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先日、浴室全体を約2週間かけ大リフォーム。
天井を20cm上げての打たせ湯やサウナのよ
うにスカッと発汗できるクリアミスト、ソファに
沈んでる感覚のリクライニング浴槽に肩湯な
ど。夕方になると早く家に帰りたくなるこの頃。
心身疲れが取れない方にオススメ！
 出版営業部 法人担当部長 加茂下良憲

（本部営業担当）

先 月 幕 張 で 開 催 され た ゲ ーム イベ ント
「TGS2019」。今年も家族向けスペース「ファ
ミリーゲームパーク」でゲーム作り体験教室が
開催されました。Scratchを使ったゲーム制作
など、子どもたちも興味津々でした。学校の授
業も先生だけでなく企業が講師として関わっ
ていくというのも有効なのかと実感した瞬間で
した。
 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）

先日、仙台の楽天生命パーク宮城に行きまし
た。今季から完全キャッシュレスを導入してお
り、今回すべてクレカで決済しました。行く前
は会計に手間取るかも……と不安でしたが全
くの杞憂。スタッフさんの手際は良く小銭で手
も塞がらず、とても快適でした。増税に伴い注
目を集めるキャッシュレス決済、どう拡大して
いくか注目です。
 出版マーケティング部 丸山奏恵
 (広報担当)

担当エリアが千葉県の私ですが、小中高大と
ずっと千葉県内の学校に行っていました。つ
い先日、仕事で津田沼駅を歩いていたところ、
目の前から「葵！ 葵！」と必死に呼び止めてくる
人が。高校時代によく遊んだ友人でした。何
年かぶりに再会した友人はベビーカーを押し
ていて、驚きと感動の嵐でした。
 出版営業部 平田葵
 （都内、千葉担当）

毎週通う行きつけのカレー屋が支社の下にあ
るのですが、先日大阪のテレビ番組で紹介さ
れ、その翌日から行列ができる人気店に！ 4年
以上通う常連としては人気が出て嬉しい反面、
並ばないと食べられない不便さに複雑な心境
です（苦笑）。興味がある方は「アイリッシュカ
レー中津店」で検索してみてください。
 西日本支社 主任 大賀慎一郎
 （大阪、中部、滋賀、京都担当）

先日、高校時代から愛用の連泊向け登山リュッ
クを新調しました。15年の年月でだいぶボロボ
ロになりましたが、過ごした月日を思うと愛おし
い限りです。新しいリュックとも素敵な思い出を
作りたいです。月日といえば、2020年版カレン
ダーを発売しました。今年も日々の彩りにお役
立ていただければ幸いです。
 オンライン・法人営業部 主任 阿部俊大
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出張の際に当然地元のラーメンを貪るわけで
すが、ここ最近のお気に入りは大阪の「揚子
江ラーメン」。えっ？と思った方もいるかと思い
ますが、確かに味がめっちゃ薄い（笑）。しかし
このラーメン、しこたまお酒を飲んだ後と、そう
でない時とでは体への「染み入り感」が全く違
います。ぜひお試しください。
 オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

本郷

「カレーライスは飲み物です」は、大食漢タレントの
先駆けであるウガンダ・トラさんの名言としてあまりに
も有名です。そんな名言を冠したお店『カレーは飲
み物。』が水道橋にあります。今回は「黒い肉カレー 
水道橋デラックス 山盛り」をオーダー。登場したカ
レーはトッピングが満載で「飲み物」感は薄めです。
ご飯はサフランライスで、カレーソースは欧風でコク
があり、奥行きの深い味わい。トッピングも1つ1つ
が丁寧な仕事ぶりで美味です。店名のインパクトに
反して、地に足の着いた正統派のカレーを楽しむこと
ができ、いい意味で予想を裏切られた思いでした。

人気連載の出張版

黒い肉カレー 水道橋デラックス 山盛り 1,000
円／とろ〜りチーズ 120円
カレーソースは思わずうっとりするほど深いコクが
特徴

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 カレーは飲み物。水道橋店
東京都千代田区三崎町2-17-8
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大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報
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できる秋フェア＜令和＞必勝法
巷で出版不況と言われるなか、コンピューター書の売り上げは3年連続で伸びています（コン
ピュータ出版販売研究機構調べ）。今秋にご展開いただく「できる秋フェア」の必勝法につい
て、出版営業部・本郷がご説明します！

今年の秋はここが違う！

豪華賞品が当たるプレゼント

キャンペーン第2弾も来年1月

9日まで好評開催中です。ぜひ

売り伸ばしにご活用ください！

キャンペーン第2弾も
好評開催中です！

「パソコンのお引っ越し」
の同時展開を！

新刊『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』をぜ
ひWindows解説書のそばに。同時
に展開することで「合わせ買い」が
期待できます！

Windows 10解説書が
いよいよ売れる！

消費税アップ前に急いでパソ
コンを買った人はパソコンに
不慣れな方が多く、Windows 
10の解説書を必要としている
と考えられます。今こそ『でき
るWindows 10』の出番です！

Officeのバージョンは
「2019」がメインに！

新しいパソコンに入っているのは
Office 2019ま た はOffice 365。
どちらも対応している入門書は

「できるシリーズ」だけです。自信
を持っておすすめできます！

今、PC書が売れてます！

山折

山折



働き方改革を背景に、業務の効率アップに役立つ「グ

ループウェア」に注目が集まり、年々市場が拡大してい

るんだよ。グループウェアとは、組織内でスケジュール

やタスク管理、コミュニケーション促進を行うためのソ

フトの総称なんだ。マイクロソフトの「Outlook」はメー

ルのやりとりに使う人が多いから、単なるメールソフト

だと思われているかもしれないけど、Outlookにはメー

ルを予定表に追加したり、メールからタスクを設定した

りといった複数人で使うと便利な機能も多いから、多く

の企業でOutlookは「グループウェア」として利用され

ているんだよ。

最近はパッケージソフトからクラウド型のソフトへの移

行も進み、Outlookが同梱されている「Office365」

も利用者が増えているんだ。Outlook自体は昔からあ

るけど、こうした背景でOutlookのユーザー自体も増

えているから、また注目を浴びるようになったんだろう

ね。ベテラン芸能人が再ブレイクするのと似たようなも

のかな。

なぜいまO
ア ウ ト ル ッ ク

utlookが注目されているの？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。

働き方改革を背景に「グループウェア」の市場が
伸びているからだよ

『できるOutlook 2019
Office 2019/Office365両対応
 ビジネスに役立つ情報共有の基本が
身に付く本』

ISBN：978-4-295-00771-5
予価：1,480円＋税

関 連 書 籍

主要グループウェアの
2017年度と2018年度のシェア率比較

11/11
発売

僕もお友だちとのやりとりに、
Outlookを使ってみたいもん！

マウスの移動の単位は「ミッキー」で表されます。1ミッキーは0.01インチ（約0.254ミリメートル）です。PC雑学 iPhoneのひらがな入力で［や］のキーを左右にフリックすると「」が入力できます。素早く入力したいときに便利です。PC雑学

『できるポケット 最強のメモ術 
OneNote全事典』
ISBN：978-4-295-00735-7
定価：1,080円＋税

『できるポケット 時短の王道 
パソコン仕事術全事典』
ISBN：978-4-295-00734-0
定価：1,380円＋税

サイボウズOffice
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Exchange Server
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2017年度

2018年度

どこが変わっ
た？

どう変わった
？

9月20日にiPhoneの最新モデルが発売されました。ここではその特徴を解説するとともに、
iPhone解説書の売り方のポイントをご紹介いたします。

現在コンピューター書でも空前の時短ブーム！「パソコン仕事
をもっと楽にしたい」という読者の熱い要望を受け、9月13日に
『パソコン仕事術全事典』と『OneNote全事典』を刊行しました。
2タイトルとも実践的で役立つ業務効率化テクニックが満載と
ビジネスパーソンに大好評です。ここでは、東西で全事典シリー
ズを仕掛けてくださっている書店様を紹介します。

従来のiPhone XRの後継モデ
ルにあたります。超広角レンズ
が追加されてデュアルレンズ
化したほか、チップセットが最
新のものになり、耐水性能や
バッテリー駆動時間も向上し
ており、コスパ（CP）抜群のモ
デルです。

iPhone XS/XS Maxの後継モ
デルに当たります。初めて「Pro」
という表現が使われ、広角／超
広角／望遠のトリプルレンズ
が付いたモデルです。高輝度の
OLED（有機ELディスプレイ）が
搭載されています。

最新iPhone注目点をチェック 時短＆業務効率化に役立つ

「できるポケット全事典」シリーズ！

iPhoneは世代の古い機種でも最新のiOSが提供されるので、書籍をiOSのバージョンに合わせてご案内すべきか、機種の世代に合わせてご案内す
べきかお悩みの書店員様が多いようです。iPhoneはOSのバージョンが同じでも、機種ごとにカスタマイズされている個所が意外と多く、OSによ
るUIの違いよりも、機種による違いの方がずっと大きいのが実情。そのため、機種の世代に合った既刊をご案内いただくのがお薦めです。古いモデ
ルも、キャリアやMVNOなどで現役バリバリで売れているので、古い世代のモデルの解説書もロングで売れることが期待できます。

『OneNote全事典』を書店員様にご案内していると、OneNoteのことをよくご存じの方がいる一方で、「OneNoteってどんなことができるの？」と
いうご質問をいただくこともあります。そこで次号では、OneNoteブームの到来を受け（？）、OneNoteの魅力をご紹介します。どうぞお楽しみに！

価格競争力を高めたCP抜群の
スタンダードモデル

iPhone 11
初めて「Pro」の名を冠した
ハイエンドモデル

iPhone 11
Pro/Pro Max

古いiPhoneをご利用のお客様には、どの解説書をご案内するべき？Q
機種の世代に合った解説書をお薦めしてくださいA

初 速 好 調！

●丸善　丸の内本店様 （東京都千代田区）

●須原屋 ビーンズ武蔵浦和店様 （埼玉県さいたま市）

パソコン書では『雑誌ラック＆仕事術コーナー』売
り場、またビジネス書売り場でも好調です！

（出版営業部・本郷）

コンパクトに役立つ情報が詰まった『全事典』は、
ビジネスパーソンとの相性抜群です！

（出版営業部・愛甲）

多面展開で効果あり
です！（担当・内堀様）

駅ナカの書店に
ぴったりです！
（担当・原様）

●田村書店　千里中央店様 （大阪府豊中市）

●三省堂書店 有楽町店様 （東京都千代田区）

素敵なフェアに感激です！ 時短系の書籍が絶好
調の書店様が多いのでフェア展開おススメです。

（出版営業部・堺）

180度ガバッと開く製本で、作業しながら読み進
められるのが本書のポイントです！

（出版営業部・平田）

当店も時短ブーム！
好調です！
（担当・横家様）

期待の新刊、
多面展開中です！
（担当・足立様）

既刊『ショートカットキー全事典』
も売れてます！

出典：2018年版 中堅・中小企業のITアプリケーション利用実
態と評価レポート（ノークリサーチ）

谷折

谷折
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機種の世代に合った解説書をお薦めしてくださいA

初 速 好 調！

●丸善　丸の内本店様 （東京都千代田区）

●須原屋 ビーンズ武蔵浦和店様 （埼玉県さいたま市）

パソコン書では『雑誌ラック＆仕事術コーナー』売
り場、またビジネス書売り場でも好調です！

（出版営業部・本郷）

コンパクトに役立つ情報が詰まった『全事典』は、
ビジネスパーソンとの相性抜群です！

（出版営業部・愛甲）

多面展開で効果あり
です！（担当・内堀様）

駅ナカの書店に
ぴったりです！
（担当・原様）

●田村書店　千里中央店様 （大阪府豊中市）

●三省堂書店 有楽町店様 （東京都千代田区）

素敵なフェアに感激です！ 時短系の書籍が絶好
調の書店様が多いのでフェア展開おススメです。

（出版営業部・堺）

180度ガバッと開く製本で、作業しながら読み進
められるのが本書のポイントです！

（出版営業部・平田）

当店も時短ブーム！
好調です！
（担当・横家様）

期待の新刊、
多面展開中です！
（担当・足立様）

既刊『ショートカットキー全事典』
も売れてます！

出典：2018年版 中堅・中小企業のITアプリケーション利用実
態と評価レポート（ノークリサーチ）

谷折

谷折
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もくじ

2019年10月　第15号
「オーエス、頑張れ運動会！ iOSは13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 11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

宮下

飯沼

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

阿部

平野

梅田

嘉藤

加茂下

丸山

大賀

先日、浴室全体を約2週間かけ大リフォーム。
天井を20cm上げての打たせ湯やサウナのよ
うにスカッと発汗できるクリアミスト、ソファに
沈んでる感覚のリクライニング浴槽に肩湯な
ど。夕方になると早く家に帰りたくなるこの頃。
心身疲れが取れない方にオススメ！
 出版営業部 法人担当部長 加茂下良憲

（本部営業担当）

先 月 幕 張 で 開 催 され た ゲ ーム イベ ント
「TGS2019」。今年も家族向けスペース「ファ
ミリーゲームパーク」でゲーム作り体験教室が
開催されました。Scratchを使ったゲーム制作
など、子どもたちも興味津々でした。学校の授
業も先生だけでなく企業が講師として関わっ
ていくというのも有効なのかと実感した瞬間で
した。
 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）

先日、仙台の楽天生命パーク宮城に行きまし
た。今季から完全キャッシュレスを導入してお
り、今回すべてクレカで決済しました。行く前
は会計に手間取るかも……と不安でしたが全
くの杞憂。スタッフさんの手際は良く小銭で手
も塞がらず、とても快適でした。増税に伴い注
目を集めるキャッシュレス決済、どう拡大して
いくか注目です。
 出版マーケティング部 丸山奏恵
 (広報担当)

担当エリアが千葉県の私ですが、小中高大と
ずっと千葉県内の学校に行っていました。つ
い先日、仕事で津田沼駅を歩いていたところ、
目の前から「葵！ 葵！」と必死に呼び止めてくる
人が。高校時代によく遊んだ友人でした。何
年かぶりに再会した友人はベビーカーを押し
ていて、驚きと感動の嵐でした。
 出版営業部 平田葵
 （都内、千葉担当）

毎週通う行きつけのカレー屋が支社の下にあ
るのですが、先日大阪のテレビ番組で紹介さ
れ、その翌日から行列ができる人気店に！ 4年
以上通う常連としては人気が出て嬉しい反面、
並ばないと食べられない不便さに複雑な心境
です（苦笑）。興味がある方は「アイリッシュカ
レー中津店」で検索してみてください。
 西日本支社 主任 大賀慎一郎
 （大阪、中部、滋賀、京都担当）

先日、高校時代から愛用の連泊向け登山リュッ
クを新調しました。15年の年月でだいぶボロボ
ロになりましたが、過ごした月日を思うと愛おし
い限りです。新しいリュックとも素敵な思い出を
作りたいです。月日といえば、2020年版カレン
ダーを発売しました。今年も日々の彩りにお役
立ていただければ幸いです。
 オンライン・法人営業部 主任 阿部俊大

堺

岩本

水島

平田

藪田

後藤

村田

諏訪

野原

出張の際に当然地元のラーメンを貪るわけで
すが、ここ最近のお気に入りは大阪の「揚子
江ラーメン」。えっ？と思った方もいるかと思い
ますが、確かに味がめっちゃ薄い（笑）。しかし
このラーメン、しこたまお酒を飲んだ後と、そう
でない時とでは体への「染み入り感」が全く違
います。ぜひお試しください。
 オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

本郷

「カレーライスは飲み物です」は、大食漢タレントの
先駆けであるウガンダ・トラさんの名言としてあまりに
も有名です。そんな名言を冠したお店『カレーは飲
み物。』が水道橋にあります。今回は「黒い肉カレー 
水道橋デラックス 山盛り」をオーダー。登場したカ
レーはトッピングが満載で「飲み物」感は薄めです。
ご飯はサフランライスで、カレーソースは欧風でコク
があり、奥行きの深い味わい。トッピングも1つ1つ
が丁寧な仕事ぶりで美味です。店名のインパクトに
反して、地に足の着いた正統派のカレーを楽しむこと
ができ、いい意味で予想を裏切られた思いでした。

人気連載の出張版

黒い肉カレー 水道橋デラックス 山盛り 1,000
円／とろ〜りチーズ 120円
カレーソースは思わずうっとりするほど深いコクが
特徴

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 カレーは飲み物。水道橋店
東京都千代田区三崎町2-17-8

それは飲み
物か、

あるいは食
べ物か？

確かなのは
、

美味しいも
のであるこ

と

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

愛甲

中村

岩織

できる秋フェア＜令和＞必勝法
巷で出版不況と言われるなか、コンピューター書の売り上げは3年連続で伸びています（コン
ピュータ出版販売研究機構調べ）。今秋にご展開いただく「できる秋フェア」の必勝法につい
て、出版営業部・本郷がご説明します！

今年の秋はここが違う！

豪華賞品が当たるプレゼント

キャンペーン第2弾も来年1月

9日まで好評開催中です。ぜひ

売り伸ばしにご活用ください！

キャンペーン第2弾も
好評開催中です！

「パソコンのお引っ越し」
の同時展開を！

新刊『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』をぜ
ひWindows解説書のそばに。同時
に展開することで「合わせ買い」が
期待できます！

Windows 10解説書が
いよいよ売れる！

消費税アップ前に急いでパソ
コンを買った人はパソコンに
不慣れな方が多く、Windows 
10の解説書を必要としている
と考えられます。今こそ『でき
るWindows 10』の出番です！

Officeのバージョンは
「2019」がメインに！

新しいパソコンに入っているのは
Office 2019ま た はOffice 365。
どちらも対応している入門書は

「できるシリーズ」だけです。自信
を持っておすすめできます！

今、PC書が売れてます！

山折

山折


