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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。
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最近、昔のドラマや映画のリメイク版がよく放
映されています。「白い巨塔」「砂の器」「犬神
家の一族」。どれもよくできていますが、やっぱ
りどこか違う。きれいすぎて、かっこよすぎて、
深みがなくて。やっぱり僕は岡田准一・東山紀
之・黒木瞳より、断然、田宮二郎・丹波哲郎・
高峰三枝子を推します。
 出版営業部 課長 飯沼昭教
 （雑誌、取次担当）

4月は出会いの季節。わが息子、所長・隊長も
それぞれ進級し、所長はついに高校生活がス
タート！ 9年間続けたテニスをやるのかと思い
きや、電撃的に「競技かるた部」に入部し、家
族に一瞬衝撃が走ったのでした。すぐに思い
直して、妻とコソコソ試合を見に行こうという
ことになりましたが（笑）。
 出版営業部 係長 平野太郎
 （都内、東北担当）

はじめまして、オンライン書店様担当の阿部で
す。趣味はキャンプです。この時期は昔なじ
みの友人たちとよくBBQをやります。そのとき
の楽しみが地元の中央卸売市場でお肉を大
人買い！ 最近は一般の方に開放している市場
も多く、問屋さんとのやりとりの非日常感はそ
れだけで楽しいのでオススメです。
 オンライン・法人営業部 阿部俊大

最近人混みで人にぶつかることが何回か続
きました。スマホ見ながらの人は避けるように
してますが、人が多いと仕方ないです。この
あいだも「痛っ」と思わず口に出るくらい勢い
よく肩に当てられたのですが、2、3日して右肩

（四十肩）が上がるようになりました。これで
バッティングセンターに行けそうです。
 西日本支社 課長 宮下雅文

（大阪、四国、九州北部担当）

5月24日に集英社さんから『アンジュルムック』
というアイドル：アンジュルムのファンのため
のムックが発売されました！ 担当店で買いた
いと予約せずに当日を迎えたところ、なんと6
軒とも×。結局帰り道で見つけて何とか購入で
きました。そして3日後には重版決定の情報！ 
出版社としてうらやましい限り。
 出版営業部  藪田裕美
 （東京都下、神奈川、山梨、長野担当）

愛猫の、息子（1歳半）に対する慈愛がすごいで
す。私がしっぽを触るとすぐ怒るのに、息子が
触ってもじっと耐えるだけ。奇声をあげながらベ
シベシ叩かれても、反撃せずそっと離れるだけ。
子どもにやさしいのも猫の魅力のひとつですね。
突然目の前で放尿された時はダッシュで逃げて
ましたが。
 出版マーケティング部 係長  諏訪 淳

堺

愛甲

加茂下

宮下

丸山

嘉藤

村田

後藤

岩織

はじめまして。大好きなペロリ旅と同誌面に載
せていただき光栄です。料理、ギター、写真が
趣味のシニア営業マンです。作るのは酒の肴
専門で、牛筋煮込みとホッピーでかなり肥えて
しまいました(-_-;) 季節商材や各種フェアの
販促、イベント等で書店さんにもおうかがいし
ますのでよろしくお願い致します。
 オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

中村

近年の焼きそばブームの火付け役が、神保町の人
気店「みかさ」です！ 今回は「ソース【イカ・エビ入り】」
の「大盛」「肉増し」「卵増し」にて注文。提供された
焼きそばは、卵が絶妙に崩されて、食欲をそそるルッ
クス。麺は一般的な細麺ではなく、太めの平打ち麺
です。食感は柔らかめで弾力があり、非常にモチモ
チ。味付けはソースだけでなく、何やらスパイシーな
刺激も潜んでいて、普通の焼きそばよりもずっと複雑
な味付けです。独自の工夫が随所に散りばめられて
おり、ひとときも油断なりません。ブームの火付け役
だけあって、さまざまな発明が盛り込まれたひと皿だ
と感じました。

人気連載の出張版

神保町やきそばソース【イカ・エビ入り】
大盛	900円／肉増し	100円／卵増し	50円
立ち上る湯気とともにソースの香りが漂い、激し
く食欲を刺激します

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 みかさ
住所：東京都千代田区神田神保町2-24-3

独自の工夫
が随所に見

られる

焼きそば界
の発明王！

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

本郷

梅田

野原

2020年からのプログラミング教育必修化を控
え、今年の夏休みは関連書籍が売れる最大の
チャンス。売り上げアップにつながる棚づくり
のコツを、どーんとまとめてご紹介します！

誰に
アピールする？
PC書棚にあまり訪れない、小
学生のお母さんや教員の方に
アピールしたいところ。エン
ド台や平台を使って露出を増
やすのもおすすめです。

●大垣書店 神戸ハーバーランドumie店様の展開例

●エンド台の場合
（ジュンク堂書店 福岡店様）

●フェア台の場合
（須原屋 武蔵浦和店様）

「子どもプログラミング」棚
作り方のコツ

「子どもプログラミング」棚
作り方のコツ

その他の展開例

どこに作る？
PC書棚にコーナーを作る場合
は、JavaScriptやWordPressな
どの近くがおすすめ。可能で
あれば学習参考書や教育書の
棚でも展開しましょう。

何を並べる？
売上実績が高い「S

ス ク ラ ッ チ

cratch」関連
書籍を並べましょう。図鑑や
絵本のようなタイプも○。大
人向けの読みものも一緒に売
れます。

反応はどう？
こちらのお店では通路に近い
場所で展開。休日はご家族連
れのお客様が多く、手に取っ
て眺めていらっしゃる方も多
いそうです。

今年の夏が最大のチャンス！

スクラッチ最新刊
7月13日発売決定！

『できるキッズ 子どもと学ぶ
Scratch3 プログラミング入門』
ISBN：978-4-295-00643-5
価格：1,880円＋税

Scratch関連書籍売上No.1
のベストセラーが ボリューム
アップして登場！ プログラミン
グ教育対応、無料動画付きの
究極の1冊です。

この本もおすすめ！

『美タイピング完全マスター練習帳
Windows 10/8.1/8/7/Vista対応』
ISBN：978-4-295-00081-5
価格：880円＋税

ドラマのセリフやアニメのキャ
ラクター名を打ちながら、楽しく
タイピングが身に付きます！ 紙
面と連動したタイピングソフト
付き。

山折

山折



2017年3月に文部科学省が発表した「小学校学習指

導要領」に「プログラミング教育」について書かれてい

るんだ。内容は「小学生がプログラミングを体験しな

がら、コンピューターを使うために必要な考え方を身に

付けられるようにしよう」というもの。今の世の中はイン

ターネットやAIが身近なものになったので、小学生のう

ちにそれに慣れておこう、という考えに基づいているよ。

2020年の導入に向けて総務省、経済産業省も加わっ

て専門家によるいろいろな話し合いが行われているけ

れど、具体的に何を使ってどんな授業をやるかは、実

は決まっていないんだ。これは、学校ごとにパソコンが

使える環境がバラバラなせい。パソコンのOSが古かっ

たり、Wi-Fiがつながらなかったりするので、教え方を

統一しにくいんだね。

ただ、教材としてはインターネットにつながれば無料で

使える「S
ス ク ラ ッ チ

cratch」が主流になっているよ。もともとプロ

グラミング教育のために作られているし、学校やプログ

ラミング教室でもよく使われているんだ。

来年から小学校ではじまるプログラミング教育、どんなことをやるの？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。

何を使ってどんな授業をやるか、
まだ検討しているところだよ

Scratchはお家でもできるから、
パパと一緒にやってみるもーん！

できるキッズ 子どもと学ぶ
Scratch3 プログラミング入門
ISBN：978-4-295-00643-5
価格：1,880円＋税
7月13日発売予定

関 連
書 籍

【今回の先輩】 加藤一博さん

丸善岡山シンフォニービル店で
PC書担当歴10年のベテラン

   先輩の棚づくり
この記事では棚づくりにまつわるお悩みに答えるべく、日々積極的に棚づくり
に取り組んでいる先輩書店員さんに、できるもんがインタビューしていきます。

できるもん（以下、で）　PC書棚は専門用語が多くて難しいイ
メージが……。加藤さんはPC得意なんだもん？
加藤さん（以下、加）　いえいえ！ 実は大学が文系だったんで
す。だから最初PC書棚を担当したときは、専門用語に苦労しま
したね。わからない用語が出てくると、棚分類表で確認してか
らGoogleでも検索して、理解を深めるようにしていました。
で　調べてもわからないときはどうするもん？
加　僕は来てくれる版元の営業さんに積極的に質問していま
すね。説明を受けることで理解しやすいし、最新の業界動向
も教えてもらえます。PC書棚はお客様が求めている適切なタ
イミングで書籍を置くことが大事なので、最新の情報は常に
チェックしておかないといけません。特に地方は元々配本が少
ないので、存在すらわかっていなかった売れ筋の書籍もあるの
で、そのあたりは営業さんの情報でカバーしています。あと、関
西、関東の大型店へ実際に足を運んでPC書棚を見て参考にし
たりもします。今何が売れてるのかわかってすごく勉強になり
ますよ！
で　何をどう置くのか、いまいちわからないもん……。
加　お客様が何を求めているかを知ることが大事ですね。まず
は客層を知ることでしょうか。たとえばオライリーさんの定番
書を棚で展開してみるといろいろなことに気づけます。お客様
が初心者か中上級者か、どのようなレベルの書籍を求めている
のかの指標になるんですよ。オライリーは昔からのファンも多
いので、自店のPC書棚の場所を知ってもらうきっかけにもな
りますしね。専門書棚はリピーターを増やすことが一番です。

で　加藤さんは棚づくりのこだわりってあるんだもん？
加　お客様が求めているレベルごとに探しやすく選びやすい
棚づくりを意識しています。棚の構成としては左から右、上か
ら下へ入門、応用、発展というステップアップしていくような
流れに沿っています。できるシリーズはもちろんですが、各版

元の定番書は必ず置くようにしていますね。棚の真ん中あたり
に入門書、その下にポケットや演習、下段に上級者向けの分厚
い本を置いています。

で　確かに加藤さんの棚は探しやすいんだもん！ 長年、棚を担
当していてPC書の動きが悪いときもあったと思うんだけど、そ
んなときはどうしたんだもん？
加　人気が出そうな書籍の場所を変えて、お客様の目にとまる率
を増やすようにしていました。何年か前の話ですが、開発に役立
ちそうなPythonの本を人工知能の棚に入れてみたら、動いたこ
とがありましたね。
で　なるほど！ 常に工夫していくことが大事なんだもん！ 最
後に、PC書棚を担当している書店員の方々に向けてメッセージ
が欲しいんだもん。
加　専門書なので苦手意識が強い人も多いと思いますが、PC書
の棚づくりは楽しいです！ 専門書のなかでも流行りすたりがす
ぐ反映されるので、他の棚に比べて営業さんと二人三脚で協力し
ながら売り上げを伸ばしていくおもしろさがあると思います。あ
と自社だけではなく、他社の売れ筋も教えてくる営業さんは信頼
できるのでどんどん仲良くなってください。僕は来てくれる営業
さんと仲良くなることで、棚を見てもらい試行錯誤しながら棚づ
くりをしてお客様のリピーターを増やしていきました。お客様が
ステップアップできるような棚を目指すと、おのずと売り上げに
もつながっていくと思います。
で　加藤さんありがとうだもん！

教えて！
PC書の棚づくりは
楽しいですよ！

一．�棚は生き物！�営業から最新情報を入手して
� 棚づくりに生かすべし
二．�自店の客層を知るところから始めるべし
三．棚で読者を育てることを意識すべし

棚づくりの極意

【写真2】 左上から右下へかけて難易度をアップ

【写真1】 オライリーの定番書を客層の見きわめに

【聞き手】 できるもん

このコーナーでは、ヒット中の書籍やイチ押しの
新刊をピックアップして、その企画が誕生した背
景や制作時に注力したポイントなどを、担当編集
者が猛アピールします。今回は、6月に発売にな
る新刊の担当者が自身の企画への熱き思いを語
ります！

本書では、WordPressの使い方はもちろん、運用面でのノウハウも体
系的に学べます。最新の「ブロックエディター」という機能には特に紙
幅を割いて、詳細に解説しています。個人が手軽に情報発信できる時
代、WordPressを活用しないのはもったいありません！ ぜひ多くの方
に本書を手に取って、情報発信の楽しさを享受していただきたいです。

「企画のこだわり」プレゼン大会

グっと来たら、
ぜひご注文＆展開を!!

6/14
発売!!

『できるWordPress WordPress Ver. 5.x対応 本格ホームページが簡単に作れる本』ISBN：978-4-295-00627-5価格：1,480円＋税
担当：進藤 寛

プレゼン
2

せっかく買ったiPad、楽しく使いこなしたいものですよね。「超入門」の

シリーズは、知識がまったくゼロの人でも迷わず操作できるように、大

きな画面と文字で丁寧に解説するのが特長です。今回はさらに、すべ

てのレッスンを動画でも見られるようにしました！ 読んで納得して動画

でおさらいすれば、理解がもっと深まるでしょう。

6/7
発売!!

『できるゼロからはじめるiPad

超入門［改訂新版］iPad/Air/

mini/Pro対応』
ISBN：978-4-295-00631-2

価格：1,280円＋税

担当：瀧坂 亮

プレゼン
1

担当編集が猛アピール!! 明日の棚づくりのヒントが満載！
第2回！

ご好評につき

小4（音楽） リズムと音で音楽を作る

小4（社会） 都道府県の名前と場所を覚える

小5（算数） プログラミングで正多角形を書く

小6（家庭） 自動炊飯器のプログラムを考える

小6（理科） 電気の性質やはたらきを理解する

文部科学省が示すプログラミング教育の例

新刊

谷折

谷折
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加　僕は来てくれる版元の営業さんに積極的に質問していま
すね。説明を受けることで理解しやすいし、最新の業界動向
も教えてもらえます。PC書棚はお客様が求めている適切なタ
イミングで書籍を置くことが大事なので、最新の情報は常に
チェックしておかないといけません。特に地方は元々配本が少
ないので、存在すらわかっていなかった売れ筋の書籍もあるの
で、そのあたりは営業さんの情報でカバーしています。あと、関
西、関東の大型店へ実際に足を運んでPC書棚を見て参考にし
たりもします。今何が売れてるのかわかってすごく勉強になり
ますよ！
で　何をどう置くのか、いまいちわからないもん……。
加　お客様が何を求めているかを知ることが大事ですね。まず
は客層を知ることでしょうか。たとえばオライリーさんの定番
書を棚で展開してみるといろいろなことに気づけます。お客様
が初心者か中上級者か、どのようなレベルの書籍を求めている
のかの指標になるんですよ。オライリーは昔からのファンも多
いので、自店のPC書棚の場所を知ってもらうきっかけにもな
りますしね。専門書棚はリピーターを増やすことが一番です。

で　加藤さんは棚づくりのこだわりってあるんだもん？
加　お客様が求めているレベルごとに探しやすく選びやすい
棚づくりを意識しています。棚の構成としては左から右、上か
ら下へ入門、応用、発展というステップアップしていくような
流れに沿っています。できるシリーズはもちろんですが、各版

元の定番書は必ず置くようにしていますね。棚の真ん中あたり
に入門書、その下にポケットや演習、下段に上級者向けの分厚
い本を置いています。

で　確かに加藤さんの棚は探しやすいんだもん！ 長年、棚を担
当していてPC書の動きが悪いときもあったと思うんだけど、そ
んなときはどうしたんだもん？
加　人気が出そうな書籍の場所を変えて、お客様の目にとまる率
を増やすようにしていました。何年か前の話ですが、開発に役立
ちそうなPythonの本を人工知能の棚に入れてみたら、動いたこ
とがありましたね。
で　なるほど！ 常に工夫していくことが大事なんだもん！ 最
後に、PC書棚を担当している書店員の方々に向けてメッセージ
が欲しいんだもん。
加　専門書なので苦手意識が強い人も多いと思いますが、PC書
の棚づくりは楽しいです！ 専門書のなかでも流行りすたりがす
ぐ反映されるので、他の棚に比べて営業さんと二人三脚で協力し
ながら売り上げを伸ばしていくおもしろさがあると思います。あ
と自社だけではなく、他社の売れ筋も教えてくる営業さんは信頼
できるのでどんどん仲良くなってください。僕は来てくれる営業
さんと仲良くなることで、棚を見てもらい試行錯誤しながら棚づ
くりをしてお客様のリピーターを増やしていきました。お客様が
ステップアップできるような棚を目指すと、おのずと売り上げに
もつながっていくと思います。
で　加藤さんありがとうだもん！

教えて！
PC書の棚づくりは
楽しいですよ！

一．�棚は生き物！�営業から最新情報を入手して
� 棚づくりに生かすべし
二．�自店の客層を知るところから始めるべし
三．棚で読者を育てることを意識すべし

棚づくりの極意

【写真2】 左上から右下へかけて難易度をアップ

【写真1】 オライリーの定番書を客層の見きわめに

【聞き手】 できるもん

このコーナーでは、ヒット中の書籍やイチ押しの
新刊をピックアップして、その企画が誕生した背
景や制作時に注力したポイントなどを、担当編集
者が猛アピールします。今回は、6月に発売にな
る新刊の担当者が自身の企画への熱き思いを語
ります！

本書では、WordPressの使い方はもちろん、運用面でのノウハウも体
系的に学べます。最新の「ブロックエディター」という機能には特に紙
幅を割いて、詳細に解説しています。個人が手軽に情報発信できる時
代、WordPressを活用しないのはもったいありません！ ぜひ多くの方
に本書を手に取って、情報発信の楽しさを享受していただきたいです。

「企画のこだわり」プレゼン大会

グっと来たら、
ぜひご注文＆展開を!!

6/14
発売!!

『できるWordPress WordPress Ver. 5.x対応 本格ホームページが簡単に作れる本』ISBN：978-4-295-00627-5価格：1,480円＋税
担当：進藤 寛

プレゼン
2

せっかく買ったiPad、楽しく使いこなしたいものですよね。「超入門」の

シリーズは、知識がまったくゼロの人でも迷わず操作できるように、大

きな画面と文字で丁寧に解説するのが特長です。今回はさらに、すべ

てのレッスンを動画でも見られるようにしました！ 読んで納得して動画

でおさらいすれば、理解がもっと深まるでしょう。

6/7
発売!!

『できるゼロからはじめるiPad

超入門［改訂新版］iPad/Air/

mini/Pro対応』
ISBN：978-4-295-00631-2

価格：1,280円＋税

担当：瀧坂 亮

プレゼン
1

担当編集が猛アピール!! 明日の棚づくりのヒントが満載！
第2回！

ご好評につき

小4（音楽） リズムと音で音楽を作る

小4（社会） 都道府県の名前と場所を覚える

小5（算数） プログラミングで正多角形を書く

小6（家庭） 自動炊飯器のプログラムを考える

小6（理科） 電気の性質やはたらきを理解する

文部科学省が示すプログラミング教育の例

新刊

谷折

谷折
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2019年6月　第11号
「  雨の日は読書とパソコンがはかどるもん！ 」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。

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 7月
発行予定です！

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）

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

大賀

平田

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

諏訪

岩本

平野

水島

飯沼

阿部

藪田

最近、昔のドラマや映画のリメイク版がよく放
映されています。「白い巨塔」「砂の器」「犬神
家の一族」。どれもよくできていますが、やっぱ
りどこか違う。きれいすぎて、かっこよすぎて、
深みがなくて。やっぱり僕は岡田准一・東山紀
之・黒木瞳より、断然、田宮二郎・丹波哲郎・
高峰三枝子を推します。
 出版営業部 課長 飯沼昭教
 （雑誌、取次担当）

4月は出会いの季節。わが息子、所長・隊長も
それぞれ進級し、所長はついに高校生活がス
タート！ 9年間続けたテニスをやるのかと思い
きや、電撃的に「競技かるた部」に入部し、家
族に一瞬衝撃が走ったのでした。すぐに思い
直して、妻とコソコソ試合を見に行こうという
ことになりましたが（笑）。
 出版営業部 係長 平野太郎
 （都内、東北担当）

はじめまして、オンライン書店様担当の阿部で
す。趣味はキャンプです。この時期は昔なじ
みの友人たちとよくBBQをやります。そのとき
の楽しみが地元の中央卸売市場でお肉を大
人買い！ 最近は一般の方に開放している市場
も多く、問屋さんとのやりとりの非日常感はそ
れだけで楽しいのでオススメです。
 オンライン・法人営業部 阿部俊大

最近人混みで人にぶつかることが何回か続
きました。スマホ見ながらの人は避けるように
してますが、人が多いと仕方ないです。この
あいだも「痛っ」と思わず口に出るくらい勢い
よく肩に当てられたのですが、2、3日して右肩

（四十肩）が上がるようになりました。これで
バッティングセンターに行けそうです。
 西日本支社 課長 宮下雅文

（大阪、四国、九州北部担当）

5月24日に集英社さんから『アンジュルムック』
というアイドル：アンジュルムのファンのため
のムックが発売されました！ 担当店で買いた
いと予約せずに当日を迎えたところ、なんと6
軒とも×。結局帰り道で見つけて何とか購入で
きました。そして3日後には重版決定の情報！ 
出版社としてうらやましい限り。
 出版営業部  藪田裕美
 （東京都下、神奈川、山梨、長野担当）

愛猫の、息子（1歳半）に対する慈愛がすごいで
す。私がしっぽを触るとすぐ怒るのに、息子が
触ってもじっと耐えるだけ。奇声をあげながらベ
シベシ叩かれても、反撃せずそっと離れるだけ。
子どもにやさしいのも猫の魅力のひとつですね。
突然目の前で放尿された時はダッシュで逃げて
ましたが。
 出版マーケティング部 係長  諏訪 淳

堺

愛甲

加茂下

宮下

丸山

嘉藤

村田

後藤

岩織

はじめまして。大好きなペロリ旅と同誌面に載
せていただき光栄です。料理、ギター、写真が
趣味のシニア営業マンです。作るのは酒の肴
専門で、牛筋煮込みとホッピーでかなり肥えて
しまいました(-_-;) 季節商材や各種フェアの
販促、イベント等で書店さんにもおうかがいし
ますのでよろしくお願い致します。
 オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

中村

近年の焼きそばブームの火付け役が、神保町の人
気店「みかさ」です！ 今回は「ソース【イカ・エビ入り】」
の「大盛」「肉増し」「卵増し」にて注文。提供された
焼きそばは、卵が絶妙に崩されて、食欲をそそるルッ
クス。麺は一般的な細麺ではなく、太めの平打ち麺
です。食感は柔らかめで弾力があり、非常にモチモ
チ。味付けはソースだけでなく、何やらスパイシーな
刺激も潜んでいて、普通の焼きそばよりもずっと複雑
な味付けです。独自の工夫が随所に散りばめられて
おり、ひとときも油断なりません。ブームの火付け役
だけあって、さまざまな発明が盛り込まれたひと皿だ
と感じました。

人気連載の出張版

神保町やきそばソース【イカ・エビ入り】
大盛	900円／肉増し	100円／卵増し	50円
立ち上る湯気とともにソースの香りが漂い、激し
く食欲を刺激します

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 みかさ
住所：東京都千代田区神田神保町2-24-3

独自の工夫
が随所に見

られる

焼きそば界
の発明王！

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

本郷

梅田

野原

2020年からのプログラミング教育必修化を控
え、今年の夏休みは関連書籍が売れる最大の
チャンス。売り上げアップにつながる棚づくり
のコツを、どーんとまとめてご紹介します！

誰に
アピールする？
PC書棚にあまり訪れない、小
学生のお母さんや教員の方に
アピールしたいところ。エン
ド台や平台を使って露出を増
やすのもおすすめです。

●大垣書店 神戸ハーバーランドumie店様の展開例

●エンド台の場合
（ジュンク堂書店 福岡店様）

●フェア台の場合
（須原屋 武蔵浦和店様）

「子どもプログラミング」棚
作り方のコツ

「子どもプログラミング」棚
作り方のコツ

その他の展開例

どこに作る？
PC書棚にコーナーを作る場合
は、JavaScriptやWordPressな
どの近くがおすすめ。可能で
あれば学習参考書や教育書の
棚でも展開しましょう。

何を並べる？
売上実績が高い「S

ス ク ラ ッ チ

cratch」関連
書籍を並べましょう。図鑑や
絵本のようなタイプも○。大
人向けの読みものも一緒に売
れます。

反応はどう？
こちらのお店では通路に近い
場所で展開。休日はご家族連
れのお客様が多く、手に取っ
て眺めていらっしゃる方も多
いそうです。

今年の夏が最大のチャンス！

スクラッチ最新刊
7月13日発売決定！

『できるキッズ 子どもと学ぶ
Scratch3 プログラミング入門』
ISBN：978-4-295-00643-5
価格：1,880円＋税

Scratch関連書籍売上No.1
のベストセラーが ボリューム
アップして登場！ プログラミン
グ教育対応、無料動画付きの
究極の1冊です。

この本もおすすめ！

『美タイピング完全マスター練習帳
Windows 10/8.1/8/7/Vista対応』
ISBN：978-4-295-00081-5
価格：880円＋税

ドラマのセリフやアニメのキャ
ラクター名を打ちながら、楽しく
タイピングが身に付きます！ 紙
面と連動したタイピングソフト
付き。

山折

山折


