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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

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

半年ぶりに開催された、「書店向けWeb商談会
2021春」にご参加いただいた書店の皆様あり
がとうございました。コロナ禍で遠方まで伺うこ
とができていませんが、オンライン商談ご希望ご
ざいましたら是非お声がけください。前回の商
談時から始まった謎の覆面トリオのTwitterです
が、早くも半年が経ちました（ちょっとフォロワー
数が増えました！）。気がついたらTシャツも作っ
てもらいましたし、まだまだツイートしていきます
ので、ぜひおたのしみに。（み）
https://twitter.com/impress_corp

西 日 本 支 社
よもやま話

できるTシャツを着て3人でヨガのポーズ

おもしろそやな〜
知らんけど

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。

前号の続き？……大阪の難読地名？「瓢箪山」の
アーケード国道に40年以上前からある店のお好み
焼きです。

営業部員のひとりごと

野原

宮下

堺

岩織

本郷

阿部
最近ちまたで話題になっている泡が出る缶
ビール。発売から数日後には品不足になりま
したが、私の近所はいつでも在庫たっぷりで
した。店主に事情を聞いてみると「元酒屋の
勘で絶対売れると思ったから大量に仕入れ
た」とのことでした。情報化された社会で商人
の直感を垣間見た出来事でした。

オンライン・法人営業部 主任 阿部俊大

昨年の夏にランニングを再開してから毎月
100km走っています。最初は5Km走るのもし
んどかったのですが、最近ではノンストップで
20km走れるようになりました。少しずつです
が成長が感じられて嬉しいです。今月からは新
たに月間150km走ることを目標にしました。来
年の大阪マラソンでサブフォーを目指します。

西日本支社 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

丸山

平野

水島

岩本

発売中の「Excelデータ分析の全知識」がとて
も面白く、とある書店様で類書を集めたフェア
を行っていただきました。Excelのスキルアッ
プは明確な目的が定まることで実現するもの
だと今更ながら勉強になりました。商品リスト、
拡材など用意がございますので、気になった
書店様は営業部までお声がけください！
 出版営業部 係長 本郷雄大
 （都内、静岡、北関東、北陸、山梨、長野担当）

平田

中村

嘉藤

梅田

加茂下湯浅

徳田

新しい年度になりました。コロナの状況は一
進一退ですが、粘り強く立ち向かわなければ
なりませんね。本を売るというのも「粘り強さ」
が求められるものです。「時の運」も大きな要
素ですから、新刊で芳しくなくても、時を変え
れば評価されることもあります。その風を読む
のが面白く、かつ難しいですね。
 出版営業部　課長 湯浅創
 （都内担当）

約四半世紀にわたり、No.1パソコン解説書と
してご支持いただいてる「できるシリーズ」。負
けず劣らずインプレスの看板シリーズに育ち
つつあるのが、プログラミング入門書の「スッ
キリわかるシリーズ」。ここ数年、自社販売ラン
キング上位独占！ 今年10周年の同シリーズ、
ご拡販のほどよろしくお願いいたします。
 出版営業部 法人担当部長 加茂下良憲
 （本部営業担当）

休日はFPSに熱中している今井です。普段は
スマホでプレイできるアプリを模索しており
ます が、YouTubeにて「Apex Legends」の
ゲーム実況動画を観ていたところ、闘志が掻
き立てられたのでSwitch（3/10ニンテンドー
ショップにて配信開始）にダウンロードするこ
とにいたしました。楽しみです。

出版営業部 今井あかね
 （都内、神奈川担当）

最近ミニ四駆にハマっています。家電量販店
で見かけて懐かしくなり買ってみたのですが、
元々プラモと車好きということもあり、需要と
供給が完全に一致してしまいました。今はコー
スデビューを夢見て改造動画を見漁っている
のですが、大きいお友達の皆さんが凄すぎて
デビューはだいぶ先になりそうです。
 オンライン・法人営業部 主任  徳田悟

大賀

飯沼

今井

後藤

村田

うちらの話も
    聞いてほしいんよ〜

2位 5位

野外でも 読書をしたい 五月晴れ！ だもん 」号

第11回CPU大賞【書籍部門】

全国171店の書店員さんが選んだコンピューター
関連の良書として、2位、5位を受賞させていただき
ました！ご推薦誠にありがとうございました。

受賞御礼！

「ラック」はじめませんか？
「できるポケット」シリーズのような判型の小さな書籍を、写真のようなラックに入れて雑誌棚などで売り伸ばしている書店様
が増えています。すでにお使いの書店様からは「販売機会が増やせる」と好評です。新年度を迎え、新たにご提供できるラッ
クを製作しましたので、これから設置を検討いただける書店様は弊社営業部までお気軽にご連絡ください。いまが好機です！

パソコン書売り場のリニューアルに際し、そ

れまで離れていた雑誌・ムックと書籍の併売

を行うことで固定のお客様が増え、売り上げ

も昨対比で200％近く伸び効果がありまし

た。特にラック商品は回転が良く、そのほかの

書籍との相乗効果も出ています。中小規模店

舗様での設置はおススメです！

（有隣堂錦糸町テルミナ店様）

主な仕様
外寸：幅287mm×奥行140mm×
高さ167mm
収納冊数：10〜15冊
適合判型：B6判（四六判は差し、
A5判以上は面陳で陳列可能）

▲同店での展開。雑誌・ムック売り場での売れ行きが好調

手軽に販売機会アップ︎

導入書店様の声

山折

山折



Apple 製品のディスプレイ名に含まれる「Retina」は、日本語で「網膜」を意味します。肉眼で見るように高精細なことを表したネーミングです。PC雑学 Google謹製のノートパソコン「Chromebook」は、教育向けを中心に国内市場で躍進を続けています。低コストで管理をしやすい点が受けています。PC雑学

GIGAスクール構想は大まかに言うと、小中学生に1人1

台のパソコン端末と高速なネット回線を与えて、新しい

時代に必要な学習環境を整える取り組みのことだよ。日

本はパソコンを使った学習が世界の国 よ々りも遅れてい

るので、2019年の12月に文部科学省が構想を発表、

各自治体や学校現場が構想の実現を進めているんだ。

さらに、新型コロナウイルスの影響もあって、当初は

2023年度までの「5か年計画」だったのが、期間を大幅

に短縮して2020年度まで、つまり今年の3月までの完

了を目指すことになったんだ。でもなかなか終わらない

から、先生たちはさらに大急ぎで準備をしているよ。

学習環境が整備されたら、次はパソコンを使って授業

をする仕組みが必要だね。自治体や学校単位でグー

グルの「Google for Education」や、マイクロソフトの

「Microsoft Teams for Education」などの授業支援

サービスが導入されて、少しずつ運用が始まっているよ。

GIGAスクール構想はまだ始まったばかりなので、今後

も大きく進んでいってほしいね。

GIGAスクール構想って何？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。

小中学生に1 人 1 台のパソコンを与える、
令和時代の新しい教育方針だよ

1人1台なんて夢みたいだもん！
たくさん勉強したいもーん！

『できる Microsoft Teams for 
Education すぐに始めるオンラ
イン授業』
ISBN：978-4-295-01099-9
定価：2,200円（税込み）

『できるGoogle for Education 
コンプリートガイド 導入・運用・
実践編 増補改訂2版』
ISBN：978-4-295-01059-3
定価：2,420円（税込み）

関 連

書 籍

文部科学省のリーフレット

https://www.mext.go.jp/content/20200625-mxt_
syoto01-000003278_1.pdf よりダウンロード可能

コロナ禍の影響で、営業活動や会議をオンラインで行うことが一般化してきました。相手に
熱意が伝わる Zoom の活用法や画面映えする資料作成など、オンラインビジネスに役立つ
インプレスの一押しタイトルをご紹介します。

対面を超えるビジネ
ス成果を出すための
Zoomの 使 い こ な
しテクが満載。会社
では教えてくれない

「Zoomを活用した
仕事術」が満載です。

『プロとして使うZoom［決定版］』
ISBN：978-4-295-01085-2
定価：1,760円（税込み）

ジュンク堂書店天満橋店様では、上記
一押しタイトル3点を含めた「オンラ
イン×ビジネススキルアップフェア」
をご展開していただいています。フェ
アはまだはじまったばかりですが『プ
ロとして使うZoom』などビジネスマン
に好評です。PC書棚だけではなくビジ
ネス書棚での展開もおススメです！
� （営業部・堺）

『できるポケット テレワーク必携 
Microsoft Teams全事典』
ISBN：978-4-295-00999-3
定価：1,408円（税込み）

Teamsで ビ デ オ 会
議 に 参 加 す る 基 本
操作やチャットでの
ルール、外部ツール
との連携などあらゆ
る機能を幅広く解説
しています。

『ひと目で伝わるプレゼン資料の全知識』
ISBN：978-4-295-00810-1
定価：1,980円（税込み）

資料作りにセンスは
不要 ！ 「配色の数を
絞 る」 「余 白 を 駆 使
する」など、1秒で伝
わるプレゼン資料作
成のセオリーを徹底
紹介。

インプレスの
一押しタイトル「 オンライン × ビジネス 」力を磨く！

オンライン商談もこれで
バッチリなんだもん！

POPやパネルもご用意しています！

『noteではじめる 新しいアウトプットの教室 
楽しく続けるクリエイター生活 改訂版（できるビジネス）』
新年度がはじまりました。「今年こそ何か新しいことにチャレンジしたい」と思ったら、
断然noteでの情報発信がおすすめです。noteの使い方、続け方を解説した人気書籍の改訂版をご紹介します。

  人気書籍を全面アップデート！ 「note pro」の新章も追加

  『ライフピボット』『新しい文章力の教室』との併売がおすすめ！ 

  ビジネス書棚での展開もおすすめ！

■noteとは
noteは、2021年3月末に会員数380万人を記録した、人気コンテンツ投稿サービスで
す。本書は、そんなnoteの使い方・書き方・続け方を解説した2019年8月刊行の『note
ではじめる 新しいアウトプットの教室 楽しく続けるクリエイター生活（できるビジ
ネス）』の改訂版です。

■改訂のポイント
全ページにわたり、最新情報にアップデートしました。またいま情報発信したい法人・
団体に人気の「note pro」に
ついても新章を追加し、増
ページしました。note pro
を活用している3企業の事
例も掲載しているので、利
用を考えている方にもおす
すめです。

noteの解説書というとパソコン書棚での展開をイメージします
が、本書はnoteの使い方だけではありません。インターネットで
20年以上発信を続けてきたコグレマサト（ネタフル）・まつゆう*
の両氏による情報発信のノウハウもたっぷり紹介しているので、
ビジネス書や文章棚での展開もおすすめです。

■書店さんにおすすめのnote
ライツ社
兵庫県明石市の出版社のnote。

「明るい出版業界誌」マガジンが人気。
https://note.wrl.co.jp/

2月刊行ただいまヒット中の生き方指南書『ライフピボット』、
定番ロングセラー『新しい文章力の教室』との併売もおすすめです。

4/23
発売

好評
3刷

好評
11刷

『noteではじめる 新しいアウトプットの教室 
楽しく続けるクリエイター生活 改訂版

（できるビジネス）』
ISBN:978-4-295-01127-9
定価：1,760円（税込み）

『ライフピボット 縦横無尽に未来を
描く 人生100年時代の転身術

（できるビジネス）』
ISBN:978-4-295-01088-3
定価：1,595円（税込み）

『新しい文章力の教室 苦手を得意に
変えるナタリー式トレーニング

（できるビジネス）』
ISBN:978-4-8443-3872-7
定価：1,430円（税込み）

新年度のおすすめ新刊

～著者の手書きPOP、ご用意しています！～

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

書籍にも
登場！

ジュンク堂書店池袋本店様の展開

谷折

谷折



Apple 製品のディスプレイ名に含まれる「Retina」は、日本語で「網膜」を意味します。肉眼で見るように高精細なことを表したネーミングです。PC雑学 Google謹製のノートパソコン「Chromebook」は、教育向けを中心に国内市場で躍進を続けています。低コストで管理をしやすい点が受けています。PC雑学

GIGAスクール構想は大まかに言うと、小中学生に1人1

台のパソコン端末と高速なネット回線を与えて、新しい

時代に必要な学習環境を整える取り組みのことだよ。日

本はパソコンを使った学習が世界の国 よ々りも遅れてい

るので、2019年の12月に文部科学省が構想を発表、

各自治体や学校現場が構想の実現を進めているんだ。

さらに、新型コロナウイルスの影響もあって、当初は

2023年度までの「5か年計画」だったのが、期間を大幅

に短縮して2020年度まで、つまり今年の3月までの完

了を目指すことになったんだ。でもなかなか終わらない

から、先生たちはさらに大急ぎで準備をしているよ。

学習環境が整備されたら、次はパソコンを使って授業

をする仕組みが必要だね。自治体や学校単位でグー

グルの「Google for Education」や、マイクロソフトの

「Microsoft Teams for Education」などの授業支援

サービスが導入されて、少しずつ運用が始まっているよ。

GIGAスクール構想はまだ始まったばかりなので、今後

も大きく進んでいってほしいね。

GIGAスクール構想って何？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。

小中学生に1 人 1 台のパソコンを与える、
令和時代の新しい教育方針だよ

1人1台なんて夢みたいだもん！
たくさん勉強したいもーん！

『できる Microsoft Teams for 
Education すぐに始めるオンラ
イン授業』
ISBN：978-4-295-01099-9
定価：2,200円（税込み）

『できるGoogle for Education 
コンプリートガイド 導入・運用・
実践編 増補改訂2版』
ISBN：978-4-295-01059-3
定価：2,420円（税込み）
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文部科学省のリーフレット

https://www.mext.go.jp/content/20200625-mxt_
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コロナ禍の影響で、営業活動や会議をオンラインで行うことが一般化してきました。相手に
熱意が伝わる Zoom の活用法や画面映えする資料作成など、オンラインビジネスに役立つ
インプレスの一押しタイトルをご紹介します。

対面を超えるビジネ
ス成果を出すための
Zoomの 使 い こ な
しテクが満載。会社
では教えてくれない

「Zoomを活用した
仕事術」が満載です。

『プロとして使うZoom［決定版］』
ISBN：978-4-295-01085-2
定価：1,760円（税込み）

ジュンク堂書店天満橋店様では、上記
一押しタイトル3点を含めた「オンラ
イン×ビジネススキルアップフェア」
をご展開していただいています。フェ
アはまだはじまったばかりですが『プ
ロとして使うZoom』などビジネスマン
に好評です。PC書棚だけではなくビジ
ネス書棚での展開もおススメです！
� （営業部・堺）

『できるポケット テレワーク必携 
Microsoft Teams全事典』
ISBN：978-4-295-00999-3
定価：1,408円（税込み）

Teamsで ビ デ オ 会
議 に 参 加 す る 基 本
操作やチャットでの
ルール、外部ツール
との連携などあらゆ
る機能を幅広く解説
しています。

『ひと目で伝わるプレゼン資料の全知識』
ISBN：978-4-295-00810-1
定価：1,980円（税込み）

資料作りにセンスは
不要 ！ 「配色の数を
絞 る」 「余 白 を 駆 使
する」など、1秒で伝
わるプレゼン資料作
成のセオリーを徹底
紹介。

インプレスの
一押しタイトル「 オンライン × ビジネス 」力を磨く！

オンライン商談もこれで
バッチリなんだもん！

POPやパネルもご用意しています！

『noteではじめる 新しいアウトプットの教室 
楽しく続けるクリエイター生活 改訂版（できるビジネス）』
新年度がはじまりました。「今年こそ何か新しいことにチャレンジしたい」と思ったら、
断然noteでの情報発信がおすすめです。noteの使い方、続け方を解説した人気書籍の改訂版をご紹介します。

  人気書籍を全面アップデート！ 「note pro」の新章も追加

  『ライフピボット』『新しい文章力の教室』との併売がおすすめ！ 

  ビジネス書棚での展開もおすすめ！

■noteとは
noteは、2021年3月末に会員数380万人を記録した、人気コンテンツ投稿サービスで
す。本書は、そんなnoteの使い方・書き方・続け方を解説した2019年8月刊行の『note
ではじめる 新しいアウトプットの教室 楽しく続けるクリエイター生活（できるビジ
ネス）』の改訂版です。

■改訂のポイント
全ページにわたり、最新情報にアップデートしました。またいま情報発信したい法人・
団体に人気の「note pro」に
ついても新章を追加し、増
ページしました。note pro
を活用している3企業の事
例も掲載しているので、利
用を考えている方にもおす
すめです。

noteの解説書というとパソコン書棚での展開をイメージします
が、本書はnoteの使い方だけではありません。インターネットで
20年以上発信を続けてきたコグレマサト（ネタフル）・まつゆう*
の両氏による情報発信のノウハウもたっぷり紹介しているので、
ビジネス書や文章棚での展開もおすすめです。

■書店さんにおすすめのnote
ライツ社
兵庫県明石市の出版社のnote。

「明るい出版業界誌」マガジンが人気。
https://note.wrl.co.jp/

2月刊行ただいまヒット中の生き方指南書『ライフピボット』、
定番ロングセラー『新しい文章力の教室』との併売もおすすめです。

4/23
発売

好評
3刷

好評
11刷

『noteではじめる 新しいアウトプットの教室 
楽しく続けるクリエイター生活 改訂版

（できるビジネス）』
ISBN:978-4-295-01127-9
定価：1,760円（税込み）

『ライフピボット 縦横無尽に未来を
描く 人生100年時代の転身術

（できるビジネス）』
ISBN:978-4-295-01088-3
定価：1,595円（税込み）

『新しい文章力の教室 苦手を得意に
変えるナタリー式トレーニング

（できるビジネス）』
ISBN:978-4-8443-3872-7
定価：1,430円（税込み）

新年度のおすすめ新刊

～著者の手書きPOP、ご用意しています！～

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

書籍にも
登場！

ジュンク堂書店池袋本店様の展開

谷折

谷折



2021年5月　第34号
「

今月は

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2021年 6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

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

半年ぶりに開催された、「書店向けWeb商談会
2021春」にご参加いただいた書店の皆様あり
がとうございました。コロナ禍で遠方まで伺うこ
とができていませんが、オンライン商談ご希望ご
ざいましたら是非お声がけください。前回の商
談時から始まった謎の覆面トリオのTwitterです
が、早くも半年が経ちました（ちょっとフォロワー
数が増えました！）。気がついたらTシャツも作っ
てもらいましたし、まだまだツイートしていきます
ので、ぜひおたのしみに。（み）
https://twitter.com/impress_corp

西 日 本 支 社
よもやま話

できるTシャツを着て3人でヨガのポーズ

おもしろそやな〜
知らんけど

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。

前号の続き？……大阪の難読地名？「瓢箪山」の
アーケード国道に40年以上前からある店のお好み
焼きです。

営業部員のひとりごと

野原

宮下

堺

岩織

本郷

阿部
最近ちまたで話題になっている泡が出る缶
ビール。発売から数日後には品不足になりま
したが、私の近所はいつでも在庫たっぷりで
した。店主に事情を聞いてみると「元酒屋の
勘で絶対売れると思ったから大量に仕入れ
た」とのことでした。情報化された社会で商人
の直感を垣間見た出来事でした。

オンライン・法人営業部 主任 阿部俊大

昨年の夏にランニングを再開してから毎月
100km走っています。最初は5Km走るのもし
んどかったのですが、最近ではノンストップで
20km走れるようになりました。少しずつです
が成長が感じられて嬉しいです。今月からは新
たに月間150km走ることを目標にしました。来
年の大阪マラソンでサブフォーを目指します。

西日本支社 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

丸山

平野

水島

岩本

発売中の「Excelデータ分析の全知識」がとて
も面白く、とある書店様で類書を集めたフェア
を行っていただきました。Excelのスキルアッ
プは明確な目的が定まることで実現するもの
だと今更ながら勉強になりました。商品リスト、
拡材など用意がございますので、気になった
書店様は営業部までお声がけください！
 出版営業部 係長 本郷雄大
 （都内、静岡、北関東、北陸、山梨、長野担当）

平田

中村

嘉藤

梅田

加茂下湯浅

徳田

新しい年度になりました。コロナの状況は一
進一退ですが、粘り強く立ち向かわなければ
なりませんね。本を売るというのも「粘り強さ」
が求められるものです。「時の運」も大きな要
素ですから、新刊で芳しくなくても、時を変え
れば評価されることもあります。その風を読む
のが面白く、かつ難しいですね。
 出版営業部　課長 湯浅創
 （都内担当）

約四半世紀にわたり、No.1パソコン解説書と
してご支持いただいてる「できるシリーズ」。負
けず劣らずインプレスの看板シリーズに育ち
つつあるのが、プログラミング入門書の「スッ
キリわかるシリーズ」。ここ数年、自社販売ラン
キング上位独占！ 今年10周年の同シリーズ、
ご拡販のほどよろしくお願いいたします。
 出版営業部 法人担当部長 加茂下良憲
 （本部営業担当）

休日はFPSに熱中している今井です。普段は
スマホでプレイできるアプリを模索しており
ます が、YouTubeにて「Apex Legends」の
ゲーム実況動画を観ていたところ、闘志が掻
き立てられたのでSwitch（3/10ニンテンドー
ショップにて配信開始）にダウンロードするこ
とにいたしました。楽しみです。

出版営業部 今井あかね
 （都内、神奈川担当）

最近ミニ四駆にハマっています。家電量販店
で見かけて懐かしくなり買ってみたのですが、
元々プラモと車好きということもあり、需要と
供給が完全に一致してしまいました。今はコー
スデビューを夢見て改造動画を見漁っている
のですが、大きいお友達の皆さんが凄すぎて
デビューはだいぶ先になりそうです。
 オンライン・法人営業部 主任  徳田悟

大賀

飯沼

今井

後藤

村田

うちらの話も
    聞いてほしいんよ〜

2位 5位

野外でも 読書をしたい 五月晴れ！ だもん 」号

第11回CPU大賞【書籍部門】

全国171店の書店員さんが選んだコンピューター
関連の良書として、2位、5位を受賞させていただき
ました！ご推薦誠にありがとうございました。

受賞御礼！

「ラック」はじめませんか？
「できるポケット」シリーズのような判型の小さな書籍を、写真のようなラックに入れて雑誌棚などで売り伸ばしている書店様
が増えています。すでにお使いの書店様からは「販売機会が増やせる」と好評です。新年度を迎え、新たにご提供できるラッ
クを製作しましたので、これから設置を検討いただける書店様は弊社営業部までお気軽にご連絡ください。いまが好機です！

パソコン書売り場のリニューアルに際し、そ

れまで離れていた雑誌・ムックと書籍の併売

を行うことで固定のお客様が増え、売り上げ

も昨対比で200％近く伸び効果がありまし

た。特にラック商品は回転が良く、そのほかの

書籍との相乗効果も出ています。中小規模店

舗様での設置はおススメです！

（有隣堂錦糸町テルミナ店様）

主な仕様
外寸：幅287mm×奥行140mm×
高さ167mm
収納冊数：10〜15冊
適合判型：B6判（四六判は差し、
A5判以上は面陳で陳列可能）

▲同店での展開。雑誌・ムック売り場での売れ行きが好調

手軽に販売機会アップ︎

導入書店様の声

山折

山折


