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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
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先日、書店員さんに薦められた書「CHAVS」。
英国社会（経済）が崩壊していく過程を克明に
描いており、帯の「イギリスがたどった道は、日
本がこれから歩む道」とてもショッキングな内
容。今後の投資の方向性に少なからず影響を
受けそうな、お薦め本でした。
 出版営業部 法人営業担当部長 加茂下良憲
 （本部営業担当）

琥珀を購入しました。映画ジュラシックパーク
でもおなじみの樹脂の固まりでゴキブリ入り。
アンバーと呼ばれる1億年以上経過ものが一
般的ですが、これはコーパルと呼ばれる若い
琥珀。とはいえ数万〜数百万年経過したもの。
でも、大昔のゴキブリがそのまま残っているな
んてすごいと思いませんか？
 出版営業部 課長 飯沼昭教
 （雑誌、取次担当）

12月ですが甲子園観戦。もちろん野球ではな
く甲子園ボウルです。今年は関西学院VS早
稲田。白熱の試合でしたし、MVPを取った関
学の選手は悪質タックルの被害者。涙腺ギリ
ギリで感動させてもらいました。年が明けると
本場NFLもスーパーボウルですが、さすがに
観に行けないですね。
 西日本支社 課長 宮下雅文

（大阪、四国、九州北部担当）

平成最後の年末、特別な感じは何もありませ
んが、振り返ってみると、元年はまだ中学生と
してバスケットに明け暮れる日々でした。あれ
から30年、社会人となり、妻と子供に恵まれ、
何とか今の業界で踏ん張ってます。新しい時
代も、明るく迎えたいものです。
 出版営業部 主任 平野太郎

（都内、東北、甲信越担当）

先日、モーニング娘。に7年以上在籍し、サブ
リーダーを5年勤めた飯窪春菜さんの卒業コ
ンサートに行ってきました。加入当初はダンス
も歌も未経験だった女の子が、卒業時には誰
よりも輝いていて、人は努力でこんなにも変わ
るんだな。と本当に感動して、私の生きる糧に
なりました。
 出版営業部  藪田裕美
 （東京都下、神奈川担当）

広島県を約8年担当したら、いつのまにか広島
カープファンになってました(笑)。昨年は、菊
池選手のレプリカユニフォームを購入し、開幕
戦のマツダスタジアム観戦を始め、10試合観
に行きました♪ 広島担当は外れてしまいました
が、今年も広島で観戦するために「カープ貯金」
をしようと思っています♪
 西日本支社 主任  大賀慎一郎

（中部、滋賀、京都担当）
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岩織

病院に行った時の猫の写真をインスタグラム
に投稿すると、保護活動に100円が寄付され
る「ネコも動物病院プロジェクト」をご存知で
しょうか。犬に比べて低い猫の受診率を上げ
る活動とのこと。私も先日、愛猫と健康診断に
行って写真を投稿しました。病気どころか毛艶
を褒められて、飼い主は得意気でした。
 出版営業部 愛甲峻
 （北関東、神奈川、山梨担当）

梅田

おとそ気分覚めやらぬ1月。食べたいランチメニュー
といえば、やはり「お餅」にかぎります。そんなときに
重宝するお店が「立川マシマシ」。同店では、麺やご
飯を無料でお餅に変更できるサービスを行っていま
す。今回は、人気の「デラックスマシライス」のライス
をお餅に変更してオーダー。運ばれてきた丼からは
甘辛い匂いが漂い、食欲をぐっと刺激します。口に
運んでみれば、非常に濃厚なお雑煮といった感じで、
いくらでもいけそうです！　 夢中になって、あっという間
に完食してしまいました。唯一心配なのが、夢中にな
りすぎてつい早食いになって、お餅を喉に詰まらせて
しまわないかという点。これから行く方はどうか、ゆっ
くりと味わうようにしてください。

人気連載の出張版

デラックスマシライス�850円／豚マシ�200円／
モチに変更�0円
お餅を甘辛いタレと絡めていただくと、絶品です！

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 立川マシマシ5号店
東京都千代田区神田神保町2-4-11

仕事始めの
ランチは

やっぱりお
餅に決まり

！

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

謹んで年頭の御祝詞を申し上げます
昨年7月にスタートした「できるもん通信」もおかげさまで今号で第6号となりました
最近では「いつも読んでいるよ！」と書店様から声をかけていただく機会も増え
制作チーム一同の励みになっています
本年もなお一層の創意工夫をもって
書店様に役立つ誌面づくりに邁進いたします

本年で「できるシリーズ」は刊行開始から25周年をむかえます
1994年の刊行開始からここまで続けてこられたのは
ひとえに書店様のご支援の賜物です
ひきつづき魅力ある書籍づくりに誠意をもって取り組むと同時に
営業スタッフは各書店様の売り上げアップにつながりますよう
個々に最適なご提案をさせていただけるよう努めてまいります
変わらぬご指導のほどよろしくお願い申し上げます

平成三十一年 元旦

インプレス「できるもん通信」制作チーム

書店のみなさんに
ここまで育てて
いただいたもん！

「できるシリーズ」はまだまだ進化します！

シリーズ1冊目
「できるExcel 5.0」
1994年3月発行

シリーズ最新刊
「できるExcel 2019」
2019年1月刊行予定
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書籍『Excel時短はじめまし
た！（で き る for Woman）』
に掲載しているマンガを再
編集したものです。

ご注文も待ってます！
ISBN:978-4-295-00455-4

ホームページの設計図は、「HTML」（エイチティーエム

エル）と「CSS」（シーエスエス）という言語で作られてい

る。この設計図をWebブラウザーが読み込んで解析

することでホームページが見えているんだ。HTMLは

ホームページのコンテンツにHTMLタグを使って意味

づけをして、コンテンツの構造をブラウザーに伝えるた

めのもの。例えば「これは日本語で作られている」「これ

はタイトル」「これは画像」「これは別のホームページへ

のリンク」といったようにね。ただし、HTMLは構造化

をするだけだから、Webブラウザーで表示してもコン

テンツはシンプルなままなんだ。そこで登場するのが

見栄えを指定するCSSで、大きさ、色、位置など、ホー

ムページのあらゆる要素のデザインができる。その項

目数は『CSS事典』なんて書籍が作れるくらいに膨大

なんだ。とまぁ、ホームページを作るのはけっこう大変

なんだよ。だから、専門知識がなくても毎日更新できる

「WordPress」（ワードプレス）に代表されるCMS（コ

ンテンツマネジメントシステム）が大人気なんだ。

ホームページってどういうしくみで見えてるの？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。

【今回の先輩】 三田亜衣子さん

旭屋書店 なんばCITY店にてPC書担当歴
3年。第8回CPU大賞新人賞を受賞。

ホームページの設計図を
We bブラウザーが解析して表示してるんだ

目的に合わせてHTMLとCSSの本がいいのか、
WordPressの本がいいのか選ぶといいもん！

先輩の棚づくり
この記事では棚づくりにまつわるお悩みに答えるべく、
日々 積極的に棚づくりに取り組んでいる先輩書店員さんに、
できるもんがインタビューしていきます。

重版
 出来！

Webブラウザー

できるシリーズの「看板」ともいえるWindows 10関連書籍を12月21日（金）に同時発売しました。いずれも11月14日
に再公開された「October 2018 Update」に対応。それぞれの担当編集者が、おすすめポイントを熱く語ります！

ジャンル＆シリーズ売り上げNo.1 ！
パソコン入門書の絶対王者

ページ数、項目数でライバルを圧倒！
仕事にも使える万能の一冊

できるもん（以下、で）　なんばCITY店さんではど
んなお客様がPC書を買っていくんだもん？
三田さん（以下、三）　当店は立地が駅付近なので、
仕事帰りに立ち寄られるお客様が多いですね。PC

書棚に来られるのは3、40代のビジネスマンの男性
が多いです。

で　今どんなジャンルが売れてるのか、知りたいもん！
三　言語は安定して売れていて、特にPythonが人気です。あ
とは仕事に直結するようなExcelのテクニック本や、中高年の
方にはSNSの使い方も人気がありますよ。

で　棚づくりで意識していることは何だもん？
三　ずばりPOPです！　特に手書きだと目を引きますね。多く
のお客様にPC書を手に取ってもらいたいので、TVで人気のタ
レントさんをPOPに描いてみたり、そのときの流行を取り入れ
た面白いPOPを作るように意識しています。売り上げも変わっ
てきますよ！（【写真1】参照）

で　定期的にフェアや仕掛けをしてるって聞いたけど、お客様
からはどんな反応があったんだもん？
三　当店では女性のお客様も多いので、インプレスさんの
『Excel時短はじめました！』をレジ前の女性向けの雑誌や実用
書が並ぶフェア台に並べたところ、大きく動きましたね。3ヶ月
で累計39冊売です！　PC書棚だけではなく、書籍のターゲット
層が多そうな棚で仕掛けてみるのも効果的だと思います。（【写
真2】参照）

で　『Excel時短はじめました！』を良い場所に置いてくれて嬉
しいもん！　最後にPC書を担当して、やりがいや嬉しかったこと
を教えてほしいんだもん！
三　PC書を担当して感じたのがリピーターのお客様が多いとい
うことです。例えばITパスポートの問題集を当店で購入し、試験
に受かったお客様から「次は基本情報技術者受けようと思うんだ
けど、どの書籍が良いかな」と相談を受けるので、お客様に名前を
覚えてもらえて、次第に仲良くなれるのが嬉しいです。質問に答
えられるように、常に売れ筋を勉強する必要がありますが、やり
がいを感じますね。お客様に信頼してもらえるよう、これからも
頑張りたいと思います。
で　三田さん、教えてくれてありがとうだもん！

©️わかる

一．�流行を取り入れた手書きPOPで、
�����インパクトのある棚づくり！
二．�PC書棚だけではなく、潜在顧客がいる棚で
　��露出を増やすと動きが変わる！

教えて！

何でも聞いて
くださいね！

棚づくりの教訓

新春特別企画

明日の棚づくりのヒントが満載！

【写真1】 流行を取り入れたPOPをフックに

できるホームページ HTML&CSS入門
Windows 10/8.1/7対応
ISBN：978-4-295-00074-7
価格：本体1,580円＋税

できる WordPress WordPress Ver. 4.x 対応
ISBN：978-4-295-00201-7
価格：本体1,400円＋税

関 連
書 籍

ホームページ

HTML
文書の
構造

CSS
見栄え

JavaScript
動き

設計図を解析してコンテンツを表示する

【写真2】 PC書を飛び出したフェア展開も奏功

【聞き手】 できるもん

今回の改訂版は特別冊子付き！　同時発売のパー
フェクトブックから選りすぐりの便利技を収録し
ていてとってもお得です。紙面をリニューアルし、
さらに読みやすくなっているのもポイントです。

この本の特徴

Windows 7のサポート終了が目前に迫
り、パソコンを買い替える方が増えると予
想されます。そんなときにWindows 10
を初めて使う人におすすめです！

こんな人におすすめ！
パソコンの使い方がある程度分かる人にお
すすめ。Windows 10のアップデートで追
加された機能を活用して、作業効率をアッ
プしたい時に役立ちます！

こんな人におすすめ！

前書から項目数を50個追加。それぞれの項目は
Q&A形式で、知りたいことがすぐに分かります。

「タイムライン」「音楽入り自動ビデオ」など新機
能も詳しく解説しています！

この本の特徴

　　　Windows 10 & パーフェクトブック
2冊同時発売！12月21日（金）

編集部  荻上

できるWindows 10 パーフェクトブック 
困った！＆便利ワザ大全 改訂4版
ISBN:978-4-295-00530-8

できるWindows 10 改訂4版
ISBN:978-4-295-00529-2

編集部  小野
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�����インパクトのある棚づくり！
二．�PC書棚だけではなく、潜在顧客がいる棚で
　��露出を増やすと動きが変わる！

教えて！

何でも聞いて
くださいね！

棚づくりの教訓

新春特別企画

明日の棚づくりのヒントが満載！

【写真1】 流行を取り入れたPOPをフックに

できるホームページ HTML&CSS入門
Windows 10/8.1/7対応
ISBN：978-4-295-00074-7
価格：本体1,580円＋税

できる WordPress WordPress Ver. 4.x 対応
ISBN：978-4-295-00201-7
価格：本体1,400円＋税

関 連
書 籍

ホームページ

HTML
文書の
構造

CSS
見栄え

JavaScript
動き

設計図を解析してコンテンツを表示する

【写真2】 PC書を飛び出したフェア展開も奏功

【聞き手】 できるもん

今回の改訂版は特別冊子付き！　同時発売のパー
フェクトブックから選りすぐりの便利技を収録し
ていてとってもお得です。紙面をリニューアルし、
さらに読みやすくなっているのもポイントです。

この本の特徴

Windows 7のサポート終了が目前に迫
り、パソコンを買い替える方が増えると予
想されます。そんなときにWindows 10
を初めて使う人におすすめです！

こんな人におすすめ！
パソコンの使い方がある程度分かる人にお
すすめ。Windows 10のアップデートで追
加された機能を活用して、作業効率をアッ
プしたい時に役立ちます！

こんな人におすすめ！

前書から項目数を50個追加。それぞれの項目は
Q&A形式で、知りたいことがすぐに分かります。

「タイムライン」「音楽入り自動ビデオ」など新機
能も詳しく解説しています！

この本の特徴

　　　Windows 10 & パーフェクトブック
2冊同時発売！12月21日（金）

編集部  荻上

できるWindows 10 パーフェクトブック 
困った！＆便利ワザ大全 改訂4版
ISBN:978-4-295-00530-8

できるWindows 10 改訂4版
ISBN:978-4-295-00529-2

編集部  小野

谷折

谷折



P1　新年のご挨拶
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� できるもんの素朴なギモン
P3� 教えて！�先輩の棚づくり
� まんが「Excelあるある」
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2019年1月　第6号

「 創刊25周年イヤー、いよいよ始動だもん！ 」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。

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2019年 2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

中村

諏訪

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

大賀

岩本

飯沼

愛甲

加茂下

宮下

藪田

先日、書店員さんに薦められた書「CHAVS」。
英国社会（経済）が崩壊していく過程を克明に
描いており、帯の「イギリスがたどった道は、日
本がこれから歩む道」とてもショッキングな内
容。今後の投資の方向性に少なからず影響を
受けそうな、お薦め本でした。
 出版営業部 法人営業担当部長 加茂下良憲
 （本部営業担当）

琥珀を購入しました。映画ジュラシックパーク
でもおなじみの樹脂の固まりでゴキブリ入り。
アンバーと呼ばれる1億年以上経過ものが一
般的ですが、これはコーパルと呼ばれる若い
琥珀。とはいえ数万〜数百万年経過したもの。
でも、大昔のゴキブリがそのまま残っているな
んてすごいと思いませんか？
 出版営業部 課長 飯沼昭教
 （雑誌、取次担当）

12月ですが甲子園観戦。もちろん野球ではな
く甲子園ボウルです。今年は関西学院VS早
稲田。白熱の試合でしたし、MVPを取った関
学の選手は悪質タックルの被害者。涙腺ギリ
ギリで感動させてもらいました。年が明けると
本場NFLもスーパーボウルですが、さすがに
観に行けないですね。
 西日本支社 課長 宮下雅文

（大阪、四国、九州北部担当）

平成最後の年末、特別な感じは何もありませ
んが、振り返ってみると、元年はまだ中学生と
してバスケットに明け暮れる日々でした。あれ
から30年、社会人となり、妻と子供に恵まれ、
何とか今の業界で踏ん張ってます。新しい時
代も、明るく迎えたいものです。
 出版営業部 主任 平野太郎

（都内、東北、甲信越担当）

先日、モーニング娘。に7年以上在籍し、サブ
リーダーを5年勤めた飯窪春菜さんの卒業コ
ンサートに行ってきました。加入当初はダンス
も歌も未経験だった女の子が、卒業時には誰
よりも輝いていて、人は努力でこんなにも変わ
るんだな。と本当に感動して、私の生きる糧に
なりました。
 出版営業部  藪田裕美
 （東京都下、神奈川担当）

広島県を約8年担当したら、いつのまにか広島
カープファンになってました(笑)。昨年は、菊
池選手のレプリカユニフォームを購入し、開幕
戦のマツダスタジアム観戦を始め、10試合観
に行きました♪ 広島担当は外れてしまいました
が、今年も広島で観戦するために「カープ貯金」
をしようと思っています♪
 西日本支社 主任  大賀慎一郎

（中部、滋賀、京都担当）

堺

後藤

村田

平野

本郷

嘉藤

徳田

岩織

病院に行った時の猫の写真をインスタグラム
に投稿すると、保護活動に100円が寄付され
る「ネコも動物病院プロジェクト」をご存知で
しょうか。犬に比べて低い猫の受診率を上げ
る活動とのこと。私も先日、愛猫と健康診断に
行って写真を投稿しました。病気どころか毛艶
を褒められて、飼い主は得意気でした。
 出版営業部 愛甲峻
 （北関東、神奈川、山梨担当）

梅田

おとそ気分覚めやらぬ1月。食べたいランチメニュー
といえば、やはり「お餅」にかぎります。そんなときに
重宝するお店が「立川マシマシ」。同店では、麺やご
飯を無料でお餅に変更できるサービスを行っていま
す。今回は、人気の「デラックスマシライス」のライス
をお餅に変更してオーダー。運ばれてきた丼からは
甘辛い匂いが漂い、食欲をぐっと刺激します。口に
運んでみれば、非常に濃厚なお雑煮といった感じで、
いくらでもいけそうです！　 夢中になって、あっという間
に完食してしまいました。唯一心配なのが、夢中にな
りすぎてつい早食いになって、お餅を喉に詰まらせて
しまわないかという点。これから行く方はどうか、ゆっ
くりと味わうようにしてください。

人気連載の出張版

デラックスマシライス�850円／豚マシ�200円／
モチに変更�0円
お餅を甘辛いタレと絡めていただくと、絶品です！

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 立川マシマシ5号店
東京都千代田区神田神保町2-4-11

仕事始めの
ランチは

やっぱりお
餅に決まり

！

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

謹んで年頭の御祝詞を申し上げます
昨年7月にスタートした「できるもん通信」もおかげさまで今号で第6号となりました
最近では「いつも読んでいるよ！」と書店様から声をかけていただく機会も増え
制作チーム一同の励みになっています
本年もなお一層の創意工夫をもって
書店様に役立つ誌面づくりに邁進いたします

本年で「できるシリーズ」は刊行開始から25周年をむかえます
1994年の刊行開始からここまで続けてこられたのは
ひとえに書店様のご支援の賜物です
ひきつづき魅力ある書籍づくりに誠意をもって取り組むと同時に
営業スタッフは各書店様の売り上げアップにつながりますよう
個々に最適なご提案をさせていただけるよう努めてまいります
変わらぬご指導のほどよろしくお願い申し上げます

平成三十一年 元旦

インプレス「できるもん通信」制作チーム

書店のみなさんに
ここまで育てて
いただいたもん！

「できるシリーズ」はまだまだ進化します！

シリーズ1冊目
「できるExcel 5.0」
1994年3月発行

シリーズ最新刊
「できるExcel 2019」
2019年1月刊行予定

2019
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