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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
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。

芸術の秋は「できるよくばり入門」でスキルアップだもん！ 」」号号

営業部員のひとりごと

徳田

今井

後藤

阿部

野原

賛否両論のまま開催され閉幕した東京2020。
スポーツ観戦が好きな私はやはり開催されれ
ば連日のようにTVの前にて応援しておりまし
た。その中でもやはり野球の金メダルは感極
まるものがありました。今後、正式競技に復帰
するかは未定です。決勝戦で勝ちが付いた森
下君。セーブの栗林君。世界に知られてしまっ
たかな……。
 オンライン・法人営業部 主任 野原大輔

小学生の息子が東京在住でありながら突如オ
リックスバファローズの応援をしはじめたのが
4年前。負け続ける最下位オリックスを応援し、
愛読書は選手名鑑、オリックスグッズを着て登
校というイタいファン路線を着実に歩んでいま
す。今年はとうとう念願の首位に！ このまま10
月まで駆け抜けてほしいところです。

物流情報管理室 主任 後藤まどか

梅田

堺

加茂下

村田

いよいよ9月28日に『デジタルカメラマガジ
ン 責 任 編 集「Honda Last Battle」熱 田 護 
2022年カレンダー』が発売します。残念なが
ら2021年もF1日本グランプリは開催中止と
なりましたが、ぜひこのカレンダーでホンダの
F1最終年の勇姿を感じていただけたら幸い
です。
 オンライン・法人営業部 係長 阿部俊大

岩織

コロナ禍なこともあり、休日に北方謙三「大水
滸伝」シリーズ「水滸伝」全19巻＋読本と「楊令
伝」全15巻＋読本、「岳飛伝」全17巻＋読本合
計54巻と「楊家将」全2巻、「血涙」全2巻、「チ
ンギス紀」11巻（未完）の総合計69巻、再読を
含め先日読み終えました！
何が好きかと言うと登場人物の魅力につきま
す。残念ながらほとんどの方が亡くなりますが、
とにかく脇役を含め熱い漢（おとこ）達の物語で
す。歴史もそうですが交易、物流など経済の勉
強にもなります。どのように資金源を見つける
のかを読むだけでも白いです。戦闘シーンの臨
場感もたまりません。
ほかにも人間の強さ、弱さの表現も興味深いで
す。また、美味しそうな料理もたくさん出てきて
描写が細かいです。最後に、「楊家将」〜「チ
ンギス紀」まで受け継がれているのは吹毛剣で
す。
ぜひ、読んでいただいて知ってほしいです。ま
だまだ愛がとまりません（笑）。歴史小説が苦手
な人でも読みやすいのでオススメです。（い）

飯沼

おもしろそやな〜

おもしろそやな〜知らんけど
知らんけど

うちらの話も
    聞いてほしいんよ〜

ずらりと並ぶ私の北方コレクション。コロナ前はイベン
トにも参加していました。

岩本

湯浅

水島平野

宮下

まさか、コロナ2年目もこんなに苦しめられると
は思っていませんでした。所長隊長も夏休み、
部活や塾が次 と々中止になり毎日ゴロゴロし
ております。最近は、サブリミナル的に交互に
チラチラ姿を見せて、「腹が減った」アピール
してくるので（笑）、2年目の夏休みも戦場となっ
ております（苦笑）。

出版営業部 課長 平野太郎
 （都内、埼玉、東北担当）

1950年代に製造されていたゴールドトップ・
レスポールに搭載されていたP90というピック
アップに興味が湧き、復刻版をあちこち探す
も在庫なし。ある日、閲覧履歴から届いた入
荷メールを思わずポチり、試奏もせずにネット
購入してしまいました。実は人生初Gibsonで
すが、大事に使います。
 オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

東京五輪で野球日本代表が金メダルを獲得し
ました。稲葉JAPANが発足してから国内の試
合はほぼ現地で観戦しており、若手発掘の段
階からチームが作られていくのを見届けてい
たので、感慨もひとしおでした。パリからはま
た五輪競技ではなくなってしまいますが、今後
もWBC等で世界に向けて日本の野球を発信
してほしいなと思います。
 出版マーケティング部／広報担当 丸山奏恵

実家からエビが送られてきたので、とりあえず
エビフライに。もちろんタルタルをつけて食べ
ましたが、最近よく耳にしていたのが「いぶり
がっこのタルタルソース」。ピクルスの代わり
にいぶりがっこが入っていて、エビフライはも
ちろん、パンに塗っても、ご飯に乗せても合う、
最近のお気に入りです。

西日本支社 課長 宮下雅文
 （大阪、兵庫、四国、九州北部担当）

大賀

丸山

中村

嘉藤

9月28日
パソコン記念日

今日は何の日？　

1979年9月28日にNECがPC-8001
を発売。パソコンブームの始まりと
なったんだもん！

秋のパソコン書フェスティバル　秋のパソコン書フェスティバル　
イチ推し展開テクニック

毎年恒例の「できるシリーズ」秋のフェアですが、今年はラインアップを大幅に変更。「新商品」と「定番商品」を組み合わせた展開
方法を、書店様での実例をもとにご紹介します ！

「ベストセレクション」のセットには「できるシリーズ」以外からも売れ筋
の商品をピックアップ。勢いのある「旬」の商品を前面に押し出したフェ
アを展開できます！

❶今売れている商品を前面で！

「できるシリーズ」のロングセラー商品ももちろんラインアップ。フェ
アの「顔」とも言える定番タイトルなので、同時に展開して秋フェアの存
在をお客様にアピールしましょう！

❷定番商品もしっかりアピール！

『3色だけでセンスのいい色』や『よくばり入門』など、Office系以外
の売れ筋も入っているのが新鮮ですね。今年のできるシリーズ秋フェ
アに期待しています。 （紀伊國屋書店グランフロント大阪店　小林 恵さま）

書店様からも人気です！

「できるシリーズ」の最大の特徴である、無料電話サポー
トを「三密」を避けて展開中。気軽に他の人に聞けない
状況なので、電話でのやり取りが好評です！

「無料電話サポート」も好評です！

今回はいつもと違うラインアップの秋フェアとなっていますので、
店頭でも面白いと好評です。今売れているタイトルを厳選したフェアな
ので売り伸ばしにぴったりです。 （西日本支社・堺 智子）

今年のできるは一味違う！

●紀伊國屋書店グランフロント大阪店様

●久美堂本店様
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平田

山折

山折



Microsoft IME で「ー」「＞」と入力すると、変換候補から「→」を選ぶことができます。PC雑学 「＠」（アットマーク）は、イタリア語では「chiocciola」（キオッチョラ）。カタツムリの意味です。PC雑学

Shopifyは、ネットショップ（ECサイト）を作って運営す

るためのサービスだよ。2017年に本家カナダから日本

に上陸して以来、コロナ禍でのネットショップ需要の高

まりもあって急速にユーザー数を伸ばした。公式発表に

よると、2020年には日本国内において、過去最高の成

長率を記録しているんだ。

確かに最近は、ネットショップで買い物をすることが増

えているよね。コロナ禍で対人販売が難しくなった業

種・業態もあると思う。それなら、店舗で売るのと並行

してネットでも売ってやろう、という人が増えるのも頷け

る。そんなニーズにマッチしたのがShopifyだったわけ。

HTMLとかCSSとかを基本使わなくてもサイトを構築で

きる簡単さに加えて、世界中で使われているという安心

感もあるのかも。もしかしたら、知らないうちにShopify

で作られたECサイトで買い物してる、なんてことがある

かもしれないね。ちなみに、音楽配信サービス「Spotify

（スポティファイ）」とは別のサービスだから、読み間違

いに注意してね。

Shopify（ショッピファイ）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。

ネットショップを簡単に作り、運営するためのサービスだよ

ネットでお買い物は
楽しいんだもーん

米国での小売ECシェア（2020年）

『Shopify運 用大 全 最 先 端EC
サイトを成功に導く81の活用法』
ISBN：978-4-295-01243-6
定価：2,200円

『いちばんやさしいShopifyの教本
人気講師が教える 売れるネットショップ
制作・運営』
ISBN：978-4-295-01257-3
定価：1,848円

関 連
書 籍

9/22
発売

『Photoshop よくばり入門 CC対応』
ISBN：978-4-295-01242-9
定価：2,178円（税込）

Photoshopの 基 本 操 作 に 加え、
初心者から関心の高いレタッチテク
ニックをたっぷり解説。
SNSなどで「いいね！」がもらえる写
真の作り方がわかります。

『Premiere Pro よくばり入門 CC対応』
ISBN：978-4-295-00981-8
定価：2,948円（税込）

SNSやYouTubeでの動画投稿が
流行るなか、Premiere Proを使っ
た動画制作が注目されています。
編集の基本やクオリティをアップす
るためのさまざまなテクニックなどを
解説しています。

『Illustrator よくばり入門 CC対応』
ISBN：978-4-295-01097-5
定価：2,178円（税込）

趣味や仕事でグラフィックを作成し
たい主婦やビジネスパーソン向け。
基本から実践テク、周辺知識まで、
この1冊でIllustratorのすべてが
身に付きます。

米国の小売ECにおいて、ShopifyはAmazonに次ぐ
シェアを占めている（出典：関連書籍）

Amazon 39.0％

Shopify 8.6％

Walmart 5.8％

eBay 4.9％

Apple 3.5％

Costco 1.4％

#01 こんな思いではじめます！ #02 こんな企画が進行中！
本を読むとき、その本がどこの出版社から出ているか気になる人
はどのくらいいるでしょうか？ 「インプレスってどんな会社？」「ど
んな書籍を出してるの？」と思う人も多いはず。本noteは、イン
プレスの「中の人」や関連する人を通じて、弊社の書籍やサービ
スに親しみをもっていただくことを目的としてはじめます。出版事
業部の有志で結成した編集チームで知恵を出し合い、皆さんに
楽しんでいただける記事を発信していきます。

9月は、書籍制作の裏側を紹介する「どうしてこうなった？ この本の〇〇
ができるまで」、出版事業部メンバーの人となりを紹介する「インプレス
出版人図鑑」がスタートします。今後も少しずつコンテンツを増やしてい
きますので、ご期待ください！

インプレス出版事業部noteのトップページ

坂上忍さん×くっきー！さんのコラボで
話題沸騰の絵本『リクはよわくない』が
映画化、10月1日（金）より劇場公開さ
れます。それに合わせてnoteでも関連
企画を計画中です。

映画『リクはよわくない』
オフィシャルサイト
https://riku-movie.com/

病弱なイタリアン・グレーハウンド「リク」が、5
才の「ぼく」の家にやってきた。とっても優しい
犬のきょうだいたち、「ツトム」「ヨースケ」「マル
ちゃん」「パグゾウ」との生活のなかで、リクは
どんどん元気を取り戻していったが……。

『リクはよわくない』
ISBN:978-4-295-00864-4 
定価:1,540円（税込）

このたびインプレス出版事業部は、9月からnoteをはじめます。このたびインプレス出版事業部は、9月からnoteをはじめます。
各編集部が持ち回りで記事を発信していきます。ぜひご覧ください ！各編集部が持ち回りで記事を発信していきます。ぜひご覧ください ！

出版事業部noteはじめます！出版事業部noteはじめます！ インプレス出版事業部note

https://note-pub.impress.co.jp/

僕たちのことを
知ってほしいん
だもん

～10月の記事予告～

“芸術の秋”に読みたい！

デザインスキルを磨く
「できるよくばり入門シリーズ」

芸術の秋におすすめしたいのが、売れ行き好調の「できるよくばり入門シリーズ」です。SNSやYouTubeでの
投稿が流行るいま、Premiere ProやPhotoshop、Illustratorの操作スキルを身に付けたいという人が増えて
います。とくにノンデザイナーによるニーズが高まっており、同シリーズはそうしたデザイン初心者でも基本か
ら実践テクニックまで幅広く学べることから高評価をいただいています。「あれもこれも学びたい！」というよく
ばりな入門者に向けた、よくばり入門シリーズの魅力を担当編集から紹介いたします。

作ってみたくなる
魅力的な作例

読者に「作ってみたい！」と思ってもらえるよう
な魅力的な作例をたくさん詰め込みました。
その道のプロを著者に迎え、トレンドなども意
識した内容のレッスンを作成いただきました。
CMやYouTubeでよく目にするあの動画、
SNSで話題になるおしゃれな写真やイラスト
を初心者でも簡単に作れるように丁寧に解
説しています。

デジタルフォトフレームを使った動画販促も可能です。

機材ごと弊社でご用意できますので、ご希望の書店様

はお気軽にご相談ください！

出版営業部
FAX：03-6837-4649

▼お問い合わせ

編集部：浦上

基本から実践テクまで
幅広く学べる

初めてだけど、いろんなことを学びたい、いい
ものを作りたい、そんな気持ちにこたえるた
め、取り組みやすさと満足度を両立させたの
が「よくばり入門」シリーズです。アプリの基本
操作はもちろん、実際の現場で使われてい
るプロのさまざまなテクニックを紹介していま
す。新しいことにチャレンジしたい人、学び直
したい人にもおすすめの1冊です。

紙だけでなく
動画でも学べる

それぞれのレッスンには、QRコードまたは
URLからアクセスできる解説動画がついてい
ます。パソコンやスマートフォンで実際の操作
を目で追いながら学べるので、理解も深まり
ます。本で学んだ内容を復習するのにもぴっ
たりです。ちょっとした隙間時間にさっと見ら
れる長さなので、ぜひ活用していただけたら
と思います。

10/21
発売予定

大好評
4刷!!

11/4
発売予定

シリーズラインナップ
シリーズ続刊にも
ご期待ください！

『Premiere Proよくばり入門』販促動画を
ご用意できます ！

魅力② 魅力③魅力①

谷折

谷折
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はどのくらいいるでしょうか？ 「インプレスってどんな会社？」「ど
んな書籍を出してるの？」と思う人も多いはず。本noteは、イン
プレスの「中の人」や関連する人を通じて、弊社の書籍やサービ
スに親しみをもっていただくことを目的としてはじめます。出版事
業部の有志で結成した編集チームで知恵を出し合い、皆さんに
楽しんでいただける記事を発信していきます。

9月は、書籍制作の裏側を紹介する「どうしてこうなった？ この本の〇〇
ができるまで」、出版事業部メンバーの人となりを紹介する「インプレス
出版人図鑑」がスタートします。今後も少しずつコンテンツを増やしてい
きますので、ご期待ください！

インプレス出版事業部noteのトップページ

坂上忍さん×くっきー！さんのコラボで
話題沸騰の絵本『リクはよわくない』が
映画化、10月1日（金）より劇場公開さ
れます。それに合わせてnoteでも関連
企画を計画中です。

映画『リクはよわくない』
オフィシャルサイト
https://riku-movie.com/

病弱なイタリアン・グレーハウンド「リク」が、5
才の「ぼく」の家にやってきた。とっても優しい
犬のきょうだいたち、「ツトム」「ヨースケ」「マル
ちゃん」「パグゾウ」との生活のなかで、リクは
どんどん元気を取り戻していったが……。

『リクはよわくない』
ISBN:978-4-295-00864-4 
定価:1,540円（税込）

このたびインプレス出版事業部は、9月からnoteをはじめます。このたびインプレス出版事業部は、9月からnoteをはじめます。
各編集部が持ち回りで記事を発信していきます。ぜひご覧ください ！各編集部が持ち回りで記事を発信していきます。ぜひご覧ください ！

出版事業部noteはじめます！出版事業部noteはじめます！ インプレス出版事業部note

https://note-pub.impress.co.jp/

僕たちのことを
知ってほしいん
だもん

～10月の記事予告～

“芸術の秋”に読みたい！

デザインスキルを磨く
「できるよくばり入門シリーズ」

芸術の秋におすすめしたいのが、売れ行き好調の「できるよくばり入門シリーズ」です。SNSやYouTubeでの
投稿が流行るいま、Premiere ProやPhotoshop、Illustratorの操作スキルを身に付けたいという人が増えて
います。とくにノンデザイナーによるニーズが高まっており、同シリーズはそうしたデザイン初心者でも基本か
ら実践テクニックまで幅広く学べることから高評価をいただいています。「あれもこれも学びたい！」というよく
ばりな入門者に向けた、よくばり入門シリーズの魅力を担当編集から紹介いたします。

作ってみたくなる
魅力的な作例

読者に「作ってみたい！」と思ってもらえるよう
な魅力的な作例をたくさん詰め込みました。
その道のプロを著者に迎え、トレンドなども意
識した内容のレッスンを作成いただきました。
CMやYouTubeでよく目にするあの動画、
SNSで話題になるおしゃれな写真やイラスト
を初心者でも簡単に作れるように丁寧に解
説しています。

デジタルフォトフレームを使った動画販促も可能です。

機材ごと弊社でご用意できますので、ご希望の書店様

はお気軽にご相談ください！

出版営業部
FAX：03-6837-4649

▼お問い合わせ

編集部：浦上

基本から実践テクまで
幅広く学べる

初めてだけど、いろんなことを学びたい、いい
ものを作りたい、そんな気持ちにこたえるた
め、取り組みやすさと満足度を両立させたの
が「よくばり入門」シリーズです。アプリの基本
操作はもちろん、実際の現場で使われてい
るプロのさまざまなテクニックを紹介していま
す。新しいことにチャレンジしたい人、学び直
したい人にもおすすめの1冊です。

紙だけでなく
動画でも学べる

それぞれのレッスンには、QRコードまたは
URLからアクセスできる解説動画がついてい
ます。パソコンやスマートフォンで実際の操作
を目で追いながら学べるので、理解も深まり
ます。本で学んだ内容を復習するのにもぴっ
たりです。ちょっとした隙間時間にさっと見ら
れる長さなので、ぜひ活用していただけたら
と思います。

10/21
発売予定

大好評
4刷!!

11/4
発売予定

シリーズラインナップ
シリーズ続刊にも
ご期待ください！

『Premiere Proよくばり入門』販促動画を
ご用意できます ！

魅力② 魅力③魅力①

谷折

谷折
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今月今月はは

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 10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/

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
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。

芸術の秋は「できるよくばり入門」でスキルアップだもん！ 」」号号

営業部員のひとりごと

徳田

今井

後藤

阿部

野原

賛否両論のまま開催され閉幕した東京2020。
スポーツ観戦が好きな私はやはり開催されれ
ば連日のようにTVの前にて応援しておりまし
た。その中でもやはり野球の金メダルは感極
まるものがありました。今後、正式競技に復帰
するかは未定です。決勝戦で勝ちが付いた森
下君。セーブの栗林君。世界に知られてしまっ
たかな……。
 オンライン・法人営業部 主任 野原大輔

小学生の息子が東京在住でありながら突如オ
リックスバファローズの応援をしはじめたのが
4年前。負け続ける最下位オリックスを応援し、
愛読書は選手名鑑、オリックスグッズを着て登
校というイタいファン路線を着実に歩んでいま
す。今年はとうとう念願の首位に！ このまま10
月まで駆け抜けてほしいところです。

物流情報管理室 主任 後藤まどか

梅田

堺

加茂下

村田

いよいよ9月28日に『デジタルカメラマガジ
ン 責 任 編 集「Honda Last Battle」熱 田 護 
2022年カレンダー』が発売します。残念なが
ら2021年もF1日本グランプリは開催中止と
なりましたが、ぜひこのカレンダーでホンダの
F1最終年の勇姿を感じていただけたら幸い
です。
 オンライン・法人営業部 係長 阿部俊大

岩織

コロナ禍なこともあり、休日に北方謙三「大水
滸伝」シリーズ「水滸伝」全19巻＋読本と「楊令
伝」全15巻＋読本、「岳飛伝」全17巻＋読本合
計54巻と「楊家将」全2巻、「血涙」全2巻、「チ
ンギス紀」11巻（未完）の総合計69巻、再読を
含め先日読み終えました！
何が好きかと言うと登場人物の魅力につきま
す。残念ながらほとんどの方が亡くなりますが、
とにかく脇役を含め熱い漢（おとこ）達の物語で
す。歴史もそうですが交易、物流など経済の勉
強にもなります。どのように資金源を見つける
のかを読むだけでも白いです。戦闘シーンの臨
場感もたまりません。
ほかにも人間の強さ、弱さの表現も興味深いで
す。また、美味しそうな料理もたくさん出てきて
描写が細かいです。最後に、「楊家将」〜「チ
ンギス紀」まで受け継がれているのは吹毛剣で
す。
ぜひ、読んでいただいて知ってほしいです。ま
だまだ愛がとまりません（笑）。歴史小説が苦手
な人でも読みやすいのでオススメです。（い）

飯沼

おもしろそやな〜

おもしろそやな〜知らんけど
知らんけど

うちらの話も
    聞いてほしいんよ〜

ずらりと並ぶ私の北方コレクション。コロナ前はイベン
トにも参加していました。

岩本

湯浅

水島平野

宮下

まさか、コロナ2年目もこんなに苦しめられると
は思っていませんでした。所長隊長も夏休み、
部活や塾が次 と々中止になり毎日ゴロゴロし
ております。最近は、サブリミナル的に交互に
チラチラ姿を見せて、「腹が減った」アピール
してくるので（笑）、2年目の夏休みも戦場となっ
ております（苦笑）。

出版営業部 課長 平野太郎
 （都内、埼玉、東北担当）

1950年代に製造されていたゴールドトップ・
レスポールに搭載されていたP90というピック
アップに興味が湧き、復刻版をあちこち探す
も在庫なし。ある日、閲覧履歴から届いた入
荷メールを思わずポチり、試奏もせずにネット
購入してしまいました。実は人生初Gibsonで
すが、大事に使います。
 オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

東京五輪で野球日本代表が金メダルを獲得し
ました。稲葉JAPANが発足してから国内の試
合はほぼ現地で観戦しており、若手発掘の段
階からチームが作られていくのを見届けてい
たので、感慨もひとしおでした。パリからはま
た五輪競技ではなくなってしまいますが、今後
もWBC等で世界に向けて日本の野球を発信
してほしいなと思います。
 出版マーケティング部／広報担当 丸山奏恵

実家からエビが送られてきたので、とりあえず
エビフライに。もちろんタルタルをつけて食べ
ましたが、最近よく耳にしていたのが「いぶり
がっこのタルタルソース」。ピクルスの代わり
にいぶりがっこが入っていて、エビフライはも
ちろん、パンに塗っても、ご飯に乗せても合う、
最近のお気に入りです。

西日本支社 課長 宮下雅文
 （大阪、兵庫、四国、九州北部担当）

大賀

丸山

中村

嘉藤

9月28日
パソコン記念日

今日は何の日？　

1979年9月28日にNECがPC-8001
を発売。パソコンブームの始まりと
なったんだもん！

秋のパソコン書フェスティバル　秋のパソコン書フェスティバル　
イチ推し展開テクニック

毎年恒例の「できるシリーズ」秋のフェアですが、今年はラインアップを大幅に変更。「新商品」と「定番商品」を組み合わせた展開
方法を、書店様での実例をもとにご紹介します ！

「ベストセレクション」のセットには「できるシリーズ」以外からも売れ筋
の商品をピックアップ。勢いのある「旬」の商品を前面に押し出したフェ
アを展開できます！

❶今売れている商品を前面で！

「できるシリーズ」のロングセラー商品ももちろんラインアップ。フェ
アの「顔」とも言える定番タイトルなので、同時に展開して秋フェアの存
在をお客様にアピールしましょう！

❷定番商品もしっかりアピール！

『3色だけでセンスのいい色』や『よくばり入門』など、Office系以外
の売れ筋も入っているのが新鮮ですね。今年のできるシリーズ秋フェ
アに期待しています。 （紀伊國屋書店グランフロント大阪店　小林 恵さま）

書店様からも人気です！

「できるシリーズ」の最大の特徴である、無料電話サポー
トを「三密」を避けて展開中。気軽に他の人に聞けない
状況なので、電話でのやり取りが好評です！

「無料電話サポート」も好評です！

今回はいつもと違うラインアップの秋フェアとなっていますので、
店頭でも面白いと好評です。今売れているタイトルを厳選したフェアな
ので売り伸ばしにぴったりです。 （西日本支社・堺 智子）

今年のできるは一味違う！

●紀伊國屋書店グランフロント大阪店様

●久美堂本店様

●●❶

●●❶

●●❷
●●❷

●●❷

●●❷

平田

山折

山折


