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営業部員のひとりごと
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うちの猫は偏食で、いつものドライフード以外
は高い缶詰だろうが口にしません。例外が、初
見で飛びついた「CIAO ちゅ〜る」。ところが、
先日いかにもおいしそうな「ほたて味」や「かに
味」をあげたら、どちらも匂いをかいだ後そっ
ぽを向かれました。こちらも、いつもの「まぐろ
味」しか認めないようです。難しい。
 出版営業部 愛甲 峻
 （新潟、北関東、都内、神奈川担当）

新年号が「令和」に決まりましたね！ 個人的に平
成を振り返り、印象深い出来事が1995年のオ
リックスブルーウェ−ブの優勝です。「頑張ろう
神戸」を合言葉に感動を与えてくれたことを昨
日のように思い出します。その優勝の立役者の
イチローも遂に引退……。「令和」の野球界はど
んなスターが出てくるのか楽しみですね。
 出版営業部 係長 本郷雄大
 （北陸、静岡、都内、千葉担当）

「麺処 花田」という、都内屈指の味噌ラーメン
専門店がありまして。上野と池袋にあるのです
が、これが本当に美味しいんですね。オススメ
のコール（無料）は、二郎系よろしく「ヤサイ＆
ニンニク＆小ライス」です。わざわざ休日に行っ
てしまう事もありますので、その旨さは私が保
証します（笑）。
 オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

高校生の頃、「エアマックス95」や「エアジョー
ダン」が全盛期でしたが、高校生には手が出
せないあこがれのスニーカーでした。あれか
ら20年が過ぎ、次々復刻され、ついに手に入
れることができました♪ しかし、履くのがもっ
たいなく、「観賞用のスニーカー」として部屋に
飾られています（笑）。
 西日本支社 主任 大賀慎一郎

（中部、滋賀、京都担当）

4月から営業部に配属された平田です。これま
ではビジネスパーソン向けの書籍を編集して
いました。新卒で配属されてから3年間、ずっ
と座り仕事だったので、この春からは運動し
て筋力アップをはからねばと焦っています。未
熟なところもあると思いますが、精一杯頑張る
のでよろしくお願いします！
 出版営業部  平田 葵

約14年ほど在籍した広告営業部から異動になり
ました野原です。新しい業務に慣れるまでは、ご
迷惑をおかけする事もあるかと思いますが、何
卒、よろしくお願いいたします。自他共に認める
広島カープ狂です！ いつかカープの本を出版し
て、MAZDAスタジアム特設会場で販売するの
が夢です（笑）。
 オンライン・法人営業部  野原大輔
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見事な枝垂桜があると聞いて、府中市の東郷
寺へ。人は比較的少なく賑やかなお花見ムー
ドはないものの、ゆっくりと花を愛でることが
できる穴場スポット！ 急勾配の階段上にそび
える荘厳な山門は黒澤映画「羅生門」のモデ
ルなったと言われているんだそうです。内側か
らの眺めは、門が額縁代わりとなり美しい絵
画の様でした！
 出版マーケティング部 課長 中村昌代

村田

御茶ノ水の「武蔵家」は安定感抜群の家系ラーメン
店です。今回は「極 大ラーメン」をチョイス。麺の固
さ、味の濃さ、油の量は「固め／濃いめ／普通」に
てオーダーします。着丼までに、無料サービスのご飯
とキュウリの漬物をよそうことで、待ち時間を有効利
用。ほどなくして着丼した一杯は、チャーシュー4枚、
海苔7枚、ほうれん草に味玉付きの充実ぶり。厚手
でプルプルのチャーシューやもっちりとした太麺はい
ずれも美味！ ご飯はスープを浸した海苔と一緒にか
き込みます！ ガッツリとしながらも食べやすく、夢中に
なって食べ進めているうちに完食していました。

人気連載の出張版

極	大ラーメン	 1,200円
「固め／濃いめ／普通」が
マイフェイバリット!!

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 ラーメン武蔵家 御茶ノ水店
住所：東京都千代田区神田駿河台1-8-4

会社の近く
にあると嬉

しい

安定感抜群
の家系ラー

メン！

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

お店の棚に
春☆満開！

フレッシャーズ向け
厳選5冊

いよいよ春本番！ このコーナーでは、新社会人や学生さん向けに営業部と編集部が自信をもっ
てお勧めする5冊を厳選してご紹介します。いずれも版を重ねる売れ筋タイトルで、春先に売上
を大きく伸ばすタイトルです。フレッシャーズのお客様に「強力プッシュ」をお願いします！

文章力超アップ！
資料は
見た目が
10割！

タイピングを
極めよう！

3 刷

3 刷

5 刷

7 刷 5 刷

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

『新しい文章力の教室 苦手を得意に変える
ナタリー式トレーニング（できるビジネス）』
ISBN：978-4-8443-3872-7
価格：1,300円＋税

『一生使える
プレゼン上手の資料作成入門』
ISBN：978-4-295-00069-3
価格：1,800円＋税

『美タイピング完全マスター練習帳』
ISBN：978-4-295-00081-5
価格：880円＋税

『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：1,400円＋税

仕事に使う関数は5つでOK！ 実務
でよく使う関数を絞り込み、徹底的
に使い倒すテクニックが話題です。
Excelの効率を上げて、時短したい
ビジネスマンは必読ですよ！

（営業部・平田）

仕事ができる先輩が「やさしく」教え
てくれる感じが好評です♪　動画を
見て学べるから、初めての人も挫折
しませんよ。Excelがちょっとニガ
テだな、と思っている人におススメ
ですー。（編集部・井上）

「自分次第で」「カロリー0」！ 決めゼ
リフや歌詞なども例文に入った、専
用のソフトでタイピングが学べま
す。有隣堂横浜駅西口店様では、40
〜60代のお客様にウケてます！

（営業部・梅田）

関数はコレ
だけでOK！

YouTubeで
学んじゃおう♪

文章は「書く前」の準備で決まる！ 
書ける人が自然にやっている基礎
を、誰もが身に付けられるように解
説しました。メールから社内文書ま
で、書き方のツボが分かります。

（編集部・瀧坂）

見開きで一目瞭然、伝わる資料の作
り方が分かります。僕も早く知りた
かった……。　丸善丸の内本店様で
は「見やすい資料のデザイン入門」と
合計2,600冊売とホンマ爆売です！

（営業部・本郷）

山折

山折



プログラミング言語はコンピューターの進化やインター

ネットの普及などによってさまざまなニーズが生まれ、

それに対応するために増えてきたんだ。大きく分けると

「大規模なものをカッチリ作りたい」か「小規模なもの

を手早く作りたい」というニーズによって、選ぶプログラ

ミング言語は変わってくる。さらに、大規模なものでも、

より実行速度や堅牢性を重視するならC++が、開発の

しやすさを重視するならJavaが選ばれることが多い。

小規模なものでは、JavaScriptとPHP、Rubyは同じ

Webサービスの開発で使われるけれど、JavaScript

はWebブラウザー側の処理を担当し、PHPとRubyは

サーバー側の処理を担当する。これらのニーズに1つの

プログラム言語で対応するのは効率が悪いんだ。

例えば、家にある包丁で大きなクロマグロをさばくのは

大変だし、ジャガイモの皮むきにピーラーを使うと便利

だよね。プログラミング言語にもそれぞれ得意分野が

あり、その中で進化したり、新たに生まれたりしてきた

んだ。

プログラミング言語って、なぜたくさんあるの？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。

言語ごとに得意な分野があるんだよ

大規模な
プログラム

小規模な
プログラム

重視
すること

実行速度、
堅牢性

学習しやすさ、
開発・変更
しやすさ

用途 OS、アプリケー
ション、ゲーム

Webサービス、
マクロ、研究

言語 C、C++、
C#、Javaなど

JavaScript、
PHP、Python、
Rubyなど

あのメルカリも、PHPやPython、JavaScriptなど
たくさんの言語が使われているもん。

営業部　愛甲

『できるポケット Windows 10
基本＆活用マスターブック 改訂4版』
ISBN：978-4-295-00598-8
価格：800円＋税

『できるポケット Windows 10
困った！＆便利技215 改訂4版』
ISBN：978-4-295-00599-5
価格：880円＋税

『できるポケットExcel 2019 
基本＆活用マスターブック』
ISBN：978-4-295-00609-1
価格：780＋税

『できるポケットWord 2019 
基本＆活用マスターブック』
ISBN：978-4-295-00610-7
価格：780円＋税

「気くばりメール」で、できるオトナ女子へ！
マナー界のカリスマ講師“西出ひろ子先生”が教える

取引先からお土産をもらったとき、お礼メールの言葉選びに悩むことってありますよね。そこで、マナー向上
に役立つメールの書き方を1冊にまとめた新刊『気くばりメールはじめました！』をもとに、著者の西出ひろ
子先生にメールを書くコツを教えてもらいました。

『気くばりメールはじめました！
（できる for Woman）』
ISBN：978-4-295-00596-4
価格：1,300円＋税

株式会社××　古川様
（略）

本日はご多忙の中、弊社までご足労くださり、
誠にありがとうございました。
また美味しいお土産まで頂戴し、
古川様のお心遣いに心より感謝申し上げます。

お土産の○○○は、さっそく社内スタッフでいただ
きました。
大人気のお菓子だと、女性社員が喜んでおりました。

いつもながらのお心こもった心遣いに、感謝申し上
げます。
急ぎ、メールにて失礼いたしますが、本日のお礼を申
し上げます。

お礼と一緒に
感想を書こう

シリーズ第 1 弾
『Excel 時短はじめました！』に続き、

働く女性に好評です！

西出ひろ子先生

著者プロフィール：国会議員などの秘書職を経て、マナー講師として独立。著書に28万部を突破するベストセラーがある。

春はマナーの季節♪ 4月の桜・5月の新緑のように、皆様が幸せに輝くハッピーメール本を書きました。
応援のほど、宜しくお願い申し上げます♪

感謝の気持ちを丁寧に
多用の中来社してくれたこ
とと心遣いに、丁寧に感謝を
伝えます。

•Point•

迅速に返信を
感謝する出来事があったら、
間を空けずにお礼メールを
送信します。

•Point•

お礼はなるべく
具体的に
お土産への具体的な感想を
添えます。

•Point•

展開事例

「できるシリーズ」では営業施策の一環で、判型が小さい書籍の陳列に最適なハンガー

ラックの提供を行っています。スペースの有効利用や、商品の視認性向上にも役立つハ

ンガーラックは、売り場づくりの強い味方です。出版営業部の愛甲が、ハンガーラック導

入のメリットをご紹介いたします。

◉丸善 丸の内本店様の展開

◉蔦屋書店 嘉島店様の展開

❶   陳列の自由度が一気に 
広がる！

ハンガーラック設置の大きなメリットは、陳列スペース
を広げられることです。コンピューター書の棚が少ない
書店様におすすめなのはもちろんですが、売り場が店内
の奥にあるお店や、フロアが分かれているお店でも効果
的にお使いいただけます。また、判型が小さく、売り場で
は埋もれがちなポケット版を、目に飛び込んでくる高さ
に並べて目立たせられるのもポイントです！

❷   豊富な書籍ラインナップ
をご用意！

「できるポケット」シリーズは、WindowsやWord、Excel
などのコンピューター解説書に加えて、LINEやメルカリ
といったスマホアプリ系、ショートカットキーやExcel

関数などのビジネス活用系など、豊富な種類をご用意
していますので、売り場に応じてお選びいただけます。
四六判の「できるビジネス」シリーズもおすすめです！

スペース有効利用 商品の視認性UP ！

ラックで楽 ♪々 売り場づくり

私がお答えします！

ハンガ ーラックにピッタリ収まる新 刊も続々登 場！ 売り場づくりがラックラクだもん！ 
ぜひ使ってみて欲しいんだもんニーズによる言語の分類

作りたいものに合わせて、学ぶべきプログラミン
グ言語が変わる。

ご希望の店舗様にラックをご提供します！
お問い合わせ・お申し込みはこちらまで

03-6837-4635（出版営業部）

新刊

有隣堂アトレ川崎店様

谷折

谷折
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感謝する出来事があったら、
間を空けずにお礼メールを
送信します。

•Point•

お礼はなるべく
具体的に
お土産への具体的な感想を
添えます。

•Point•

展開事例

「できるシリーズ」では営業施策の一環で、判型が小さい書籍の陳列に最適なハンガー

ラックの提供を行っています。スペースの有効利用や、商品の視認性向上にも役立つハ

ンガーラックは、売り場づくりの強い味方です。出版営業部の愛甲が、ハンガーラック導

入のメリットをご紹介いたします。

◉丸善 丸の内本店様の展開

◉蔦屋書店 嘉島店様の展開

❶   陳列の自由度が一気に 
広がる！

ハンガーラック設置の大きなメリットは、陳列スペース
を広げられることです。コンピューター書の棚が少ない
書店様におすすめなのはもちろんですが、売り場が店内
の奥にあるお店や、フロアが分かれているお店でも効果
的にお使いいただけます。また、判型が小さく、売り場で
は埋もれがちなポケット版を、目に飛び込んでくる高さ
に並べて目立たせられるのもポイントです！

❷   豊富な書籍ラインナップ
をご用意！

「できるポケット」シリーズは、WindowsやWord、Excel
などのコンピューター解説書に加えて、LINEやメルカリ
といったスマホアプリ系、ショートカットキーやExcel

関数などのビジネス活用系など、豊富な種類をご用意
していますので、売り場に応じてお選びいただけます。
四六判の「できるビジネス」シリーズもおすすめです！

スペース有効利用 商品の視認性UP ！

ラックで楽 ♪々 売り場づくり

私がお答えします！

ハンガ ーラックにピッタリ収まる新 刊も続々登 場！ 売り場づくりがラックラクだもん！ 
ぜひ使ってみて欲しいんだもんニーズによる言語の分類

作りたいものに合わせて、学ぶべきプログラミン
グ言語が変わる。

ご希望の店舗様にラックをご提供します！
お問い合わせ・お申し込みはこちらまで

03-6837-4635（出版営業部）

新刊

有隣堂アトレ川崎店様

谷折

谷折
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「  ありがとう平成、こんにちは令和だもん！ 」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 5月
発行予定です！
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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

堺

梅田

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

野原

平野

本郷

中村

愛甲

嘉藤

平田

うちの猫は偏食で、いつものドライフード以外
は高い缶詰だろうが口にしません。例外が、初
見で飛びついた「CIAO ちゅ〜る」。ところが、
先日いかにもおいしそうな「ほたて味」や「かに
味」をあげたら、どちらも匂いをかいだ後そっ
ぽを向かれました。こちらも、いつもの「まぐろ
味」しか認めないようです。難しい。
 出版営業部 愛甲 峻
 （新潟、北関東、都内、神奈川担当）

新年号が「令和」に決まりましたね！ 個人的に平
成を振り返り、印象深い出来事が1995年のオ
リックスブルーウェ−ブの優勝です。「頑張ろう
神戸」を合言葉に感動を与えてくれたことを昨
日のように思い出します。その優勝の立役者の
イチローも遂に引退……。「令和」の野球界はど
んなスターが出てくるのか楽しみですね。
 出版営業部 係長 本郷雄大
 （北陸、静岡、都内、千葉担当）

「麺処 花田」という、都内屈指の味噌ラーメン
専門店がありまして。上野と池袋にあるのです
が、これが本当に美味しいんですね。オススメ
のコール（無料）は、二郎系よろしく「ヤサイ＆
ニンニク＆小ライス」です。わざわざ休日に行っ
てしまう事もありますので、その旨さは私が保
証します（笑）。
 オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

高校生の頃、「エアマックス95」や「エアジョー
ダン」が全盛期でしたが、高校生には手が出
せないあこがれのスニーカーでした。あれか
ら20年が過ぎ、次々復刻され、ついに手に入
れることができました♪ しかし、履くのがもっ
たいなく、「観賞用のスニーカー」として部屋に
飾られています（笑）。
 西日本支社 主任 大賀慎一郎

（中部、滋賀、京都担当）

4月から営業部に配属された平田です。これま
ではビジネスパーソン向けの書籍を編集して
いました。新卒で配属されてから3年間、ずっ
と座り仕事だったので、この春からは運動し
て筋力アップをはからねばと焦っています。未
熟なところもあると思いますが、精一杯頑張る
のでよろしくお願いします！
 出版営業部  平田 葵

約14年ほど在籍した広告営業部から異動になり
ました野原です。新しい業務に慣れるまでは、ご
迷惑をおかけする事もあるかと思いますが、何
卒、よろしくお願いいたします。自他共に認める
広島カープ狂です！ いつかカープの本を出版し
て、MAZDAスタジアム特設会場で販売するの
が夢です（笑）。
 オンライン・法人営業部  野原大輔

諏訪

宮下

岩本

大賀

薮田

岩織

加茂下

後藤

見事な枝垂桜があると聞いて、府中市の東郷
寺へ。人は比較的少なく賑やかなお花見ムー
ドはないものの、ゆっくりと花を愛でることが
できる穴場スポット！ 急勾配の階段上にそび
える荘厳な山門は黒澤映画「羅生門」のモデ
ルなったと言われているんだそうです。内側か
らの眺めは、門が額縁代わりとなり美しい絵
画の様でした！
 出版マーケティング部 課長 中村昌代

村田

御茶ノ水の「武蔵家」は安定感抜群の家系ラーメン
店です。今回は「極 大ラーメン」をチョイス。麺の固
さ、味の濃さ、油の量は「固め／濃いめ／普通」に
てオーダーします。着丼までに、無料サービスのご飯
とキュウリの漬物をよそうことで、待ち時間を有効利
用。ほどなくして着丼した一杯は、チャーシュー4枚、
海苔7枚、ほうれん草に味玉付きの充実ぶり。厚手
でプルプルのチャーシューやもっちりとした太麺はい
ずれも美味！ ご飯はスープを浸した海苔と一緒にか
き込みます！ ガッツリとしながらも食べやすく、夢中に
なって食べ進めているうちに完食していました。

人気連載の出張版

極	大ラーメン	 1,200円
「固め／濃いめ／普通」が
マイフェイバリット!!

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 ラーメン武蔵家 御茶ノ水店
住所：東京都千代田区神田駿河台1-8-4

会社の近く
にあると嬉

しい

安定感抜群
の家系ラー

メン！

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

お店の棚に
春☆満開！

フレッシャーズ向け
厳選5冊

いよいよ春本番！ このコーナーでは、新社会人や学生さん向けに営業部と編集部が自信をもっ
てお勧めする5冊を厳選してご紹介します。いずれも版を重ねる売れ筋タイトルで、春先に売上
を大きく伸ばすタイトルです。フレッシャーズのお客様に「強力プッシュ」をお願いします！

文章力超アップ！
資料は
見た目が
10割！

タイピングを
極めよう！

3 刷

3 刷

5 刷

7 刷 5 刷

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

『新しい文章力の教室 苦手を得意に変える
ナタリー式トレーニング（できるビジネス）』
ISBN：978-4-8443-3872-7
価格：1,300円＋税

『一生使える
プレゼン上手の資料作成入門』
ISBN：978-4-295-00069-3
価格：1,800円＋税

『美タイピング完全マスター練習帳』
ISBN：978-4-295-00081-5
価格：880円＋税

『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：1,400円＋税

仕事に使う関数は5つでOK！ 実務
でよく使う関数を絞り込み、徹底的
に使い倒すテクニックが話題です。
Excelの効率を上げて、時短したい
ビジネスマンは必読ですよ！

（営業部・平田）

仕事ができる先輩が「やさしく」教え
てくれる感じが好評です♪　動画を
見て学べるから、初めての人も挫折
しませんよ。Excelがちょっとニガ
テだな、と思っている人におススメ
ですー。（編集部・井上）

「自分次第で」「カロリー0」！ 決めゼ
リフや歌詞なども例文に入った、専
用のソフトでタイピングが学べま
す。有隣堂横浜駅西口店様では、40
〜60代のお客様にウケてます！

（営業部・梅田）

関数はコレ
だけでOK！

YouTubeで
学んじゃおう♪

文章は「書く前」の準備で決まる！ 
書ける人が自然にやっている基礎
を、誰もが身に付けられるように解
説しました。メールから社内文書ま
で、書き方のツボが分かります。

（編集部・瀧坂）

見開きで一目瞭然、伝わる資料の作
り方が分かります。僕も早く知りた
かった……。　丸善丸の内本店様で
は「見やすい資料のデザイン入門」と
合計2,600冊売とホンマ爆売です！

（営業部・本郷）

山折

山折


