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「食欲の秋。“できる”はフェアの秋だもん！ 」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。

「ステーキのくいしんぼ」神田神保町店には重量
2kg、価格4,300円の「激鬼メガバーグ」という
大食いチャレンジメニューがあります！ サイズは幅
20cm、奥行き15cm前後で、弊社の刊行物でい
えば、B6正寸の「できるポケットシリーズ」よりもや
や大きいサイズ感。そんなデカハンバーグが4枚積
み重なり、高さは目測10cmほどです。あまりの巨大
さに神 し々さすら覚えつつ、ナイフを入れてまた驚き
ます。焼き上がりはあくまでフワッと柔らか、かつ肉
汁したたるジューシーな仕上がりなのです。サイズに
合わせて、4つまで付けられるソースに付けて、代わ
る代わる味チェンし、口を飽きさせないようにすること
で、どうにか攻略できました。

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！

神保町ペロリ旅
大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

ダイジ
ェスト

次号は2018年10月
発行予定です！
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お客様から「どの解説書がいいの？」と聞かれたら
「無料電話サポート付きの“できる”です！」とお勧めください！

できるシリーズには、読者の方のご質問に無料でお答えする「電話サポート」が付いています！
専門のサポートスタッフが書籍を見ながら対応するので、パソコンが初めての方にも安心です。
読者の方から頂いた貴重なご意見は、新しい本を作るときに反映しています！

人気連載の出張版

インプレスブックス
書店様専用Webサイトの
ご案内

様 な々ものがインターネットにつながる「IoT」化
が進むなか、近ごろ私が気になっているのが
猫用IoTトイレ。猫のトイレの使用頻度や体重
の変化、温度などを計測し、データはスマホで
確認できるとのこと。愛猫（8歳）に長生きして
ほしいので、導入を検討中です。

 出版営業部 愛甲峻
 （北関東、神奈川、山梨担当）

昨年末から鼻の通りが悪く、春先には鼻水が
ひどくなり、いよいよ花粉症かと半ば諦めて血
液検査をしたのですがどの花粉も該当せず。
カビ？ 寒暖差アレルギー？ 結局原因不明。別
の病院で診てもらったらあっさりポリープと判
明。セカンドオピニオンって大事ですね。

 西日本支社 課長  宮下雅文
 （大阪、四国、九州北部担当）

「10年メモ」を現在愛用中。見開き1ページで
10年分の日記が書けて、1行目に今年、2行目
に来年と前年の同じ日を比較できる面白いメ
モ帳です。遠い未来ですが10年後の今はどう
なっているんだろうと、わくわくしながら日々の
出来事を記録しています。

 西日本支社 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

皆さんはじめまして！ 8月より入社しました梅田
です。日々皆さんに支えられながら勉強の毎日
です。どうぞよろしくお願いします。趣味はTV
ゲームで最近は「Nintendo Switch」が大活躍
してます。遊ぶ時間が限られる中、家だけでな
く移動中も同じゲームが遊べる「携帯できる据
置機」はありがたい限り。画期的です。

 出版営業部 梅田拓実
（雑誌、取次担当）

できるシリーズは、おかげさまで来年3月で25
周年を迎えます。そして、私の大好きなB'zは、
今年9月で30周年を迎えます（笑）。ファン暦
19年、行ったライブは30回になるのですが、9
月の大阪と東京のライブが待ち遠しくて仕方あ
りません♪

 西日本支社 主任  大賀慎一郎
 （中部、滋賀、京都担当）

小3の息子がいます。最近、理解してるのか、し
ていないのか、難しい言葉や流行りの言葉を使
いたがります。先日些細なことで言い合いにな
り、怒りが頂点に達した息子が「もう！ママのこ
と壁ドンするぞー！！」と絶叫。どーぞどーぞ。

 出版営業部 後藤まどか
（営業管理担当）

営業部員のひとりごと

岩本

加茂下

梅田

「できるもん通信」のバックナン

バーが下記URLでダウンロード

できるようになりました！

TOPICS

亀井

徳田

村田

本郷

飯沼

2年ほど前から『モーニング娘。』にハマって、
春秋のツアーに各1回は参戦しています。思
い切り叫んで歌って、今一番リフレッシュ＆元
気をもらう場所になりました。同志の方いらっ
しゃいましたら、是非お声かけください！！（笑）

 出版営業部  藪田裕美
 （東京都下・神奈川担当）

平野

◉ 大きいスペースの場合 ◉ 小さいスペースの場合

展開場所を大きく取れる場合は、
パネルに加えて立体物などを作れ
ば、よりお客様の注目を集められ
ます。文字を切って貼っていただく
だけでも効果絶大です！

平台1面、数冊面陳でも工夫
しだいで目立たせられます。
ポイントは書籍の表紙を見せ
たり、立体物で飾り付けるこ
と。パネルをコピーして使って
いただくのも効果的です！

明屋書店 MEGA平田店様（愛媛県）

有隣堂
センター南店様

（神奈川県）

明林堂書店 青山店様（大分県） 明文堂書店新入善店様（富山県）

※写真は昨年度の秋フェア「フォトコンテスト」受賞店を含む展開事例です。

※一部サポート対象外の商品がございます。

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

異動や転勤、就活の準備が始まる秋は、春と並んでパソコン書が売れる季節です。
できるシリーズは、今年も秋フェアを開催中。売場をしっかり飾れば、売上アップを狙えます。
ポイントは拡材などを有効に使うこと。フェア用のパネルやPOPをぜひご活用ください！

セット商品をお申し込みいただい
ていない場合も、ご連絡いただ
ければ拡材をお送りします！ 在庫
を使ってぜひご展開ください。

拡材お送りします！

できる秋フェア
開催記念①

今年も秋フェアの季節がやってきました！
インパクトのある展開で売上アップを

激鬼メガバーグ� 4,300円
昼食1食としては高額ですが、体験型アトラクショ
ンと考えればお値頃です！

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 ステーキのくいしんぼ
住所：東京都千代田区神田神保町1-6 樋谷ビル2F

「激鬼」の
名に恥じぬ

凶悪な1皿
！
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1997年の春、ついにオールカラー版となった「できるWindows95 

改訂版」が発売されました。従来の2色印刷に比べ、実際の画面と

の比較などがさらにわかりやすくなりました。写真の冊子は、オー

ルカラー化を記念して、お客

様に実際の紙面を体験してい

ただこうと作成したもので、書

店様店頭で広く配布していた

だきました。

関 連
書 籍

今、シニア世代には
“スマホの入門書”が必要です！

書籍『「あるある」で学ぶ 忙しい
人のためのExcel仕事術（でき
るビジネス）』の内容を担当編
集者がマンガ化したものです。

ご注文も待ってます！
ISBN：978-4-8443-3784-3

ニュースなどで耳にする「機械学習」「ディープラーニ

ング（深層学習）」。注目のワードなだけに、何が違う

のか疑問に思うよね。「機械学習」は、機械（コンピュー

ター）が画像データなどの特徴を読みとって、その特

徴ごとに機械自身で分類するしくみだよ。たとえば人

間が猫の画像を機械に与えると、そこから耳の形な

ど猫の特徴を学びとるんだ。そうして人間が「これは

猫だよ」と機械に教えてあげると、機械も「この特徴を

持った画像は猫である」と学習するんだ。ここでは画

像の例を紹介したけど、音声やテキストデータからも

学習できるよ。また分類以外にも、読みとったデータを

もとに次にどんなデータが得られるか「推論」するのも

機械学習の得意分野なんだ。

一方の「ディープラーニング」は機械学習の発展形と

いえるしくみ。ディープラーニングでは、同じ画像デー

タを与えたときに、機械学習よりも細かな特徴までつ

かめるんだ。いま話題のAI（人工知能）の裏側でも、

この分類・推論のしくみが活用されているんだよ。

最近よく聞く機械学習、ディープラーニングって何？今 月 の ギ モ ン

話題のITトレンドを楽しく学ぶコーナー

どんどん技術が進化しているってことだもん！
ミライが楽しみだもん！

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。

ディープラーニングは
機械学習の
手法のひとつ

「機械学習はデータを分類・推論するしくみ」、
「ディープラーニングは機械学習の最新型」と覚えよう！

いちばんやさしい
機械学習プロジェクトの教本
ISBN：978-4-295-00341-0
価格：本体1,800円＋税

3刷！

まんが：イノウエカオル（編集部）

AI

機械学習

ディープ
ラーニング

日本は現在、総人口の約28％が65歳以上で、世界で最も高齢化率が高い国です。
60歳以上のシニア世代は「消費の主役」であり、個人消費の約半数がこの世代に
よるものです。シニアマーケットは今後ますます拡大していきます。そのような社会
情勢を背景に、この度、シニア世代に向けて最適化した「できるシリーズ」の新しい
サブシリーズ、「できる 大人の手習い帖」を2冊同時に刊行しました。

できるシリーズが誕生したのは今から24年前。売上
ナンバー1に育ててくださったのは、書店の皆さまで
した。当時の営業担当がその頃を振り返ります。

NTTドコモ モバイル社会研究所が2018年1月に行った調

査によれ ば、60代のスマホの所有率は前年比11%増の

56%となり、初めて半数を超えました。また、フィーチャーフォ

ンの所有率である46%を10%も上回っています。スマホへ

の移行は今後ますます加速するものと見られ、シニア向けの

入門書ニーズも加速度的に高まるものと考えられます。

◉60代のスマホ所有率

2015年 2017年 2018年

60代の半数以上がスマホを所持!
スマホ所有率が伸張していても、使いこなせているとは限り

ません。2018年6月25日付けの日経MJの記事によれば、

シニア向け定期購読誌「ハルメク」では、より初歩的な内容の

スマホ解説記事のほうが、反響が大きかったのだそうです。

スマホをバリバリ使いこなす、所謂「アクティブシニア」像は、

実はステレオタイプの思い込みに過ぎないのかもしれません。

「できる大人の手習い帖」シリーズは、よりベーシックな操作

やトラブル解決に力点を置いて制作しているので、シニアの

リアルなニーズに応えられます。

「アクティブシニア」は思い込み？

できる 大人の手習い帖
iPad 知りたいこと100選
ISBN：978-4-295-00452-3
価格：本体1,200円＋税

できる 大人の手習い帖
アンドロイドタブレット
知りたいこと100選
ISBN：978-4-295-00453-0
価格：本体1,200円＋税

初めての方でも内容を覚えやすいように、必要な情報を厳選し、そのぶん丁寧な解説に注力しま

した。コンピュータ書棚だけでなく、シニア向けのムックや書籍の棚でのご展開もおすすめです！

NHKテキスト
との相性も抜
群です！

（営業部・本郷）

タブレットなら、ワシも毎日お
世話になってるんじゃがのう

おじいさん、それは薬の
錠剤ですよ。そろそろ私
たちもタブレットを使っ
てみましょうもん
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サブシリーズ「できる大人の手習い帖」新登場！

くまざわ書店 錦糸町店様

できる秋フェア
開催記念②

おかげさまで約四半世紀
書店様と歩んだ24年を振り返る

シリーズ1冊目「できるExcel 5.0」の発売時、パソコンの操作画面を順

を追ってすべて掲載した「できる」の紙面を書店ご担当者様にお見せ

したところ、「これまでのパソコン解説書とまったく違う！」とたいへん驚

かれました。その中で「これは

わかりやすいよ！」と大きく展開

いただいた書店様でのヒット

が、他の書店様から注目を集

め、その後の全国展開やシリー

ズ拡充につながりました。

まったく新しいコンセプトの
パソコン入門書が誕生！ 出版営業部

村田哲史

エピソード 1

◉「できる」シリーズ第1弾の
　「できるExcel5.0」

わかりやすさを追求して
オールカラー化！ 出版営業部

嘉藤大輔

エピソード 2

◉1997年に店頭で配布した
　小冊子

書店員さんに育てて
もらったもん！

谷折

谷折
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の比較などがさらにわかりやすくなりました。写真の冊子は、オー

ルカラー化を記念して、お客

様に実際の紙面を体験してい
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るビジネス）』の内容を担当編
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ご注文も待ってます！
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ニュースなどで耳にする「機械学習」「ディープラーニ

ング（深層学習）」。注目のワードなだけに、何が違う
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ど猫の特徴を学びとるんだ。そうして人間が「これは
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機械学習の得意分野なんだ。

一方の「ディープラーニング」は機械学習の発展形と

いえるしくみ。ディープラーニングでは、同じ画像デー

タを与えたときに、機械学習よりも細かな特徴までつ

かめるんだ。いま話題のAI（人工知能）の裏側でも、

この分類・推論のしくみが活用されているんだよ。
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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。
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ISBN：978-4-295-00452-3
価格：本体1,200円＋税

できる 大人の手習い帖
アンドロイドタブレット
知りたいこと100選
ISBN：978-4-295-00453-0
価格：本体1,200円＋税

初めての方でも内容を覚えやすいように、必要な情報を厳選し、そのぶん丁寧な解説に注力しま

した。コンピュータ書棚だけでなく、シニア向けのムックや書籍の棚でのご展開もおすすめです！

NHKテキスト
との相性も抜
群です！

（営業部・本郷）

タブレットなら、ワシも毎日お
世話になってるんじゃがのう

おじいさん、それは薬の
錠剤ですよ。そろそろ私
たちもタブレットを使っ
てみましょうもん
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サブシリーズ「できる大人の手習い帖」新登場！

くまざわ書店 錦糸町店様

できる秋フェア
開催記念②

おかげさまで約四半世紀
書店様と歩んだ24年を振り返る

シリーズ1冊目「できるExcel 5.0」の発売時、パソコンの操作画面を順

を追ってすべて掲載した「できる」の紙面を書店ご担当者様にお見せ

したところ、「これまでのパソコン解説書とまったく違う！」とたいへん驚

かれました。その中で「これは

わかりやすいよ！」と大きく展開

いただいた書店様でのヒット

が、他の書店様から注目を集

め、その後の全国展開やシリー

ズ拡充につながりました。

まったく新しいコンセプトの
パソコン入門書が誕生！ 出版営業部

村田哲史

エピソード 1

◉「できる」シリーズ第1弾の
　「できるExcel5.0」

わかりやすさを追求して
オールカラー化！ 出版営業部

嘉藤大輔

エピソード 2

◉1997年に店頭で配布した
　小冊子

書店員さんに育てて
もらったもん！

谷折

谷折



P 1    「できる秋フェア」開催！
P2  書店様とともに歩んだ24年
 できるもんの素朴なギモン
P3  シニア向けスマホ入門書が登場！ 
 まんが「Excelあるある」
P4    「神保町ペロリ旅」ダイジェスト
 営業部員のひとりごと

もくじ

第 号22018年9月

「食欲の秋。“できる”はフェアの秋だもん！ 」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。

「ステーキのくいしんぼ」神田神保町店には重量
2kg、価格4,300円の「激鬼メガバーグ」という
大食いチャレンジメニューがあります！ サイズは幅
20cm、奥行き15cm前後で、弊社の刊行物でい
えば、B6正寸の「できるポケットシリーズ」よりもや
や大きいサイズ感。そんなデカハンバーグが4枚積
み重なり、高さは目測10cmほどです。あまりの巨大
さに神 し々さすら覚えつつ、ナイフを入れてまた驚き
ます。焼き上がりはあくまでフワッと柔らか、かつ肉
汁したたるジューシーな仕上がりなのです。サイズに
合わせて、4つまで付けられるソースに付けて、代わ
る代わる味チェンし、口を飽きさせないようにすること
で、どうにか攻略できました。

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！

神保町ペロリ旅
大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

ダイジ
ェスト

次号は2018年10月
発行予定です！

後藤

嘉藤

宮下

藪田

愛甲

堺

大賀

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）

お客様から「どの解説書がいいの？」と聞かれたら
「無料電話サポート付きの“できる”です！」とお勧めください！

できるシリーズには、読者の方のご質問に無料でお答えする「電話サポート」が付いています！
専門のサポートスタッフが書籍を見ながら対応するので、パソコンが初めての方にも安心です。
読者の方から頂いた貴重なご意見は、新しい本を作るときに反映しています！

人気連載の出張版

インプレスブックス
書店様専用Webサイトの
ご案内

様 な々ものがインターネットにつながる「IoT」化
が進むなか、近ごろ私が気になっているのが
猫用IoTトイレ。猫のトイレの使用頻度や体重
の変化、温度などを計測し、データはスマホで
確認できるとのこと。愛猫（8歳）に長生きして
ほしいので、導入を検討中です。

 出版営業部 愛甲峻
 （北関東、神奈川、山梨担当）

昨年末から鼻の通りが悪く、春先には鼻水が
ひどくなり、いよいよ花粉症かと半ば諦めて血
液検査をしたのですがどの花粉も該当せず。
カビ？ 寒暖差アレルギー？ 結局原因不明。別
の病院で診てもらったらあっさりポリープと判
明。セカンドオピニオンって大事ですね。

 西日本支社 課長  宮下雅文
 （大阪、四国、九州北部担当）

「10年メモ」を現在愛用中。見開き1ページで
10年分の日記が書けて、1行目に今年、2行目
に来年と前年の同じ日を比較できる面白いメ
モ帳です。遠い未来ですが10年後の今はどう
なっているんだろうと、わくわくしながら日々の
出来事を記録しています。

 西日本支社 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

皆さんはじめまして！ 8月より入社しました梅田
です。日々皆さんに支えられながら勉強の毎日
です。どうぞよろしくお願いします。趣味はTV
ゲームで最近は「Nintendo Switch」が大活躍
してます。遊ぶ時間が限られる中、家だけでな
く移動中も同じゲームが遊べる「携帯できる据
置機」はありがたい限り。画期的です。

 出版営業部 梅田拓実
（雑誌、取次担当）

できるシリーズは、おかげさまで来年3月で25
周年を迎えます。そして、私の大好きなB'zは、
今年9月で30周年を迎えます（笑）。ファン暦
19年、行ったライブは30回になるのですが、9
月の大阪と東京のライブが待ち遠しくて仕方あ
りません♪

 西日本支社 主任  大賀慎一郎
 （中部、滋賀、京都担当）

小3の息子がいます。最近、理解してるのか、し
ていないのか、難しい言葉や流行りの言葉を使
いたがります。先日些細なことで言い合いにな
り、怒りが頂点に達した息子が「もう！ママのこ
と壁ドンするぞー！！」と絶叫。どーぞどーぞ。

 出版営業部 後藤まどか
（営業管理担当）

営業部員のひとりごと

岩本

加茂下

梅田

「できるもん通信」のバックナン

バーが下記URLでダウンロード

できるようになりました！

TOPICS

亀井

徳田

村田

本郷

飯沼

2年ほど前から『モーニング娘。』にハマって、
春秋のツアーに各1回は参戦しています。思
い切り叫んで歌って、今一番リフレッシュ＆元
気をもらう場所になりました。同志の方いらっ
しゃいましたら、是非お声かけください！！（笑）

 出版営業部  藪田裕美
 （東京都下・神奈川担当）

平野

◉ 大きいスペースの場合 ◉ 小さいスペースの場合

展開場所を大きく取れる場合は、
パネルに加えて立体物などを作れ
ば、よりお客様の注目を集められ
ます。文字を切って貼っていただく
だけでも効果絶大です！

平台1面、数冊面陳でも工夫
しだいで目立たせられます。
ポイントは書籍の表紙を見せ
たり、立体物で飾り付けるこ
と。パネルをコピーして使って
いただくのも効果的です！

明屋書店 MEGA平田店様（愛媛県）

有隣堂
センター南店様

（神奈川県）

明林堂書店 青山店様（大分県） 明文堂書店新入善店様（富山県）

※写真は昨年度の秋フェア「フォトコンテスト」受賞店を含む展開事例です。

※一部サポート対象外の商品がございます。

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

異動や転勤、就活の準備が始まる秋は、春と並んでパソコン書が売れる季節です。
できるシリーズは、今年も秋フェアを開催中。売場をしっかり飾れば、売上アップを狙えます。
ポイントは拡材などを有効に使うこと。フェア用のパネルやPOPをぜひご活用ください！

セット商品をお申し込みいただい
ていない場合も、ご連絡いただ
ければ拡材をお送りします！ 在庫
を使ってぜひご展開ください。

拡材お送りします！

できる秋フェア
開催記念①

今年も秋フェアの季節がやってきました！
インパクトのある展開で売上アップを

激鬼メガバーグ� 4,300円
昼食1食としては高額ですが、体験型アトラクショ
ンと考えればお値頃です！

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 ステーキのくいしんぼ
住所：東京都千代田区神田神保町1-6 樋谷ビル2F

「激鬼」の
名に恥じぬ

凶悪な1皿
！

山折

山折


