山折

営業部員のひとりごと

できるもん

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

「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。

今日は 何の日？

野原

平野

『トップ ガン マーヴェリック』が 撮 影され た

ます。豊崎西公園にはインパクト大のたこすべ

米空母「エイブラハム・リンカーン」が5月に

り台が鎮座しています（笑）。たこつながりで支

地元横須賀へ寄港。しかも甲板には例のF/

社から10秒にあるたこ焼き屋（蛸丸）はたこが大
きく、外はカリっと中はとろーりでおいしいです。

A-18E/Fスーパーホーネット、F-35Cをずら
りと並べて大サービス！ 前日に出港した空母
「ロナルド・レーガン」との入れ替わりに歓喜

堺

しました。ただ映画公開前日には出港してしま
出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長

村田哲史

6月 に 日 産 ス タ ジ ア ム で 行 わ れ たMr.
Childrenの30周年ライブに行ってきました。

村田

大賀

新旧織り交ぜた全25曲のベストライブのセッ
トリストは本当に圧巻でした。30年間、第一

ります。甘辛で塊ポークが柔らかいカレー（アイ

きることではありません。続けることの大切さ
も改めて学んだ最高の夜でした。

「

初の語学書

嘉藤

秒で終わった気がします（笑）
ということで『昭
ごいの一言です。周りの人もキャラがとても濃
く
（笑）描かれているのでどんどん引き込まれま

岩本

西日本支社 支社長 岩本琢磨
（西日本統括、北陸、大阪、奈良、兵庫、
九州南部担当）

小山
映画「トップガン・マーヴェリック」を観ました。
お互い歳をとったね、トム……。と思いなが

H2、ジェニファー・コネリーです（笑）。これぞ

白！」なお年頃に（笑）。そして日頃から情報交

7/20 発売 !

『新しい英語力の教室

同時通訳者が教える本当に使える英語術』
著者よりひとこと

「どうしたら英 語 が できるようになります
か？」という質問ヘの答えを、この1冊に込
めました。本書を手に、あなたの夢を叶える
ための英語力を手に入れてください！

いて解説しています。
原田

加茂下

換したり励まし合ったりする仲。素晴らしいお
料理とホスピタリティ、何より楽しいおしゃべり
でエネルギーチャージ！のひとときでした。

職は某書店外商に在籍しておりましたが、10

学びなおしにどうぞ！

年以上ぶりに「よくわかる出版流通のしくみ」
を
片手に業界用語含め絶賛勉強中です。好きな

私も英語にコンプレックスを持ってい

YouTubeチャンネルは「ぶらぶらBurabura」

た1人です。本書を担当して苦手意識

です。皆様と直接お会いできる日を、楽しみに

マーケティンググループ グループ長／次長

は気持ちの問題が大きいと再確認しま

しております。

中村昌代

オンライン・法人営業部

漫画家の水木しげるが生誕百年を迎えたそう

徳田

https://book.impress.co.jp/

6月に入社いたしました原田でございます。前

互いに「メインは肉＆ワインは赤」→「お魚＆



開始したんだもん。

考え方や、英語の学び方・使い方につ

オンライン・法人営業部 次長 嘉藤大輔

し、イタリアンディナーへ♪明言は避けますが、

中村

るamazon.comが米国でサービスを

はそんな人に向けて苦手意識を変える

これからも西日本支社をよろしくお願いします！

ザ・アメリカ映画！お勧めです！
グループ会社MdN同僚のお誕生日祝いと称

号

1995年7月16日、のちに世界最大のオ

ンラインショッピングサイトに成長す

してしまう人は少なくないでしょう。本書

でした。個人的高評価ポイントは、オープニン
グと革ジャンの日本国旗、カワサキのNinja

阿部
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きです）。これまで約2年間、「西日本支社よも
やま話」にお付き合いいただきおおきにでした。
（い）

線で活躍し続けることは、並大抵の努力でで
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それから私のベスト3に入るおいしいグルメがあ
リッシュカレー）、ものすごく行列する黄金色に
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よもやま話最終回、西日本支社近隣紹介になり

です。舞台や展覧会が予定されたり、妖怪好

田中慶子（たなか けいこ）

した。今こそ学び直ししませんか？

原田丈義

同時通訳者・英語コーチ。英語を実用

『新しい英語力の教室 同時通訳者が教える本当に
使える英語術（できるビジネス）』

飯沼

ISBN：978-4-295-01492-8
定価：1,650円
（税込）

湯浅

きにはたまりませんが、私のおすすめは『コミッ
ク昭和史』(全8巻・講談社文庫)です。ねずみ

的なコミュニケーションのツールとして捉
えた「 英語術」の伝道師としても活動。
Voicyで「 夢を叶える英語術」
を毎日配
信中（QRコード参照）。

担当編集・渡辺

男が解説者として登場し、昭和の時代を克明
に描写していきます。描かれるのは、ずばり
「戦
争と平和」。この夏のイチオシです。
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に続くシリーズ第3弾

平田

飯沼昭教

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！

「一歩踏み出す人の背中を押す」がテーマのシリーズです。誰も

次号は2022年 8月
発行予定です！

が心の中に持つチャレンジしたい気持ち、新しいことに挑戦し
たい衝動に、相棒として寄り添う1冊をお届けしています。
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『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）
『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）
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売り場拝見 !!

書籍の売り上げアップに、店頭での「仕掛け」は非常に効果的です。
インプレスの営業チームも日ごろの営業活動において、
各書店様の客層などを考慮した仕掛け展開をご提案しています。

仕掛け展開フォトギャラリー
初めての「top gearシリーズフェア」
！

書店様ご協力のもとで実施した最近の「仕掛け事例」をフォトギャラリー形式でご紹介します。
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Zoom

◉有隣堂横浜駅西口ジョイナス店様

◉ジュンク堂書店 池袋本店様

◉金沢ビーンズ明文堂書店様
ご担当堂野さんの知識欲にいつも驚かさ
れていて、とても刺激をいただいています。
できるもん通信への愛もありがたいです。
感謝しています。
（営業担当・岩本）

「top gearシリーズ」のフェアをご提案し、
初めて実施しました。エンド台に約30点並
んだ光景は圧巻でした！
（営業担当・大賀）

フェアをするたびに、売れ方や組み合わせ
方に新しい発見があります。日々、勉強さ
せていただいています。
（営業担当・平野）

初のパソコン書フェア！

著者様でひとくくりのフェア展開はあまりあ
りませんが、お膝元ということもあって、新
刊が出るタイミングで著作を集中してご展
開いただきました。
（営業担当・宮下）

春のスキルアップ応援フェア
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◉紀伊國屋書店高槻阪急店様

Zoom

Zoom

猛暑が続く毎日ではございますが、ご来店の
お客様に喜んでいただけますよう、今後も各
店様それぞれに合ったご提案をさせていた
だきます。また、感染予防に十分留意しなが
ら訪問も継続してまいります。引き続きよろし

◉丸善 津田沼店様
春フェアのベストセレクションセットをアレ
ンジ！ 新しい試みとして各段にテーマを設
け、お客様が手に取りやすいフェアになり
ました。
（営業担当・平田）

PC 雑学

◉長谷川書店ネスパ茅ヶ崎店様

◉丸善 セブンパーク天美店様
Excelや資料作成など仕事で役立つ旬の書
籍を厳選！売上アップにもつながりました。ス
キルアップフェアは春だけではなく学びの秋
にもおすすめです。
（営業担当・堺）

街のみなさんから親しまれている温かい書
店さんです。素敵な看板とご展開いただき、
ありがとうございました！
（営業担当・今井）

「インプレス」というグループ名には、各種メディア（press）を通して、人々に感動（impress）をもたらしたいという願いが込められています。

PC 雑学

谷折

くお願いいたします。
（出版営業部 部長 村田哲史）
※次号では、湯浅、小山の担当店様を紹介させていただ
きます。

Amazon のロゴマークは、商品が「a」から「z」まで全て揃っていることと、「顧客の満足を表す笑顔」の 2 つを同時に表現しています。
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グループ会社MdN同僚のお誕生日祝いと称

号

1995年7月16日、のちに世界最大のオ

ンラインショッピングサイトに成長す

してしまう人は少なくないでしょう。本書

でした。個人的高評価ポイントは、オープニン
グと革ジャンの日本国旗、カワサキのNinja

阿部

4 周年

英語を学びたいと奮い立つものの挫折

ら観ましたが、控えめに言っても最高の映画

今井

創刊

本
高生から日
子
女
の
～
～不 登 校
通訳者に
時
同
の
トップクラス による
氏
田中慶 子
法
英 語学習
ル
バ
イ
サバ

和天皇物語』
を読んでいます。まあ、画力がす

す。10巻まで発売中です。

48

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

が登場！

時代はしっかり教えてもらいましたが昭和は



株式会社インプレス

できるビジネス
シリーズから

オススメ漫画です。昭和生まれなので、縄文

第

ありがとう
！

amazon.com
サービス開始

インプレスグループは創設30周年、できるもん通信は4周年。ありがとうだもん！ 」号

発行

書店営業グループ 主任 大賀慎一郎
（都内、神奈川、東北、新潟担当）




2022 年7 月

今月 は

輝くラーメン（麦と麺助）、肉汁たっぷり大きなミ
ンチカツ（グリルアイ）です。
最後は大阪人なので関東と関西の違いシリー
ズで締めたいと思います。
「肉まん」と「豚まん」
（551が有名）、「今川焼き」と「回転焼き」
（御
座候と呼ぶことも多いです）、天津飯は「甘酢
あん」と「醤油、塩あん」
（関西風がだんぜん好
きです）。これまで約2年間、「西日本支社よも
やま話」にお付き合いいただきおおきにでした。
（い）

線で活躍し続けることは、並大抵の努力でで

梅田

それから私のベスト3に入るおいしいグルメがあ
リッシュカレー）、ものすごく行列する黄金色に

後藤

い残念。


7 月16日

よもやま話最終回、西日本支社近隣紹介になり

です。舞台や展覧会が予定されたり、妖怪好

田中慶子（たなか けいこ）

した。今こそ学び直ししませんか？

原田丈義

同時通訳者・英語コーチ。英語を実用

『新しい英語力の教室 同時通訳者が教える本当に
使える英語術（できるビジネス）』

飯沼

ISBN：978-4-295-01492-8
定価：1,650円
（税込）

湯浅

きにはたまりませんが、私のおすすめは『コミッ
ク昭和史』(全8巻・講談社文庫)です。ねずみ

的なコミュニケーションのツールとして捉
えた「 英語術」の伝道師としても活動。
Voicyで「 夢を叶える英語術」
を毎日配
信中（QRコード参照）。

担当編集・渡辺

男が解説者として登場し、昭和の時代を克明
に描写していきます。描かれるのは、ずばり
「戦
争と平和」。この夏のイチオシです。


宮下

インプレスブックス
書店様専用Webサイトの
ご案内

マーケティンググループ 課長

ロングセラー『新しい文章力の教室』
に続くシリーズ第3弾

平田

飯沼昭教

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！

「一歩踏み出す人の背中を押す」がテーマのシリーズです。誰も

次号は2022年 8月
発行予定です！

が心の中に持つチャレンジしたい気持ち、新しいことに挑戦し
たい衝動に、相棒として寄り添う1冊をお届けしています。

山折

『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）
『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）

