
P1　25周年記念勉強会を開催！
P2　『できるUiPath』好調の秘密
	 できるもんの素朴なギモン
P3	 五月病に効くお悩み対策本
P4	 営業部員のひとりごと
	 	「神保町ペロリ旅」ダイジェスト

もくじ

2019年5月　第10号
「新元号で心機一転、がんばるもん！ 」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 6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

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
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10年メモを書き始めて1年がたちました。1
ページに10年分の記録ができる日記で、去年
と同じ日の比較ができます。私は美味しかっ
た食事を毎日記録しているのですが、夢中に
なっていた食べ物が今と違うものだったりす
るので読んでいて面白いです。飽き性ですが
10年メモは楽しみながら続けられそうです。
 西日本支社 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

できるシリーズ25周年記念勉強会を開催さ
せていただきました。第一弾の『できるExcel 
5.0』発売当時、他社既刊シリーズとは異なる
コンセプトをご評価くださり、店頭でお客様に
お勧めいただいた“育ての親”である書店担
当者様に、25年を経ても変わらない笑顔でご
出席いただけたことに感謝しかありません。
 出版営業局 局次長/出版営業部 部長

村田哲史

はじめまして。広報・宣伝担当の丸山です。一
人でも多くの方にインプレスの情報を届けら
れるよう日々発信しています。趣味はプロ野球
観戦で（営業部に多いですね）、大型連休も野
球三昧。平成最後の日も令和最初の日ももち
ろん現地で野球観戦！ 令和時代にどんなヒー
ローが誕生するのか今から楽しみです。
 出版マーケティング部 丸山奏恵

（広報・宣伝担当）

4月上旬、ロンドンの地下鉄で短編小説の自
動発券機が登場しました。端末のボタンを押
すとレシートのように出力され3分程度で読め
るそうです。普段書店を利用されない人にも
作品に触れる機会が増えるのは業界的にも嬉
しいことです。世界一の電車大国である日本
でも導入するのか今後の動きに注目です。
 出版営業部 梅田拓実

（都内、神奈川、北海道、雑誌、取次担当）

夫の実家大阪へ帰省。大阪駅構内で訪日客
から、USJに行くには？と英語で聞かれまし
た。大阪の路線は分からないので夫に聞くと

「西九条でといめんの電車に乗換や」との答
え。英語で、と振ったところ「ニシクジョー！トイ
メン！」と叫ぶ夫を見て、この人と結婚して本当
に良かったなと思いました。
 出版営業部 後藤まどか
 （営業管理担当）

収集癖の末路第三弾です。昭和雑誌全盛時、
『GORO』を思春期に欠かさず買っていまし
た。最近、捨てられたと思っていた17冊が実
家から発見されました。奇跡ですね。マイベス
ト号だったのでしょうか。川島なお美さん率が
高いです（笑）。通は「激写文庫」を知っている
はず（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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アーモンドアイ、凱旋門賞出走断念。歴史的
瞬間を現地で観戦できる！？ JC勝利後から心
弾んでいたのでとても残念。スピードシンボリ
初挑戦から50年、エルコンドル2着の快挙か
ら20年。圧倒的一番人気のディープ、2年連
続2着の三冠馬オルフェ。あと1枚が破れな
かった昭和と平成。悲願は令和へと続く！
 出版営業部 法人担当部長 加茂下良憲
 （本部営業担当）

宮下

すずらん通りに構える「新潟カツ丼 タレカツ」は、新
潟名物の「タレカツ丼」を味わえる人気店。特におす
すめなのが、今回ご紹介する「二段もりかつ丼」です！ 
ご飯の上に3枚盛り付けられたタレカツをひと口いた
だいてみると、少し甘みを感じる醤油ダレが全体的
にしみていて、しっとりとした口当たり。お米はツヤが
あって粒が立っており、少し硬めの炊き上がりです。
いずれも抜群に美味で、互いに引き立て合っていま
す！ 早々に上の3枚を片付けると、ご飯の中にもタレ
カツを発見！ 上3枚、中2枚で計5枚のタレカツを、
美味しいお米と一緒に楽しめました。

人気連載の出張版

二段もりかつ丼	ランチセット
	 1,020円／特もり	160円
特盛りご飯にタレカツ3枚が盛り付けられて、か
なりの高さです

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 新潟カツ丼 タレカツ 神保町すずらん通り店
住所：東京都千代田区神田神保町1-19-1

五月病に勝
つために

タレカツ丼
で腹ごしら

え！

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

25年間の感謝を込めて……

「できるシリーズ」25周年
記念勉強会を開催！

「できるシリーズ」25周年記念と
して、4月に東京と大阪の2会場
で書店のPC書担当者様に向けた
勉強会を開催しました。弊社から
は「できるシリーズ」のこだわり
やPC/IT業界の最新動向、PC書
籍を売り伸ばすポイントなどを
ご案内しました。お忙しいなかご
参加いただいた皆さま、どうもあ
りがとうございました！

勉強会の終了後は立食形式の懇親会を

もちました。写真は岩本西日本支社長に

よる「西日本支社とできるシリーズの歴

史」のプレゼン（大阪会場）。スタッフの

入社当時の写真も飛び出し、会場の笑い

を誘っていました（汗）。

懇親会も
盛り上がりました！

●皆さまからいただいたご感想（一部）●

シリーズの名前がなぜ「できる」なのか、読者が「できる」ようになることへ
のこだわりがわかりました。� （紀伊國屋書店さいたま新都心店�大出様）

できるシリーズ25周年おめでとうございます。できるもんのご活躍を期待
しています。� （ジュンク堂書店大阪本店�稲垣様）

後ろに展示されている初期の「できる」シリーズがどれも懐かしく、いろい
ろな現場の思い出がよみがえりました。Windows�95の解説がバカ売れし
ていた頃が懐かしい！�改訂版が出て、旧版を返品したなぁと思い出しまし
た。これからも業界No.1を継続して下さい。25周年おめでとうございます。
� （エディオン�味埜様）

「できるシリーズ」の初期のころもほぼわかるので懐かしいです。
� （くまざわ書店すみのどう店�平尾様）

こんなにサポートが手厚いシリーズだとはじめて知ったので、これからも
応援しています。� （紀伊國屋書店堺北花田店�山中様）

「できるシリーズ」が細部にまでこだわりを持ってつくられていることを、
今回強く感じることができました。今後もぜひそのこだわりを持ち続けて
ください。� （有隣堂�清水様）
皆さまから頂戴したメッセージは「25周年記念サイト」にも掲載させてい
ただいています。�https://dekiru.net/25th/messages/

写真は勉強会のようす。「昨年からコンピューター書の売れ行きが伸びている」「Office�2019
とOffice�365の違い」「子どもプログラミング教育に向けた棚づくり」「5GやRPAって何？」
といった話題では質問も飛び出し会場も盛り上がりました。また会場内には、25年間の「でき
るシリーズ」の主な書籍を陳列、当時を知る書店員様からは懐かしむ声も……。

山折

山折



RPAは、「ロボティック・プロセス・オートメーション」

（Robotic Process Automation）の 頭 文 字 をとっ

たもので、「アールピーエー」と読むよ。日本語にすると、

「ロボットをつかった処理の自動化」といった意味だね。

「ロボット」と聞くと工場のロボットアームや、Pepper

のようなヒト型ロボットを思い浮かべるかもしれないけ

ど、RPAはソフトウェアなんだ。だから一般的なソフト

と同じように、パソコンやサーバーにインストールしたり、

インターネット上で提供されているものにアクセスした

りして利用するよ。

ひとことでRPAといっても、さまざまなメーカーが提供

していて、それぞれ得意な処理が異なるんだ。でも共

通して、「繰り返し処理が得意」「現在稼働しているシス

テム上に導入できる」といった特徴があるよ。現在RPA

が注目されている理由はこれらのメリットが大きいから

なんだ。たとえば今まで人がやっていた日次処理や月

次処理を、システムを入れ替えることなくRPAがやって

くれれば、低コストで大幅に作業時間を短縮できるね。

最近よく聞くRPAって何のこと？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。

パソコンでの作業を自動的にやってくれる
ソフトのことなんだ

Excelマクロみたいに人間がやった操作を覚えさせ
られるから、専門知識がなくても導入できるもん。

いちばんやさしいRPAの教本 
人気講師が教える現場のための
業務自動化ノウハウ 
ISBN：978-4-295-00493-6
価格：本体1,800円＋税

関 連
書 籍

できるUiPath 実践RPA
売れ行き好調の秘密

五月病をふっとばしてスキルアップ！

お悩み解決本 特集
入社や転職、異動などで、生活環境が変わるこの季節。早く変化に慣れようと、日々
の業務改善のヒントを探して書店に来られる方も多いのではないでしょうか。本
稿では悩めるビジネスパーソンに役立つ、五月病がふっ飛ぶようなPC書をご紹介
します。5、6月の売り場づくりに悩むPC書のご担当者様におすすめです！

最近、体が疲れている……

単純作業が多くて大変…… 企画がなかなか通らない……

慣れない仕事に時間がかかる……

大量の単純作業に時間を
とられてしまう方には、
この1冊がおすすめです。
VBAを使ってマクロを書
けば、Excelの定型業務を
自動化でき、業務を効率
化できます。わかりやす
いイラスト満載の本書な
ら、入社1年目でもVBAが
しっかり身に付きます。

新しい部署で活躍したい
けど、提案する企画がな
かなか通らない……とい
う方には本書がおすすめ
です。【内容づくり】【資
料のデザイン】【伝え方
の練習】の3ステップで、
成功するプレゼンのルー
ルをトータルに学べる1
冊です。

『できるUiPath 実践RPA』
ISBN:978-4-295-00567-4
価格：2,000円＋税

『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
価格：1,300円＋税

『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
価格：1,980円＋税

『いちばんやさしい資料作成＆プレゼンの教本』
ISBN：978-4-295-00600-8
価格：1,980円＋税

2月発売の「できるUiPath 実践RPA」が早くも3刷を突破しました!
ここでは好調な売れ行きの理由をご紹介します。

緊急
重版!

労働時間の短縮、業務効率化などの「働き方改革」を実現するも
のとして、人間の作業をパソコンに代行させる「RPA」が注目さ
れています（詳細は下のコラムを参照）。「UiPath」はRPAの中で
も導入が簡単なものとして、大きなトレンドになっています。

Point 1

働き方改革の切り札として注目度アップ！

RPAの書籍は概念の解説や導入例の紹介がほと
んどでしたが、本書は「できる」シリーズとして、
UiPathの実際の画面を使って操作解説を行って
います。アプリのダウンロードから実践的な手順
まで、分かりやすく紹介しています。

Point 2

「できる」シリーズだから
読みやすい！

Excelマクロのように、画面を操作するだ
けで自動処理が作れるのもUiPathの特長。
写真はジュンク堂書店難波店様の展開事例
です。誰でもすぐに試せるので、RPAやAI
などの棚はもちろん、Excelマクロの棚で
も展開できます！

Point 3

Excelの棚でも
展開できる！

五月病に効く処方せんの
ような本だもん！

RPAを理解して実践できる入門書として、最適な本です（geekzさん）。
ただ操作方法を書き連ねているだけでなく実際の業務の例を使って解説してい
るので、自分の実際の自動化に応用もきく。（Yさん）

Amazon
レビュー
の声

という方に

という方にという方に

「パソコンで疲れない
ための基本設定」「でき
るだけラクに操作する
ためのTIPS」の2軸で
90のパソコン技を解
説。さらに、肩こりや眼
精疲労への対処法や、
肉体疲労の回復方法ま
で教えてくれる、これ
までにないPC書です。

『できるポケット 時短の王道 Excel関数全事典 改訂版』
ISBN：978-4-295-00580-3
価格：1,380円＋税

という方に

慣れない仕事が多いうち
は、業務に時間がかかり
がち。そんなときは関数
を上手に使って時短しま
しょう。目的別インデッ
クスで、役立つ関数にす
ぐたどり着ける本書は、
Excelで使える全484関
数を掲載しています。

POPのダウンロードはこちらから
https://book.impress.co.jp/
bookstore-info/

アタリ

特製のPOPもご用意！
ぜひご活用ください

RPAでできること（例）

定型処理（日次、月次処理）

1 2 3

システムをまたぐ処理

A B

ルール化された処理（条件ごとに分岐など）

2 刷！

2 刷！

新刊！

新刊！

谷折

谷折
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RPAの書籍は概念の解説や導入例の紹介がほと
んどでしたが、本書は「できる」シリーズとして、
UiPathの実際の画面を使って操作解説を行って
います。アプリのダウンロードから実践的な手順
まで、分かりやすく紹介しています。

Point 2

「できる」シリーズだから
読みやすい！

Excelマクロのように、画面を操作するだ
けで自動処理が作れるのもUiPathの特長。
写真はジュンク堂書店難波店様の展開事例
です。誰でもすぐに試せるので、RPAやAI
などの棚はもちろん、Excelマクロの棚で
も展開できます！

Point 3

Excelの棚でも
展開できる！

五月病に効く処方せんの
ような本だもん！

RPAを理解して実践できる入門書として、最適な本です（geekzさん）。
ただ操作方法を書き連ねているだけでなく実際の業務の例を使って解説してい
るので、自分の実際の自動化に応用もきく。（Yさん）

Amazon
レビュー
の声

という方に

という方にという方に

「パソコンで疲れない
ための基本設定」「でき
るだけラクに操作する
ためのTIPS」の2軸で
90のパソコン技を解
説。さらに、肩こりや眼
精疲労への対処法や、
肉体疲労の回復方法ま
で教えてくれる、これ
までにないPC書です。

『できるポケット 時短の王道 Excel関数全事典 改訂版』
ISBN：978-4-295-00580-3
価格：1,380円＋税

という方に

慣れない仕事が多いうち
は、業務に時間がかかり
がち。そんなときは関数
を上手に使って時短しま
しょう。目的別インデッ
クスで、役立つ関数にす
ぐたどり着ける本書は、
Excelで使える全484関
数を掲載しています。

POPのダウンロードはこちらから
https://book.impress.co.jp/
bookstore-info/

アタリ

特製のPOPもご用意！
ぜひご活用ください

RPAでできること（例）

定型処理（日次、月次処理）

1 2 3

システムをまたぐ処理

A B

ルール化された処理（条件ごとに分岐など）

2 刷！

2 刷！

新刊！

新刊！

谷折

谷折
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2019年5月　第10号
「新元号で心機一転、がんばるもん！ 」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 6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

大賀

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

岩本

嘉藤

村田

加茂下

堺

丸山

後藤

10年メモを書き始めて1年がたちました。1
ページに10年分の記録ができる日記で、去年
と同じ日の比較ができます。私は美味しかっ
た食事を毎日記録しているのですが、夢中に
なっていた食べ物が今と違うものだったりす
るので読んでいて面白いです。飽き性ですが
10年メモは楽しみながら続けられそうです。
 西日本支社 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

できるシリーズ25周年記念勉強会を開催さ
せていただきました。第一弾の『できるExcel 
5.0』発売当時、他社既刊シリーズとは異なる
コンセプトをご評価くださり、店頭でお客様に
お勧めいただいた“育ての親”である書店担
当者様に、25年を経ても変わらない笑顔でご
出席いただけたことに感謝しかありません。
 出版営業局 局次長/出版営業部 部長

村田哲史

はじめまして。広報・宣伝担当の丸山です。一
人でも多くの方にインプレスの情報を届けら
れるよう日々発信しています。趣味はプロ野球
観戦で（営業部に多いですね）、大型連休も野
球三昧。平成最後の日も令和最初の日ももち
ろん現地で野球観戦！ 令和時代にどんなヒー
ローが誕生するのか今から楽しみです。
 出版マーケティング部 丸山奏恵

（広報・宣伝担当）

4月上旬、ロンドンの地下鉄で短編小説の自
動発券機が登場しました。端末のボタンを押
すとレシートのように出力され3分程度で読め
るそうです。普段書店を利用されない人にも
作品に触れる機会が増えるのは業界的にも嬉
しいことです。世界一の電車大国である日本
でも導入するのか今後の動きに注目です。
 出版営業部 梅田拓実

（都内、神奈川、北海道、雑誌、取次担当）

夫の実家大阪へ帰省。大阪駅構内で訪日客
から、USJに行くには？と英語で聞かれまし
た。大阪の路線は分からないので夫に聞くと

「西九条でといめんの電車に乗換や」との答
え。英語で、と振ったところ「ニシクジョー！トイ
メン！」と叫ぶ夫を見て、この人と結婚して本当
に良かったなと思いました。
 出版営業部 後藤まどか
 （営業管理担当）

収集癖の末路第三弾です。昭和雑誌全盛時、
『GORO』を思春期に欠かさず買っていまし
た。最近、捨てられたと思っていた17冊が実
家から発見されました。奇跡ですね。マイベス
ト号だったのでしょうか。川島なお美さん率が
高いです（笑）。通は「激写文庫」を知っている
はず（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

野原　

梅田

飯沼

平田

藪田

本郷

アーモンドアイ、凱旋門賞出走断念。歴史的
瞬間を現地で観戦できる！？ JC勝利後から心
弾んでいたのでとても残念。スピードシンボリ
初挑戦から50年、エルコンドル2着の快挙か
ら20年。圧倒的一番人気のディープ、2年連
続2着の三冠馬オルフェ。あと1枚が破れな
かった昭和と平成。悲願は令和へと続く！
 出版営業部 法人担当部長 加茂下良憲
 （本部営業担当）

宮下

すずらん通りに構える「新潟カツ丼 タレカツ」は、新
潟名物の「タレカツ丼」を味わえる人気店。特におす
すめなのが、今回ご紹介する「二段もりかつ丼」です！ 
ご飯の上に3枚盛り付けられたタレカツをひと口いた
だいてみると、少し甘みを感じる醤油ダレが全体的
にしみていて、しっとりとした口当たり。お米はツヤが
あって粒が立っており、少し硬めの炊き上がりです。
いずれも抜群に美味で、互いに引き立て合っていま
す！ 早々に上の3枚を片付けると、ご飯の中にもタレ
カツを発見！ 上3枚、中2枚で計5枚のタレカツを、
美味しいお米と一緒に楽しめました。

人気連載の出張版

二段もりかつ丼	ランチセット
	 1,020円／特もり	160円
特盛りご飯にタレカツ3枚が盛り付けられて、か
なりの高さです

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 新潟カツ丼 タレカツ 神保町すずらん通り店
住所：東京都千代田区神田神保町1-19-1

五月病に勝
つために

タレカツ丼
で腹ごしら

え！

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

25年間の感謝を込めて……

「できるシリーズ」25周年
記念勉強会を開催！

「できるシリーズ」25周年記念と
して、4月に東京と大阪の2会場
で書店のPC書担当者様に向けた
勉強会を開催しました。弊社から
は「できるシリーズ」のこだわり
やPC/IT業界の最新動向、PC書
籍を売り伸ばすポイントなどを
ご案内しました。お忙しいなかご
参加いただいた皆さま、どうもあ
りがとうございました！

勉強会の終了後は立食形式の懇親会を

もちました。写真は岩本西日本支社長に

よる「西日本支社とできるシリーズの歴

史」のプレゼン（大阪会場）。スタッフの

入社当時の写真も飛び出し、会場の笑い

を誘っていました（汗）。

懇親会も
盛り上がりました！

●皆さまからいただいたご感想（一部）●

シリーズの名前がなぜ「できる」なのか、読者が「できる」ようになることへ
のこだわりがわかりました。� （紀伊國屋書店さいたま新都心店�大出様）

できるシリーズ25周年おめでとうございます。できるもんのご活躍を期待
しています。� （ジュンク堂書店大阪本店�稲垣様）

後ろに展示されている初期の「できる」シリーズがどれも懐かしく、いろい
ろな現場の思い出がよみがえりました。Windows�95の解説がバカ売れし
ていた頃が懐かしい！�改訂版が出て、旧版を返品したなぁと思い出しまし
た。これからも業界No.1を継続して下さい。25周年おめでとうございます。
� （エディオン�味埜様）

「できるシリーズ」の初期のころもほぼわかるので懐かしいです。
� （くまざわ書店すみのどう店�平尾様）

こんなにサポートが手厚いシリーズだとはじめて知ったので、これからも
応援しています。� （紀伊國屋書店堺北花田店�山中様）

「できるシリーズ」が細部にまでこだわりを持ってつくられていることを、
今回強く感じることができました。今後もぜひそのこだわりを持ち続けて
ください。� （有隣堂�清水様）
皆さまから頂戴したメッセージは「25周年記念サイト」にも掲載させてい
ただいています。�https://dekiru.net/25th/messages/

写真は勉強会のようす。「昨年からコンピューター書の売れ行きが伸びている」「Office�2019
とOffice�365の違い」「子どもプログラミング教育に向けた棚づくり」「5GやRPAって何？」
といった話題では質問も飛び出し会場も盛り上がりました。また会場内には、25年間の「でき
るシリーズ」の主な書籍を陳列、当時を知る書店員様からは懐かしむ声も……。

山折

山折


