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「できるシリーズは皆さんの新生活を応援していますもん！ 」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！
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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
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3月をもって、出版営業部を離れ、主に企業向
けの調査報告書などを手掛けるインプレス総
合研究所へ異動することになりました。今とは
大きく異なる分野の仕事ですが、精一杯がん
ばりたいと思います。日頃お世話になりました
書店様や取次様、皆様にこの場を借りてお礼
申し上げます。今後とも「できるもん通信」をよ
ろしくお願いいたします。
 出版営業部 愛甲峻

ハロープロジェクトヲタでFC歴3年目の私で
すが、こんなにも推し事ができない日々が続く
のは初めてで、推しにお布施をするにはどう
すれば良いのか考える日々。3月はグループの
解散や卒業ラッシュで、芸能界からも引退す
る方 も々いるため、最後の雄姿を目に焼き付
けれないのが本当に残念です……儚い……。
 出版営業部 藪田裕美
 （都内、都下、神奈川、山梨、長野担当）

長年悩んで悩みぬいて、ついに曲げわっぱの
お弁当箱を入手。秋田大曲の職人さんが作っ
た、かなりいいやつです。果たして、曲げわっ
ぱ大正解。お米は時間がたっても美味しいし、
何より絵になる。ごはん、緑、黄、茶、赤（ほぼ
プチトマト）の何かを詰めるだけで素敵になり
ます。道具の力を実感して、お弁当作りが楽し
くなりました。

出版マーケティング部 部長  岩織康子

今年2月、約10年ぶりに東京本社へ帰ってき
ました。この10年間、大阪にある西日本支社
で勤務し、関西エリアをはじめ、中国地方、北
陸地方などの数多くの書店員さんにお世話に
なりました。本当にありがとうございました。今
後は、新宿、横浜、川崎や、引き続き愛知も担
当します。よろしくお願い致します。

出版営業部 主任  大賀慎一郎
 （都内、神奈川、中部、新潟担当）

相変わらず1階に住んでますが、線路が真横
なので電車が通るたびに轟音。テレビも肝心
なところで聞こえない時もあってストレスで
す。録画したものならちょっと戻せばいいので
すがそれも面倒。最近は字幕放送に頼ってい
ます。意外に使えるのですが、クイズとお笑い
はオチの前に文字が出るのが残念です。
 西日本支社 課長 宮下雅文
 （大阪、兵庫、四国、九州北部担当）

同僚からセリ鍋の話を聞いて以来、興味をもっ
ていたのですが、先日お店でセリを見つけた
ので購入しました。今回は鍋ではなくサラダに
挑戦。バルサミコ酢で味付けしたらもう絶品、
しばらくブームになりそうです。

オンライン・法人営業部 部長  水島晃一
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大賀
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堺

加茂下

坂上忍＆くっきー！両氏による絵本『リクはよわ
くない』が発売されます。命の大切さを伝える
やさしい内容です。登場する犬たちの表情が
なんとも良いです。我が家のM.シュナウザー
は13歳を超えたヨタヨタ歩きのおばあちゃん
犬で、絵本表紙のリクと虹の絵を見ただけで
ぐっときてしまいました。

出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長
  村田哲史

本郷

神保町の東、小伝馬町にある喫茶店「アーモンド」
は、大食いサラリーマンのオアシスのようなお店で
す。店内は昭和レトロな内装で、漫画本や雑誌がず
らっと並んで居心地がよく、供されるパスタはボリュー
ム満点。リピーターとおぼしきお客でいつも賑わって
います。今回は和風きのこパスタを大盛りにてオー
ダー。提供されたパスタは直径およそ30cmの大皿
に高さ15cmほどまで盛り付けられて、インパクト大。
味付けは薄めながらもきのこの旨味がしっかりと利い
ています。卓上の塩胡椒や粉チーズで自分好みに
味変しつつ、スルッと完食できました。

人気連載の出張版

和風きのこパスタ�800円／大盛り�200円（コー
ヒーか紅茶付き）（取材当時）
ボリューミーながら優しい味わいで飽きの来ない
逸品

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 アーモンド
東京都千代田区岩本町2-8-2 保科ビルB1F

小伝馬町に
残されし

大食漢の安
息地

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

嘉藤

平野
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テレワーク・時短勤務お役立ち本特集
新型コロナウイルス感染症の影響で、テレワークや時短勤務が
注目されています。実際にテレワークを始めた人も増えており、
パーソル総合研究所の調査によれば、2020年3月9日〜15日
の期間で、テレワークの実施率は13.2%におよび、そのうち初
めてテレワークを実施した人は47.8%に上ります。ここでは、
多様な働き方の実現を助ける書籍を一挙にご紹介します！

本書はテレワークに必要なチャット
やビデオ会議の導入から社内浸透、使
いこなしのノウハウまでを解説して
います。働き方を見直している企業が
増えているのでビジネス書棚やPC書
棚、テレワーク関連コーナーなど多面
展開がおススメです。

できるポケット時短の王道
ショートカットキー全事典
改訂版
ISBN:978-4-295-00522-3
定価：980円＋税

重版
4刷！

1秒でも早く終わらせたい！
1つ1つの操作を少しずつ早くするだけ
で、パソコン仕事は大きく時短できま
す！「倍速」の表記でどれだけ時短につな
がるキーなのかもひと目で分かります。

これがテレワーク時代の新しい働き方だ！

業務の透明性確保に役立つ
Outlookを活用して、チームメンバーと
タスクを共有すれば、テレワーク中でも
オフィスにいるときと同様に、業務の透
明性が確保できます。

できるOutlook 2019 
Office 2019/Office365
両対応
ISBN:978-4-295-00771-5
定価：1,480円＋税

重版
2刷！

Excel作業の効率アップ！
作業の時短・業務効率化に役立つExcel
操作の50の黄金律を紹介！あらゆる業
種・職種で役立てられる珠玉のノウハウ
が身に付けられます。

Excel 無敵のルール
（できるビジネス）

ISBN:978-4-295-00859-0
定価：1,500円＋税

4/17
発売！

ビジネスチャット時短革命
（できるビジネス）

ISBN:978-4-295-00842-2
定価：1,600円＋税

3/16
発売！

●テレワークの実施率 ●初めて実施した人の割合

実施

初めて

初めて
ではない非実施 テレワークの 

実施率は 
13.2%に及ぶ

半数近い47.8% 
の人が初めて 

テレワークを実施

働き方を見直すチャンス！

新刊『できるテレワーク入門』（仮）も鋭意製作中！（5月発売予定）さらに！

ジュンク堂書店大阪本店様の展開事例
働き方改革関連の書籍をエンド台で展開

山折

山折



編集部か
らこの5冊をおススメ！

ビジネスチャットは「仕事で使うチャットツール」のこと

だよ。チャットとは「おしゃべり」という意味の英単語。

できるもんも、ママのスマホからLINEでパパにメッ

セージを送ってくることがあるよね？ みんなが使ってい

るLINEなどと違い、ビジネスチャットはファイル共有

やタスク管理といった仕事用の機能が強化されてい

るんだよ。主なビジネスチャットツールにはSlackや

Microsoft Teams、チャットワーク、Googleハングア

ウトチャット、LINE WORKSなどがあるよ。

新型コロナの影響でテレワークに取り組む会社が増え

ているけど、テレワークを機にビジネスチャットを導入

する会社が増えているんだ。メールとくらべて短いメッ

セージを気軽に送り合えるし、相手がオンラインかどう

かもすぐにわかるビジネスチャットは、メールのように

「返事が来ない」「相手が在席しているかわからない」

といったストレスもなく仕事を進められるからね。

「ビジネスチャット」って何？ 今どうして話題なの？今 月 の ギ モ ン

話題のITトレンドを楽しく学ぶコーナー

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。

仕事用の L I N E みたいなチャットツールだよ。
「テレワークに便利」として注目されているんだ！

『ビジネスチャット時短革命 
メールは時間泥棒 
メールを48.6%も減らす働き方

（できるビジネス）』

ISBN：978-4-295-00842-2
定価：1,600円＋税

関 連 書 籍

「できるもん通信」編集チームもビジネス
チャット（Googleハングアウトチャット）で
企画や進行管理などのコミュニケーション
を行っています(画面はスマホ版)。

スマホで簡単に使えて
メールより便利そうだもん！

「無線 LAN」と「Wi-Fi」はほぼ同義語として扱われますが、厳密にいうと「Wi-Fi」は無線 LAN 接続のための認証規格の一種です。PC雑学 スマートフォンの充電中は本体の電源を切っておくと、バッテリーにかかる負担が小さくなり、バッテリーを長持ちさせられます。PC雑学

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、3月に発売した新
刊の担当者が企画への熱い思いを語ります！

誰しもプレゼン資料作りに苦戦した経験があると思いますが、それは
資料作りのセオリーを知らないからです。本書はそんな資料作りに欠
かせないセオリーとそれを生かすためのPowerPointの操作テクニッ
クをまとめて解説しています。「伝わる」プレゼン資料作りのセオリーと
テクニックが身につく、すべてのビジネスパーソン必読の1冊です。

「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!!

『ひと目で伝わる
プレゼン資料の全知識（できるビジネス）』
ISBN：978-4-295-00810-1定価：1,800円＋税

担当：石橋敏行

プレゼン
2

「Wordで改行すると勝手に②や■が付いてくる」「1ページに収めたい

のに1行はみ出してしまう」といったイライラ体験ありませんか？ 本書

は、そんな「イライラを解消して思い通りに」をテーマに、実務に役立つ

130の技を紹介しています。Wordの特性や機能をしっかり理解し設

定することが、究極の時短につながります！

『できる Word思い通り 

全部入り。 イライラ解消！ 

わかればスッキリ！ 』

ISBN：978-4-295-00846-0

定価：1,680円＋税

担当：渡辺彩子

プレゼン
1

担当編集が猛アピール!!

新刊

新刊

ゲームを作りながらプログラミン
グが学べる書籍の最新版。丁寧な操
作解説、詳しいヒントやテクニック
など「できるシリーズ」のノウハウ
が随所に活きています！

プログラミング教室のように、講師
の先生から少しずつ学べるステッ
プアップ方式。全レッスンに動画解
説がついているので、子ども1人で
も本を読みきれます！

コードにふりがながふってあるから、プ
ログラミングの意味がわかる。ゲームを
作りながらUnityの基礎が学べます！

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　本体価格:1,880円＋税

できるキッズ 子どもと学ぶ 
ビスケット プログラミング入門
ISBN:978-4-295-00282-6　本体価格:1,800円＋税

マンガでなるほど！
親子で学ぶ プログラミング教育
ISBN:978-4-295-00821-7　本体価格:1,360円＋税

スラスラ読める UnityふりがなKidsプログラミ
ング ゲームを作りながら楽しく学ぼう！
ISBN:978-4-295-00739-5　本体価格:2,300円＋税

できる たのしくやりきる Scratch3子どもプログラミング入門
ISBN:978-4-295-00765-4　本体価格:1,100円＋税

自分で描いた絵で
プログラミングが
できる！ スマホ
や タ ブ レ ッ ト を
使 っ て、4歳 の 子
どもから楽しめま
す。

プログラミング教
育にまつわる疑問
の数々をマンガで
解決！　必修化の
背景や、日本の現
状についても学べ
る1冊です。

内容を一新しました。 
前書を買った人にもおススメです！ 

担当者から
ひとこと

やりきれるボリュームで、充実した学びが
得られる1冊です！

担当者から
ひとこと

文字もキーボードも使わない
ので、小学生未満のお子様にも 
体験できます！

担当者から
ひとこと

知っているようで知らない 
「プログラミング教育」に 
目からウロコ！

担当者から
ひとこと

プログラム1行1行の意味と、 
なぜ動くのかが 
理解できます！

担当者から
ひとこと

プログラミングといっても、プログラ
ミングの言語や技能の習得が目的では
ないもん。大切なのは、コンピューター
や情報社会が何かを学ぶことだもん。

Q コンピューターを活用する
力をつけるためだもん！

Aそもそも
何のため？

　　専門科目ができる
わけじゃないんだ

A

新しい教科が増えるわけではなくて、
社会や算数などの授業の中で教わる
よ。どの学年のどの授業でやるかは、先
生方に任されているんだ。

Q授業ではどうやるの？

プログラミング教育

日本一売れているS
ス ク ラ ッ チ

cratch解説本！ 1週間で無理なくScratchを学べる！

４月から
いよいよ

スタート!!

一番簡単な
プログラミング！

保護者の方々の疑問や不安を
マンガでやさしく解決

小学生でもU
ユ ニ テ ィ

nityで
ゲームが作れる！

2020年4月、いよいよ小学校でのプログラミング教育がスタートします。ここでは、プロ
グラミング教育について押さえておきたいポイントと、おススメの書籍をご紹介します。

どうす
る？

どうな
る？

谷折

谷折
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のに1行はみ出してしまう」といったイライラ体験ありませんか？ 本書

は、そんな「イライラを解消して思い通りに」をテーマに、実務に役立つ

130の技を紹介しています。Wordの特性や機能をしっかり理解し設

定することが、究極の時短につながります！

『できる Word思い通り 

全部入り。 イライラ解消！ 

わかればスッキリ！ 』

ISBN：978-4-295-00846-0

定価：1,680円＋税

担当：渡辺彩子

プレゼン
1

担当編集が猛アピール!!

新刊

新刊

ゲームを作りながらプログラミン
グが学べる書籍の最新版。丁寧な操
作解説、詳しいヒントやテクニック
など「できるシリーズ」のノウハウ
が随所に活きています！

プログラミング教室のように、講師
の先生から少しずつ学べるステッ
プアップ方式。全レッスンに動画解
説がついているので、子ども1人で
も本を読みきれます！

コードにふりがながふってあるから、プ
ログラミングの意味がわかる。ゲームを
作りながらUnityの基礎が学べます！

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　本体価格:1,880円＋税

できるキッズ 子どもと学ぶ 
ビスケット プログラミング入門
ISBN:978-4-295-00282-6　本体価格:1,800円＋税

マンガでなるほど！
親子で学ぶ プログラミング教育
ISBN:978-4-295-00821-7　本体価格:1,360円＋税

スラスラ読める UnityふりがなKidsプログラミ
ング ゲームを作りながら楽しく学ぼう！
ISBN:978-4-295-00739-5　本体価格:2,300円＋税

できる たのしくやりきる Scratch3子どもプログラミング入門
ISBN:978-4-295-00765-4　本体価格:1,100円＋税

自分で描いた絵で
プログラミングが
できる！ スマホ
や タ ブ レ ッ ト を
使 っ て、4歳 の 子
どもから楽しめま
す。

プログラミング教
育にまつわる疑問
の数々をマンガで
解決！　必修化の
背景や、日本の現
状についても学べ
る1冊です。

内容を一新しました。 
前書を買った人にもおススメです！ 

担当者から
ひとこと

やりきれるボリュームで、充実した学びが
得られる1冊です！

担当者から
ひとこと

文字もキーボードも使わない
ので、小学生未満のお子様にも 
体験できます！

担当者から
ひとこと

知っているようで知らない 
「プログラミング教育」に 
目からウロコ！

担当者から
ひとこと

プログラム1行1行の意味と、 
なぜ動くのかが 
理解できます！

担当者から
ひとこと

プログラミングといっても、プログラ
ミングの言語や技能の習得が目的では
ないもん。大切なのは、コンピューター
や情報社会が何かを学ぶことだもん。

Q コンピューターを活用する
力をつけるためだもん！

Aそもそも
何のため？

　　専門科目ができる
わけじゃないんだ

A

新しい教科が増えるわけではなくて、
社会や算数などの授業の中で教わる
よ。どの学年のどの授業でやるかは、先
生方に任されているんだ。

Q授業ではどうやるの？

プログラミング教育

日本一売れているS
ス ク ラ ッ チ

cratch解説本！ 1週間で無理なくScratchを学べる！

４月から
いよいよ

スタート!!

一番簡単な
プログラミング！

保護者の方々の疑問や不安を
マンガでやさしく解決

小学生でもU
ユ ニ テ ィ

nityで
ゲームが作れる！

2020年4月、いよいよ小学校でのプログラミング教育がスタートします。ここでは、プロ
グラミング教育について押さえておきたいポイントと、おススメの書籍をご紹介します。

どうす
る？

どうな
る？

谷折

谷折
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2020年4月　第21号
「できるシリーズは皆さんの新生活を応援していますもん！ 」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 5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

後藤

飯沼

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

水島

梅田

藪田

村田

愛甲

岩織

宮下

3月をもって、出版営業部を離れ、主に企業向
けの調査報告書などを手掛けるインプレス総
合研究所へ異動することになりました。今とは
大きく異なる分野の仕事ですが、精一杯がん
ばりたいと思います。日頃お世話になりました
書店様や取次様、皆様にこの場を借りてお礼
申し上げます。今後とも「できるもん通信」をよ
ろしくお願いいたします。
 出版営業部 愛甲峻

ハロープロジェクトヲタでFC歴3年目の私で
すが、こんなにも推し事ができない日々が続く
のは初めてで、推しにお布施をするにはどう
すれば良いのか考える日々。3月はグループの
解散や卒業ラッシュで、芸能界からも引退す
る方 も々いるため、最後の雄姿を目に焼き付
けれないのが本当に残念です……儚い……。
 出版営業部 藪田裕美
 （都内、都下、神奈川、山梨、長野担当）

長年悩んで悩みぬいて、ついに曲げわっぱの
お弁当箱を入手。秋田大曲の職人さんが作っ
た、かなりいいやつです。果たして、曲げわっ
ぱ大正解。お米は時間がたっても美味しいし、
何より絵になる。ごはん、緑、黄、茶、赤（ほぼ
プチトマト）の何かを詰めるだけで素敵になり
ます。道具の力を実感して、お弁当作りが楽し
くなりました。

出版マーケティング部 部長  岩織康子

今年2月、約10年ぶりに東京本社へ帰ってき
ました。この10年間、大阪にある西日本支社
で勤務し、関西エリアをはじめ、中国地方、北
陸地方などの数多くの書店員さんにお世話に
なりました。本当にありがとうございました。今
後は、新宿、横浜、川崎や、引き続き愛知も担
当します。よろしくお願い致します。

出版営業部 主任  大賀慎一郎
 （都内、神奈川、中部、新潟担当）

相変わらず1階に住んでますが、線路が真横
なので電車が通るたびに轟音。テレビも肝心
なところで聞こえない時もあってストレスで
す。録画したものならちょっと戻せばいいので
すがそれも面倒。最近は字幕放送に頼ってい
ます。意外に使えるのですが、クイズとお笑い
はオチの前に文字が出るのが残念です。
 西日本支社 課長 宮下雅文
 （大阪、兵庫、四国、九州北部担当）

同僚からセリ鍋の話を聞いて以来、興味をもっ
ていたのですが、先日お店でセリを見つけた
ので購入しました。今回は鍋ではなくサラダに
挑戦。バルサミコ酢で味付けしたらもう絶品、
しばらくブームになりそうです。

オンライン・法人営業部 部長  水島晃一

中村

丸山

徳田

大賀

岩本

平田

野原

堺

加茂下

坂上忍＆くっきー！両氏による絵本『リクはよわ
くない』が発売されます。命の大切さを伝える
やさしい内容です。登場する犬たちの表情が
なんとも良いです。我が家のM.シュナウザー
は13歳を超えたヨタヨタ歩きのおばあちゃん
犬で、絵本表紙のリクと虹の絵を見ただけで
ぐっときてしまいました。

出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長
  村田哲史

本郷

神保町の東、小伝馬町にある喫茶店「アーモンド」
は、大食いサラリーマンのオアシスのようなお店で
す。店内は昭和レトロな内装で、漫画本や雑誌がず
らっと並んで居心地がよく、供されるパスタはボリュー
ム満点。リピーターとおぼしきお客でいつも賑わって
います。今回は和風きのこパスタを大盛りにてオー
ダー。提供されたパスタは直径およそ30cmの大皿
に高さ15cmほどまで盛り付けられて、インパクト大。
味付けは薄めながらもきのこの旨味がしっかりと利い
ています。卓上の塩胡椒や粉チーズで自分好みに
味変しつつ、スルッと完食できました。

人気連載の出張版

和風きのこパスタ�800円／大盛り�200円（コー
ヒーか紅茶付き）（取材当時）
ボリューミーながら優しい味わいで飽きの来ない
逸品

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 アーモンド
東京都千代田区岩本町2-8-2 保科ビルB1F

小伝馬町に
残されし

大食漢の安
息地

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

嘉藤

平野

阿部

テレワーク・時短勤務お役立ち本特集
新型コロナウイルス感染症の影響で、テレワークや時短勤務が
注目されています。実際にテレワークを始めた人も増えており、
パーソル総合研究所の調査によれば、2020年3月9日〜15日
の期間で、テレワークの実施率は13.2%におよび、そのうち初
めてテレワークを実施した人は47.8%に上ります。ここでは、
多様な働き方の実現を助ける書籍を一挙にご紹介します！

本書はテレワークに必要なチャット
やビデオ会議の導入から社内浸透、使
いこなしのノウハウまでを解説して
います。働き方を見直している企業が
増えているのでビジネス書棚やPC書
棚、テレワーク関連コーナーなど多面
展開がおススメです。

できるポケット時短の王道
ショートカットキー全事典
改訂版
ISBN:978-4-295-00522-3
定価：980円＋税

重版
4刷！

1秒でも早く終わらせたい！
1つ1つの操作を少しずつ早くするだけ
で、パソコン仕事は大きく時短できま
す！「倍速」の表記でどれだけ時短につな
がるキーなのかもひと目で分かります。

これがテレワーク時代の新しい働き方だ！

業務の透明性確保に役立つ
Outlookを活用して、チームメンバーと
タスクを共有すれば、テレワーク中でも
オフィスにいるときと同様に、業務の透
明性が確保できます。

できるOutlook 2019 
Office 2019/Office365
両対応
ISBN:978-4-295-00771-5
定価：1,480円＋税

重版
2刷！

Excel作業の効率アップ！
作業の時短・業務効率化に役立つExcel
操作の50の黄金律を紹介！あらゆる業
種・職種で役立てられる珠玉のノウハウ
が身に付けられます。

Excel 無敵のルール
（できるビジネス）

ISBN:978-4-295-00859-0
定価：1,500円＋税

4/17
発売！

ビジネスチャット時短革命
（できるビジネス）

ISBN:978-4-295-00842-2
定価：1,600円＋税

3/16
発売！

●テレワークの実施率 ●初めて実施した人の割合

実施

初めて

初めて
ではない非実施 テレワークの 

実施率は 
13.2%に及ぶ

半数近い47.8% 
の人が初めて 

テレワークを実施

働き方を見直すチャンス！

新刊『できるテレワーク入門』（仮）も鋭意製作中！（5月発売予定）さらに！

ジュンク堂書店大阪本店様の展開事例
働き方改革関連の書籍をエンド台で展開

山折

山折


