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東京オリンピックのマラソン男子決勝の観戦
チケットが当選しました。マラソンが趣味なの
で嬉しいのと当選したことによって一生分の
運を使い果たしてしまったような気がします。
9月にMGCも観戦に行く予定なのでかなり気
持ちが盛り上がってます！ 誰が日本代表にな
るか楽しみですね。
 西日本支社 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

うちの隊長（小5の息子）は、算数と数学は違
う学問だと思っているくらいテキトーで、中学
に行ったら心配だと、最近私もテキストを買っ
て勉強しています。佐藤優氏オススメの『新体
系中学数学の教科書（上下）』（講談社ブルー
バックス）を読んでみたら、とてもわかりやす
い！ 何とか先回りできそうです（笑）。
 出版営業部 係長 平野太郎
 （都内、埼玉、東北担当）

チャーリィ古庄氏の『ちょっと自慢できるヒコー
キの雑学100』出版記念イベントが航空科学
博物館にて行われました。ヒコーキ好きの私
は運営スタッフといいながら、お客様と一緒に
撮影を満喫。終了後、スタッフ皆で嵐JETを
狙い待機していたら本機到着と同時に急な嵐
になり雨でびしょ濡れ……笑えました。
 出版営業局 局次長／出版営業部 部長

村田哲史

少し早いですが、秋と言えば「読書」「芸術」
「スポーツ」「食欲」などありますが、弊社に
とって秋と言えば「できるシリーズ」秋のフェ
ア！ 来年1月にはWindows 7のサポートが終
了となり、ここから年末に向けて10への乗り
換え、解説書の需要が飛躍的に伸びそうで
す。ご拡販のほどよろしくお願いいたします！
 出版営業部 法人担当部長 加茂下良憲

（本部営業担当）

収集癖が続いています。戦隊ソフビです。戦
隊シリーズは45年ぐらい続いていますが最初
は「ゴレンジャー」でドンピシャ世代でした。オ
タク自慢は主役のレッドはすべて持っていま
す。いちばん好きなのは「ゴーカイジャー」です
わ。まあ、誰も興味ないわなあ（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）

出版マーケティングプランナーは世を忍ぶ仮の姿
（？）。もうひとつの顔は、キャリア12年のフラダ
ンサーです。やはり夏場は出番も多く、今年は都
内のイベントでも踊る予定がいくつか。もしうっ
かり見かけたら、薄目で温かく見守ってください。
 出版マーケティング部 部長  岩織康子

嘉藤

平田

本郷

加茂下

大賀

愛甲

飯沼

後藤

6月はハロプロ2グループの各リーダーが卒
業、7月は各グループに新加入した子たちが
始動という動きのある月でしたが、8月は令和
初の大型新人グループBEYOOOOONDSの
メジャーデビューです！ YouTubeでフルMV
が見られますので是非ご覧ください。とっても
クセになります！ 元気貰えます！
 出版営業部 藪田裕美

（東京都下、神奈川、山梨、長野担当）

このところ「ラーメン二郎」のインスパイア系が増えて
いますが、その草分け的存在とも言えるのが神保町
の「用心棒」です！ 今回は「まぜそば大」に「追加豚1
枚」を追加。到着したまぜそばには、これでもかという
ほどガリマヨがかけられていて、背徳感あふれるルッ
クスです！ 卵黄、天かす、小口ねぎ、玉ねぎ、豚、ショ
ウガ、ニンニク、モヤシ、キャベツ、鰹節など、さまざ
まな具材をしっかりと混ぜてあげると、ポテトサラダの
ようなルックスに。口に運んでみれば、色々な味が渾
然一体となって、実に複雑な美味しさです。とびきり
ジャンキーな気分のときに食べたい逸品です。

人気連載の出張版

まぜそば大　930円／追加豚1枚　90円
こんなに沢山ガリマヨをかけて、いいのかな？ なん
て心配しつつ、手を緩める気はサラサラありません！

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 用心棒
住所：東京都千代田区神田神保町2-2-21 土田ビル1F

この「まぜ
そば」には

満足感と背
徳感が混ざ

り合う

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報
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働き方改革や時短ブームを追い風に、『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』がビジネスパーソンに売
れています！ 他の時短本にはない本書独自の「倍速マーク」（右図）
も大ウケで、「作業がどのくらい速くなるのか一目瞭然でよい」「倍
速マークで楽しく覚えられる！」「必要な情報がすぐわかり実践
的！」などの声が寄せられています。この6月には、ブックエキス
プレス様の「仕事時短に役立つビジネス本フェア」の対象書籍に
選ばれ、上野店様で1か月に83冊売（100冊入）など、フェア実施各
店で高実績を残しました。時短に関心の高いビジネスパーソンが
多く立ち寄る棚での展開を、ぜひご検討ください！

『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』

大好評！
続々重版

ISBN：978-4-295-00522-3
定価：980円＋税

営業部・堺

本来パソコン書ジャンルの本書ですが、サラ
リーマンの間で「パソコン仕事の時短」の関心が
非常に高くなっており、ビジネス書での展開は
特に結果が出やすくなっています。

紙面が見やすく理解しやすいと多数の書店様か
ら好評です（なかには気に入って本書を購入し
てくれた担当者様も！）。ショートカットキーで
最大9倍速の時短につながります！

仕掛け店も続々!!
ビジネスパーソンに売れてます！

2019年7月25日の『日本経済新聞』朝刊に広告を掲載！

本書オリジナル「倍速マーク」で時短効果を見える化！

ブックエキスプレス
グランスタ東京店様での展開

山折

山折
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Windows 7に対するマイクロソフトの延長サポー

トが、いよいよ来年1月14日で終了します！ 2009

年7月のリリースからもう10年以上経過し、「もうそ

んなに残っていないでしょ？」と思いきや、まだまだ

非常に多くの人がWindows 7を使っています。右

のグラフにあるとおり、現在でもパソコンの3台に1

台以上が（35.4%）がWindows 7なのです。想像

以上に多いと思いませんか？

今後はマイクロソフトや各PCメーカーによる乗り換

えキャンペーンの展開も予定され、これからこの大

量のWindows 7パソコンが一気にWindows 10

に移行すると考えられます。パソコンの出荷台数も

前年比で大きく伸びており、これはWindows 10

解説書にとって売り伸ばしの大チャンスです！

Windows 10
45.8%

Windows 7
35.4%

Mac OS X 10.14　5.3%

Windows 8.1　4.5%

Mac OS X 10.13　1.8%

Windows XP　1.8%
その他　3.8%

Linux　1.6%

AWS（エーダブリューエス）は「Amazon Web Services」

の頭文字をとったもので、Amazonが提供するクラウド

サービスのこと。クラウドはWebサービスを運用するため

のインフラを丸ごと提供するサービスだけど、AWSが人

気なのには（1）導入・運用費用がおさえられる、（2）最新

の技術が使える、といった理由があるんだ。みんながス

マートフォンで使っているWebサービスのデータはサー

バーなどの機器に置かれているんだけど、そうしたインフ

ラを自社保有し、運用するのはお金と手間がかかる。ま

た、一時的にインフラを増強したいといったケースでも対

応するのは面倒。その点、AWSはインフラを意識する必

要がないのが特長で、料金体系が光熱費と同様に使っ

たぶんだけ支払う従量課金制を採用しているから、運用

費用をおさえられるんだ。また、最近ビックデータの分析

やAI、ブロックチェーンなど、新しい技術が登場している

けど、AWSはこうした技術を使うための機能を次 と々提

供している。こうしたインフラをAWSにまかせることで、

企業は自社サービスの開発に集中できるんだ。

A
エーダブリューエス

W Sって何で話題なの？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。

サーバーなどのインフラを、自社保有からクラウドに
移行する企業が増えてきているからなんだ

Amazonはお買いものするだけじゃ
ないんだもん！

各種の調査・統計データをひも解き
ながら、コンピューター書の売り場
づくりのヒントを探るコーナーです。

出所：NET MARKETSHARE"Operating System Share by Version"(2019/06)をもとに作成

2020年1月14日のサポート終了に向けて、今後はWindows 7からWindows 10への乗り換えが
一気に進むと見られる。

Amazonは元 「々Cadabra」という社名でしたが、「cadaver」（死体）と聞き間違えられたため、現在の社名に変えた経緯があります。PC雑学 暗い中で窓型のロゴマークが輝いているWindows 10の壁紙は、一見CGのように見えますが、実は実写の写真なのだそうです。PC雑学

noteは2014年にリリースされたWebサービスで、文章、イラスト、マンガ、音楽、動画などを投稿することができま
す。従来のブログなどと異なり、広告収入に頼るのではなく、コンテンツ自体に課金できることから、「自分らしく表
現したい」クリエイターや企業の間で人気が急上昇中です。そんなnoteの本が8月26日に発売となります！

データで読み解くITトレンド
棚づくりのヒントが見えてくる?!

 今後、Windows 7利用者が一気に乗り換えへ！ 

 Windows 10関連書の「売れ時」が到来!! 

サポート終了
待ったなし！

 Windows7はいまだ 35パーセント強も !

好評既刊
7刷

8/26発売

新刊

『noteではじめる 新しいアウトプットの教室 
楽しく続けるクリエイター生活（できるビジネス）』
ISBN:978-4-295-00710-4
定価：1,600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
定価：1,300円＋税

編集部・渡辺

noteをはじめたい人、はじめているけど伸び悩んでいる人、いつも続かなく
てフェードアウトしてしまう人に向けて、インターネットで情報発信を続け
てきた著者2人のノウハウの中から、「書き方」「伝え方」「続け方」を思いっき
り詰め込みました。noteのはじめ方、使い方がよくわかる唯一の書籍です！

唯 一 の n o t e 本！

# お す す め ポイント1

noteの特徴の1つである課金のシステムや、有料記事のつくり方もしっかり
解説。有料記事と無料記事の書き分けや、値段のつけ方などの悩みどころを
フォローしています。特に、中級者以上向けのマガジン機能については、使
いこなしの方法をまるまる1章分割いて丁寧に解説しているので、よくわか
ります。

有 料 記 事 の 活 用 方 法 が わ かる！

# お す す め ポイント2

既刊『新しい文章力の教室』は、ニュースサイト「ナタリー」の元編集長による「イン
ターネットにおける文章の書き方」を学ぶのに最適な一冊。書く前の準備、ブラッシュ
アップする方法、読まれる工夫までステップアップしていくので、さらなる文章力の
アップにつながりますよ。売り場での併売もおすすめです。

『 文 章 力 』本と併 せ て展 開 するのも
お す す め！

# お す す め ポイント3

『徹底攻略 
AWS認定ソリューションアーキテクト 
アソシエイト教科書』
ISBN：978-4-295-00549-0
定価：2,380円＋税

関 連 書 籍

8月26日（月）に、株式会社ピースオブケイク・イベン
トスペース（東京・表参道）にて、発売記念イベントを
行います！ イベントの模様は、後日『制作日記』でも
リポートしますので、お楽しみに！

AWSのインフラ
を利用

知っています か？ 
いま「 」が 熱 い ん で す！

ブログ？ 

SNS？

「 制 作 日 記 」発 信 中 ！
著者のコグレマサトさん、まつゆう*さん、担当編集のワタナベが、制作途中のこぼれ話
などを題材にしたnote『「noteではじめる 新しいアウトプットの教室」制作日記』を書い
ているので、ぜひチェックしてみてください！ https://note.mu/note826

スマホでアクセス！

谷折

谷折
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り詰め込みました。noteのはじめ方、使い方がよくわかる唯一の書籍です！

唯 一 の n o t e 本！

# お す す め ポイント1

noteの特徴の1つである課金のシステムや、有料記事のつくり方もしっかり
解説。有料記事と無料記事の書き分けや、値段のつけ方などの悩みどころを
フォローしています。特に、中級者以上向けのマガジン機能については、使
いこなしの方法をまるまる1章分割いて丁寧に解説しているので、よくわか
ります。

有 料 記 事 の 活 用 方 法 が わ かる！

# お す す め ポイント2

既刊『新しい文章力の教室』は、ニュースサイト「ナタリー」の元編集長による「イン
ターネットにおける文章の書き方」を学ぶのに最適な一冊。書く前の準備、ブラッシュ
アップする方法、読まれる工夫までステップアップしていくので、さらなる文章力の
アップにつながりますよ。売り場での併売もおすすめです。

『 文 章 力 』本と併 せ て展 開 するのも
お す す め！

# お す す め ポイント3

『徹底攻略 
AWS認定ソリューションアーキテクト 
アソシエイト教科書』
ISBN：978-4-295-00549-0
定価：2,380円＋税

関 連 書 籍

8月26日（月）に、株式会社ピースオブケイク・イベン
トスペース（東京・表参道）にて、発売記念イベントを
行います！ イベントの模様は、後日『制作日記』でも
リポートしますので、お楽しみに！

AWSのインフラ
を利用

知っています か？ 
いま「 」が 熱 い ん で す！

ブログ？ 

SNS？

「 制 作 日 記 」発 信 中 ！
著者のコグレマサトさん、まつゆう*さん、担当編集のワタナベが、制作途中のこぼれ話
などを題材にしたnote『「noteではじめる 新しいアウトプットの教室」制作日記』を書い
ているので、ぜひチェックしてみてください！ https://note.mu/note826

スマホでアクセス！

谷折
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2019年8月　第13号
「  ようやく梅雨明け！ アツい夏がやってきたもん！ 」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 9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

野原

丸山

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

岩織

阿部

平野

藪田

堺

村田

岩本

東京オリンピックのマラソン男子決勝の観戦
チケットが当選しました。マラソンが趣味なの
で嬉しいのと当選したことによって一生分の
運を使い果たしてしまったような気がします。
9月にMGCも観戦に行く予定なのでかなり気
持ちが盛り上がってます！ 誰が日本代表にな
るか楽しみですね。
 西日本支社 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

うちの隊長（小5の息子）は、算数と数学は違
う学問だと思っているくらいテキトーで、中学
に行ったら心配だと、最近私もテキストを買っ
て勉強しています。佐藤優氏オススメの『新体
系中学数学の教科書（上下）』（講談社ブルー
バックス）を読んでみたら、とてもわかりやす
い！ 何とか先回りできそうです（笑）。
 出版営業部 係長 平野太郎
 （都内、埼玉、東北担当）

チャーリィ古庄氏の『ちょっと自慢できるヒコー
キの雑学100』出版記念イベントが航空科学
博物館にて行われました。ヒコーキ好きの私
は運営スタッフといいながら、お客様と一緒に
撮影を満喫。終了後、スタッフ皆で嵐JETを
狙い待機していたら本機到着と同時に急な嵐
になり雨でびしょ濡れ……笑えました。
 出版営業局 局次長／出版営業部 部長

村田哲史

少し早いですが、秋と言えば「読書」「芸術」
「スポーツ」「食欲」などありますが、弊社に
とって秋と言えば「できるシリーズ」秋のフェ
ア！ 来年1月にはWindows 7のサポートが終
了となり、ここから年末に向けて10への乗り
換え、解説書の需要が飛躍的に伸びそうで
す。ご拡販のほどよろしくお願いいたします！
 出版営業部 法人担当部長 加茂下良憲

（本部営業担当）

収集癖が続いています。戦隊ソフビです。戦
隊シリーズは45年ぐらい続いていますが最初
は「ゴレンジャー」でドンピシャ世代でした。オ
タク自慢は主役のレッドはすべて持っていま
す。いちばん好きなのは「ゴーカイジャー」です
わ。まあ、誰も興味ないわなあ（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）

出版マーケティングプランナーは世を忍ぶ仮の姿
（？）。もうひとつの顔は、キャリア12年のフラダ
ンサーです。やはり夏場は出番も多く、今年は都
内のイベントでも踊る予定がいくつか。もしうっ
かり見かけたら、薄目で温かく見守ってください。
 出版マーケティング部 部長  岩織康子

嘉藤

平田

本郷

加茂下

大賀

愛甲

飯沼

後藤

6月はハロプロ2グループの各リーダーが卒
業、7月は各グループに新加入した子たちが
始動という動きのある月でしたが、8月は令和
初の大型新人グループBEYOOOOONDSの
メジャーデビューです！ YouTubeでフルMV
が見られますので是非ご覧ください。とっても
クセになります！ 元気貰えます！
 出版営業部 藪田裕美

（東京都下、神奈川、山梨、長野担当）

このところ「ラーメン二郎」のインスパイア系が増えて
いますが、その草分け的存在とも言えるのが神保町
の「用心棒」です！ 今回は「まぜそば大」に「追加豚1
枚」を追加。到着したまぜそばには、これでもかという
ほどガリマヨがかけられていて、背徳感あふれるルッ
クスです！ 卵黄、天かす、小口ねぎ、玉ねぎ、豚、ショ
ウガ、ニンニク、モヤシ、キャベツ、鰹節など、さまざ
まな具材をしっかりと混ぜてあげると、ポテトサラダの
ようなルックスに。口に運んでみれば、色々な味が渾
然一体となって、実に複雑な美味しさです。とびきり
ジャンキーな気分のときに食べたい逸品です。

人気連載の出張版

まぜそば大　930円／追加豚1枚　90円
こんなに沢山ガリマヨをかけて、いいのかな？ なん
て心配しつつ、手を緩める気はサラサラありません！

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 用心棒
住所：東京都千代田区神田神保町2-2-21 土田ビル1F

この「まぜ
そば」には

満足感と背
徳感が混ざ

り合う

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

諏訪

梅田

水島

中村

宮下

働き方改革や時短ブームを追い風に、『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』がビジネスパーソンに売
れています！ 他の時短本にはない本書独自の「倍速マーク」（右図）
も大ウケで、「作業がどのくらい速くなるのか一目瞭然でよい」「倍
速マークで楽しく覚えられる！」「必要な情報がすぐわかり実践
的！」などの声が寄せられています。この6月には、ブックエキス
プレス様の「仕事時短に役立つビジネス本フェア」の対象書籍に
選ばれ、上野店様で1か月に83冊売（100冊入）など、フェア実施各
店で高実績を残しました。時短に関心の高いビジネスパーソンが
多く立ち寄る棚での展開を、ぜひご検討ください！

『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』

大好評！
続々重版

ISBN：978-4-295-00522-3
定価：980円＋税

営業部・堺

本来パソコン書ジャンルの本書ですが、サラ
リーマンの間で「パソコン仕事の時短」の関心が
非常に高くなっており、ビジネス書での展開は
特に結果が出やすくなっています。

紙面が見やすく理解しやすいと多数の書店様か
ら好評です（なかには気に入って本書を購入し
てくれた担当者様も！）。ショートカットキーで
最大9倍速の時短につながります！

仕掛け店も続々!!
ビジネスパーソンに売れてます！

2019年7月25日の『日本経済新聞』朝刊に広告を掲載！

本書オリジナル「倍速マーク」で時短効果を見える化！

ブックエキスプレス
グランスタ東京店様での展開

山折

山折


