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今月は
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「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
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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

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！
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夜に仕事から帰ると、猫が抗議の声をあげて
つきまといます。早朝まだ寝ている時間にも、
枕元にまとわりついて起こします。すべてはご
はんの催促です。自動給餌機があれば睡眠
時間が伸びると思うのですが、猫専属給仕係
としての役目を譲ったとき、猫にとっての私の
存在価値がなくならないか心配です。
 出版営業部 愛甲 峻
 （北関東、神奈川、山梨担当）

私にはふたりの息子がいます。小4と中3。中
3の長男が「所長」、小4の次男が「隊長」です。
ウルトラマン好きなふたりが、隊員に扮したと
きにそう呼び合っているからです。私はといえ
ば「ゴリラ」……。未だに何故だかわかりませ
んが（苦笑）
 出版営業部 主任 平野太郎
 （都内、東北、甲信越担当）

前頁でご紹介したインプレスブックスの書店
様ページ、ぜひご活用ください！ちなみに出版
営業スタッフブログ（https://book.impress.
co.jp/staff_blog/）もやっています。最近滞り
気味ですが、これから怒涛の更新を予定してお
りますのでご期待ください。2018年3月15日
の記事は必見です（激カワの息子が登場）。 
 出版マーケティング部 主任  諏訪 淳

ヲタク気質だという自覚のある私ですが、一つ
好きになると派生して色々ハマっていくタイプ
です。前回モー娘。が好きだと言っていたので
すが、先日入るか迷っていたファンクラブにも
入り、案の定関連グループにもハマり幸せな毎
日です。ぜひ皆様も一度聞いて・観てください！ 
一緒に沼にハマりませんか？
 出版営業部 藪田裕美

（東京都下、神奈川担当）

今年も年賀状商戦の時期になりました。2才の
姪が自社の年賀状ムックのデジカメページに
載せてもらったのですが、じいじ、ばあば達は
大騒ぎで少し販売数が伸びましたが、当の本
人は、掲載ページを不思議そうに見ている写真
がLINEで送られてきました。平成最後にいい
思い出になったでしょうか。
 西日本支社 課長  宮下雅文
 （大阪、四国、九州北部担当）

2012年に種（生豆）から育てているコーヒーの木
に、初めて実がなりました。本来、コーヒーの木
は1年ほどで収穫できるまでに育つらしいので
すが、我が家のコーヒーは花と実をつけるまで
に6年かかりました（全部で10粒ほど）。この10
粒を植えて、6年後に10本の木から10粒のコー
ヒー豆……コーヒー農園の夢はなかなか険しそ
うです。（肩に乗っているのはカメレオンです）
 出版マーケティング部 部長  岩織康子

岩本

加茂下

藪田

「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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B'zの30周年ツアーファイナルを観に、味の素
スタジアムへ行ってきました♪ 座席は、な、な、
何と！ステージど真ん中の前から20列目という
超良席！！！肉眼で表情まではっきり見えるくら
いの距離でした♪ そんな座席で、30周年を飾
るにふさわしい数々のヒット曲に酔いしれてき
ました♪
 西日本支社 主任 大賀慎一郎
 （中部、滋賀、京都担当）

堺

Windows 10 最新版でトラブル発生！

Windows 10は春と秋の年2回、大型アップデートが実施され、機能強化が図られていま
す。さる2018年10月2日、最新の大型アップデート「Windows 10 October 2018 
Update」が公開されました。ところが、公開後にファイルが消失する問題が発覚したため、
10月6日から11月5日現在に至るまで、一般向けの配布は停止しています。ここでは、今回
起きた不具合の概要や、配信後の経過について解説します。

レトロな喫茶店が軒を連ねる神保町でも「さぼうる
2」は誰もが知る名店。ここのナポリタンは有名で、
これを食べるためにこの街を訪れる方も多い名物メ
ニューです。こちらのお店のいいところは、美味なだ
けでなく、量がとびきり多いところ。大盛りにすれば、
食欲が荒ぶっているときでも安心です。私はもちろん
大盛りでオーダー。ややあって運ばれてきたナポリタ
ンは、異様な高さでそびえ立って、迫力抜群！ さらに
粉チーズをかけると、さながら雪化粧した山のよう。ス
タンダードな味付けですが、やたらと美味しいのは、
ほのかに感じるフライパンの香ばしさに秘密があるよ
うな気がします。夢中になって食べ進め、いつの間
にやら完食してしまいました。 （編集部 進藤 寛）

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

人気連載の出張版

ナポリタン大盛り	 800円
粉チーズはナポリタンにとって最高のパートナー
です

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 さぼうる2
住所：東京都千代田区神田神保町1-11

そびゆるは
ナポの山！

チーズはさ
ながら雪化

粧

今回発生した不具合は、アップデートを適用すると、ごく
稀にファイルの一部が勝手に消失してしまう、というもの
です。マイクロソフトの公式コミュニティでは「23年間た
めこんだ220GBものファイルを失った」というケースも
報告されました。

ユーザーファイルが消失する不具合が！

不具合の原因は、マイクロソフトのクラウドストレージサー
ビス「OneDrive」で、重要なフォルダーを保護するための

「KFR」（Known Folder Redirection）という機能
が特定のケースで正常に作動しなかったことでした。

原因は「KFR」の誤作動!

マイクロソフトは不具合の原因を突き止め、修正版を現
在“Windows Insider Program”というテスター向け
のアップデートで提供しています。今後は“Windows 
Insider Program”での慎重な検証を経て、一般向け
の配布が再開される見通しです。

一般向けの配布はいつ再開するの？

今回のような不具合をはじめ、公開直後は挙動が安定し
ないことがままあるので、OSのアップデートは様子を見て
から適用するのが賢明です。その点、できるシリーズでは、
問題が解決した安定版で紙面を制作するので、安心して
お読みいただけます。

公開直後は様子見が賢明UPDATE
DATA

アップデートは「しばし様子見」が吉
石橋をたたいて
渡るんだもん！

「できる」は安定版で
作るから安心だもん!

山折

山折



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

AccessとExcelって、どちらも同じように縦と横にデー

タが並んでいるから、何が違うのかわかりにくいよね。

Accessは、たとえばネットショップの商品管理や大量の

お客の情報などを扱う「データベース」を使うことを目的

としたアプリなんだ。そのデータは膨大なものになるた

め、データベースのルールに則って作る必要があるんだ。

せっかくのデータも個人で好きなように作ってしまうと、表

記が統一されていなかったり、余計な文字が入っていた

りして利用できないデータになってしまうことがあるから

ね。一方Excelは、計算やグラフによる分析といったデー

タ活用を得意としているんだ。じゃあ、Excelはデータベー

スとして使えないかというと決してそんなことはないよ。

ちゃんとデータベースの作成ルールに合わせれば立派

にデータベースとして使えるようになる。ただし、Excelに

はデータ量の制限があって、あまりに多すぎるデータは

扱えないんだ。なので、データが少ない内はExcelを使っ

て、処理しきれないほど増えてきたらAccessにデータを

移行させるという使い方がいいかもしれないね。

AccessとExcelって、どんな違いがあるの？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。

A c c e s s は「大量のデータ管理と検索」、
E x c e l は「データの計算や活用」と得意分野が違うんだ

3刷！

まんが：イノウエカオル（編集部）

Accessは顧客や商品といった大量のデータ
を保管・検索が得意。一方Excelはデータの
計算や分析したデータの活用が得意で、デー
タが多すぎると処理が遅くなる。

Access Excel

POPはPDF形式でダウンロードできます。
A4用紙にプリントしてすぐに使えます！

手作り感のあるPOPは、平台
で使うと見栄えがします。POP
のスタンドも、ご連絡いただけ
れば弊社からお送りします！

著 者 本 人が描き下ろした
POPもご用意。熱い気持ち
が伝わります。

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！

Excelで資料を作っていると、単純だけど時間がかかる作業ってあり
ますよね。「あぁ、めんどうだなぁ」と思いながらコピペを繰り返したり。
本書はそんな面倒な作業を自動化するマクロを100個以上ギッシリ
詰め込んだ一冊 です。掲載したマクロは、何をしているのかが把握
しやすく、読者の方がカスタマイズして活用しやすいように、できるだ
け短くしました。

「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!!

『できる
仕事がはかどる
Excelマクロ全部入り。』ISBN：978-4-295-00371-7

担当：柳沼俊宏

プレゼン
2

子どもから「ユーチューバーをやりたい！」と言われて困ったことはあり

ませんか？ この本はそんな親御さんのために作りました。子どもと一

緒に読み進めれば、知識ゼロでも安全に動画を作れます。更にただ

動画を作るだけでなく「個人情報に配慮する」といった ITリテラシー

や自己表現力が身に付く「学び」が得られるのも特長です。

『できるキッズ
親子で楽しむ
ユーチューバー入門』

ISBN：978-4-295-00449-3

担当：小野孝行

プレゼン
1

担当編集が猛アピール!!

新刊

重版
出来!!

AccessとExcelは、使い分けると
より便利になるんだもん！

できるAccess 2016（左）
ISBN：978-4-844-38066-5
価格：1,880＋税

できるExcelデータベース
大量データのビジネス活用に役立つ本（右）
ISBN：978-4-844-38026-9
価格：1,980＋税

関 連
書 籍

インプレスの本や雑誌を紹介するWebサイト
「インプレスブックス」には、書店様向けの特
別コーナーがあります。特にご覧いただきたい
のが、すぐに使える70点以上のPOPやパネ
ル。売り場の盛り上げに、ぜひご活用ください！

ダウンロードしてすぐ使える！

手作り感がよく目立つ！

著者描き下ろしPOPも！

◉ 最新注文書がダウンロードできる！
売れ筋ベスト20＆重版速報と、既刊本の最新注
文書がダウンロードできます。

◉ 売れ筋情報更新中！
定番・売れ筋商品の中から営業部お勧めのタイト
ルをピックアップしています。

◉ できるもん通信のバックナンバーが読める！
これまでの「できるもん通信」がPDFで読めます。
いわば無料電子版です！

ご存知ですか？

ぜひ
見て
欲し
いも
ん!

インプレスブックス書店様向けページ

70点以上の
POPがすぐに使えます!!

URL    https://book.impress.co.jp/bookstore-info/

ほかにも情報が盛りだくさん！
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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2018年12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

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

嘉藤

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

岩織

本郷

平野

大賀

愛甲

諏訪

宮下

夜に仕事から帰ると、猫が抗議の声をあげて
つきまといます。早朝まだ寝ている時間にも、
枕元にまとわりついて起こします。すべてはご
はんの催促です。自動給餌機があれば睡眠
時間が伸びると思うのですが、猫専属給仕係
としての役目を譲ったとき、猫にとっての私の
存在価値がなくならないか心配です。
 出版営業部 愛甲 峻
 （北関東、神奈川、山梨担当）

私にはふたりの息子がいます。小4と中3。中
3の長男が「所長」、小4の次男が「隊長」です。
ウルトラマン好きなふたりが、隊員に扮したと
きにそう呼び合っているからです。私はといえ
ば「ゴリラ」……。未だに何故だかわかりませ
んが（苦笑）
 出版営業部 主任 平野太郎
 （都内、東北、甲信越担当）

前頁でご紹介したインプレスブックスの書店
様ページ、ぜひご活用ください！ちなみに出版
営業スタッフブログ（https://book.impress.
co.jp/staff_blog/）もやっています。最近滞り
気味ですが、これから怒涛の更新を予定してお
りますのでご期待ください。2018年3月15日
の記事は必見です（激カワの息子が登場）。 
 出版マーケティング部 主任  諏訪 淳

ヲタク気質だという自覚のある私ですが、一つ
好きになると派生して色々ハマっていくタイプ
です。前回モー娘。が好きだと言っていたので
すが、先日入るか迷っていたファンクラブにも
入り、案の定関連グループにもハマり幸せな毎
日です。ぜひ皆様も一度聞いて・観てください！ 
一緒に沼にハマりませんか？
 出版営業部 藪田裕美

（東京都下、神奈川担当）

今年も年賀状商戦の時期になりました。2才の
姪が自社の年賀状ムックのデジカメページに
載せてもらったのですが、じいじ、ばあば達は
大騒ぎで少し販売数が伸びましたが、当の本
人は、掲載ページを不思議そうに見ている写真
がLINEで送られてきました。平成最後にいい
思い出になったでしょうか。
 西日本支社 課長  宮下雅文
 （大阪、四国、九州北部担当）

2012年に種（生豆）から育てているコーヒーの木
に、初めて実がなりました。本来、コーヒーの木
は1年ほどで収穫できるまでに育つらしいので
すが、我が家のコーヒーは花と実をつけるまで
に6年かかりました（全部で10粒ほど）。この10
粒を植えて、6年後に10本の木から10粒のコー
ヒー豆……コーヒー農園の夢はなかなか険しそ
うです。（肩に乗っているのはカメレオンです）
 出版マーケティング部 部長  岩織康子

岩本

加茂下

藪田

「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

村田

飯沼

亀井

B'zの30周年ツアーファイナルを観に、味の素
スタジアムへ行ってきました♪ 座席は、な、な、
何と！ステージど真ん中の前から20列目という
超良席！！！肉眼で表情まではっきり見えるくら
いの距離でした♪ そんな座席で、30周年を飾
るにふさわしい数々のヒット曲に酔いしれてき
ました♪
 西日本支社 主任 大賀慎一郎
 （中部、滋賀、京都担当）

堺

Windows 10 最新版でトラブル発生！

Windows 10は春と秋の年2回、大型アップデートが実施され、機能強化が図られていま
す。さる2018年10月2日、最新の大型アップデート「Windows 10 October 2018 
Update」が公開されました。ところが、公開後にファイルが消失する問題が発覚したため、
10月6日から11月5日現在に至るまで、一般向けの配布は停止しています。ここでは、今回
起きた不具合の概要や、配信後の経過について解説します。

レトロな喫茶店が軒を連ねる神保町でも「さぼうる
2」は誰もが知る名店。ここのナポリタンは有名で、
これを食べるためにこの街を訪れる方も多い名物メ
ニューです。こちらのお店のいいところは、美味なだ
けでなく、量がとびきり多いところ。大盛りにすれば、
食欲が荒ぶっているときでも安心です。私はもちろん
大盛りでオーダー。ややあって運ばれてきたナポリタ
ンは、異様な高さでそびえ立って、迫力抜群！ さらに
粉チーズをかけると、さながら雪化粧した山のよう。ス
タンダードな味付けですが、やたらと美味しいのは、
ほのかに感じるフライパンの香ばしさに秘密があるよ
うな気がします。夢中になって食べ進め、いつの間
にやら完食してしまいました。 （編集部 進藤 寛）

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

人気連載の出張版

ナポリタン大盛り	 800円
粉チーズはナポリタンにとって最高のパートナー
です

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 さぼうる2
住所：東京都千代田区神田神保町1-11

そびゆるは
ナポの山！

チーズはさ
ながら雪化

粧

今回発生した不具合は、アップデートを適用すると、ごく
稀にファイルの一部が勝手に消失してしまう、というもの
です。マイクロソフトの公式コミュニティでは「23年間た
めこんだ220GBものファイルを失った」というケースも
報告されました。

ユーザーファイルが消失する不具合が！

不具合の原因は、マイクロソフトのクラウドストレージサー
ビス「OneDrive」で、重要なフォルダーを保護するための

「KFR」（Known Folder Redirection）という機能
が特定のケースで正常に作動しなかったことでした。

原因は「KFR」の誤作動!

マイクロソフトは不具合の原因を突き止め、修正版を現
在“Windows Insider Program”というテスター向け
のアップデートで提供しています。今後は“Windows 
Insider Program”での慎重な検証を経て、一般向け
の配布が再開される見通しです。

一般向けの配布はいつ再開するの？

今回のような不具合をはじめ、公開直後は挙動が安定し
ないことがままあるので、OSのアップデートは様子を見て
から適用するのが賢明です。その点、できるシリーズでは、
問題が解決した安定版で紙面を制作するので、安心して
お読みいただけます。

公開直後は様子見が賢明UPDATE
DATA

アップデートは「しばし様子見」が吉
石橋をたたいて
渡るんだもん！

「できる」は安定版で
作るから安心だもん!

山折

山折


