女性向けに

「ちょい足し」しましょう！

（営業部 堺）

アミーゴ書店　和歌山店様
ショッピングセンターの中にあるため、
休日は家族連れのお客様でにぎわいま
す。主婦の方向けに雑誌コーナで展開
していますが、雑誌に比べると目立ちに
くいのでPOPを活用してます！
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書籍『Excel時短はじめまし
た！（で き る for Woman）』
に掲載しているマンガを再
編集したものです。

ご注文も待ってます！
ISBN:978-4-295-00455-4

NTTドコモ、au、ソフトバンクの大手通信事業者と比

べて、「格安スマホ」や「格安SIM」の事業者は料金が

安い。理由を知らないと心配にもなるよね。ちなみに、

「SIM」（シム）とは、通信事業者と契約してスマホに

セットする「SIMカード」のことだよ。

大手は街のあちこちにストアがあってサポートを受け

られたり、テレビをつければいつでも宣伝していたり

する。一方で格安スマホの契約やサポートは基本的に

Webだし、テレビCMなどの宣伝も少ない。また、大手

は自分で基地局や回線に設備投資をするけど、格安ス

マホは大手から回線を借りて、大きな設備投資は行わ

ないんだ。事業にかかるお金をできるだけ少なくして、

安く利用者に提供しているんだね。格安スマホのサポー

トは大手ほど手厚くないけど、自分で本を読んで勉強

したり、調べたりできる人なら大丈夫。借りている回線

だから大手と比べたら遅い場合もあるけど、メールや

SNS、動画の視聴など通常の利用で不満を感じるほど

遅いってことは、まずないよ。

格安スマホって、どうして安いの？今 月 の ギ モ ン

話題のITトレンドを楽しく学ぶコーナー

できるもんの 素朴なギモン教えて！

できるパパ

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。

「サポートや宣伝にお金を使わない」
「大きな設備投資をしない」ことで、安さを実現しているんだ

お金のかけ方が違うから、安く提供できる。

サポート
宣 伝

大手キャリア 格安スマホ

◉紀伊国屋書店 梅田本店様 （芸術書コーナー エンド台）

デジタルフォトフレームを設置した後、売上が前月比で1.8
倍に伸びました！ 担当者様に書いていただいた手書きPOP
も効いています♪（担当営業・大賀）

◉丸善 丸の内本店様（理工書コーナー）

「いちばんやさしい教本」シリーズなど、お店と親和性の高い
商品の編集を担当している田淵が手がけた本を中心に選書
したところ、大好評でした。（担当営業・本郷）

今年のクリスマスプレゼントは、
格安スマホで決まりだもん！

できる格安スマホ・格安SIM
乗り換え完全ガイド 
ISBN：978-4-295-00193-5
価格：本体980円＋税

関 連
書 籍

Android超入門
今が売り時です！

重版
 出来！

回線レンタル

サポート
サポート

宣 伝
宣 伝

設備投資
設備投資

売り場拝見!! 仕掛け展開フォトギャラリー
書籍の売り上げアップに、店頭での「仕掛け」は非常に効果的です。このコーナーでは、

書店様ご協力のもとで実施した「仕掛け事例」の写真をご紹介します。

動画モニター設置で大アピール！ 当社編集者の選書をコーナー化!!

亀井（以下、亀）　改めまして、こんにち
は。今日はご協力ありがとうございます。
本間さん（以下、本）　こんにちは。何でも
お話ししますよ！
亀　ありがとうございます。まずはお店
のことから聞かせてください。藤沢店様
は藤沢駅のすぐそばで営業されています
けど、どのようなお客さんが多くいらっ
しゃいますか？
本　昼間はご年配の方が多いのですが、
夕方以降は会社帰りにサラリーマンの方
が立ち寄られています。
亀　なるほど、駅前店ならではですね。ス
マートフォンの棚はどのようなお客様が
いらしてますか？
本　ご年配の方が中心です。初めてス
マートフォンを購入された方も多く、

どの本を買っていいか分からなくて戸
惑っているのをよくお見かけします。

「Galaxy」「Xperia」な ど の 機 種 名 は 分
かっても、型番が分からないケースも多
くて……。そんなときはこのAndroidス
マートフォン超入門シリーズをおすす
めしていますよ！
亀　ありがとうございます！　ちなみに
書籍が売れるのはいつごろですか？
本　やはりiPhone、Androidの新機種が
発表される9～10月がトップです。それ
に続いて、冬のボーナス時期になるとス
マートフォンの棚に立ち寄られるお客さ
んが多くなります。最新機種が発売され
ると、1年前のモデルや夏に発売されたモ
デルが安くなりますよね。十分に高性能
なので、そういった機種を購入される方

も多いようです。
亀　そんなお客様にも、Android超入門
シリーズがぴったりです！
本　はい、ご案内しておきます（笑）。ち
なみに売り場も少し工夫していて、通
路 に 近 い 棚 か ら「ス マ ホ」「パ ソ コ ン」

「Windows」といった内容が易しいもの
を並べています。お店の奥に進むにした
がって、だんだん内容が難しくなってい
きます。パソコン書は入門書から専門書
まで含むので、初心者の方が探しやすい
ように注意しています。技術書などを購
入されるお客様は、直接棚に向かわれて
いますね。
亀　なるほど、そういう棚づくりになっ
ているのですね。本日はありがとうござ
いました！

有隣堂書店藤沢店　本間さん
（書店員歴7年）

営業部 亀井

できるゼロからはじめる
Androidスマートフォン超入門
改訂3版
ISBN: 978-4-295-00367-0

できるゼロからはじめる
Androidスマートフォン超入門　
活用ガイドブック
ISBN: 978-4-295-00114-0

年末
年始は

隠れたチ
ャンス☆

こんにちは、営業部の亀井です！
Androidスマホの入門書は、年末にな
ると売れ行きがよくなります。
その理由を有隣堂書店藤沢店の本間さ
んに聞いてきました！

Zoom up
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©️わかる

谷折

谷折



    いつ
もあ
りが
とう

ご
ざ
い
ま
す

答
えてくださった書店員さん

書籍『Excel時短はじめまし
た！（で き る for Woman）』
に掲載しているマンガを再
編集したものです。

ご注文も待ってます！
ISBN:978-4-295-00455-4

NTTドコモ、au、ソフトバンクの大手通信事業者と比

べて、「格安スマホ」や「格安SIM」の事業者は料金が

安い。理由を知らないと心配にもなるよね。ちなみに、

「SIM」（シム）とは、通信事業者と契約してスマホに

セットする「SIMカード」のことだよ。
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られたり、テレビをつければいつでも宣伝していたり

する。一方で格安スマホの契約やサポートは基本的に

Webだし、テレビCMなどの宣伝も少ない。また、大手

は自分で基地局や回線に設備投資をするけど、格安ス

マホは大手から回線を借りて、大きな設備投資は行わ

ないんだ。事業にかかるお金をできるだけ少なくして、

安く利用者に提供しているんだね。格安スマホのサポー

トは大手ほど手厚くないけど、自分で本を読んで勉強

したり、調べたりできる人なら大丈夫。借りている回線

だから大手と比べたら遅い場合もあるけど、メールや

SNS、動画の視聴など通常の利用で不満を感じるほど

遅いってことは、まずないよ。

格安スマホって、どうして安いの？今 月 の ギ モ ン

話題のITトレンドを楽しく学ぶコーナー

できるもんの 素朴なギモン教えて！

できるパパ

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。

「サポートや宣伝にお金を使わない」
「大きな設備投資をしない」ことで、安さを実現しているんだ

お金のかけ方が違うから、安く提供できる。
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デジタルフォトフレームを設置した後、売上が前月比で1.8
倍に伸びました！ 担当者様に書いていただいた手書きPOP
も効いています♪（担当営業・大賀）

◉丸善 丸の内本店様（理工書コーナー）
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商品の編集を担当している田淵が手がけた本を中心に選書
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ると、1年前のモデルや夏に発売されたモ
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なので、そういった機種を購入される方

も多いようです。
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シリーズがぴったりです！
本　はい、ご案内しておきます（笑）。ち
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いますね。
亀　なるほど、そういう棚づくりになっ
ているのですね。本日はありがとうござ
いました！

有隣堂書店藤沢店　本間さん
（書店員歴7年）

営業部 亀井

できるゼロからはじめる
Androidスマートフォン超入門
改訂3版
ISBN: 978-4-295-00367-0

できるゼロからはじめる
Androidスマートフォン超入門　
活用ガイドブック
ISBN: 978-4-295-00114-0

年末
年始は

隠れたチ
ャンス☆

こんにちは、営業部の亀井です！
Androidスマホの入門書は、年末にな
ると売れ行きがよくなります。
その理由を有隣堂書店藤沢店の本間さ
んに聞いてきました！

Zoom up

Zo

om up
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「  みなさん、ハッピークリスマス！だもん 」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。

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

次号は2019年 1月
発行予定です！
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インプレスブックス
書店様専用Webサイトの
ご案内

営業部員のひとりごと

「できるもん通信」のバックナン

バーが下記URLでダウンロード

できるようになりました！

TOPICS

大賀

諏訪

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

中村

岩本

徳田

後藤

村田

亀井

梅田

モータースポーツ観戦と撮影が趣味です。昨
今は中継やスポーツニュースでの放送もなく
世間の関心は低迷気味ですがサーキット場は
熱く盛り上がっています。先日はスーパーGT
最終戦を観戦しましたが年末にかけては自動
車メーカーのファンイベントが続きます。生で
味わうエンジンサウンドは痺れますよ〜。
 出版営業部 部長 村田哲史
 （東日本統括）

最近、仕事のストレスを食欲(主にラーメン・油
そば)で解消しています。はじめは500g程で
満足していた私も、今では1kgが腹8分目、完
全に満腹中枢がイカれてきました。まだまだ食
べられるな！と思う反面、これ以上は戻れなくな
るという恐怖に苛まれながら、毎日のランチタ
イムを過ごしています。
 出版営業部 主任 徳田悟
 （法人営業担当）

できるもん通信が今号で5号になります。徐々
に認知され各書店さま・関係者さまに読んで
いただけて制作メンバーとして嬉しい限りで
す！ よく話題になるのが「できるもんの素朴な
ギモン」コーナー、書店さまから役立っていると
の声をいただいてます！ 売り場でなにか疑問
があれば、お気軽にご意見お寄せください！
 出版営業部 主任 亀井直樹

（北海道、神奈川担当）

上司に紹介してもらった某鍼灸院で肩凝りの
治療を受けました。体の奥まで容赦なく鍼を突
き刺され、凝りに当たるたびメキメキという音
が……。終わった後は軽い疲労感でしたが次
第に体はスッキリ。凝りに当たると音ってするん
ですね。今年一番の衝撃的なできごとでした。
 西日本支社 堺智子

（大阪、和歌山、山陰山陽担当）

年末に発売した小型ゲーム機「プレイステー
ション クラシック」ですが、まさかのCMも復刻
するというこだわり。机を叩きながら「1、2、3」
と唱和し、最後はシャッター前に集結するとい
う、ちょっとシュールな内容。あぁ懐かしい、と
いう感慨深い瞬間でした。まだご覧でない方
はぜひWebでご視聴を。
 出版営業部  梅田拓実
 （神奈川、雑誌、取次担当）

職場の仲間と一緒に女子プロレス観戦へ。心
技体がひとつとなり相手にぶつかっていくアス
リート魂と迫力に感動！ プロレスに全く興味が無
かった私にきっかけを与えてくれたのは、しごと
のわレーベルより刊行の『「かっこいい」の鍛え
方』。1冊の本が視野や世界を拡げてくれる……
やっぱり本って素晴らしいですね！
 出版マーケティング部 課長  中村昌代

平野

愛甲

堺

「できるもん通信」のバックナン

バーは、下記URLでダウンロー

ドできます。ぜひご覧ください！

TOPICS

本郷

嘉藤

薮田

鹿島アントラーズのファンです！好きな言葉は
ジーコイズムです。しかし夫はガンバ大阪ファ
ン。2極化により常に緊張状態でしたが、互い
に勢力拡大をもくろみ、息子8歳を味方サポー
ターにすべく、数年かけてあちこちサッカー観
戦に連れて行きました。結果、息子はFC東京
のファンになりました……。
 出版営業部 後藤まどか
 （営業管理担当）

宮下

クリスマスが近づいてきた今回は、昨年「伝説のす
た丼屋」で提供された限定メニュー「爆弾すた丼がっ
ツリー盛り」をご紹介します。こちらの丼は、さながら
豚肉で作られたクリスマスツリー。キムチとネギでクリ
スマスカラーとなっており、頂にはにんじんで作られ
た星が飾られ、裾野にはとろろが雪のように降り積
もっています。トッピングが多様ですが、ベースライン
のにんにく醤油の味付けが強いためか、散らかった
印象はありません。むしろどのトッピングもよくマッチし
ていて、見た目先行ではなく、味もしっかり考え抜か
れて作られたメニューなのだということがよく分かりま
す。みるみる箸が進んで、気が付いたら完食していま
した。

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

人気連載の出張版

爆弾すた丼がっツリー盛り	 1,190円
こんなクリスマスツリーが欲しかった！ そう思わせ
る一杯です

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 伝説のすた丼屋　お茶の水店
住所：東京都千代田区神田駿河台2-4-4 お茶の水西脇ビル

今宵は豚肉
のツリーが

大食漢たち
の聖夜を彩

る

「断捨離」棚に
メルカリがおススメです！

できるポケット メルカリのコツ 月3万円おトク！ 
スキマ時間で稼げる

［価格］1,200円＋税　［発売日］2018年9月14日
ISBN:978-4-295-00478-3

紀伊國屋書店　本町店様
ビジネス街なので夕方以降にお客様が
多くいらっしゃいます。メルカリの本を
買っていかれるのは20代〜30代の女
性が多いですね。お掃除本が本格的
に動く12月以降に期待です！

宮脇書店　和歌山店様
当店はカフェを併設しているためか、普
段から主婦の方が多いです。メルカリ
本はPC書棚で展開していましたが、実
用書棚に置くのは初めてです。動きが
どのように変わるのか楽しみですね。

「できるポケット　メルカリのコツ」には、
「フリマの達人」川崎さちえさん直伝のワ
ザが満載だもん。いろいろなお客様に見て
もらって、ぜひ買ってもらいたいもーん！

いよいよ今年も最後の月になりました。「平成最後の大掃除」ということで、
「断捨離」コーナーを展開される書店様も多いかと思います。そんなお店
様におススメなのが「できるポケット　メルカリのコツ」の同時展開。ここ
では、現在展開中のお店にお話を聞いてみました！

大掃除シーズン！ 女性向けに

「ちょい足し」しましょう！

（営業部 堺）

アミーゴ書店　和歌山店様
ショッピングセンターの中にあるため、
休日は家族連れのお客様でにぎわいま
す。主婦の方向けに雑誌コーナで展開
していますが、雑誌に比べると目立ちに
くいのでPOPを活用してます！
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