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「読書もパソコンもがんばるもん！ 」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。

神田の「一間酒場 1丁目1番地」では、ご飯1kgの
かつ丼がわずか640円でいただける、驚異的なコス
トパフォーマンスを誇るお店です！ かつ丼のご飯は
量が多すぎるあまり、丼からオーバーフローしていま
す。かつとじは2重になって、異常な高さを誇ってい
ます。丼からは大量の湯気が立ち上っており、見る
からに熱々なことが見て取れます。価格からは信じ
がたいほどに分厚いかつは、とても柔らかくて食べや
すいです。割り下はいっそ上品なほどの味付けで、
非常に美味です。量だけでなく、美味しさという面で
もコストパフォーマンスが高い逸品でした。なお、丼
も熱々なので、冷めるまでは丼を手に持ってかき込
むことができない点にはご注意を。

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）

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

営業部員のひとりごと

「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

梅田

藪田

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

かつ丼大盛（みそ汁付）� 640円
横から見ると、とんかつの異常な高さがよく分かり
ます

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 一間酒場 1丁目1番地
住所：東京都千代田区鍛冶町2-12-11

爆盛りライ
スが丼から

オーバーフ
ロー！

亀井

平野

飯沼

本郷

岩本

加茂下

村田

収集癖の末路です。「Levi's501｣これが 一
番悲しいです。もう、太ってはけない（笑）、も
うローライズなんてお腹がじゃまで恥ずかし
い（笑）、もう若くないので穴あきダメージは
子供からも止められる（笑）501じゃないけど
2003年阪神優勝コラボジーンズの扱いにも
困っています（笑）。
 西日本支社 支社長 岩本琢磨
 （西日本統括、大阪府、奈良、九州南部担当）

筒井康隆の本にはまっています。高校時代、友
人と読みまくったものですが、あの世界は今も
心地よい刺激を与えてくれます。そんな筒井先
生も84歳になり、10月6日からは東京・世田谷
文学館で「筒井康隆展」が開催されるそうです。
おすすめは短編集『佇むひと』（角川文庫）とエッ
セイ集『狂気の沙汰も金次第』（新潮文庫）です。
 出版営業部 課長 飯沼昭教
 （雑誌、取次担当）

先日、惜しまれつつ引退した安室奈美恵。たま
たまチケットを入手しGW東京ドームへ。野球
やプロレス観戦でドームに足繁く通っている
が、ライブは二度目。昭和が終わるちょうど30
年前、美空ひばりの冒頭30分ノンストップメド
レーに鳥肌した経験と少し重なった。平成の歌
姫に讃嘆！
 出版営業部 課長 加茂下良憲
 （本部営業担当）

ラーメンネタの連投で失礼いたします。近所に
個人的激ウマな二郎インスパイア店があるの
ですが、味に反比例して店員の接客態度が激
ワル……。行くのを躊躇しながらも結局は行く
のですが（笑）、いつも胃は満足・心は不満とい
う不思議な感覚に陥っております。
 出版営業部 課長 嘉藤大輔

（法人営業担当）

花粉症の季節でもないのに、ひどいアレルギー
性結膜炎となり、コンタクトレンズ歴35年で初
めてドクターストップがかかりました。急いで眼
鏡を作ったのですが、初心者向けに弱めの度
数設定にしたら、本やスマホがとても見やすく
なり眼鏡生活が思ったより快適です。
 出版営業部 部長 村田哲史
 （東日本統括）

これまでイクラなどの高級食材が全く食べられ
ずにいました。よく周囲から「食べれなくて可哀
想」とか勝手なこと言われてるなと思っていまし
たが、北海道担当になり、現地で騙されたと思っ
てトライしてみたら、なんと食べることができまし
た！ その時本当に旨くて逆に好物になりました。
本物は違いますね。次は数の子を狙っています。 
 出版営業部 主任  亀井直樹

（北海道、神奈川担当）

愛甲

大賀

嘉藤

「できるもん通信」のバックナン

バーは、下記URLでダウンロー

ドできます。ぜひご覧ください！
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徳田

後藤

宮下

今年の高校野球は100回大会ということもあ
り、盛りあがりましたね！甲子園はもちろんで
すが、それより好きなのは地方大会です。今
年も家の近く（埼玉です）で目慣らし観戦、そし
て翌週は神宮に観にいくというルーティンを守
りきりました！ 暑かった……。
 出版営業部 係長 本郷雄大
 （都内、千葉、静岡、北陸担当）

堺

新サブシリーズ「できるfit」誕生！
サイズも内容もちょうどいい
iPhone解説書ができました!!
9月21日に新しいiPhoneが発売され、今年もiPhone解
説書の季節がやってきました。入門書もB6判／四六判ポ
ケットサイズから大判のムックまでさまざまですが、「便利
そうだけど文字が小さくて読みづらい」「読みやすいけど、
内容が簡単すぎる」といった不満も聞かれます。そんな不
満を解消するために、内容もサイズもすべてが“ちょうどい
い”新たなサブシリーズ「できるfit」を新創刊いたします！

できるfit ドコモのiPhone
XS/XS Max/XR
基本＋活用ワザ
ISBN：978-4-295-00498-1
価格：本体1,200円＋税

できるfit auのiPhone
XS/XS Max/XR
基本＋活用ワザ
ISBN：978-4-295-00499-8
価格：本体1,200円＋税

できるfit 
ソフトバンクのiPhone
XS/XS Max/XR
基本＋活用ワザ
ISBN：978-4-295-00500-1
価格：本体1,200円＋税

どこに置けば
いいの？Q 以前の解説書は

どうすればいいの？Q

営業・堺

PC解説書に苦手意識を持つ女性や年配の方でも、
iPhoneの使い方を知りたい方はいらっしゃいます。
雑誌売場であれば、お客様の目にとまりますし、LINE
などスマホアプリのムック本などと併せて購入される
効果も見込めます。是非、PC書棚との多面展開で売
り伸ばしをしてみてはいかがでしょうか。

A 雑誌売場にも置くこ
とをおすすめします！

読者には年配の方も多く、ポケット判では文字や画面
が小さく感じられるというご意見が気になっていまし
た。A5判にサイズアップして読みやすくしたのが「で
きるfit」です。また最近のスマホは本体が大きくて、特
に女性は両手操作をしますよね。本を180度開けるよ
うに、製本には特殊な接着剤を採用しました。

A 読みやすい紙面と
製本を工夫しました！

編集部・瀧坂

アップルの公式サイトでは、2016年発売のiPhone 
7/7 Plusや2017年のiPhone 8/8 Plusも、まだ
新品が併売されています。中身の基本ソフト（iOS）は
更新されていますが、根本的な変更は少ないので、読
み替えが可能な範囲です。「できるポケット」シリーズ
の旧モデル解説書もまだまだ売れます！

A iPhone 7、8の本
もまだ売れます！

編集部・瀧坂

どこが変わった？ 新型iPhone 早 わ か り

ホームボタンのない
3モデルが新登場
9月21日発売のiPhone XSとそのワイ
ド 版iPhone XS Maxは、2017年 に
発表されたiPhone Xの後継モデル。ま
た10月26日には、やや廉価で色のバリ
エーションが豊富なiPhone XRが発売
されます。いずれも前面にホームボタン
がない全面ディスプレイ仕様です。

iPhone XS Max
iPhone XS

iPhone XR

2018年
11月1日

発売

iPhoneの解説書って
どれも一緒では？Q

A5判にサイズアップ！ ムック本との併売効果も
見込めます

180度開く
特殊製本！

山折

山折



家事や仕事に忙しい
働くオトナ女子を応援！

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

C（シー）が付くプログラミング言語には、C言語、C++

（シープラスプラス）、C#（シーシャープ）など、たくさ

んの種類があるし、それぞれ解説書が出ているから、

何が違うのか、どういう関係なのか疑問に思うよね。

ざっくりと言えば、C言語がおおもととしてあり、その

後、C言語をベースに（あるいは参考に）オブジェクト

指向の機能を付けたさまざまな言語が開発されたん

だ。ちなみに、オブジェクト指向とは「プログラミング

の生産性を上げるための手法の1つ」とイメージして

おくといいよ。

まず1972年に登場したのがC言語。このC言語との

互換性を維持しつつ、オブジェクト指向型の言語とし

て登場したのがC++。日本では「シープラ」「シープラ

プラ」なんて呼ばれてる。C言語の拡張版のような位

置付けだから、C言語の後にC++を学ぶことが多い

んだ。実は、JavaもC言語とC++を参考に開発され

たんだよ。次にC#はマイクロソフトが開発した言語

で、Cが名前に付いてはいるけどC++のようにC言語

との互換性はないし、C言語風の書き方はあるけど別

の言語なんだ。C#はスマホのゲーム開発などで使わ

れる「Unity（ユニティ）」で採用されて、いま注目の言

語だと言えるね。

「C」が付くプログラミング言語って、どういう関係なの？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。

C 言語にオブジェクト指向の機能を追加した、
たくさんの派生言語があるんだ

3刷！

まんが：イノウエカオル（編集部）

最近、気くばりや自己啓発など女性をターゲットにしたビジネ
ス書や実用書が話題です。そこでインプレスでは、毎日忙し
く働く女性に向けて、仕事の作業効率を上げるためのExcel
時短術の本を発売しました。

いま、働く女子向け実用書が人気

Excel時短はじめました！
（できる for Woman）

ISBN:978-4-295-00455-4
価格:1,300円＋税

マイクロソフトが開発
した別の言語。C言語
との互換性もない。

C#

C言語の拡張版として
開発されたC++。C言
語との互換性もある。

C++

C言語

これまでのPC書にはなかった
「女子ウケ要素」をたくさん盛り込みました！

編集部・井上 薫

Excelネタばかりじゃない！
Excelの機能を知ることは確実に時短につなが
ります。しかし、Excelのテクニックだけでは増え
続ける仕事に立ち向かうのは難しいのも事実で
す……。そこで本書は、仕事の進め方や体調管
理のネタも入れて、本当に時短を叶えられるよう
に工夫しました。

可愛く、楽しく学べるデザインに

女性読者が楽しくスキルを身に付けられるように、マンガやイラストを豊富に添えて
ポップな雰囲気を目指しました。紙面のイラストは、Twitterで大人気のイラストレー
ターのわかるさん。カニがExcelをサポートするというシュールな展開です！

本書のこだわり 1

「判型がA5正方形で小さな鞄に入れやすい」
「表紙がやわらかい雰囲気でかわいい」
「今までのPC解説書とは違う感じがする」
との声をいただきました！

実際の書店員さんの声

本書のこだわり 2

女性編集者が担当です

JavaもC言語の影響を受けているもん。
C言語を学んでおけば安心だもん！

新刊

有隣堂アトレ川崎店様
（女性向けビジネス書フェア棚）

旭屋書店なんばCITY店様
（女性向け実用書フェア台）

紀伊國屋書店本町店樣
（PC書棚）

女性の多い売り場で「仕掛け映え」します！
大人っぽくかわいらしいカバーイラストを使った本書は、女性向けビジネス書や実用書との相性ばつぐんです。
有隣堂アトレ川崎店様では働く女性がターゲットの売り場で展開中。発売から10日で9冊売れと好調です！

展開事例

近くにセリアがあるPC書売り場では、
女性客の需要を見込み、本書を中心
に女性向けのExcel本を展開中！

このコーナーでは、ヒット中の書籍やイチ押しの
新刊をピックアップして、企画が誕生した背景や
制作時に注力したポイントなどを、担当編集者が
本気でプレゼンします。企画にこめられた熱い
思い（？）をぜひお聞き届けください！

今年3月に発売してから約半年、おかげ様で4刷になりました。できる
だけたくさんの関数を紹介するExcel本と違い、本書が取り上げるの
はたったの18個。しかも、詳しく解説しているのはその内の5つだけ！ 
1つの関数につき最大40ページに渡って解説するなど、最小限の関
数を、最大限に理解できるよう意識してつくりました。

「企画のこだわり」プレゼン大会

グっと来たら、
ぜひご注文＆展開を!!

4刷
出来!!

『関数は「使える順」に極めよう！ Excel最高の学び方（できるビジネス）』
ISBN：978-4-295-00309-0
担当：平田 葵

プレゼン
2

ExcelとPowerPointは、いまやパソコン仕事の2大必修科目と言っ

ても過言ではありません。本書はそれらの使い方をまとめて身に付け

られる、これまでありそうでなかった1冊です。ビジネスマンに必須

のデータ分析やプレゼンスキルがしっかり身に付けられるほか、巻末

には時短に役立つショートカットキー一覧も収録しています。

新刊

『できる
Excel&PowerPoint2016

仕事で役立つ集計・プレゼンの

基礎が身に付く本』

ISBN：978-4-295-00476-9

担当：進藤 寛

プレゼン
1

担当編集が猛アピール!!

谷折

谷折
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新刊

有隣堂アトレ川崎店様
（女性向けビジネス書フェア棚）

旭屋書店なんばCITY店様
（女性向け実用書フェア台）

紀伊國屋書店本町店樣
（PC書棚）

女性の多い売り場で「仕掛け映え」します！
大人っぽくかわいらしいカバーイラストを使った本書は、女性向けビジネス書や実用書との相性ばつぐんです。
有隣堂アトレ川崎店様では働く女性がターゲットの売り場で展開中。発売から10日で9冊売れと好調です！

展開事例

近くにセリアがあるPC書売り場では、
女性客の需要を見込み、本書を中心
に女性向けのExcel本を展開中！

このコーナーでは、ヒット中の書籍やイチ押しの
新刊をピックアップして、企画が誕生した背景や
制作時に注力したポイントなどを、担当編集者が
本気でプレゼンします。企画にこめられた熱い
思い（？）をぜひお聞き届けください！

今年3月に発売してから約半年、おかげ様で4刷になりました。できる
だけたくさんの関数を紹介するExcel本と違い、本書が取り上げるの
はたったの18個。しかも、詳しく解説しているのはその内の5つだけ！ 
1つの関数につき最大40ページに渡って解説するなど、最小限の関
数を、最大限に理解できるよう意識してつくりました。

「企画のこだわり」プレゼン大会

グっと来たら、
ぜひご注文＆展開を!!

4刷
出来!!

『関数は「使える順」に極めよう！ Excel最高の学び方（できるビジネス）』
ISBN：978-4-295-00309-0
担当：平田 葵

プレゼン
2

ExcelとPowerPointは、いまやパソコン仕事の2大必修科目と言っ

ても過言ではありません。本書はそれらの使い方をまとめて身に付け

られる、これまでありそうでなかった1冊です。ビジネスマンに必須

のデータ分析やプレゼンスキルがしっかり身に付けられるほか、巻末

には時短に役立つショートカットキー一覧も収録しています。

新刊

『できる
Excel&PowerPoint2016

仕事で役立つ集計・プレゼンの

基礎が身に付く本』

ISBN：978-4-295-00476-9

担当：進藤 寛

プレゼン
1

担当編集が猛アピール!!

谷折

谷折
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「読書もパソコンもがんばるもん！ 」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。

神田の「一間酒場 1丁目1番地」では、ご飯1kgの
かつ丼がわずか640円でいただける、驚異的なコス
トパフォーマンスを誇るお店です！ かつ丼のご飯は
量が多すぎるあまり、丼からオーバーフローしていま
す。かつとじは2重になって、異常な高さを誇ってい
ます。丼からは大量の湯気が立ち上っており、見る
からに熱々なことが見て取れます。価格からは信じ
がたいほどに分厚いかつは、とても柔らかくて食べや
すいです。割り下はいっそ上品なほどの味付けで、
非常に美味です。量だけでなく、美味しさという面で
もコストパフォーマンスが高い逸品でした。なお、丼
も熱々なので、冷めるまでは丼を手に持ってかき込
むことができない点にはご注意を。

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）

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

営業部員のひとりごと

「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

梅田

藪田

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

かつ丼大盛（みそ汁付）� 640円
横から見ると、とんかつの異常な高さがよく分かり
ます

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 一間酒場 1丁目1番地
住所：東京都千代田区鍛冶町2-12-11

爆盛りライ
スが丼から

オーバーフ
ロー！

亀井

平野

飯沼

本郷

岩本

加茂下

村田

収集癖の末路です。「Levi's501｣これが 一
番悲しいです。もう、太ってはけない（笑）、も
うローライズなんてお腹がじゃまで恥ずかし
い（笑）、もう若くないので穴あきダメージは
子供からも止められる（笑）501じゃないけど
2003年阪神優勝コラボジーンズの扱いにも
困っています（笑）。
 西日本支社 支社長 岩本琢磨
 （西日本統括、大阪府、奈良、九州南部担当）

筒井康隆の本にはまっています。高校時代、友
人と読みまくったものですが、あの世界は今も
心地よい刺激を与えてくれます。そんな筒井先
生も84歳になり、10月6日からは東京・世田谷
文学館で「筒井康隆展」が開催されるそうです。
おすすめは短編集『佇むひと』（角川文庫）とエッ
セイ集『狂気の沙汰も金次第』（新潮文庫）です。
 出版営業部 課長 飯沼昭教
 （雑誌、取次担当）

先日、惜しまれつつ引退した安室奈美恵。たま
たまチケットを入手しGW東京ドームへ。野球
やプロレス観戦でドームに足繁く通っている
が、ライブは二度目。昭和が終わるちょうど30
年前、美空ひばりの冒頭30分ノンストップメド
レーに鳥肌した経験と少し重なった。平成の歌
姫に讃嘆！
 出版営業部 課長 加茂下良憲
 （本部営業担当）

ラーメンネタの連投で失礼いたします。近所に
個人的激ウマな二郎インスパイア店があるの
ですが、味に反比例して店員の接客態度が激
ワル……。行くのを躊躇しながらも結局は行く
のですが（笑）、いつも胃は満足・心は不満とい
う不思議な感覚に陥っております。
 出版営業部 課長 嘉藤大輔

（法人営業担当）

花粉症の季節でもないのに、ひどいアレルギー
性結膜炎となり、コンタクトレンズ歴35年で初
めてドクターストップがかかりました。急いで眼
鏡を作ったのですが、初心者向けに弱めの度
数設定にしたら、本やスマホがとても見やすく
なり眼鏡生活が思ったより快適です。
 出版営業部 部長 村田哲史
 （東日本統括）

これまでイクラなどの高級食材が全く食べられ
ずにいました。よく周囲から「食べれなくて可哀
想」とか勝手なこと言われてるなと思っていまし
たが、北海道担当になり、現地で騙されたと思っ
てトライしてみたら、なんと食べることができまし
た！ その時本当に旨くて逆に好物になりました。
本物は違いますね。次は数の子を狙っています。 
 出版営業部 主任  亀井直樹

（北海道、神奈川担当）

愛甲

大賀

嘉藤

「できるもん通信」のバックナン

バーは、下記URLでダウンロー

ドできます。ぜひご覧ください！

TOPICS

徳田

後藤

宮下

今年の高校野球は100回大会ということもあ
り、盛りあがりましたね！甲子園はもちろんで
すが、それより好きなのは地方大会です。今
年も家の近く（埼玉です）で目慣らし観戦、そし
て翌週は神宮に観にいくというルーティンを守
りきりました！ 暑かった……。
 出版営業部 係長 本郷雄大
 （都内、千葉、静岡、北陸担当）

堺

新サブシリーズ「できるfit」誕生！
サイズも内容もちょうどいい
iPhone解説書ができました!!
9月21日に新しいiPhoneが発売され、今年もiPhone解
説書の季節がやってきました。入門書もB6判／四六判ポ
ケットサイズから大判のムックまでさまざまですが、「便利
そうだけど文字が小さくて読みづらい」「読みやすいけど、
内容が簡単すぎる」といった不満も聞かれます。そんな不
満を解消するために、内容もサイズもすべてが“ちょうどい
い”新たなサブシリーズ「できるfit」を新創刊いたします！

できるfit ドコモのiPhone
XS/XS Max/XR
基本＋活用ワザ
ISBN：978-4-295-00498-1
価格：本体1,200円＋税

できるfit auのiPhone
XS/XS Max/XR
基本＋活用ワザ
ISBN：978-4-295-00499-8
価格：本体1,200円＋税

できるfit 
ソフトバンクのiPhone
XS/XS Max/XR
基本＋活用ワザ
ISBN：978-4-295-00500-1
価格：本体1,200円＋税

どこに置けば
いいの？Q 以前の解説書は

どうすればいいの？Q

営業・堺

PC解説書に苦手意識を持つ女性や年配の方でも、
iPhoneの使い方を知りたい方はいらっしゃいます。
雑誌売場であれば、お客様の目にとまりますし、LINE
などスマホアプリのムック本などと併せて購入される
効果も見込めます。是非、PC書棚との多面展開で売
り伸ばしをしてみてはいかがでしょうか。

A 雑誌売場にも置くこ
とをおすすめします！

読者には年配の方も多く、ポケット判では文字や画面
が小さく感じられるというご意見が気になっていまし
た。A5判にサイズアップして読みやすくしたのが「で
きるfit」です。また最近のスマホは本体が大きくて、特
に女性は両手操作をしますよね。本を180度開けるよ
うに、製本には特殊な接着剤を採用しました。

A 読みやすい紙面と
製本を工夫しました！

編集部・瀧坂

アップルの公式サイトでは、2016年発売のiPhone 
7/7 Plusや2017年のiPhone 8/8 Plusも、まだ
新品が併売されています。中身の基本ソフト（iOS）は
更新されていますが、根本的な変更は少ないので、読
み替えが可能な範囲です。「できるポケット」シリーズ
の旧モデル解説書もまだまだ売れます！

A iPhone 7、8の本
もまだ売れます！

編集部・瀧坂

どこが変わった？ 新型iPhone 早 わ か り

ホームボタンのない
3モデルが新登場
9月21日発売のiPhone XSとそのワイ
ド 版iPhone XS Maxは、2017年 に
発表されたiPhone Xの後継モデル。ま
た10月26日には、やや廉価で色のバリ
エーションが豊富なiPhone XRが発売
されます。いずれも前面にホームボタン
がない全面ディスプレイ仕様です。

iPhone XS Max
iPhone XS

iPhone XR

2018年
11月1日

発売

iPhoneの解説書って
どれも一緒では？Q

A5判にサイズアップ！ ムック本との併売効果も
見込めます

180度開く
特殊製本！

山折

山折


