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に興味津 。々TwitterやFacebookでも発信中です。
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次号は2020年 2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

藪田

丸山

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

大賀

平野

梅田

野原

平田

中村

宮下

実家にいる犬が、ペスカタリアン（肉NG魚
OK）な食生活を送っています。動物性の肉ア
レルギーと判ったことが始まりで、主な栄養源
は魚と野菜、おやつも納豆か煮干しが基本で
す。「本当に犬？」という感じですが、体調はす
こぶる良いようです。自分に合った食の大切さ
を、まさか犬から教わるなんて。
 出版営業部 平田葵
 （都内、千葉担当）

先 月LAで 開 催され たeス ポーツ 世 界 大 会
「CAPCOM CUP2019」で、Pockyの 江 崎
グリコが本格参入しました。格闘ゲーム「スト
リートファイターV」の対戦中、体力ゲージが
Pockyになるというまさかの仕様。企業の商
品が開発レベルにまで介入する極めて珍しい
ケースでしたが、驚きだけでなく新たな可能性
を感じた瞬間でした。

出版マーケティング部 主任／プランナー
 梅田拓実

昨年末、ベートーヴェンの第九を歌いました♪ 
大勢のお客様に聴いていただくという事で猛
練習！合唱って意外に体力を使うんです。そし
て、先生曰く、音程は喉ではなく脳で「考える」
んだとか。音程が悪いという事は……？（苦笑） 
大声出してストレス発散にもなる合唱、続けて
みようかな！と思ってます。
 出版マーケティング部 課長 中村昌代

ラーメンYouTuberの方々はたくさんいらっ
しゃいますが、大学の後輩という事もあり、品
川イッコーさんを（勝手に）応援しています。鮨
や焼肉などの有名店も動画でけっこう紹介し
てくれており参考になりますし、この方、何と
いってもラーメンの食べ方がめちゃめちゃ綺
麗なんですよね。 私と違ってかなりイケメン
なのもお薦めです（笑）。
 オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

うちはマンションの1階なんですが、この時期
とにかく窓の結露が厄介。窓3か所でペットボ
トル半分くらいの水滴が溜まります。対策とし
て窓枠にスポンジ貼って冷気が入らないよう
にしました。結果は、ガラスがひび割れました！
部屋を密閉しすぎで換気扇を回した時に割れ
たようです。驚きです。
 西日本支社 課長 宮下雅文
 （大阪、兵庫、四国、九州北部担当）

あけましておめでとうございます。今年は「見
直す1年」にしたいと考えています。仕事もプラ
イベートも長年の同じやり方が楽ですが、それ
でうまくいかなくなってきたことが増えてきたの
で、新年のこのタイミングで見直してみようと思
います。まずはそれが三日坊主にならないよう
に気を付けます（笑）。
 西日本支社 主任 大賀慎一郎
 （大阪、中部、滋賀、京都担当）
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現在、専門学校へのテキスト展示会で各地を
飛び回ってます！ テキスト展示会＝弊社書籍
を来春からのテキストとして採用して頂くため
の見本市？みたいな事です。展示会では色々
な先生とお話させて頂くのですが、なかなか
全てを理解するのは難しい訳でして、学生に
戻った感覚に日 さ々せられております。
 オンライン・法人営業部 野原大輔

本郷

神田「江戸ッ子寿司」と言えば、新鮮で良質なネタを
良心的な価格で味わえることで有名です。今回はそ
の系列の1店舗である「江戸之家」に訪問。「宝石
ばらちらし」をご飯大盛りでオーダーしました。待つこ
と6、7分で到着したのは、その名に違わず、多彩な
ネタが宝石のようにキラキラと輝いて、見目麗しいば
らちらしです！ 酢飯はお酢のきき具合がほどよくて美
味で、お醤油をかけなくても美味しくいただけます。マ
グロにサーモン、鯛、エビ、イカなど多彩な魚介類が
使われていて、見た目にも楽しく、味や食感もバラエ
ティーに富んだ一杯でした。

人気連載の出張版

宝石ばらちらし 大盛り 1,080円（取材当時）

彩り豊かな一杯。一刻も早く食べたい気持ちと、
じっくり鑑賞したい気持ちがせめぎ合います！

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 江戸之家
東京都千代田区内神田3-13-3

神田の老舗
人気店が手

がける

味のジュエ
リーボック

ス

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

愛甲

後藤

加茂下

ダウンロードはこちら
https://book.impress.co.jp/
bookstore-info/#pop

「できるWindows 10」を
目立つところに！
Windows 10を 初 め て 使 う
お客様が増えています。売上
No.1のこの本を、売場の看板
に使いましょう！

お引っ越し本もおススメ！
古いパソコンからデータを移
したい、でも方法が分からな
い……。そんなお客様にはこ
の本を！

Officeシリーズは
「2019」に！
パソコンを買い替えるお客様
が多く、Officeも最新の2019
が 人 気。Excel、Wordな ど 最
新のものをそろえましょう！

Outlook本にも注目！
配 布 が 終 了 す る「Windows 
Liveメール」からOutlookに移
行する人も多数。面倒な引継
ぎはこの本にお任せです！

Windows 7の製品サポートが1月14
日に終了します。この記事では、サ
ポートが終わるとどうなるのか、パ
ソコン書のコーナーはどう変えれば
いいのかについてご紹介します。

マイクロソフトによる技術的なサポートや、セキュリティの更新が行われなくなります。つまり、ウイルスやマルウェアなどの
危険性が見つかっても改善されません。たとえるなら「警察官がパトロールしない」「110番しても警察が来ない」状態になります。

Windows 7、
もう使ってませんよね？

写真：ジュンク堂書店 難波店様

1月14日
サポート

終了

サポートが終わるとどうなるの？

売場が引き立つPOPをご用意しました。右下のURLまたはQRコー
ドからダウンロードしてお使いください。POPご用意します！

売場はこうしよう！

山折

山折



Kaggle（カグル）はGoogleの子会社だけど、それは

2017年に買収されたからで、名前が似ているのはた

またまだね（笑）。Kaggleのコンペ成績上位者には賞

金やメダルが授与され、メダルがたまるとKaggle内で

のランクが上がる。ソーシャルゲームのように世界中の

ユーザー（K
カ グ ラ ー

agglerという）とデータ分析のスキルを競

い合えるから人気なんだ。GoogleやFacebookといっ

た名だたる企業がスポンサーとしてコンペの課題を出

していて、ふだん目にすることができないデータに触れ

られるのも魅力の1つ。Kagglerの分析結果は公開さ

れているし、流行の分析手法について活発に情報交

換が行われているので、自分一人では思いつかないよ

うな手法を知ることもできる。最先端のデータサイエン

ティストの技を見ながら腕を磨けるわけだね。最近で

はKaggleのランクはキャリアパスとして注目されてい

る。AI・機械学習分野に欠かせないデータサイエンス

人材は世界的に不足しているから、Kaggleでデータ分

析のスキルを身に付けたい人は増えていくと思うよ。

「K
カ グ ル

aggle」って何？ Googleと関係あるの？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。

K a g g l e は世界中のデータサイエンティストたちが、
データ分析力を競うコンペ形式の場なんだ

『いちばんやさしいPython機械
学習の教本 人気講師が教える
業務で役立つ実践ノウハウ』

ISBN：978-4-295-00641-1
本体価格：2,600円＋税

関 連 書 籍

Kaggleのコンペのしくみ

Kaggler王におれはなるもん!!!!

Go og le の社名は「 googo l」という単語が由来になっています。「 googo l」は数学の用語で、1 0 の 1 0 0 乗を意味します。PC雑学 i P h on e の［マップ］アプリのアイコンは、カリフォルニアにあるApple Park 付近の地図を元にデザインされています。PC雑学

メダルがたまると
ランクアップ

【今回の先輩】 後藤和哉さん

有隣堂厚木店にてPC書担当歴
5年。電子工学の大学院卒の
ため専門知識が豊富。

   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）　棚づくりで、後藤さんが特に力を入れてい
ることは何だもん？

後藤さん（以下、後）　フェアです。僕が担当しているPC書、理工書、
ビジネス書の棚には、フェアに使えるスペースが4か所あるのです
が、1つのフェアを1か月スパンで切り替えているので、毎週のよう
に新しいフェアを始めています。

で　毎週のようにフェアを！？　それって、とっても大変そうなん
だもん。

後　フェアの選書にあたって、本の中身をしっかり読むようにして
いるので、そのインプットにいちばん時間がかかりますね。

で　とっても勉強熱心なんだもん！ やっぱり、中身を読むのは必
要なことなんだもん？

後　そうですね。フェアの対象書籍は「売れている本」「売らなくて
はいけない本」「売りたい本」の3つの枠からバランスよく選んでい
るのですが、それらの本を並べて、因数分解するようにしてテーマ
を決めています。
因数分解というのは、共通にかけられている数でくくって、式を整
理することです。フェアのテーマもそれと同じで、何冊かの本の共
通点を見つけて、その共通点で本をまとめ直すようにして決めてい
るんです。共通点に気が付くためには、本を読み込んでおく必要が
あるんですよ。

で　棚づくりだけでなく、計算の勉強にもなるんだもん！ ほかに
もこだわっていることはあるんだもん？ 後藤さんのパネルのデザ
インは、どれも気が利いている感じがして、目を惹くんだもん。

本シリーズは、まったくの初心者に向けた入門書です。『できるfit』シリーズと比べて、
より大きな画面と大きな文字ですべての手順を省くことなく紹介しているので、迷うことなく操作できるのが特徴です。
巻頭には「早わかりインデックス」が付いているので、読みたい情報にすぐアクセスできます。

後　ありがとうございます。子どもの頃から絵を描くのが好きだっ
たんですよ。パネルのデザインも、楽しんで取り組んでいます。

で　なるほど。後藤さん自身が楽しんで制作しているから、パネル
にもそれが表れているのかもしれないもん！ 最後に、フェアにか
ける思いを聞かせてほしいんだもん。

後　書店でしかできないことをしたい、という思いが出発点になっ
ています。お客様の気持ちに立ちたくて、旅行に行ったときなども
書店に足を運ぶのですが、各店で品ぞろえが似ていると物足りな
さを感じてしまって……。お客様が書店に足を運ぶ動機付けになる
ような取り組みを考えた結果、独自の切り口で書籍を並べる、とい
うことを思い付いたんです。

で　確かに、いつ来ても新しいフェアがやっている書店さんが
あったら、通いたくなっちゃうんだもん。

後　おかげさまで、少しずつ数字にも結び付いている手応えを感
じているところです。

で　これからも楽しいフェアを沢山やって欲しいんだもん！ 後藤
さん、お話を聞かせてくれてありがとうございましたもん。

教えて！
フェアに力を入れ
ています！

一．�定期的にフェアを開催しお客様を呼び込むべし
二．�選書は「因数分解」するように行うべし
三．�自身が楽しむことで、売り場も楽しげになる

棚づくりの極意

【写真2】 パネルに描かれた力作イラストが目を惹く

【写真1】 コピーのセンスが光るWordPressのフェア展開

【聞き手】 できるもん

明日の棚づくりのヒントが満載！
第4回

大好評

スポンサー Kaggle

Kaggler Grandmaster
Master
Expert

Contributor
Novice

データと課題を出す

データを分析して
予測結果を提出 採点し、コンペ終

了後、成績上位者
に賞金とメダルを
授与

▼宮脇書店 印西牧の原店様の展開

昨年9月に新しいiPhone 11シリーズが発表され、関連書籍の『できるfit ドコモ／au／ソフトバンクのiPhone 11/Pro/Pro Max 基本＋
活用ワザ』が売れています！　本書の特徴と展開の様子などをご紹介します。

『できるゼロからはじめるiPhone 
11/Pro/Pro Max超入門』
ISBN：978-4-295-00830-9
定価：1,280円＋税
2020年1月17日発売予定

できるfit ドコモのiPhone 11/Pro/Pro Max 基本＋活用ワザ
ISBN：978-4-295-00768-5
できるfit auのiPhone 11/Pro/Pro Max 基本＋活用ワザ
ISBN：978-4-295-00769-2
できるfit ソフトバンクのiPhone 11/Pro/Pro Max 基本＋活用ワザ
ISBN：978-4-295-00770-8 各定価：1,200円＋税

iPhone 11 / Pro / Pro Max 入門書初速好調！

今年の『できるfit』は、昨年版と比べて

発売30日間で200%売り上げアップと

絶好調です（大手チェーン調べ）。各キャ

リアの利用料金や契約内容を確認する

方法、メールアドレスの設定方法なども

紹介しているので、売り場では3点展開

していただくのがおすすめです。

●初速200％超！

本書はiPhoneを初めて使う人にも、便

利な使いこなしを知りたい人にも「ちょう

どいい」難易度にこだわっています。基

本的な使い方に加え、パワーアップした

カメラの撮影方法や上手に撮れるテク

ニックも豊富な作例とともに紹介してい

ます。

●「ちょうどいい」バランスの一冊！

『できるゼロからはじめるiPhone 11/Pro/Pro Max超入門』が
おすすめです！

     まったくの初心者向けの本はあるの？

新刊

谷折

谷折
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るんです。共通点に気が付くためには、本を読み込んでおく必要が
あるんですよ。

で　棚づくりだけでなく、計算の勉強にもなるんだもん！ ほかに
もこだわっていることはあるんだもん？ 後藤さんのパネルのデザ
インは、どれも気が利いている感じがして、目を惹くんだもん。

本シリーズは、まったくの初心者に向けた入門書です。『できるfit』シリーズと比べて、
より大きな画面と大きな文字ですべての手順を省くことなく紹介しているので、迷うことなく操作できるのが特徴です。
巻頭には「早わかりインデックス」が付いているので、読みたい情報にすぐアクセスできます。

後　ありがとうございます。子どもの頃から絵を描くのが好きだっ
たんですよ。パネルのデザインも、楽しんで取り組んでいます。

で　なるほど。後藤さん自身が楽しんで制作しているから、パネル
にもそれが表れているのかもしれないもん！ 最後に、フェアにか
ける思いを聞かせてほしいんだもん。

後　書店でしかできないことをしたい、という思いが出発点になっ
ています。お客様の気持ちに立ちたくて、旅行に行ったときなども
書店に足を運ぶのですが、各店で品ぞろえが似ていると物足りな
さを感じてしまって……。お客様が書店に足を運ぶ動機付けになる
ような取り組みを考えた結果、独自の切り口で書籍を並べる、とい
うことを思い付いたんです。

で　確かに、いつ来ても新しいフェアがやっている書店さんが
あったら、通いたくなっちゃうんだもん。

後　おかげさまで、少しずつ数字にも結び付いている手応えを感
じているところです。

で　これからも楽しいフェアを沢山やって欲しいんだもん！ 後藤
さん、お話を聞かせてくれてありがとうございましたもん。

教えて！
フェアに力を入れ
ています！

一．�定期的にフェアを開催しお客様を呼び込むべし
二．�選書は「因数分解」するように行うべし
三．�自身が楽しむことで、売り場も楽しげになる

棚づくりの極意

【写真2】 パネルに描かれた力作イラストが目を惹く

【写真1】 コピーのセンスが光るWordPressのフェア展開

【聞き手】 できるもん

明日の棚づくりのヒントが満載！
第4回

大好評

スポンサー Kaggle

Kaggler Grandmaster
Master
Expert

Contributor
Novice

データと課題を出す

データを分析して
予測結果を提出 採点し、コンペ終

了後、成績上位者
に賞金とメダルを
授与

▼宮脇書店 印西牧の原店様の展開

昨年9月に新しいiPhone 11シリーズが発表され、関連書籍の『できるfit ドコモ／au／ソフトバンクのiPhone 11/Pro/Pro Max 基本＋
活用ワザ』が売れています！　本書の特徴と展開の様子などをご紹介します。

『できるゼロからはじめるiPhone 
11/Pro/Pro Max超入門』
ISBN：978-4-295-00830-9
定価：1,280円＋税
2020年1月17日発売予定

できるfit ドコモのiPhone 11/Pro/Pro Max 基本＋活用ワザ
ISBN：978-4-295-00768-5
できるfit auのiPhone 11/Pro/Pro Max 基本＋活用ワザ
ISBN：978-4-295-00769-2
できるfit ソフトバンクのiPhone 11/Pro/Pro Max 基本＋活用ワザ
ISBN：978-4-295-00770-8 各定価：1,200円＋税

iPhone 11 / Pro / Pro Max 入門書初速好調！

今年の『できるfit』は、昨年版と比べて

発売30日間で200%売り上げアップと

絶好調です（大手チェーン調べ）。各キャ

リアの利用料金や契約内容を確認する

方法、メールアドレスの設定方法なども

紹介しているので、売り場では3点展開

していただくのがおすすめです。

●初速200％超！

本書はiPhoneを初めて使う人にも、便

利な使いこなしを知りたい人にも「ちょう

どいい」難易度にこだわっています。基

本的な使い方に加え、パワーアップした

カメラの撮影方法や上手に撮れるテク

ニックも豊富な作例とともに紹介してい

ます。

●「ちょうどいい」バランスの一冊！

『できるゼロからはじめるiPhone 11/Pro/Pro Max超入門』が
おすすめです！

     まったくの初心者向けの本はあるの？

新刊

谷折

谷折



P1　ついにWindows 7サポート終了！
P2    『できるfit iPhone 11」絶好調！
 できるもんの素朴なギモン
P3    教えて！ 先輩の棚づくり
P4 営業部員のひとりごと
         「神保町ペロリ旅」ダイジェスト
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2020年1月　第18号
「 2020年が幸多き1年となりますようにだもん 」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2020年 2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

藪田

丸山

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

大賀

平野

梅田

野原

平田

中村

宮下

実家にいる犬が、ペスカタリアン（肉NG魚
OK）な食生活を送っています。動物性の肉ア
レルギーと判ったことが始まりで、主な栄養源
は魚と野菜、おやつも納豆か煮干しが基本で
す。「本当に犬？」という感じですが、体調はす
こぶる良いようです。自分に合った食の大切さ
を、まさか犬から教わるなんて。
 出版営業部 平田葵
 （都内、千葉担当）

先 月LAで 開 催され たeス ポーツ 世 界 大 会
「CAPCOM CUP2019」で、Pockyの 江 崎
グリコが本格参入しました。格闘ゲーム「スト
リートファイターV」の対戦中、体力ゲージが
Pockyになるというまさかの仕様。企業の商
品が開発レベルにまで介入する極めて珍しい
ケースでしたが、驚きだけでなく新たな可能性
を感じた瞬間でした。

出版マーケティング部 主任／プランナー
 梅田拓実

昨年末、ベートーヴェンの第九を歌いました♪ 
大勢のお客様に聴いていただくという事で猛
練習！合唱って意外に体力を使うんです。そし
て、先生曰く、音程は喉ではなく脳で「考える」
んだとか。音程が悪いという事は……？（苦笑） 
大声出してストレス発散にもなる合唱、続けて
みようかな！と思ってます。
 出版マーケティング部 課長 中村昌代

ラーメンYouTuberの方々はたくさんいらっ
しゃいますが、大学の後輩という事もあり、品
川イッコーさんを（勝手に）応援しています。鮨
や焼肉などの有名店も動画でけっこう紹介し
てくれており参考になりますし、この方、何と
いってもラーメンの食べ方がめちゃめちゃ綺
麗なんですよね。 私と違ってかなりイケメン
なのもお薦めです（笑）。
 オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

うちはマンションの1階なんですが、この時期
とにかく窓の結露が厄介。窓3か所でペットボ
トル半分くらいの水滴が溜まります。対策とし
て窓枠にスポンジ貼って冷気が入らないよう
にしました。結果は、ガラスがひび割れました！
部屋を密閉しすぎで換気扇を回した時に割れ
たようです。驚きです。
 西日本支社 課長 宮下雅文
 （大阪、兵庫、四国、九州北部担当）

あけましておめでとうございます。今年は「見
直す1年」にしたいと考えています。仕事もプラ
イベートも長年の同じやり方が楽ですが、それ
でうまくいかなくなってきたことが増えてきたの
で、新年のこのタイミングで見直してみようと思
います。まずはそれが三日坊主にならないよう
に気を付けます（笑）。
 西日本支社 主任 大賀慎一郎
 （大阪、中部、滋賀、京都担当）

堺

岩織

岩本

嘉藤

阿部

徳田

村田

水島

飯沼

現在、専門学校へのテキスト展示会で各地を
飛び回ってます！ テキスト展示会＝弊社書籍
を来春からのテキストとして採用して頂くため
の見本市？みたいな事です。展示会では色々
な先生とお話させて頂くのですが、なかなか
全てを理解するのは難しい訳でして、学生に
戻った感覚に日 さ々せられております。
 オンライン・法人営業部 野原大輔

本郷

神田「江戸ッ子寿司」と言えば、新鮮で良質なネタを
良心的な価格で味わえることで有名です。今回はそ
の系列の1店舗である「江戸之家」に訪問。「宝石
ばらちらし」をご飯大盛りでオーダーしました。待つこ
と6、7分で到着したのは、その名に違わず、多彩な
ネタが宝石のようにキラキラと輝いて、見目麗しいば
らちらしです！ 酢飯はお酢のきき具合がほどよくて美
味で、お醤油をかけなくても美味しくいただけます。マ
グロにサーモン、鯛、エビ、イカなど多彩な魚介類が
使われていて、見た目にも楽しく、味や食感もバラエ
ティーに富んだ一杯でした。

人気連載の出張版

宝石ばらちらし 大盛り 1,080円（取材当時）

彩り豊かな一杯。一刻も早く食べたい気持ちと、
じっくり鑑賞したい気持ちがせめぎ合います！

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 江戸之家
東京都千代田区内神田3-13-3

神田の老舗
人気店が手

がける

味のジュエ
リーボック

ス

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

愛甲

後藤

加茂下

ダウンロードはこちら
https://book.impress.co.jp/
bookstore-info/#pop

「できるWindows 10」を
目立つところに！
Windows 10を 初 め て 使 う
お客様が増えています。売上
No.1のこの本を、売場の看板
に使いましょう！

お引っ越し本もおススメ！
古いパソコンからデータを移
したい、でも方法が分からな
い……。そんなお客様にはこ
の本を！

Officeシリーズは
「2019」に！
パソコンを買い替えるお客様
が多く、Officeも最新の2019
が 人 気。Excel、Wordな ど 最
新のものをそろえましょう！

Outlook本にも注目！
配 布 が 終 了 す る「Windows 
Liveメール」からOutlookに移
行する人も多数。面倒な引継
ぎはこの本にお任せです！

Windows 7の製品サポートが1月14
日に終了します。この記事では、サ
ポートが終わるとどうなるのか、パ
ソコン書のコーナーはどう変えれば
いいのかについてご紹介します。

マイクロソフトによる技術的なサポートや、セキュリティの更新が行われなくなります。つまり、ウイルスやマルウェアなどの
危険性が見つかっても改善されません。たとえるなら「警察官がパトロールしない」「110番しても警察が来ない」状態になります。

Windows 7、
もう使ってませんよね？

写真：ジュンク堂書店 難波店様

1月14日
サポート

終了

サポートが終わるとどうなるの？

売場が引き立つPOPをご用意しました。右下のURLまたはQRコー
ドからダウンロードしてお使いください。POPご用意します！

売場はこうしよう！

山折

山折


