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人気連載の出張版

営業部員のひとりごと

岩織

できるもん

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

「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

大食い 編集者・進藤のデカ盛りグルメ情 報

に興味津々。TwitterやFacebookでも発信中です。
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大人気漫画『金田一少年の事件簿』に登場し

P 2 データで読み解くITトレンド

たくさんあります。
「はちまき」もそんなお店の1つで、

た犯人の目線で描かれた『金田一少年の事件

かの江戸川乱歩の行きつけのお店であったというか

簿外伝 犯人たちの事件簿』
というマンガがお

ら驚きです。乱歩が愛した天丼はいかなるものか、

もしろいです♪ 犯人がいかに苦労して事件を
起こしたのかを、とてもユーモア溢れる感じに

水島

仕上げています♪ 金田一少年の事件簿が好
きな方は、ぜひ一度ご覧ください♪

今回は奮発して「穴子海老天丼」をオーダー。もの
の5分ほどで到着した1杯には、丼狭しと様々なネタ
が盛り付けられています。丼からはみ出すほどの大き

村田

西日本支社 主任 大賀慎一郎
（大阪府、中部、滋賀、京都担当）




P 1 「できるサポート」の秘密に迫る！

本の街・神保町には、文豪にゆかりのある飲食店が

今月 は

さの穴子天のほか、海老天が2本、レンコンの天ぷ
ら、ピーマンの天ぷら、そして魚の骨の天ぷらと盛り
飯がベストマッチ！ 乱歩が入れ込むのもうなずける逸

署所属が長かった事もあり、引き継ぎも大変

野原

でした
（まだ7月に名古屋イベントありますが）
。
ただ、お付き合いも長かった分、今後も今の
部署で何か一緒にできるかも？ といった楽し
みもあります。兎にも角にも今の業務を円滑

秘密は い！
の
さ
し
な
味
その美 も解き明かせ
に
名探偵

発行

オンライン・法人営業部 野原大輔

愛甲

時期の楽しみです。試合後は父兄、関係者に
交じってラストミーティングを聞くまでが、私の
観戦方法です（通称：OBプレイ）。野球好きの
方、お時間がありましたらおススメです！



穴子海老天丼 大盛り

本郷

出版営業部 係長 本郷雄大
（都内、静岡、北陸担当）

すが、
「 できるサポート」はお電話での質問にも対応 ！ ここで

「できるネット」で公開中！

長距離や登り坂での負担を軽減してくれます。

平野

は、そんな
「できるサポート」
の秘密を徹底解剖していきます。

詳しいデカ盛りレポートは

ルですが、専用の電動アシストがついており、

！ここが サ
本邦初公開

なるべく快適に走りたい、自分みたいなぬるい
自転車乗りにはぴったりかも。

毎 年6月に 米 で 開 催されるゲームイベント
「E3」。今年の作品発表では、過去のリメイク



出版営業部 愛甲峻
（都内、神奈川、北関東、新潟担当）

たが、まさかの「PCエンジンmini」の発表。9
月に発売を予定している「メガドライブミニ」で

嘉藤

丸山

前ラーメン）でした。学生時代はそれはもう貪
り喰っておりました。いま「feat.生郎」なるも

秘密

1

のがあるらしく、ネットを見ると、まさにあの頃

セガがハードルをかなり上げてきたため、ぜひ

の生郎ラーメン！ 初回に腹を壊しながらも通っ

とも対抗してほしいところです！

たあの味（というか調味料）が忘れられないの

出版営業部 主任 梅田拓実
（都内、神奈川、北海道、雑誌、取次担当）



オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

を有しているのが特徴です。専門的なこと
を分かりやすく教えるには高度な技術が求

今年に入って、映画『男はつらいよ』にハマって

められますが、豊富な知識に裏打ちされた

岩本

います。週末にコツコツと鑑賞し、半年かけて全

的確な回答で、お客様の疑問をしっかり解

48作品中第18作目まで観終えました。今年は

消しています。

年末に新作が上映されるようで、それまでに全
作品を制覇したいのですが、数えてみるとあと

藪田

30作品も。後半戦は、月5作品をノルマにペー

公開

※場所は非

秘密

2

毎月1,000件以上の
問い合わせに対応

秘密

3

質問の内容を
紙面に反映

「できるサポート」は専門性だけでなく、対

作成されたレポートは、紙面にも反映さ

応能力が高いのも特徴で、毎月 1,000 件以

れています。たとえば『できるパーフェ

上、年間 1 万件を超える質問に対応してい

クトブック 困った ！＆便利ワザ大全』で

ます。質問内容は毎月詳細なレポートにま

は、質問の多かった項目を優先的に掲載。

とめられて、できるシリーズ編集部のメン

サポートで得られた知見を紙面に生かす

バーに共有されています。

好循環が生まれています。

ぼくのパパと、どっちが
パソコンに詳しいかなぁ？

スアップ頑張ります。
出版営業部 平田葵
（都内、千葉担当）

専門性の高いスタッフが
常駐

「できるサポート」のスタッフは高い専門性

で、近々再訪してみたいです。

平田



ーだ！
ポートセンタ

私の二郎デビューは、ラーメン生郎（現、成蹊

作品（FF7や聖剣伝説3など）が注目されまし

諏訪

電話で聞けるから
安心だもん！

では、メールや封書での質問にのみ対応しているのが一般的で

はちまき

宅近くをマイペースに走っています。最近気に

飯沼

TEL 03-6837-4635（出版営業部）

ター書の中でも随一の手厚さを誇る読者サポートサービス「で

住所：東京都千代田区神田神保町1-19

なるのが「Eバイク」。見た目はスポーツサイク



https://book.impress.co.jp/

きるサポート」です。コンピューター書のカスタマーサポート
自転車が好きです。ふだんはロードバイクで自

梅田

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

「できるシリーズ」の最大の特徴のひとつは、数あるコンピュー

1,500円

海老と穴子のほか、野菜類も充実の内容です！

宮下

堺

株式会社インプレス

PC書随一の読者サポート力を誇る
の秘密に迫る！
「できるサポート」

高校野球の季節が近づきましたね！ 大阪にい
る時から地区大会（予選）を観に行くのがこの

神保町ペロリ旅ダイジェスト

号

電話で質問できるのは「できるシリーズ」だけ！

に進められるように精進します！
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品でした。

出版営業局に来て2カ月ほど経ちました。旧部

加茂下
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第

P 3 フォトフレーム活用のすすめ

「 おかげさまで創刊1周年！ アニバーサリースペシャル 」号

だくさん。軽い揚げ具合に、甘辛いタレとホカホカご

大賀

2019 年7 月

できるもんの素朴なギモン

阿部
関 連書 籍

インプレスブックス
書店様専用Webサイトの
ご案内

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！

できるExcel パーフェクトブック 困った！＆便利ワザ大全

次号は2019年 8月
発行予定です！

Office 365/2019/ 2016/2013/2010対応（左）
ISBN：978-4-295-00613-8 定価：1,480円＋税

質問内容を詳細なレポートにまとめている

山折

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（右）
ISBN：978-4-295-00530-8 定価：1,480円＋税

谷折

棚づくりのヒントが見えてくる? !

各種の調査・統計データをひも解き

データで読み解く ITトレンド

ながら、コンピューター書の売り場

売り場の注目度アップに！
フォトフレーム活用のすすめ

づくりのヒントを探るコーナーです。

出所：JEITA（電子情報技術産業協会）による
「パーソナルコンピュータ国内出荷実績」
をもとに作成

いま、パソコン市場が活況なのをご存知でしょう
か？ 右のグラフはJEITAが毎月公表している「パー
ソナルコンピュータ国内出荷実績」の推移をグラフ
化したものです。これを見ると、昨年から出荷台数、
前年比ともに大きく伸長していることが見てとれま
す。その主な要因は、今年10月の「消費増税」や

（千台）
1,100

出荷台数（千台）

600

ソコン市場の需要拡大が、コンピューター書の売り

はじまっています。そこで、インプレスでは売り場づくりに使える動画入りフォトフ

120%

前年比（％）

レームの貸し出しを行っています。書店様にご準備いただくのはコンセントだけ。本
100%

800

に控えた需要拡大です。すでに法人向け市場では

り上がりが見込まれます。2020年に向けたこのパ

これまで他ジャンルで活用されていた「動画を使った売り場づくり」が、理工書でも

900

700

はさらに個人向け市場でも駆け込み的な需要の盛

140%

1,000

来年1月14日の「Windows 7サポート終了」
を目前
昨年からパソコンの買い換えが進んでおり、今後

2019年5月は 前年比147.1% の出荷！

80%

とにかく抜群に目立つ！
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記事では売り場が盛り上がるフォトフレーム仕掛けの先行事例をご紹介します。
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営業部・本郷

金沢ビーンズ 明文堂書店様では、発売時からフォトフレーム

上げにも追い風となっています。引き続き、売り場

3月、6月、9月、12月の出荷台数が高いのは例年の傾向だが、出荷台数（棒グラフ）は2019年3月

を設置した展開を継続していただいています。動画があること

での積極的なご展開をよろしくお願いします！

に100万台超え、前年比（折れ線グラフ）
も5月に147.1%と右肩上がりのトレンドで伸びている。

で立ち止まっていただけるお客様も多いようです。担当者様お
手製の手作りPOPやパネルがとても目立っています ！ 各社の

今後の駆け込み
需要にも期待大！

パソコンの出荷台数が伸びています

Excel売れ筋本、弊社の『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』や『Excel時短はじめました ！
（でき

ぜひ、コンピューター書への追い風に!!

る for Woman）
』を併売し、
「 究極の時短フェア」として展開する
のもおススメです。
ジュンク堂書店 福岡店様の展開

て！
教え
パパ
き
で る

できるもんの

今 月の ギ モ ン

素朴なギモン

売上アップにつながる！

話題の I Tトレンドを楽しく学ぶコーナー

営業部・宮下

ファイブジー

5 G って何？ どう変わるの？

ジュンク堂書店 福岡店様では、できるシリーズを継続的にご展
開いただいております。映像と音声の効果で、書籍を手に取って

5 G は新 世 代 の 通 信 規 格 で、
生 活を大きく変える可 能 性を秘めているんだ
「5G」は「第5世代移動通信システム」のことなんだ。英

本では今年9月のラグビーワールドカップでNTTドコモ

語の「5th Generation」の頭文字をとったもので、
「ゴ

が5Gのプレサービスを開始し、来年には各携帯キャリ
アの商用サービスが本格的にスタートする予定だよ。最

ナログの無線通信「1G」
からはじまり、
「2G」
「 3G」
ときて

初に5Gの恩恵を受けられるのは5G対応のスマートフォ

今は「4G」の世代で、これから「5G」に世代交代していく

ンになると思うけど、そこからしだいに自動車業界や建設

予定なんだ。

業界などにも広がりながら、あらゆるモノと人がつながる

ちなみにアメリカや韓国では5Gのサービスがはじまって

時代になると言われているんだ。

①超高速

4Gと比べて5Gの特長は大きく3つあり、
「超高速」
「超低

現在の約100倍の速度

遅延」
「多数同時接続」
と覚えておくといいよ。5Gの普及
で、通信の遅延が許されない自動運転や、遠隔操作によ

5Gの普及でどんどん
便利になる未来が
楽しみだもん！

PC 雑学

る医療行為も可能になると期待されているんだ。さらに

4版』が中心ですが、電話サポートといったシリーズの特徴も紹

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。

ジー」や「ファイブジー」
と呼ばれているよ。1979年にア

いるけど、まだまだ限定的でトラブルも多かったんだ。日

くださる方も増えたようです。動画は『できるWindows 10 改訂

できるパパ

介しています。フェア台などでシリーズを固めて展開すること
で、さまざまな読者を呼び込む売り場づくりが可能です。
金沢ビーンズ 明文堂書店様の展開

現在、動画をご提供中の主な書籍

お問い合わせ・お申し込みはこちらまで

03-6837-4634（出版営業部）

図 5Gの3つのポイント

売り場づくりの強い味方、
フォトフレームを活用して
ほしいんだもん！

②超低遅延
タイムラグが少なく安定

8KやVRといった大容量動画も楽しめる。人手不足や働

③多数同時接続

き方改革への貢献も期待できる技術革新だと言えるね。

大量の端末が接続できる信頼性

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

Windowsのバージョンに
「9」
はなく、
「8」
「 8.1」の後に
「10」
が出ました。新世代のWindowsであることを表すために、あえて数字を飛ばしたのだそうです。

PC 雑学

谷折

できるWindows 10 改訂4版
ISBN:978-4-295-00529-2
定価：1,000円＋税

※お申し込みが集中した場合は、貸し出しを
お待ちいただく場合もございます。まずは
お気軽にご連絡ください。

Excelは英語で
「〜より勝る」
という意味で、当時主流の表計算ソフトだった
「Lotus 1-2-3」
より勝っていることを表すために名付けられたと言われています。
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アの商用サービスが本格的にスタートする予定だよ。最

ナログの無線通信「1G」
からはじまり、
「2G」
「 3G」
ときて

初に5Gの恩恵を受けられるのは5G対応のスマートフォ

今は「4G」の世代で、これから「5G」に世代交代していく

ンになると思うけど、そこからしだいに自動車業界や建設

予定なんだ。

業界などにも広がりながら、あらゆるモノと人がつながる

ちなみにアメリカや韓国では5Gのサービスがはじまって

時代になると言われているんだ。

①超高速

4Gと比べて5Gの特長は大きく3つあり、
「超高速」
「超低

現在の約100倍の速度

遅延」
「多数同時接続」
と覚えておくといいよ。5Gの普及
で、通信の遅延が許されない自動運転や、遠隔操作によ

5Gの普及でどんどん
便利になる未来が
楽しみだもん！

PC 雑学

る医療行為も可能になると期待されているんだ。さらに

4版』が中心ですが、電話サポートといったシリーズの特徴も紹

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。

ジー」や「ファイブジー」
と呼ばれているよ。1979年にア

いるけど、まだまだ限定的でトラブルも多かったんだ。日

くださる方も増えたようです。動画は『できるWindows 10 改訂

できるパパ

介しています。フェア台などでシリーズを固めて展開すること
で、さまざまな読者を呼び込む売り場づくりが可能です。
金沢ビーンズ 明文堂書店様の展開

現在、動画をご提供中の主な書籍

お問い合わせ・お申し込みはこちらまで

03-6837-4634（出版営業部）

図 5Gの3つのポイント

売り場づくりの強い味方、
フォトフレームを活用して
ほしいんだもん！

②超低遅延
タイムラグが少なく安定

8KやVRといった大容量動画も楽しめる。人手不足や働

③多数同時接続

き方改革への貢献も期待できる技術革新だと言えるね。

大量の端末が接続できる信頼性

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

Windowsのバージョンに
「9」
はなく、
「8」
「 8.1」の後に
「10」
が出ました。新世代のWindowsであることを表すために、あえて数字を飛ばしたのだそうです。

PC 雑学

谷折

できるWindows 10 改訂4版
ISBN:978-4-295-00529-2
定価：1,000円＋税

※お申し込みが集中した場合は、貸し出しを
お待ちいただく場合もございます。まずは
お気軽にご連絡ください。

Excelは英語で
「〜より勝る」
という意味で、当時主流の表計算ソフトだった
「Lotus 1-2-3」
より勝っていることを表すために名付けられたと言われています。

山折

人気連載の出張版

営業部員のひとりごと

岩織

できるもん

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

「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

大食い 編集者・進藤のデカ盛りグルメ情 報

に興味津々。TwitterやFacebookでも発信中です。

もくじ

中村

後藤

大人気漫画『金田一少年の事件簿』に登場し

P 2 データで読み解くITトレンド

たくさんあります。
「はちまき」もそんなお店の1つで、

た犯人の目線で描かれた『金田一少年の事件

かの江戸川乱歩の行きつけのお店であったというか

簿外伝 犯人たちの事件簿』
というマンガがお

ら驚きです。乱歩が愛した天丼はいかなるものか、

もしろいです♪ 犯人がいかに苦労して事件を
起こしたのかを、とてもユーモア溢れる感じに

水島

仕上げています♪ 金田一少年の事件簿が好
きな方は、ぜひ一度ご覧ください♪

今回は奮発して「穴子海老天丼」をオーダー。もの
の5分ほどで到着した1杯には、丼狭しと様々なネタ
が盛り付けられています。丼からはみ出すほどの大き

村田

西日本支社 主任 大賀慎一郎
（大阪府、中部、滋賀、京都担当）




P 1 「できるサポート」の秘密に迫る！

本の街・神保町には、文豪にゆかりのある飲食店が

今月 は

さの穴子天のほか、海老天が2本、レンコンの天ぷ
ら、ピーマンの天ぷら、そして魚の骨の天ぷらと盛り
飯がベストマッチ！ 乱歩が入れ込むのもうなずける逸

署所属が長かった事もあり、引き継ぎも大変

野原

でした
（まだ7月に名古屋イベントありますが）
。
ただ、お付き合いも長かった分、今後も今の
部署で何か一緒にできるかも？ といった楽し
みもあります。兎にも角にも今の業務を円滑

秘密は い！
の
さ
し
な
味
その美 も解き明かせ
に
名探偵

発行

オンライン・法人営業部 野原大輔

愛甲

時期の楽しみです。試合後は父兄、関係者に
交じってラストミーティングを聞くまでが、私の
観戦方法です（通称：OBプレイ）。野球好きの
方、お時間がありましたらおススメです！



穴子海老天丼 大盛り

本郷

出版営業部 係長 本郷雄大
（都内、静岡、北陸担当）

すが、
「 できるサポート」はお電話での質問にも対応 ！ ここで

「できるネット」で公開中！

長距離や登り坂での負担を軽減してくれます。

平野

は、そんな
「できるサポート」
の秘密を徹底解剖していきます。

詳しいデカ盛りレポートは

ルですが、専用の電動アシストがついており、

！ここが サ
本邦初公開

なるべく快適に走りたい、自分みたいなぬるい
自転車乗りにはぴったりかも。

毎 年6月に 米 で 開 催されるゲームイベント
「E3」。今年の作品発表では、過去のリメイク



出版営業部 愛甲峻
（都内、神奈川、北関東、新潟担当）

たが、まさかの「PCエンジンmini」の発表。9
月に発売を予定している「メガドライブミニ」で

嘉藤

丸山

前ラーメン）でした。学生時代はそれはもう貪
り喰っておりました。いま「feat.生郎」なるも

秘密

1

のがあるらしく、ネットを見ると、まさにあの頃

セガがハードルをかなり上げてきたため、ぜひ

の生郎ラーメン！ 初回に腹を壊しながらも通っ

とも対抗してほしいところです！

たあの味（というか調味料）が忘れられないの

出版営業部 主任 梅田拓実
（都内、神奈川、北海道、雑誌、取次担当）



オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

を有しているのが特徴です。専門的なこと
を分かりやすく教えるには高度な技術が求

今年に入って、映画『男はつらいよ』にハマって

められますが、豊富な知識に裏打ちされた

岩本

います。週末にコツコツと鑑賞し、半年かけて全

的確な回答で、お客様の疑問をしっかり解

48作品中第18作目まで観終えました。今年は

消しています。

年末に新作が上映されるようで、それまでに全
作品を制覇したいのですが、数えてみるとあと

藪田

30作品も。後半戦は、月5作品をノルマにペー

公開

※場所は非

秘密

2

毎月1,000件以上の
問い合わせに対応

秘密

3

質問の内容を
紙面に反映

「できるサポート」は専門性だけでなく、対

作成されたレポートは、紙面にも反映さ

応能力が高いのも特徴で、毎月 1,000 件以

れています。たとえば『できるパーフェ

上、年間 1 万件を超える質問に対応してい

クトブック 困った ！＆便利ワザ大全』で

ます。質問内容は毎月詳細なレポートにま

は、質問の多かった項目を優先的に掲載。

とめられて、できるシリーズ編集部のメン

サポートで得られた知見を紙面に生かす

バーに共有されています。

好循環が生まれています。

ぼくのパパと、どっちが
パソコンに詳しいかなぁ？

スアップ頑張ります。
出版営業部 平田葵
（都内、千葉担当）

専門性の高いスタッフが
常駐

「できるサポート」のスタッフは高い専門性

で、近々再訪してみたいです。

平田



ーだ！
ポートセンタ

私の二郎デビューは、ラーメン生郎（現、成蹊

作品（FF7や聖剣伝説3など）が注目されまし

諏訪

電話で聞けるから
安心だもん！

では、メールや封書での質問にのみ対応しているのが一般的で

はちまき

宅近くをマイペースに走っています。最近気に

飯沼

TEL 03-6837-4635（出版営業部）

ター書の中でも随一の手厚さを誇る読者サポートサービス「で

住所：東京都千代田区神田神保町1-19

なるのが「Eバイク」。見た目はスポーツサイク



https://book.impress.co.jp/

きるサポート」です。コンピューター書のカスタマーサポート
自転車が好きです。ふだんはロードバイクで自

梅田

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

「できるシリーズ」の最大の特徴のひとつは、数あるコンピュー

1,500円

海老と穴子のほか、野菜類も充実の内容です！

宮下

堺

株式会社インプレス

PC書随一の読者サポート力を誇る
の秘密に迫る！
「できるサポート」

高校野球の季節が近づきましたね！ 大阪にい
る時から地区大会（予選）を観に行くのがこの

神保町ペロリ旅ダイジェスト

号

電話で質問できるのは「できるシリーズ」だけ！

に進められるように精進します！


P 4 営業部員のひとりごと

品でした。

出版営業局に来て2カ月ほど経ちました。旧部

加茂下

12

第

P 3 フォトフレーム活用のすすめ

「 おかげさまで創刊1周年！ アニバーサリースペシャル 」号

だくさん。軽い揚げ具合に、甘辛いタレとホカホカご

大賀

2019 年7 月

できるもんの素朴なギモン

阿部
関 連書 籍

インプレスブックス
書店様専用Webサイトの
ご案内

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！

できるExcel パーフェクトブック 困った！＆便利ワザ大全

次号は2019年 8月
発行予定です！

Office 365/2019/ 2016/2013/2010対応（左）
ISBN：978-4-295-00613-8 定価：1,480円＋税

質問内容を詳細なレポートにまとめている

山折

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（右）
ISBN：978-4-295-00530-8 定価：1,480円＋税

