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今までラグビーはあまり見ていませんでした
が、9月はワールドカップ 開催、しかも地元
東大阪ということで「せっかくやし」とミーハー
感覚ですがチケット取れました。日本戦でも
ニュージーランド戦でもないですが。勢いで観
戦ムックも買ってただいま勉強中。観戦後はト
ライ君人形が机の上にあるかもしれません。
 西日本支社 課長 宮下雅文

（大阪、四国、九州北部担当）

中学3年の息子が夏休みの宿題で「税」につ
いて作文を出された。内容は自由だが、イメー
ジがつかめず、助けを求めてきた。かつて社
会科の教員を夢見た父は、的確なヒントを与
え、完成にこぎつけた。そして最後に息子が
つけた題名は『消費増税は、天使か悪魔か』

（笑）。消費の冷え込みが来ませんように。
 出版営業部 課長 飯沼昭教
 （雑誌、取次担当）

4歳の娘が2度に渡り入院。献身的にお世話
をしてくれた看護師さんには尊敬の念しかあ
りません。そんな現職の看護師さん、看護学
生の方にご愛顧いただいている看護書の販
売促進を出版営業部でも始めました！ 好評の

「ねじ子」シリーズをはじめご案内をさせてい
ただく予定です。よろしくお願い致します。
 出版営業部 係長 本郷雄大

（都内、千葉、静岡、北陸担当）

6月頃に始めたハーブの水栽培。数種類の種
を蒔きましたが、日照不足か徒長激しく……し
かし！ バジルだけは持ち堪え、梅雨明け以降
グングン成長。ジェノバソースや塩漬け保存
でも追いつかないほど。特に塩バジルはオス
スメ！ 爽やかな夏のレシピに重宝しました。夏
バテしなかったのはバジルのおかげ？
 出版マーケティング部 課長 中村昌代

小4の息子はプロ野球オリックスのファン。8
月はプロ野球の仕事体験イベントに参加し記
者としてK-鈴木投手にインタビューしました。
最下位に沈むチームの采配に疑問を呈して場
を凍らせないかと心配しましたが、「移動中は
何をしていますか？」という子供らしい質問に
一安心。目指せCS！ おりほー！
 出版営業部  後藤まどか
 （営業管理担当）

盛夏が過ぎ、頭上でやかましく鳴いていたセミ
も、今や足元で静かに転がっているのを見かけ
ます。ひと夏限りの儚い命に同情してしまう人に
は、ショーン・タンの絵本『セミ』がおすすめです。
人に混じってまじめに働くも報われないセミに心
を痛めていたら、まさかの展開が。読んだらセミ
が羨ましくなるかも。
 出版営業部 愛甲峻

（都内、神奈川、北関東、新潟担当）
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趣味のバンドでは昭和に買ったギターを弾い
ていたんですが、最近、平成の一本を購入し
ました。しかし、翌年、時代は令和へ。今は昭
和のエフェクターに令和のものを買い足してい
ます。レンズ沼よりはお財布にやさしいけど、
あれこれ欲しい病を発症したみたいで用心し
なくては！
 オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

野原

神保町近辺にはチャーハン専門店が意外と少ない
のですが、神田まで足を伸ばせば「肉あんかけチャー
ハン炒王」があります。今回は肉あんかけチャーハン
のメガ盛りに温玉を付けてオーダー。肉あんかけは割
合塩っけの強い味付けで、それとは対照的にチャー
ハンは比較的薄味に仕上げられており、合わせて食
べるとちょうどいいバランスとなります！ なぜ今日に至
るまで広く普及していないのか疑問に感じるほど、王
道で定番感のある食べ物です。温玉を混ぜ合わせ
てみれば、あんの塩気が中和され、より口当たりがマ
イルドになり、深い味わいに。飽きが来ず普段使い
に最適なチャーハンです。

人気連載の出張版

肉あんかけチャーハン セットメニュー 880円
／メガ盛り 400円／温玉 100円
肉あんかけとチャーハンで味のコントラストが効い
ています

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 肉あんかけチャーハン炒王
東京都千代田区内神田3-12-2 萬創神田ビル1F

王道にして定番！

普段使いに最適な一皿

大食い 編集者・進藤のデカ盛りグルメ情 報
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「パソコンのお引っ越し」って

何をすればいいの？

Windows 7のサポート終了まで数

か月。これを機に新しいパソコンに

買い替えた人は、古いパソコンか

らデータの「引っ越し」が必要です。

ここではパソコンの引っ越しで行

うデータ移行の概要を紹介します。

できるパソコンのお引っ越し
 Windows 7からWindows 10に
乗り換えるために読む本 令和改訂版

ISBN:978-4-295-00745-6
定価：1,500円＋税

圧倒的に支持された前書をさらにパワーアップ。
パソコンの「お引っ越し」に必要なノウハウをしっ
かりと掲載。新旧パソコンのアイコンで、操作に
迷わない！ 無料電話サポート＆動画解説付き。

Windows 7で人気だったWindows Live
メールはWindows 10では使えません。
過去のメールの履歴や、添付ファイルな
どもそのままでは読み込めなくなります。

メールはこれからも
使えるの？

新しいパソコンでも
楽しめる♪

大事なデータは
どうすればいい？

パソコンに保存していた写真や音楽、住
所録などのデータは、新しいパソコンに
移動しなくてはなりません。しかも、ただ
移動しただけでは、専用のアプリで読み
込めなくなることもあるので注意が必要
です。

古いメールも
全部読める！

Windows 7
サポート終了
待ったナシ！！

Outlook.com

アドレス帳

添付ファイル

住所録

これまでメールの文面や添付ファイル、アドレス
帳などは、古いパソコンを使ってすべてOutlook.
com（クラウドメール）にバックアップしましょう。
その後、新しいパソコンでOutlook.comにアクセ
スすれば、古い内容もすべて閲覧・利用できます。

クラウドメール
「Outlook.com」に丸ごと移行

メール

まずは外付けのハードディスクなどに必要なデー
タをバックアップしましょう。その後、新しいパ
ソコンの正しい場所にデータを移動して、読み込
めるように設定します。外付けハードディスクを

「引っ越しトラック」のように使うわけです。

外付けハードディスクを使って
データを移動

写真

音楽ファイル

外付け
ハードディスク

この本で詳しく
解説します！

古いパソコン

新しいパソコン

山折

山折



易 難

充実

厳選

画面と文字が
大きい！

2ここがポイント  

サポート体制が
手厚い！

3ここがポイント  

いよいよ2020年1月14日にWindows 7のサポートが

終了するわけなんだけど、保証期限が切れた冷蔵庫や

テレビを使い続けるのとはまったく違うということを知っ

ておかないといけないよ。サポートが終了したら、「電

話相談や問い合わせができない」程度と考えがちだけ

ど違うんだ。Windowsは発売後も常に改良が行われ

ていて、セキュリティの問題点を修正する「セキュリティ

更新プログラム」が定期的に提供されている。サポート

が終了したWindows 7はこの「セキュリティ更新プロ

グラム」が提供されないので、パソコンのセキュリティ

が下がり攻撃を受けやすくなってしまうんだ。サポート

が終了してもすぐにパソコンが使えなくなることはない。

ただしWindows 7をそのままで長く使えば使うほど、

セキュリティのリスクが高まりやウイルスの被害を受け

やすくなるんだ。仕事でサポートが終了したWindows 

7を使って被害にあったら、自社も含めた取引先全体が

被害を受けることがあるから、信用を第一に考えるなら

絶対に最新のWindows 10で仕事をすべきだね。

Windows 7の「サポート終了」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。

セキュリティの更新やアップグレードがなくなるから、
パソコンの安全性がガクッと下がるんだ

できるパソコンのお引っ越し
Windows 7からWindows 10に
乗り換えるために読む本 
令和改訂版
ISBN：978-4-295-00745-6
定価：1,500円＋税
2019年9月24日発売

関 連
書 籍

このコーナーでは、ヒット中の書籍やイチ押しの
新刊をピックアップして、企画が誕生した背景や
制作時に注力したポイントなどを、担当編集者が
全力でアピールします。今回は、9月13日に2冊同
時発売になる新刊の担当者によるプレゼンです。

Officeのデジタルノートアプリ「OneNote」。実はWindows 10には
最初からインストールされていることをご存じですか？ スマホでメモを
とってパソコンから参照するなど、活用の幅が広くビジネスで使うユー
ザーが増えています。基本操作を動画も用いて解説しているほか、議
事録や名刺管理、出張の記録など、実践的なメモ術も紹介しています。

「企画のこだわり」プレゼン大会

グっと来たら、
ぜひご注文＆展開を!!

『できるポケット 最強のメモ術OneNote全事典
OneNote for Windows 10 &iPhone/Android 対応』ISBN：978-4-295-00735-7定価：1,080円＋税

担当：佐川 莉央

プレゼン
2

将棋の「次の一手」の選択肢は無数にありますが、経験豊富な棋士は

無意識のレベルで弱い選択肢を排し、最善の手を選べるそうです。パ

ソコン仕事も、自然に最善の選択ができれば速くて質の高い仕事がで

きます。本書ではそのためのノウハウを「時短3原則」と名付けました。

実践すれば必ず時短を実現でき、仕事に自信がつきます！

『できるポケット 時短の王道 

パソコン仕事術全事典

Windows 10 & Office 365/

2019/2016/2013 対応』

ISBN：978-4-295-00734-0

定価：1,380円＋税

担当：山田 貞幸

プレゼン
1

担当編集が猛アピール!!

Windows 7のサポート終了で
これらのサポートが受けられなくなる

新刊

サポートが終了するWindows 7から、
最新の「Windows 10」に切り替えるもん！

セキュリティ更新
プログラム

有償サポート

9月28日は「パソコン記念日」です。パソコンブームの火付け役となったPC-8001が1979年9月28日に発売されたのが由来です。PC雑学 メールでよく使う「@」の公式名称は実は「アットマーク」ではなく、ANSIやUnicodeなどの文字コード規格では「commercial at」と定められています。PC雑学

9/13
発売!!

9/13
発売!!

「できるゼロからはじめる超入門」

「やさしさ」を突き詰めたシリーズ！

「できるシリーズ」にはサブシリーズが豊富に用意されていますが、それぞれの商品特

性の違いについて、詳しくご存じない方も多いのではないのでしょうか。この記事で

は、近く新刊が続々刊行される「できるゼロからはじめる超入門」シリーズについて、

3つのポイントに絞って、商品特性をご紹介していきます。

ISBN:978-4-295-00741-8
定価：1,000円＋税

ISBN:978-4-295-00743-2
定価：1,000円＋税

ISBN:978-4-295-00742-5
定価：1,380円＋税

ISBN:978-4-295-00731-9
定価：1,000円＋税

通常の「できるシリーズ」よりも情報量

を絞るぶん、解説の「やさしさ」「手厚さ」

を突き詰めたシリーズです。

画面と文字が大きいことも、わかりやすさの秘訣です。可読性が

高く、操作解説が明快なので、初めてパソコンを使う方でも安心

です。

通常の「できるシリーズ」同様、サポート体制が手厚いのも本

シリーズの特徴です。可能な限りわかりやすさを追求して紙

面を制作していますが、万が一わからない操作があったとき

の備えも万全！　電話で質問したり、操作手順を動画で確認し

たりすることができるので、安心して読み進められます。

これならワシにも
読みやすいのう

「できる」ファミリーの中でも
入門者に最適！

1ここがポイント  

新刊続々

例） Windows 10関連書の
     ポジショニングマップ

情報量

難易度

超入門

できる

ポケット

パーフェクト

大事典

できるポケット
Windows 10
基本＆活用マスターブック

できるWindows 10

できるゼロからはじめる
パソコン超入門

できる大事典
Windows 10できるWindows 10

パーフェクトブック
困った＆便利技大全

谷折

谷折
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ISBN:978-4-295-00743-2
定価：1,000円＋税

ISBN:978-4-295-00742-5
定価：1,380円＋税

ISBN:978-4-295-00731-9
定価：1,000円＋税

通常の「できるシリーズ」よりも情報量

を絞るぶん、解説の「やさしさ」「手厚さ」

を突き詰めたシリーズです。

画面と文字が大きいことも、わかりやすさの秘訣です。可読性が

高く、操作解説が明快なので、初めてパソコンを使う方でも安心

です。

通常の「できるシリーズ」同様、サポート体制が手厚いのも本

シリーズの特徴です。可能な限りわかりやすさを追求して紙

面を制作していますが、万が一わからない操作があったとき

の備えも万全！　電話で質問したり、操作手順を動画で確認し

たりすることができるので、安心して読み進められます。

これならワシにも
読みやすいのう

「できる」ファミリーの中でも
入門者に最適！

1ここがポイント  

新刊続々

例） Windows 10関連書の
     ポジショニングマップ

情報量

難易度

超入門

できる

ポケット

パーフェクト

大事典

できるポケット
Windows 10
基本＆活用マスターブック

できるWindows 10

できるゼロからはじめる
パソコン超入門

できる大事典
Windows 10できるWindows 10

パーフェクトブック
困った＆便利技大全

谷折

谷折
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2019年9月　第14号
「秋の夜長のお供に「できるシリーズ」をどうぞ！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 10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

愛甲

岩本

飯沼

水島

宮下

本郷

後藤

今までラグビーはあまり見ていませんでした
が、9月はワールドカップ 開催、しかも地元
東大阪ということで「せっかくやし」とミーハー
感覚ですがチケット取れました。日本戦でも
ニュージーランド戦でもないですが。勢いで観
戦ムックも買ってただいま勉強中。観戦後はト
ライ君人形が机の上にあるかもしれません。
 西日本支社 課長 宮下雅文

（大阪、四国、九州北部担当）

中学3年の息子が夏休みの宿題で「税」につ
いて作文を出された。内容は自由だが、イメー
ジがつかめず、助けを求めてきた。かつて社
会科の教員を夢見た父は、的確なヒントを与
え、完成にこぎつけた。そして最後に息子が
つけた題名は『消費増税は、天使か悪魔か』

（笑）。消費の冷え込みが来ませんように。
 出版営業部 課長 飯沼昭教
 （雑誌、取次担当）

4歳の娘が2度に渡り入院。献身的にお世話
をしてくれた看護師さんには尊敬の念しかあ
りません。そんな現職の看護師さん、看護学
生の方にご愛顧いただいている看護書の販
売促進を出版営業部でも始めました！ 好評の

「ねじ子」シリーズをはじめご案内をさせてい
ただく予定です。よろしくお願い致します。
 出版営業部 係長 本郷雄大

（都内、千葉、静岡、北陸担当）

6月頃に始めたハーブの水栽培。数種類の種
を蒔きましたが、日照不足か徒長激しく……し
かし！ バジルだけは持ち堪え、梅雨明け以降
グングン成長。ジェノバソースや塩漬け保存
でも追いつかないほど。特に塩バジルはオス
スメ！ 爽やかな夏のレシピに重宝しました。夏
バテしなかったのはバジルのおかげ？
 出版マーケティング部 課長 中村昌代

小4の息子はプロ野球オリックスのファン。8
月はプロ野球の仕事体験イベントに参加し記
者としてK-鈴木投手にインタビューしました。
最下位に沈むチームの采配に疑問を呈して場
を凍らせないかと心配しましたが、「移動中は
何をしていますか？」という子供らしい質問に
一安心。目指せCS！ おりほー！
 出版営業部  後藤まどか
 （営業管理担当）

盛夏が過ぎ、頭上でやかましく鳴いていたセミ
も、今や足元で静かに転がっているのを見かけ
ます。ひと夏限りの儚い命に同情してしまう人に
は、ショーン・タンの絵本『セミ』がおすすめです。
人に混じってまじめに働くも報われないセミに心
を痛めていたら、まさかの展開が。読んだらセミ
が羨ましくなるかも。
 出版営業部 愛甲峻

（都内、神奈川、北関東、新潟担当）

岩織

梅田

藪田

中村

平田

平野

加茂下

阿部

堺

趣味のバンドでは昭和に買ったギターを弾い
ていたんですが、最近、平成の一本を購入し
ました。しかし、翌年、時代は令和へ。今は昭
和のエフェクターに令和のものを買い足してい
ます。レンズ沼よりはお財布にやさしいけど、
あれこれ欲しい病を発症したみたいで用心し
なくては！
 オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

野原

神保町近辺にはチャーハン専門店が意外と少ない
のですが、神田まで足を伸ばせば「肉あんかけチャー
ハン炒王」があります。今回は肉あんかけチャーハン
のメガ盛りに温玉を付けてオーダー。肉あんかけは割
合塩っけの強い味付けで、それとは対照的にチャー
ハンは比較的薄味に仕上げられており、合わせて食
べるとちょうどいいバランスとなります！ なぜ今日に至
るまで広く普及していないのか疑問に感じるほど、王
道で定番感のある食べ物です。温玉を混ぜ合わせ
てみれば、あんの塩気が中和され、より口当たりがマ
イルドになり、深い味わいに。飽きが来ず普段使い
に最適なチャーハンです。

人気連載の出張版

肉あんかけチャーハン セットメニュー 880円
／メガ盛り 400円／温玉 100円
肉あんかけとチャーハンで味のコントラストが効い
ています

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 肉あんかけチャーハン炒王
東京都千代田区内神田3-12-2 萬創神田ビル1F

王道にして定番！

普段使いに最適な一皿

大食い 編集者・進藤のデカ盛りグルメ情 報

村田

丸山

嘉藤

「パソコンのお引っ越し」って

何をすればいいの？

Windows 7のサポート終了まで数

か月。これを機に新しいパソコンに

買い替えた人は、古いパソコンか

らデータの「引っ越し」が必要です。

ここではパソコンの引っ越しで行

うデータ移行の概要を紹介します。

できるパソコンのお引っ越し
 Windows 7からWindows 10に
乗り換えるために読む本 令和改訂版

ISBN:978-4-295-00745-6
定価：1,500円＋税

圧倒的に支持された前書をさらにパワーアップ。
パソコンの「お引っ越し」に必要なノウハウをしっ
かりと掲載。新旧パソコンのアイコンで、操作に
迷わない！ 無料電話サポート＆動画解説付き。

Windows 7で人気だったWindows Live
メールはWindows 10では使えません。
過去のメールの履歴や、添付ファイルな
どもそのままでは読み込めなくなります。

メールはこれからも
使えるの？

新しいパソコンでも
楽しめる♪

大事なデータは
どうすればいい？

パソコンに保存していた写真や音楽、住
所録などのデータは、新しいパソコンに
移動しなくてはなりません。しかも、ただ
移動しただけでは、専用のアプリで読み
込めなくなることもあるので注意が必要
です。

古いメールも
全部読める！

Windows 7
サポート終了
待ったナシ！！

Outlook.com

アドレス帳

添付ファイル

住所録

これまでメールの文面や添付ファイル、アドレス
帳などは、古いパソコンを使ってすべてOutlook.
com（クラウドメール）にバックアップしましょう。
その後、新しいパソコンでOutlook.comにアクセ
スすれば、古い内容もすべて閲覧・利用できます。

クラウドメール
「Outlook.com」に丸ごと移行

メール

まずは外付けのハードディスクなどに必要なデー
タをバックアップしましょう。その後、新しいパ
ソコンの正しい場所にデータを移動して、読み込
めるように設定します。外付けハードディスクを

「引っ越しトラック」のように使うわけです。

外付けハードディスクを使って
データを移動

写真

音楽ファイル

外付け
ハードディスク

この本で詳しく
解説します！

古いパソコン

新しいパソコン

山折

山折


