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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
に興味津 。々TwitterやFacebookでも発信中です。
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営業部員のひとりごと
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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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またもラーメンのお話で恐縮です。最近は二
郎系でも「脂抜き」のコールが流行っているよう
で。醤油（カエシ）の味がキリッと出て美味しい
との噂ですが、なかなか勇気がいる行為です。
私のコールは「アブラマシマシ」なんてのは当
たり前で、「積極的に摂取しに行ってる」と言っ
ても過言では無いからです（笑）。
 出版営業部 課長 嘉藤大輔
 （法人営業担当）

今年の3月で「できるシリーズ」は25周年を迎
えます。より一層、お客様に喜んでいただける
よう様 な々ご提案を行いたいと思います。せっ
かくのお祭りなので、何かグッズなんかも作り
たいなぁ〜と思っております。アイデアがあれ
ば、弊社営業マンにお申し付けください！
 出版営業部 係長 本郷雄大
 （都内、千葉、静岡、北陸担当）

2024年のパリ五輪で正式種目化を目指す動
きがある「eスポーツ」。日本でも通信制高校の
授業で取り入れたり、昨年高校生向け初の全
国大会「全国高校eスポーツ選手権」が開催さ
れ、年々学校教育の現場に浸透しはじめてい
ます。日本でも新たなビジネスモデルとして成
長していくか今後の動向に注目です。
 出版営業部  梅田拓実
 （神奈川、雑誌、取次担当）

歌舞伎町に期間限定オープンしていた「キン肉
マン酒場」、夫婦そろってキン肉マン世代なの
で一家で楽しんでまいりました。昔はバッファ
ローマンの悪役上がりの強くてクール、時折見
せる義理堅さに萌えでしたが、最近はブロッケ
ンJr.の情熱だけは一人前、いつまでたっても
若手感が魅力的です。
 出版営業部 後藤まどか
 （営業管理担当）

法事で高松へ帰省しました。当日地元の琴平
電鉄を大正時代のレトロ電車が走るとのこと
で、目的地までこの電車に乗りました。茶色い
車体にドア横の楕円窓がハイカラです。重厚
なモーター音を鳴らし跳ねるような走りでした。
鉄道ファンの上司へ写真を送ったところ「3000
系だね」と返信が……当たりでした！
 出版営業部 部長 村田哲史
 （東日本統括）

末路第二弾です。G-SHOCKは約20年前に大
ブームが起こり、福袋が販売されたぐらいの凄
さでした。FROGMANはお気に入りでしたが嫁
さんのカバン時計、目覚まし、電池が無くなり、
何処へ。｢カエル」が浮き出るのをもう見ることは
ないでしょう（泣）。マニアしかわからないマサイ
マラは｢ヌー｣でした（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）
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先日、越後湯沢へ行って来ました。その道中、
友人と『雪国』（川端康成）の冒頭「国境の長い
トンネルを抜けると〜」の「国境」は、「くにざか
い」と「こっきょう」どちらと読むのかで大いに揉
めました。個人的には「くにざかい」の方が綺
麗なフレーズかなと思っていますが、皆さんは
どう思いますか？
 出版営業部 主任 徳田悟
 （法人営業担当）

宮下

末広町の「肉汁麺ススム」では「肉汁麺」なる料理
を楽しめます。サイズは4段階あり「レベル1（肉量
130g）」「レベル2（肉量200g）」「レベル3（肉量
270g）」と来て、「レベルMAX」は肉量800gと、い
きなりジャンプアップ。今回は強気に「レベルMAX」
をオーダー。ややあって姿を現したのは、豚肉が山
盛りされた丼です。新鮮な豚肉には、全体に薄く片
栗粉をまぶされてプルプルとした食感。そこに甘辛い
味付けがよく絡んで、箸が進む美味しさです。10分
ほど肉だけを食べ続けたところで、ようやく麺にアプ
ローチ成功。姿を現したのは、うどんのような太麺で
す。重そうな見た目に反して、味付けはあくまであっさ
り。じっくりと食べ進め、完食に成功しました。

人気連載の出張版

肉汁麺 レベルMAX 1,980円
麺セット白飯 並 100円
山盛りの豚肉はプルプル＆甘辛

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 肉汁麺ススム 秋葉原本店
住所：東京都千代田区外神田3-7-11

麺類？はた
また肉料理

？

その正体や
いかに

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

「翻訳ツール」という新機能が追加されました。このツールを
利用すると、Wordで作成した文書の元の体裁を保ったまま、
簡単に他言語に翻訳できます。

対応言語は約60種類にも！
文書を簡単に翻訳できる

Excel 2019

Microsoft Officeの最新バージョン「Office 2019」が1月22日に発売されました。「Officeの最新版ってこ
れまでとどう変わったの？」という声に応え、アプリごとに注目の新機能を紹介します。

「Office 2019」注目の新機能をチェック

PowerPoint 2019

最新バージョンがついに発売！

できるWord 2019
ISBN：978-4-295-00554-4

できるExcel 2019
ISBN：978-4-295-00553-7

できるPowerPoint 2019
ISBN：978-4-295-00556-8

できるWord & Excel 2019
ISBN：978-4-295-00555-1

Office書籍は新バージョンの登場後に一気に需要が切り替わるわけではなく、1つ前の
バージョンもしばらくは売れ続ける傾向にあります。2019登場後も当面は2016対応
書籍も売れ続けるので、2016需要を取り逃さないよう、併売での展開がおすすめです！

できるシリーズのOffice 2019対応版も続々登場！

「2016」もまだまだ売れます。ぜひ併売を！

［翻訳ツール］で、作成した文書を簡単に他言語に翻訳できる

じょうごグラフマップグラフ

［アイコン］の挿入画面 3Dモデルを挿入したスライドの例

3Dモデルの挿入や、多種多様なイラストを利用できる［アイ
コン］機能、デジタルペンで手書きできる［インクツール］な
ど、スライドの表現力を高める機能が充実しました。

3Dモデル、アイコン、インクなど
さらにリッチな表現が可能に

新 関 数として「CONCAT」「 IFS」「MAXIFS」「MINIFS」
「SWITCH」「TEXTJOIN」が追加されました。「マップグラ
フ」「じょうごグラフ」などの新しいグラフも利用できます。

データ分析力がさらにアップ！
新しい関数とグラフが追加

山折

山折



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

Office 2019とOffice 365の違いは大きく分けて2つ

あるんだ。まず1つ目は「利用形態」だよ。Office 2019

は一度購入すると、パソコンが壊れない限りは使い続

けられるんだ。一方、Office 365を使うためには月単

位や年単位で利用料を払わなければならない。Office 

365 Soloの年間支払いが12,744円で、Office Home 

& Business 2019の価格が37,584円だから、3年以

上使うのならOffice 2019のほうが安くなるよ。ここで

重要になるのがもう1つの違いだよ。それは「進化する

かどうか」なんだ。Office 365は常に新機能が追加さ

れて「進化が続いていく」のに対して、Office 2019は

新機能がまったく追加されないので「進化が止まってい

る」と言うこともできる。Office 2019はOffice 2016

から無数の新機能が追加されてはいるけれど、実は

Office 365で利用できる新機能の一部だけしか追加さ

れていないんだ。ちなみに見た目も大きく違っていて、

右下の「図2」のようにOffice 365は2019に比べて画

面上部のリボンのデザインが大きく変わっているよ。

Office 2019とOffice 365って何が違うの？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。

「利用形態」と「新機能」があるかどうかに
大きな違いがあるんだ

Office 2019は、Office 365の一部機能を
搭載している。

Office 365のリボン（左）と
Office2019のリボン（右）。
選択されていないタブも白く表示さ
れているのがOffice 365の特徴。

紙面デザインにも
こだわりました！

現場で使えるスキルを、テキストと
図解で簡潔に解説。内容をすぐに把
握できるように、要点をページ右上に
まとめました。動画にはQRコードか
らアクセスできます。

本編の動画は
こんな感じです！

レッスンごとの動画では、操作画面
だけではなく講師が同じ画面で解
説。視聴者が飽きない工夫も散りば
めています！

ぜひ、動画を
ご覧ください！最新機能を使うならOffice 365！

お得に使うならOffice 2019だもん！

図 1

図 2
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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、その企画が誕生した背
景や制作時に注力したポイントなどを、担当編集
者が猛アピールします。今回は、12月に発売した
新刊の担当者が企画への熱い思いを語ります！

VBAって取っつきにくいイメージがありますよね。でも実は、勉強の仕
方は中学英語と大差ないんです。文法を身に付け、語彙を増やし、作
文演習をすれば、誰でもVBAのコードが書けるようになります。本書
はイラストを多用しつつ「文法」「語彙」「作文力」を効率よく身に付けら
れる構成にしています。初学者に胸を張ってお薦めしたい1冊です！

「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!!

新刊

『できるイラストで学ぶ入社1年目からのExcel VBA』ISBN：978-4-295-00523-0
担当：進藤 寛

プレゼン
2

私自身、パソコン仕事による肩こりや眼精疲労に悩む一人です。「少

しでもラクに仕事がしたい」という思いから、パソコン疲れの原因を

解消するための操作方法や便利機能を1冊にまとめた書籍を企画し

ました。章末コラムには精神科医への取材に基づく回復法も掲載し、

肉体疲労の改善もフォローしているのが本書のポイントです。

新刊

『疲れないパソコン仕事術

多忙な毎日をちょっとラクにする

90TIPS（できるビジネス）』

ISBN：978-4-295-00532-2

担当：平田 葵

プレゼン
1

担当編集が猛アピール!!

「できるYouTuber式って何？」 「この著者さん誰？」

本人が全てお答えします！
ユーチューバーの動画を見ながらハウツーを学ぶ「できるYouTuber式」誕生！　今回はシリーズ第1作の著者、
長
おさ

内
ない

孝
こう

平
へい

さんに自己紹介と本の内容を解説してもらいます。

できるYouTuber式 Excel 現場の教科書
価格：1,500円＋税
ISBN：978-4-295-00558-2

はじめまして、著者の長内孝平です！　私は総合商社の経理を経て（2018年に
退職）、ビジネス教育系のYouTuberとして独立、「おさとエクセル」チャンネル
を立ち上げました。現在は累計150万再生を突破し、日本最大のExcel専門
チャンネルに育ちました。本は要点がつかみやすい、動画は流れで把握しや
すい、それぞれのいい所を1冊にしたのが「できるYouTuber式」です。「おさと
エクセル」でもプロモーションしておりますので、応援よろしくお願いします！

新ショートカットキー全事典
全国で絶賛展開中です！
昨年12月17日に発売した『できるポケット 時短の王道 ショートカットキー全
事典 改訂版』（ISBN：978-4-295-00522-3／980円＋税）が各地で売上好調
です。ここでは、いち早く仕掛け販売をされているお店をご紹介します！

手に取ればついつい買っちゃう
1冊です！（担当：長縄さん）

書籍情報は
こちら！

三省堂書店　名古屋本店様 紀伊國屋書店　梅田本店様

八重洲ブックセンター本店様

三省堂書店　東京駅一番街店様

ブックスタジオ　大阪店様

八重洲ブックセンター本店様は『疲
れないパソコン仕事術』と併売展
開。三省堂書店東京駅一番街店様は
ビジネス書の棚でご展開いただき
ました。どちらもビジネスマンに売
れています！（営業・本郷）

三省堂書店名古屋本店様は、迫力
の6面展開。発売1か月で50冊売れ
ています！ 紀伊國屋書店梅田本店
様とブックスタジオ大阪店様では、
POP付きで面陳にて好評発売中で
す！（営業・大賀）

谷折

谷折
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チャンネルに育ちました。本は要点がつかみやすい、動画は流れで把握しや
すい、それぞれのいい所を1冊にしたのが「できるYouTuber式」です。「おさと
エクセル」でもプロモーションしておりますので、応援よろしくお願いします！

新ショートカットキー全事典
全国で絶賛展開中です！
昨年12月17日に発売した『できるポケット 時短の王道 ショートカットキー全
事典 改訂版』（ISBN：978-4-295-00522-3／980円＋税）が各地で売上好調
です。ここでは、いち早く仕掛け販売をされているお店をご紹介します！

手に取ればついつい買っちゃう
1冊です！（担当：長縄さん）

書籍情報は
こちら！

三省堂書店　名古屋本店様 紀伊國屋書店　梅田本店様

八重洲ブックセンター本店様

三省堂書店　東京駅一番街店様

ブックスタジオ　大阪店様

八重洲ブックセンター本店様は『疲
れないパソコン仕事術』と併売展
開。三省堂書店東京駅一番街店様は
ビジネス書の棚でご展開いただき
ました。どちらもビジネスマンに売
れています！（営業・本郷）

三省堂書店名古屋本店様は、迫力
の6面展開。発売1か月で50冊売れ
ています！ 紀伊國屋書店梅田本店
様とブックスタジオ大阪店様では、
POP付きで面陳にて好評発売中で
す！（営業・大賀）

谷折

谷折
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2019年2月　第7号

「鬼は外！ 福は内！ Officeは2019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 3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

大賀

岩織

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

岩本

諏訪

本郷

徳田

嘉藤

梅田

村田

またもラーメンのお話で恐縮です。最近は二
郎系でも「脂抜き」のコールが流行っているよう
で。醤油（カエシ）の味がキリッと出て美味しい
との噂ですが、なかなか勇気がいる行為です。
私のコールは「アブラマシマシ」なんてのは当
たり前で、「積極的に摂取しに行ってる」と言っ
ても過言では無いからです（笑）。
 出版営業部 課長 嘉藤大輔
 （法人営業担当）

今年の3月で「できるシリーズ」は25周年を迎
えます。より一層、お客様に喜んでいただける
よう様 な々ご提案を行いたいと思います。せっ
かくのお祭りなので、何かグッズなんかも作り
たいなぁ〜と思っております。アイデアがあれ
ば、弊社営業マンにお申し付けください！
 出版営業部 係長 本郷雄大
 （都内、千葉、静岡、北陸担当）

2024年のパリ五輪で正式種目化を目指す動
きがある「eスポーツ」。日本でも通信制高校の
授業で取り入れたり、昨年高校生向け初の全
国大会「全国高校eスポーツ選手権」が開催さ
れ、年々学校教育の現場に浸透しはじめてい
ます。日本でも新たなビジネスモデルとして成
長していくか今後の動向に注目です。
 出版営業部  梅田拓実
 （神奈川、雑誌、取次担当）

歌舞伎町に期間限定オープンしていた「キン肉
マン酒場」、夫婦そろってキン肉マン世代なの
で一家で楽しんでまいりました。昔はバッファ
ローマンの悪役上がりの強くてクール、時折見
せる義理堅さに萌えでしたが、最近はブロッケ
ンJr.の情熱だけは一人前、いつまでたっても
若手感が魅力的です。
 出版営業部 後藤まどか
 （営業管理担当）

法事で高松へ帰省しました。当日地元の琴平
電鉄を大正時代のレトロ電車が走るとのこと
で、目的地までこの電車に乗りました。茶色い
車体にドア横の楕円窓がハイカラです。重厚
なモーター音を鳴らし跳ねるような走りでした。
鉄道ファンの上司へ写真を送ったところ「3000
系だね」と返信が……当たりでした！
 出版営業部 部長 村田哲史
 （東日本統括）

末路第二弾です。G-SHOCKは約20年前に大
ブームが起こり、福袋が販売されたぐらいの凄
さでした。FROGMANはお気に入りでしたが嫁
さんのカバン時計、目覚まし、電池が無くなり、
何処へ。｢カエル」が浮き出るのをもう見ることは
ないでしょう（泣）。マニアしかわからないマサイ
マラは｢ヌー｣でした（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）

平野

愛甲

加茂下

後藤

飯沼

堺

藪田

中村

先日、越後湯沢へ行って来ました。その道中、
友人と『雪国』（川端康成）の冒頭「国境の長い
トンネルを抜けると〜」の「国境」は、「くにざか
い」と「こっきょう」どちらと読むのかで大いに揉
めました。個人的には「くにざかい」の方が綺
麗なフレーズかなと思っていますが、皆さんは
どう思いますか？
 出版営業部 主任 徳田悟
 （法人営業担当）

宮下

末広町の「肉汁麺ススム」では「肉汁麺」なる料理
を楽しめます。サイズは4段階あり「レベル1（肉量
130g）」「レベル2（肉量200g）」「レベル3（肉量
270g）」と来て、「レベルMAX」は肉量800gと、い
きなりジャンプアップ。今回は強気に「レベルMAX」
をオーダー。ややあって姿を現したのは、豚肉が山
盛りされた丼です。新鮮な豚肉には、全体に薄く片
栗粉をまぶされてプルプルとした食感。そこに甘辛い
味付けがよく絡んで、箸が進む美味しさです。10分
ほど肉だけを食べ続けたところで、ようやく麺にアプ
ローチ成功。姿を現したのは、うどんのような太麺で
す。重そうな見た目に反して、味付けはあくまであっさ
り。じっくりと食べ進め、完食に成功しました。

人気連載の出張版

肉汁麺 レベルMAX 1,980円
麺セット白飯 並 100円
山盛りの豚肉はプルプル＆甘辛

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 肉汁麺ススム 秋葉原本店
住所：東京都千代田区外神田3-7-11

麺類？はた
また肉料理

？

その正体や
いかに

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

「翻訳ツール」という新機能が追加されました。このツールを
利用すると、Wordで作成した文書の元の体裁を保ったまま、
簡単に他言語に翻訳できます。

対応言語は約60種類にも！
文書を簡単に翻訳できる

Excel 2019

Microsoft Officeの最新バージョン「Office 2019」が1月22日に発売されました。「Officeの最新版ってこ
れまでとどう変わったの？」という声に応え、アプリごとに注目の新機能を紹介します。

「Office 2019」注目の新機能をチェック

PowerPoint 2019

最新バージョンがついに発売！

できるWord 2019
ISBN：978-4-295-00554-4

できるExcel 2019
ISBN：978-4-295-00553-7

できるPowerPoint 2019
ISBN：978-4-295-00556-8

できるWord & Excel 2019
ISBN：978-4-295-00555-1

Office書籍は新バージョンの登場後に一気に需要が切り替わるわけではなく、1つ前の
バージョンもしばらくは売れ続ける傾向にあります。2019登場後も当面は2016対応
書籍も売れ続けるので、2016需要を取り逃さないよう、併売での展開がおすすめです！

できるシリーズのOffice 2019対応版も続々登場！

「2016」もまだまだ売れます。ぜひ併売を！

［翻訳ツール］で、作成した文書を簡単に他言語に翻訳できる

じょうごグラフマップグラフ

［アイコン］の挿入画面 3Dモデルを挿入したスライドの例

3Dモデルの挿入や、多種多様なイラストを利用できる［アイ
コン］機能、デジタルペンで手書きできる［インクツール］な
ど、スライドの表現力を高める機能が充実しました。

3Dモデル、アイコン、インクなど
さらにリッチな表現が可能に

新 関 数として「CONCAT」「 IFS」「MAXIFS」「MINIFS」
「SWITCH」「TEXTJOIN」が追加されました。「マップグラ
フ」「じょうごグラフ」などの新しいグラフも利用できます。

データ分析力がさらにアップ！
新しい関数とグラフが追加

山折

山折


