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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
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次号は2019年 4月
発行予定です！
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モー娘。をはじめとする「ハロープロジェクト」
にはファンクラブがあるのですが、これが沼
です。一度入ったら出られません。普通は
1FCにつき1グループだと思うのですが、ここ
は色々なグループのチケットが取れちゃいま
す。モー娘。目当てで入った私。今日は別グルー
プのイベントに参加してきます。
 出版営業部 藪田裕美
 （東京都下、神奈川担当）

これを書いている当日、所長（長男）が公立高校
へ合格しました。もう桜咲く季節が目の前です
ね。月日が経つのが本当に早いです。マイペー
スを崩さず、試験前日も隊長（次男）とギリギリ
まで遊んで、奥さんに叱られてもどこ吹く風。
度胸が据わっているのか、何も考えてないのか

（笑）。そんな所長もこれで義務教育終了。高
校生活も変わらずマイペースは続く、その間に
やりたいことも見つけてくれるんだろうか？ 親が
心配しても、それは本人の心の中だけが知るば
かり。 出版営業部 主任 平野太郎
 （都内、東北、信越担当）

できる春フェアが3月から始まりました。昨年
のフォトコンテストの写真を見ると、全国各地
で面白いフェア展開をしてくださる書店様が多
く本当にありがたいなぁと感じます。今回コン
テストの受賞枠も増えたので上位入賞を狙え
るチャンスです！景品も豪華なので是非ご応
募ください。お待ちしています！
 西日本支社 堺智子

（大阪、和歌山、山陰山陽担当）

最近のマイブームは、筋トレ。今のところ見た目
的な変化はありませんが、プヨプヨだった二の
腕が硬くなったり、階段で息切れしなくなった
のは大きな収穫。それに気をよくして筋トレの
話ばかりしていたら「それ“筋ハラ”（筋肉ハラス
メント）」とたしなめられました。反省。
 出版マーケティング部 部長  岩織康子

心嬉しい出来事が1つ。毎週通うクリーニング
屋のおばあさんが『できるExcel 2016』を片手
にいつもの笑顔でお出迎え。できるシリーズ、
25年で累計7500万部！ここまで育ててくれた
皆さまに感謝しつつ、次の目標は日本の人口、
1人1冊！来週は少し早くクリー二ング出しに行
こうかな。
 出版営業部 法人担当部長  加茂下良憲
 （本部営業担当）

いよいよプロ野球も開幕間近！今年の選手名鑑
も早速購入し、新人や移籍した選手の情報を見
てペナントの妄想膨らましながら思ったのが、こ
の六角形のグラフって自分の高校時代に置換え
たらなんやろ？ と。ホームラン？ ないなぁ。打率2
割だっけ？ちっさい六角形やな……。育成枠目指
して頑張ります。
 西日本支社 課長  宮下雅文

（兵庫、四国、九州北部担当）

本郷

諏訪

梅田

岩織

徳田

岩本

村田

後藤

映画『岡本太郎の沖縄』を見ました。太陽の塔
でおなじみですが、若き日に民族学者でもあっ
た岡本太郎の訪れた1950〜60年代の沖縄
がテーマのドキュメンタリー映画です。岡本太
郎は沖縄に何を見たのか？ それは忘れられた
日本の姿を見たのでした。ニュースでは知りえ
ない沖縄がそこにはありました。
 出版営業部 課長 飯沼昭教
 （雑誌、取次担当）

嘉藤

神田須田町付近にある「串揚げじゅらく」では、「しび
れ豚丼」なる一風変わったメニューが楽しめます。今
回は4人前相当の「ギガしびれ豚丼」をオーダー。丼
には豚肉がすき間なくびっしりと盛り付けられ、その
1枚1枚に入念にスパイスが振りかけられています。
刺激的な香りに食欲をそそられ、たまらず1枚口に運
んでみれば、十勝豚丼っぽい甘辛いタレの中で、ガ
ツンとしびれが来ました！　肉は薄切りで食べやすく、
クセになるしびれも相まって、どんどん食が進みます。
途中で温泉玉子を追加すると、しびれた口のいい休
憩地点になり、どうにか完食できました。

人気連載の出張版

ギガしびれ豚丼	 1,780円（税込）
豚丼×花椒＝暴力的美味！

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 串揚げじゅらく 神田須田町店
住所：東京都千代田区神田須田町1-3

豚丼なのに
花椒マシマ

シ？

そこにシビ
れる！あこ

がれるゥ！

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

春は新しくパソコンを使う方が増えるので、PC書が特に売れ
る季節。売り場で『できるシリーズ春フェア』を展開することで
PC書を売り伸ばす絶好のチャンスです！ 今回、春フェアをい
ち早く展開してくださっている書店様を例に取り、展開のポイ
ントを3つ紹介します。売り場づくりのご参考にご覧ください。

PC入門書のベストシーズン到来！
春こそ売り伸ばしのチャンスです！

できる25周年
春フェア
開催記念

◆アミーゴ書店和歌山店様の展開

◆明林堂書店大分本店様

◆紀伊國屋書店福井店様

プレゼントポスターを活用
25周年記念プレゼントのポスター
を活用していただくと、効果的なアイ
キャッチになります。

ポイント2

2016と2019を上手に併売
Office 2016対応のフェア対象書籍
とOffice 2019対 応 の 新 刊は併 売
がお薦め！ 並べるとさまざまなお客
様に対応できます。

ポイント3

季節感のある装飾で華やかに
春なら桜、秋なら紅葉やハロウィンなど、季
節感のある装飾を加えることで売り場が華
やかな印象に。

ポイント1

そのほかの書店様の展開

山折

山折



どなたでもご応募いただけます！
https://dekiru.net/25th/

関数は、実は英語だと「f
フ ァ ン ク シ ョ ン

unction」といって、「機能」や

「働き」といった意味も持つんだ。引数としてデータを

入れたら決まった処理をして結果を返す、という便利

な機能が「関数」だと考えるとわかりやすいね。例えば

WEEKDAY関数なら、引数に日付を指定すると、その

日が何曜日かが返されるわけだ。

「関数」の語源は中国語の「函数（ファンスウ）」で、日本

でも昔は「函数」と書いていたよ。ところが「函（カン・は

こ）」の字は、1946年に決められた「当用漢字」からは

ずされてしまった。当時、複雑だった漢字を整理して、

さしあたって使う漢字を決めよう、というのが当用漢字

の狙いで、函数は、同じ読みの当用漢字である「関」を

使った「関数」に呼び変えられるようになったんだ。

「関」と「数」という字の意味を考えるとわかりにくいけ

ど、関数とはExcelの便利機能のこと、と覚えておけば

いいと思うな。

Excelの「関数」って、どういう意味なの？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。

もともとは「函数」だったのが、同じ読みの「関数」になった。
だから「関」の字には特に意味はないんだ

入力 結果

データを入れたら結果を返す便利機能が「関数」。
これならわかりやすいもん！

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
価格：本体1,400円＋税

5刷出来!!

関 連
書 籍

月曜日2019年4月1日

●メルカリ メルカリとはラテン語で「商いする」という意
味で「マーケット」という言葉の起源です。　●LINE 友
だちが投稿したスタンプをタップすると、スタンプ情報
を見ることができます。　●Instagram 2018年、もっ
とも使われたハッシュタグは猫の写真が集まる「#猫 / 
#ねこ」です。　●Facebook 登録できる友達の数には
上限があり、最大5,000人までです。　●Twitter 同
時ツイート数では、映画「天空の城ラピュタ」の呪文「バ
ルス！」が記録を作りました。

超初心者にもわかりやすいと大好評のできるfitシリーズ第2弾！

今回は新しい人間関係の輪が広がる季節にピッタリの

「できるfit メルカリ&LINE&Instagram&Facebook&Twitter 基本＋活用ワザ」が

3月8日に発売されました。編集担当の渡辺が本書のおススメポイントや

こだわりをご紹介します！

春の新生活はできるfitシリーズ
「メルカリ&LINE&Instagram&Facebook&

Twitter 基本＋活用ワザ」におまかせ！

セルに入力した日付から「曜日」を取り出す

WEEKDAY
関数

できるfit メルカリ&LINE&Instagram
&Facebook&Twitter 基本+活用ワザ

ISBN:978-4-295-00583-4
価格:1,480円＋税

いいね！

解説書を読むのが苦手な方の意見をたくさん反映しています。大きな
画面と丁寧な操作手順で、簡単に操作ができるようになりますよ。
プライバシー設定やトラブル対策も解説しているので安心です。

パソコン解説書が苦手な人ほど
読んでほしい！

思わず「へ〜！」 5つのアプリのまめ知識 ※本書より抜粋

超いいね！

初心者でも理解できるように作っているので、女
性から年配の方まで幅広い世代が集まる雑誌
売場に置くのもおススメです。
雑誌売場のムック本との併売
効果も見込めます。

雑誌売場で展開するのも
おススメ！

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:1,200円＋税

※au版、ソフトバンク版も発売中

世界一やさしいLINE インスタグラム 
フェイスブック ツイッター メルカリ

ISBN:978-4-295-00491-2
価格:680円＋税

編集部や営業部では、各サービス
の頭文字「メLIFT」をとって「メリ
フト本」って呼んでるもん。今の季
節にピッタリのメリフト本、よろしく
だもん！

まめ知識は、
本書のココに
収載されています

 

若い女性から年配の方まで手軽に始められると人気のメルカリ。
特にこれからの3月の引っ越しシーズンは断捨離でさらに需要が高まると思われ
ます。本書で簡単にメルカリを始めることができます。

幅広い世代に人気の
メルカリも盛り込みました！

いいね！
「できるシリーズ」は2019年3月で、誕生から25周年を
迎えました。ここまで育ててくださった多くの書店様や読
者様への感謝の気持ちをこめて、豪華賞品が抽選で当
たるプレゼントキャンペーンを実施中です。温泉体験ギ
フトやタブレット、お掃除ロボット、ゲーム機など、バラエ
ティーに富んだ賞品を取り揃えました。どなたでもご応
募いただけるので、下記の「シリーズ25周年特設サイト」
からふるってご応募ください！

プレゼントキャンペーンで
豪華賞品をGETしよう!!

シリーズ25周年祭りがスタート！

温泉体験ギフトやルンバ、iPad、

Nintendo Switch、アクションカメラなど、

豪華賞品が盛りだくさん！

新刊

営業部・堺

編集部・渡辺彩子

必要なのはスマホと本書だけ！ 新しい楽しみ方が広がります。
書籍オビでも
大アピール中！

谷折

谷折
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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 4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

愛甲

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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モー娘。をはじめとする「ハロープロジェクト」
にはファンクラブがあるのですが、これが沼
です。一度入ったら出られません。普通は
1FCにつき1グループだと思うのですが、ここ
は色々なグループのチケットが取れちゃいま
す。モー娘。目当てで入った私。今日は別グルー
プのイベントに参加してきます。
 出版営業部 藪田裕美
 （東京都下、神奈川担当）

これを書いている当日、所長（長男）が公立高校
へ合格しました。もう桜咲く季節が目の前です
ね。月日が経つのが本当に早いです。マイペー
スを崩さず、試験前日も隊長（次男）とギリギリ
まで遊んで、奥さんに叱られてもどこ吹く風。
度胸が据わっているのか、何も考えてないのか

（笑）。そんな所長もこれで義務教育終了。高
校生活も変わらずマイペースは続く、その間に
やりたいことも見つけてくれるんだろうか？ 親が
心配しても、それは本人の心の中だけが知るば
かり。 出版営業部 主任 平野太郎
 （都内、東北、信越担当）

できる春フェアが3月から始まりました。昨年
のフォトコンテストの写真を見ると、全国各地
で面白いフェア展開をしてくださる書店様が多
く本当にありがたいなぁと感じます。今回コン
テストの受賞枠も増えたので上位入賞を狙え
るチャンスです！景品も豪華なので是非ご応
募ください。お待ちしています！
 西日本支社 堺智子

（大阪、和歌山、山陰山陽担当）

最近のマイブームは、筋トレ。今のところ見た目
的な変化はありませんが、プヨプヨだった二の
腕が硬くなったり、階段で息切れしなくなった
のは大きな収穫。それに気をよくして筋トレの
話ばかりしていたら「それ“筋ハラ”（筋肉ハラス
メント）」とたしなめられました。反省。
 出版マーケティング部 部長  岩織康子

心嬉しい出来事が1つ。毎週通うクリーニング
屋のおばあさんが『できるExcel 2016』を片手
にいつもの笑顔でお出迎え。できるシリーズ、
25年で累計7500万部！ここまで育ててくれた
皆さまに感謝しつつ、次の目標は日本の人口、
1人1冊！来週は少し早くクリー二ング出しに行
こうかな。
 出版営業部 法人担当部長  加茂下良憲
 （本部営業担当）

いよいよプロ野球も開幕間近！今年の選手名鑑
も早速購入し、新人や移籍した選手の情報を見
てペナントの妄想膨らましながら思ったのが、こ
の六角形のグラフって自分の高校時代に置換え
たらなんやろ？ と。ホームラン？ ないなぁ。打率2
割だっけ？ちっさい六角形やな……。育成枠目指
して頑張ります。
 西日本支社 課長  宮下雅文

（兵庫、四国、九州北部担当）
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梅田

岩織

徳田

岩本

村田

後藤

映画『岡本太郎の沖縄』を見ました。太陽の塔
でおなじみですが、若き日に民族学者でもあっ
た岡本太郎の訪れた1950〜60年代の沖縄
がテーマのドキュメンタリー映画です。岡本太
郎は沖縄に何を見たのか？ それは忘れられた
日本の姿を見たのでした。ニュースでは知りえ
ない沖縄がそこにはありました。
 出版営業部 課長 飯沼昭教
 （雑誌、取次担当）

嘉藤

神田須田町付近にある「串揚げじゅらく」では、「しび
れ豚丼」なる一風変わったメニューが楽しめます。今
回は4人前相当の「ギガしびれ豚丼」をオーダー。丼
には豚肉がすき間なくびっしりと盛り付けられ、その
1枚1枚に入念にスパイスが振りかけられています。
刺激的な香りに食欲をそそられ、たまらず1枚口に運
んでみれば、十勝豚丼っぽい甘辛いタレの中で、ガ
ツンとしびれが来ました！　肉は薄切りで食べやすく、
クセになるしびれも相まって、どんどん食が進みます。
途中で温泉玉子を追加すると、しびれた口のいい休
憩地点になり、どうにか完食できました。

人気連載の出張版

ギガしびれ豚丼	 1,780円（税込）
豚丼×花椒＝暴力的美味！

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 串揚げじゅらく 神田須田町店
住所：東京都千代田区神田須田町1-3

豚丼なのに
花椒マシマ

シ？

そこにシビ
れる！あこ

がれるゥ！

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

春は新しくパソコンを使う方が増えるので、PC書が特に売れ
る季節。売り場で『できるシリーズ春フェア』を展開することで
PC書を売り伸ばす絶好のチャンスです！ 今回、春フェアをい
ち早く展開してくださっている書店様を例に取り、展開のポイ
ントを3つ紹介します。売り場づくりのご参考にご覧ください。

PC入門書のベストシーズン到来！
春こそ売り伸ばしのチャンスです！

できる25周年
春フェア
開催記念

◆アミーゴ書店和歌山店様の展開

◆明林堂書店大分本店様

◆紀伊國屋書店福井店様

プレゼントポスターを活用
25周年記念プレゼントのポスター
を活用していただくと、効果的なアイ
キャッチになります。

ポイント2

2016と2019を上手に併売
Office 2016対応のフェア対象書籍
とOffice 2019対 応 の 新 刊は併 売
がお薦め！ 並べるとさまざまなお客
様に対応できます。

ポイント3

季節感のある装飾で華やかに
春なら桜、秋なら紅葉やハロウィンなど、季
節感のある装飾を加えることで売り場が華
やかな印象に。

ポイント1

そのほかの書店様の展開

山折

山折


