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「この秋は「GoToできるフェア」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。
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「牛丼に、紅生姜を＜どっさり＞のせてみた。」
というふりかけの話です。在宅勤務の日も引
き続きあるため、たまに牛丼が食べたくなって
も近くに吉野家もないので、このふりかけで
食べたことにしてます。貧乏くさい話ですが絶
妙に牛丼っぽいので最近ハマってます。スー
パーでたまにしか見かけないのが残念です。
 西日本支社 課長 宮下雅文
 （大阪、兵庫、四国、九州北部担当）

私の最推しモーニング娘。が9月14日で、活
動23年となりました!! 現メンバーのほぼは結
成当時生まれてない子達……そんな子達が
卒業生をリスペクトしながら、卒業生も現メン
バーをリスペクトしながら続いた23年。今は
前みたいにライブ参戦が叶わないので、歴代
メンバーをBDで追っかけている日々です。

出版営業部 藪田裕美
 （都内、都下、神奈川、山梨、長野担当）

高校1年の息子に追い越された。身長ではなく
「体重」だ。しかも10キロも。僕自身、体重は
決して少ないほうではないので、このままで
は、相撲部屋からスカウトが来てしまうかもし
れない。息子も僕も小学生までは、だいたい
クラスで一番小さかったが、今は誰も信じてく
れない。どうやら我が家は大器晩成型らしい。

物流情報管理室 課長 飯沼昭教

気付けばもう10月。食欲の秋ですね。食欲の
秋と言えば、二郎の秋ですね！ 夏は暑いので
並びたくないですし、逆に冬は寒いので並び
たくありません。春は花粉症持ちなので外出
すら辛い……ということで、二郎を食べるには
秋が最高の季節です。もちろん呪文（コール）
は、ニンニクヤサイマシマシアブラカラメで！
 オンライン・法人営業部 主任 徳田悟

6月に開幕し、7月半ばに有観客試合が始まっ
たプロ野球。早速7月末のとある試合のチケッ
トを取り、私もいよいよ開幕か……と感慨深く
過ごしていましたが、なんと当日朝に発熱。もち
ろん球場に行くことはできず、私の開幕は再延
期となりました。いつになったら球場で試合を
見れることやら……。

出版マーケティング部／広報担当 丸山奏恵

本郷

梅田

嘉藤

村田

平野

後藤

岩本

加茂下

今年5月から、曜日関係なく毎朝5時起きを継
続しています。数ある趣味、勉強、そして筋ト
レと様々なことをしているのですが、早朝の誰
にも邪魔されない自分だけの自由な時間があ
まりに快適すぎて、早起きすることが楽しみに
なっています♪ 今まで「超夜型人間」だったん
ですが、人は変わるもんですね～（笑）。

出版営業部 主任 大賀慎一郎
 （都内、神奈川、中部、新潟担当）

平田

売場での仕掛けが面白いことで有名な喜久屋
書店東急ハンズ心斎橋店様。残念ながら9月6
日で閉店となりましたが、同店のPOP職人・浪
花さんの手書きPOPにはファンが多く、多くの
人に愛されていました。大阪ならではのノリが
楽しい浪花さんのPOPをご紹介します。（さ）

中村

阿部

インプレスのでき
る秋フェア。無料
電話サポートのお
姉さんが関西弁で
しゃべっています。

おもしろそやな〜
知らんけど

うちらの話も
    聞いてほしいんよ〜

浪花さんの手書きPOP効果で女性客の購入も増え
た「参謀の思考法」。もともと購入者層は男性しかい
なかったそうです。

閉店当日の最後のPOP。ま
たどこかで浪花さんの手書
きPOPに出会えることを楽
しみにしています！

写真が好きなのか道具が好きなのかと問われ
ると、やっぱり道具からという類に属する自分
ですが、『デジタルカメラマガジン10月号』は
久しぶりに最新機材の特集で、手の届かない
カメラやレンズに憧れてしまいました。コロナ
で撮影の機会が減っていましたが、秋になり
いよいよレース撮影に行けそうです。
 出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長
  村田哲史
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最近なにかと話題の「SDGs」。「持続可能でより良い世界を目指す国際社
会共通の目標」のことですが、まだピンとこない人も多いのではないで
しょうか。ここでは新刊『SDGs思考』の編集を終えたばかりの担当編集
者・今村享嗣が、SDGsにまつわるちょっと進んだ疑問にお答えします。

『SDGsが生み出す未来のビジネス
（できるビジネス）』
ISBN:978-4-295-00896-5
定価1,680円＋税

『SDGs思考 2030年のその先へ 
17の目標を超えて目指す世界』
ISBN:978-4-295-00997-9
定価1,800円＋税

Q1
新型コロナウィルスは
なにか影響を与えているの？

「持続可能性」がおびやかされた今だからこそ、関心はより
高まったと言えます。テレワークの普及も目標8の「働きが
いも経済成長も」に呼応しているのではないでしょうか。

A SDGsの重要性が
高まりました

Q3
熱心に取り組んでいる
企業や自治体を教えて！

内閣府の「SDGs未来都市」に指定された自治体が熱心です。
私のふるさとの宮城県東松島市は2018年に選定されまし
たが、東日本大震災からの復興と共に、より
住みよいまちに変わった印象です。
地方創生SDGs：http://future-city.go.jp/

A SDGs未来都市を
見てみましょう

Q2 ぶっちゃけ、儲かるの？

SDGsと関係なしに、儲けなきゃビジネスをやる意味ない
じゃないですか（笑）。『SDGs思考』には、企業が利益を挙げ
ながら社会的な善を両立させるため
に有効な思考法やヒントが多数盛り
込まれています。儲けを出すことが
重要であることも繰り返し強調され
ているので、ぜひ時間をかけてお読
みください。

A 儲けましょう！

SDGs（Sustainable Development Goals）は、2015年
の国連総会で採択された、2030年へ向けての「人類共通
の生存目標」のこと。経済成長、環境保護、格差の解消な
ど17のゴールを目指して、さまざまな規模で取り組み
が始まっています。

SDGs
そもそも話

好評
3刷！
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結局
どうなの？
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パネルフェアのそばにテーブルを置いて「で
きるシリーズ」の書籍実物も飾っていますの
で、お客様は書籍を手にとりながらパネルを
見てくれています。また、他社の出版社の営
業担当がパネルを見ながらその当時のこと
を懐かしく話してくれます。

DXは「デジタルトランスフォーメーション」（Digital 

Transformation）、「デジタルによる変革」のことだよ。

要するにデジタル技術によって競争力を高めることなん

だ。いまDXが注目されている背景には、DXが進まな

ければデジタル競争の敗者となってしまうという危機意

識があるよ。GoogleやApple、Amazonといったアメ

リカの巨大企業が世界のIT産業のトップに君臨してい

て、私たちの生活は彼らのビジネスのうえに成立してい

るといっても過言ではないよね。この状況を打破するた

めに国を挙げてDXを推進しているんだ。それともう1つ、

テレワークが浸透したこともDXが注目を浴びている理

由だよ。紙でやりとりしていた業務プロセスをデジタル

化したり、直接会わなくても仕事ができるようにしたりす

るために、いままさに多くの企業がデジタルによる新し

いサービスを生み出そうとしているところなんだ。

デジタルによって世の中の課題を解決して、人々のラ

イフスタイルにまで変革を起こす。それがDXが目指す

ゴールといえるね。

DXってどういう意味なの？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。

デジタルトランスフォーメーションの略で、
デジタル 技術を活用して、競争力を高めることだよ。

「まぐまぐ」がジャスダックに上場しましたが、日本で初めてメールマガジンを始めたのは何を隠そうインプレスです。PC雑学 ポータルサイト「Yahoo!」の社名は、ガリヴァー旅行記に登場するならず者の野獣の名前から来ているそうです。PC雑学

『いちばんやさしいアジャイル
開発の教本　人気講師が教え
るDXを支える開発手法』
ISBN：978-4-295-00883-5
定価：1,600円＋税

関 連 書 籍

トランスフォーメーションの綴り
に「X」は含まれていないけど、英語
圏ではtransformationをXで表す
ことがあるんだもん！

DXの例：プロセスをデジタル化する

『いちばんやさしいDXの教本 
人気講師が教えるビジネスを
変革する攻めのIT戦略』
ISBN：978-4-295-00980-1
定価：1,800円＋税

デジタル化

提出印刷

閲覧送信
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テレワークフェアを
見直しませんか？
今春から関心が高まっているテレワーク。関連書籍が増えてきた今、
ラインナップを見直すいい時期ではないでしょうか。

テレワーク入門書からZoomなどのツール解説書まで、テレ
ワークに関する書籍が数多く出版されています。紀伊國屋書
店新宿本店様では、そこに「ヨガ」や「ストレッチ」に関する書
籍も展開し売り上げを伸ばしています。なぜこのような展開
にしたのか、担当者の方にお話を伺いました。

『スーツがキマる！若返る！
アンジャッシュ児嶋の
おっさんずヨガ』
ISBN：978-4-295-00989-4
定価：1,350円＋税

『疲れないパソコン仕事術 
多忙な毎日をちょっとラクにする
90TIPS（できるビジネス）』
ISBN：978-4-295-00532-2
定価：1,300円＋税

『できるポケット 定番アプリ
超活用 テレワーク全事典
Slack＋Zoom＋Teams＋
Google Meet＋Googleドライブ 
業務と相手にあわせたベストな
使い分け』
ISBN：978-4-295-01004-3
定価：1,380円＋税

『できるポケット テレワーク入門 
在宅勤務の基本が身に付く本』
ISBN：978-4-295-01012-8
定価：1,180円＋税

10/1
発売

10/1
発売

テレワークをする上での悩みとして、「肩が凝る」
「体がなまる」という話をお客様から聞きました。
そこでテレワーク関連書に加え、ヨガやストレッ
チ関連の書籍も併売したところ、お客様からの評
判も上々です。

紀伊國屋書店新宿本店  紀藤 葵さま

おかげ様で「できるシリーズ」は刊行から26年目を迎えました。この約四半世紀に渡る
歴史を「できるシリーズこれまでのあゆみパネルフェア」として、MARUZEN＆ジュン
ク堂書店梅田店様で開催しています。今回はその経緯や反響について関係者の話を聞い
てきました。

＼ありがとうございます／

圧巻のパネル展！

すぐ隣で秋フェアも展開中

これまでのあゆみフェアを開催

「できるシリーズ これまでのあゆみ」フェア、貴店でもぜひご検討ください！
※お問い合わせはインプレス出版営業部　FAX（03-6837-4649）まで

このフェアの
きっかけって何？

インプレス営業担当・岩本

コロナ禍によって「できる春フェア」で思い
通りの販促ができなかったこともあり、「秋
フェア」は店頭での差別化を考えました。
MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店様の来
店者は若いサラリーマンも多く、シリーズの
歴史を知ってもらって新しい読者を獲得で

きればと思い企画しま
した。10月31日まで展
開しているのでぜひ見
に来てください！

どんな仕掛けを
しているの？

インプレス営業担当・岩本

どうすれば「できるシリーズ｣をアピールで
きるかを考え、店頭では表紙を目立たせた
いと思いパネルにしました。また「できるシ
リーズ25周年特設サイト」を参考にパネル
を時系列で作成したこと、「できるシリーズ」
の累計部数、世の中の主な出来事などを追記

することで、よりわか
りやすく目を引くよう
に工夫しました。

お客様の反応は？

PC書ご担当  川畑早紀さん

MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店様

谷折

谷折
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どうすれば「できるシリーズ｣をアピールで
きるかを考え、店頭では表紙を目立たせた
いと思いパネルにしました。また「できるシ
リーズ25周年特設サイト」を参考にパネル
を時系列で作成したこと、「できるシリーズ」
の累計部数、世の中の主な出来事などを追記

することで、よりわか
りやすく目を引くよう
に工夫しました。

お客様の反応は？

PC書ご担当  川畑早紀さん

MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店様

谷折

谷折



2020年10月　第27号
「この秋は「GoToできるフェア」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 11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

野原

水島

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

丸山

岩織

藪田

大賀

宮下

飯沼

徳田

「牛丼に、紅生姜を＜どっさり＞のせてみた。」
というふりかけの話です。在宅勤務の日も引
き続きあるため、たまに牛丼が食べたくなって
も近くに吉野家もないので、このふりかけで
食べたことにしてます。貧乏くさい話ですが絶
妙に牛丼っぽいので最近ハマってます。スー
パーでたまにしか見かけないのが残念です。
 西日本支社 課長 宮下雅文
 （大阪、兵庫、四国、九州北部担当）

私の最推しモーニング娘。が9月14日で、活
動23年となりました!! 現メンバーのほぼは結
成当時生まれてない子達……そんな子達が
卒業生をリスペクトしながら、卒業生も現メン
バーをリスペクトしながら続いた23年。今は
前みたいにライブ参戦が叶わないので、歴代
メンバーをBDで追っかけている日々です。

出版営業部 藪田裕美
 （都内、都下、神奈川、山梨、長野担当）

高校1年の息子に追い越された。身長ではなく
「体重」だ。しかも10キロも。僕自身、体重は
決して少ないほうではないので、このままで
は、相撲部屋からスカウトが来てしまうかもし
れない。息子も僕も小学生までは、だいたい
クラスで一番小さかったが、今は誰も信じてく
れない。どうやら我が家は大器晩成型らしい。

物流情報管理室 課長 飯沼昭教

気付けばもう10月。食欲の秋ですね。食欲の
秋と言えば、二郎の秋ですね！ 夏は暑いので
並びたくないですし、逆に冬は寒いので並び
たくありません。春は花粉症持ちなので外出
すら辛い……ということで、二郎を食べるには
秋が最高の季節です。もちろん呪文（コール）
は、ニンニクヤサイマシマシアブラカラメで！
 オンライン・法人営業部 主任 徳田悟

6月に開幕し、7月半ばに有観客試合が始まっ
たプロ野球。早速7月末のとある試合のチケッ
トを取り、私もいよいよ開幕か……と感慨深く
過ごしていましたが、なんと当日朝に発熱。もち
ろん球場に行くことはできず、私の開幕は再延
期となりました。いつになったら球場で試合を
見れることやら……。

出版マーケティング部／広報担当 丸山奏恵

本郷

梅田

嘉藤

村田

平野

後藤

岩本

加茂下

今年5月から、曜日関係なく毎朝5時起きを継
続しています。数ある趣味、勉強、そして筋ト
レと様々なことをしているのですが、早朝の誰
にも邪魔されない自分だけの自由な時間があ
まりに快適すぎて、早起きすることが楽しみに
なっています♪ 今まで「超夜型人間」だったん
ですが、人は変わるもんですね～（笑）。

出版営業部 主任 大賀慎一郎
 （都内、神奈川、中部、新潟担当）

平田

売場での仕掛けが面白いことで有名な喜久屋
書店東急ハンズ心斎橋店様。残念ながら9月6
日で閉店となりましたが、同店のPOP職人・浪
花さんの手書きPOPにはファンが多く、多くの
人に愛されていました。大阪ならではのノリが
楽しい浪花さんのPOPをご紹介します。（さ）

中村

阿部

インプレスのでき
る秋フェア。無料
電話サポートのお
姉さんが関西弁で
しゃべっています。

おもしろそやな〜
知らんけど

うちらの話も
    聞いてほしいんよ〜

浪花さんの手書きPOP効果で女性客の購入も増え
た「参謀の思考法」。もともと購入者層は男性しかい
なかったそうです。

閉店当日の最後のPOP。ま
たどこかで浪花さんの手書
きPOPに出会えることを楽
しみにしています！

写真が好きなのか道具が好きなのかと問われ
ると、やっぱり道具からという類に属する自分
ですが、『デジタルカメラマガジン10月号』は
久しぶりに最新機材の特集で、手の届かない
カメラやレンズに憧れてしまいました。コロナ
で撮影の機会が減っていましたが、秋になり
いよいよレース撮影に行けそうです。
 出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長
  村田哲史

今井

堺

湯浅

S D G s
エスディージーズ

最近なにかと話題の「SDGs」。「持続可能でより良い世界を目指す国際社
会共通の目標」のことですが、まだピンとこない人も多いのではないで
しょうか。ここでは新刊『SDGs思考』の編集を終えたばかりの担当編集
者・今村享嗣が、SDGsにまつわるちょっと進んだ疑問にお答えします。

『SDGsが生み出す未来のビジネス
（できるビジネス）』
ISBN:978-4-295-00896-5
定価1,680円＋税

『SDGs思考 2030年のその先へ 
17の目標を超えて目指す世界』
ISBN:978-4-295-00997-9
定価1,800円＋税

Q1
新型コロナウィルスは
なにか影響を与えているの？

「持続可能性」がおびやかされた今だからこそ、関心はより
高まったと言えます。テレワークの普及も目標8の「働きが
いも経済成長も」に呼応しているのではないでしょうか。

A SDGsの重要性が
高まりました

Q3
熱心に取り組んでいる
企業や自治体を教えて！

内閣府の「SDGs未来都市」に指定された自治体が熱心です。
私のふるさとの宮城県東松島市は2018年に選定されまし
たが、東日本大震災からの復興と共に、より
住みよいまちに変わった印象です。
地方創生SDGs：http://future-city.go.jp/

A SDGs未来都市を
見てみましょう

Q2 ぶっちゃけ、儲かるの？

SDGsと関係なしに、儲けなきゃビジネスをやる意味ない
じゃないですか（笑）。『SDGs思考』には、企業が利益を挙げ
ながら社会的な善を両立させるため
に有効な思考法やヒントが多数盛り
込まれています。儲けを出すことが
重要であることも繰り返し強調され
ているので、ぜひ時間をかけてお読
みください。

A 儲けましょう！

SDGs（Sustainable Development Goals）は、2015年
の国連総会で採択された、2030年へ向けての「人類共通
の生存目標」のこと。経済成長、環境保護、格差の解消な
ど17のゴールを目指して、さまざまな規模で取り組み
が始まっています。

SDGs
そもそも話

好評
3刷！

9/11
発売！

結局
どうなの？

山折

山折




