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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。
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営業部員のひとりごと
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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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いよいよ年の瀬が近づき、神保町も一気に寒
さが増してきました。さて、私ごとですが毎年
冬になると仙台の「侘び助」というお店に旧友
とセリ鍋を食べに行くのが恒例です。女将が
毎朝一本一本丁寧に洗った白くて太い根っこ
は産地直送ならではの味。ネットで何でも手
に入る時代だからこそ、こういう機会は大切に
したいですね。
 オンライン・法人営業部 主任 阿部俊大

最近「星占い」が目についてしかたがないで
す。朝、テレビをつければ「今日の運勢」。JR
駅で改札口を通れば、目の前にデジタルサイ
ネージの「今日の運勢」。スマホで新聞を読も
うとすれば、ホーム画面に「今日の運勢」。しか
も、目につくときに限って11位とか12位！　「星
占い」を見ない自由を！
 出版営業部 課長 飯沼昭教
 （雑誌、取次担当）

テイラーといってもスウィフトではなくギター
メーカーのお話。サブのアコギとしてテイラー
のミニギターを購入しました。令和最初の一
本、早速アウトドアBBQに連れて行き弾きま
した。スタジオ練習にエレキに加え持って行く
のも苦にならない大きさながら、いい鳴りで気
に入っています。
 オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

ロボット掃除機「ルンバ」を買いました。部屋
の中を走り回る姿がけなげです。部屋がきれ
いになるのに加え、ルンバが誤飲しないよう
に、ものを床に置くことをやめ、使い終わった
ものは片づけるなどするようになり、人間の生
活態度が改善するというメリットもありました。
これからも良い関係を築いていきたいです。
 出版営業部 愛甲峻
 （都内、神奈川、北関東、新潟担当）

最近も収集癖は続いています。コンビニで購
入できるウイスキーのミニボトルです。特にサ
ントリー「山崎」「白州」「知多」はボトルも統一
感があり揃えるとかっこ良いです。やっぱり
形から入ってしまいます。ネスカフェのダバダ
CMではありませんが「違いのわかる男」を目
指しますわ（笑）。
 西日本支社 支社長 岩本琢磨
 （西日本統括、大阪、奈良、九州南部担当）

困り顔ぽっちゃり女子（食いしん坊）と吉沢亮激
似のスリム男子（暴れん坊）の猫2匹と暮らして
います。多頭飼いあるあるですが、ぽっちゃり
女子の方は、目を離したすきに吉沢亮が残した
ご飯を食べてしまい、ついにはお医者さんから
ダイエットを言い渡されました。日中は家に人
がいないので見張り続けることもできません。
良いアイディアをお持ちの方、ご一報ください。
 出版マーケティング部 部長 岩織康子
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新国立競技場が間もなく完成ですね。こけら
落としは2020年元旦サッカー天皇杯決勝！ 
既にチケットを確保し、わがアントラーズの準
決勝突破を祈る日々です（負けたら長崎を応
援）。ちなみに結婚時の夫の「魂やで！」という
謎理由により、我が家の本籍地は国立競技場
の住所となっています。
 出版営業部  後藤まどか
 （営業管理担当）

堺

大食いの皆さんにおかれましては、年越し蕎麦も通
常の量ではご満足いただけないことでしょう。というこ
とで今回は、デカ盛りの年越し蕎麦をご紹介します。
場所は神保町からやや離れて、末広町にある「松月
庵」というお店です。デカ盛りのメニュー名はずばり

「メガもりそば」。蕎麦は通常の器ではなく、おおよ
そ直径30センチほどのすり鉢に入って提供されま
す。通常の器とくらべて、2回りほどは大きいでしょう
か。蕎麦はツルっとしたのど越しで食べやすく、いくら
でもいけてしまう美味しさです！ 忘年会続きで胃腸が
お疲れ気味、という向きにも大いにお薦めです。

人気連載の出張版

メガもりそば�950円
みかんと比較していただくと、サイズ感がお分か
りいただけるかと思います

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 松月庵
東京都千代田区外神田3-7-13

今年の年越
し蕎麦は

すり鉢入り
のデカ盛り

で決まり！

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Windows 10  2020年改訂5版』が
この冬もどんどん売れる理

ワ ケ

由
12月26日（木）、最新バージョンに対応した『できるWindows 10 2020年改訂5版』が発売となり
ます。売上No.1を記録した『改訂4版』から1年、さらなる売り上げアップが期待されるポイントを
ご紹介します。

『できるWindows 10  2020年改訂5版』
ISBN:978-4-295-00812-5
定価：1,000円＋税

12/26
発売

※JEITA「2019年度パーソナルコンピュータ国内出荷
実績」よりデータを抜粋

※紙面は制作中のものです。

❶

Point

 空前のパソコン売り上げ！
Windows 10への乗り換え需要が拡大、パソコン出
荷台数が昨対比160％を超える月が続いています。
ボーナス＆年末年始の商戦も期待大です！

❷

Point

 最新アップデートに対応！
最新アップデート「Windows 10 November 2019 
Update」に対応。リリース前のバージョンで作られ
る書籍が多い中、本書は正式版の公開後に制作して
いるので情報が正確です！

❸

Point

 「できる」ならわかる！
赤色の「操作説明」で手順を、青色の「解説」で補足情
報を詳しく解説するのが「できる」シリーズ独自の紙
面構成。まずは赤色部分で実際の操作を追ってから、
青色部分を読むことで理解が深まります！

❹

Point

 付録も充実！
すぐに使えて仕事が速くなるショートカットキーの
小冊子付き。表紙カバーの裏には各キーの組み合わ
せがひと目でわかるショートカットキー一覧を印刷
しました！

5 分でわかる！

丸善八尾アリオ店　天野佳子 様

「できるシリーズはWindows 7時代から愛読しており、『できるWindows 
10 改訂4版』も購入しました。操作画面がそのまま掲載されているので
とにかくわかりやすく、無料電話サポートも付いていて安心。実際に電話
しましたが、親切丁寧に教えてくれますよ。大好きなシリーズなのでお客
様にも自信を持ってご案内しています。改訂5版も期待しています！」

書店様の声

私もおススメ
します！

特典
小冊子

付き！

山折

山折



最先端のスーパーコンピューターで1万年もかかる計算

を、グーグルの量子コンピューターが数分で解いたと

いうニュースが話題になったね。今月はこの量子コン

ピューターについて解説するよ。量子コンピューターは

「量子」を使って演算を行うコンピューターで、従来の

コンピューターよりも圧倒的なスピードで処理が行える

んだ。その秘密は、量子が持つ「重ね合わせ」という「0

と1の状態を同時に表す性質」にあるよ。ここで従来の

コンピューターの原理を確認しておこう。コンピューター

の内部では、すべての数値を0と1で表していて、たと

えば0は0、1は1、2は10（「じゅう」じゃなくて「いちぜ

ろ」だよ）、3は11、4は100、5は101となるよ。でもこ

れだと0から5までの数字を表すのに6通りの組み合わ

せをつくる必要があるね。量子の重ね合わせでは、0と

1を同時に表せるから、もし0～5までを表したい場合、

量子が3つあれば一度に表せるんだ。これが量子コン

ピューターで高速に計算できる原理だよ。でも今はまだ

開発途上。さまざまなIT企業が日々研鑽しているんだ。

ニュースで話題の量子コンピューターって何？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。

量子の性質を使った演算装置だよ。大量の計算を一気に
行えるから、さまざまな分野での活用が期待されているんだ。

『いちばんやさしい
量子コンピューターの教本 
人気講師が教える世界が注目
する最新テクノロジー』
ISBN：978-4-295-00607-7
定価：1,800円＋税

関 連
書 籍

0と1が重ね合った状態

「量子コンピューターをどう活用するか」が
これから焦点になりそうだもん！

Goog leのChromeではオフライン時に恐竜の絵が表示されます。ここで【space】キーを押すと、恐竜のゲームで遊べます。PC雑学 AppleのMacはMac intoshの略称で、リンゴの品種名から名付けられました。日本では「旭」という品種名で流通しています。PC雑学

『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
定価：1,480円＋税

なぜ今「Outlook本」が選ばれるの
か？Windows 7の「法人向け有償セキュリティアップ

デートが2023年まで延長」ってどういうこと？
最近「Outlook本」が流行っています。

「Outlookって、昔からあるメールソフトだよね？ 何で今さら注目されているの？」

そんな風にお考えの方も多いことでしょう。

本記事では、Outlookが最近人気の理由と

新刊『できるOutlook 2019』の特徴について解説していきます。

Windows 7は2020年1月14日サポートが終了します。基本的にこれは変更ありません。ただし法人向けに
Windows 7の移行がどうしても間に合わない場合、有償の 「Windows 7 Extended Security Updates 

（以降「Windows 7 ESU」） 」を購入することで、2023年までは使い続けられるようになります。

■クラウドソリューションプロバイダー
https://partner.microsoft.com/ja-jp/
membership/cloud-solution-provider

ソフト名「Outlook」は日本語訳で「外観」という意味です。Outlookで扱うデータ
の1つ1つは「アイテム」と呼ばれ、それが［メール］フォルダーに入ったときには、
メールのデータとしての外観が与えられます。同様に［予定表］フォルダーに入る
と予定として、［タスク］フォルダーに入るとタスクとして管理されます。用途に応
じてデータの外観を自在に変えられるのがOutlookの利便性の本質なのです。
Outlookはメールソフトとしての顔だけでなく、予定表としての顔や、タスク管理
アプリとしての顔も持ちます。近年、働き方改革を背景にOutlookの利用が盛ん
になっているのは、Outlookの持つ多機能さに理由があるのです。

Outlook人気の火付け役である『アウトルック最速仕
事術』（ダイヤモンド社刊）や最近人気の『Outlook最速
時短術』（日経BP刊）などは、Outlookの活用テクニッ
クに主眼を置いた書籍です。主な読者対象は、Outlook

の基礎知識がある程度頭に入っている方で、初心者は
含まれません。その点、『できるOutlook』は基本の解
説に徹底的にこだわりぬいた内容になっており、初心
者に最適な商品です。他社の「Outlook本」と競合せず、
相補的な商品として棲み分けられます。PC書だけでな
く、ビジネス書の棚にも展開可能な「Outlook本」。『で
きるOutlook』もそのうちの1タイトルとして、ぜひと
も併売をお試しください。

「できるOutlook」は
徹底的に「基本」を解説しています

 有隣堂アトレ川崎店様の展開

MARUZEN＆ジュンク堂書店 
梅田店様の展開

 ジュンク堂書店
    難波店様の展開一度に多くの情報を表せる

一度に表せる 
重ね合わせ

複数の情報を…
000  001  011  100  101

01 01 01
量子

単なるメールソフトにあらず！
「Outlook」は「外観」を自在に操るソフトです

アイテム

メール

予定表

タスク

2020年1月14日で
サポート終了なのに？！

移行に間に合わない
どうすればいい？！

このサービスはあくまで法人向けのサー

ビスです。一般個人ユーザーは利用でき

ません。また、対象となるエディションは

ProfessionalとEnterpriseの2種類だけ

でHomeエディションは対象外です。

Windows 7 ESUの対象は？
企業などで導入しているボリュームライセ

ンスであればすぐに購入が可能です。それ

以外の法人の場合は、ダイワボウや大塚商

会といったクラウドソリューションプロバ

イダー経由で購入できます。価格はPC1台

あたり数千円程度と言われており、1年単

位で購入できます。なお、価格は1年ごとに

上がっていきます。

購入方法と価格は？
Windows 7 ESUを導入したからといって安

心はできません。あくまで、重要度・緊急度

が高いセキュリティアップデートが1年ご

とに有償で購入できるだけです。古いOSを

使い続けるリスクはどうしても伴います。

Windows 10などへの移行が2020年1月14

日までに間に合わないときの臨時対応策と

とらえるべきでしょう。

まとめ

Outlookって
すごいんだもん！

谷折

谷折
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も併売をお試しください。

「できるOutlook」は
徹底的に「基本」を解説しています

 有隣堂アトレ川崎店様の展開

MARUZEN＆ジュンク堂書店 
梅田店様の展開

 ジュンク堂書店
    難波店様の展開一度に多くの情報を表せる

一度に表せる 
重ね合わせ

複数の情報を…
000  001  011  100  101

01 01 01
量子

単なるメールソフトにあらず！
「Outlook」は「外観」を自在に操るソフトです

アイテム

メール

予定表

タスク

2020年1月14日で
サポート終了なのに？！

移行に間に合わない
どうすればいい？！

このサービスはあくまで法人向けのサー

ビスです。一般個人ユーザーは利用でき

ません。また、対象となるエディションは

ProfessionalとEnterpriseの2種類だけ

でHomeエディションは対象外です。

Windows 7 ESUの対象は？
企業などで導入しているボリュームライセ

ンスであればすぐに購入が可能です。それ

以外の法人の場合は、ダイワボウや大塚商

会といったクラウドソリューションプロバ

イダー経由で購入できます。価格はPC1台

あたり数千円程度と言われており、1年単

位で購入できます。なお、価格は1年ごとに

上がっていきます。

購入方法と価格は？
Windows 7 ESUを導入したからといって安

心はできません。あくまで、重要度・緊急度

が高いセキュリティアップデートが1年ご

とに有償で購入できるだけです。古いOSを

使い続けるリスクはどうしても伴います。

Windows 10などへの移行が2020年1月14

日までに間に合わないときの臨時対応策と

とらえるべきでしょう。

まとめ

Outlookって
すごいんだもん！

谷折

谷折
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2019年12月　第17号
「もういくつ寝るとお正月とサポート終了だもん！ 」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2020年 1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

本郷

大賀

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

加茂下

飯沼

後藤

阿部

水島

岩本

いよいよ年の瀬が近づき、神保町も一気に寒
さが増してきました。さて、私ごとですが毎年
冬になると仙台の「侘び助」というお店に旧友
とセリ鍋を食べに行くのが恒例です。女将が
毎朝一本一本丁寧に洗った白くて太い根っこ
は産地直送ならではの味。ネットで何でも手
に入る時代だからこそ、こういう機会は大切に
したいですね。
 オンライン・法人営業部 主任 阿部俊大

最近「星占い」が目についてしかたがないで
す。朝、テレビをつければ「今日の運勢」。JR
駅で改札口を通れば、目の前にデジタルサイ
ネージの「今日の運勢」。スマホで新聞を読も
うとすれば、ホーム画面に「今日の運勢」。しか
も、目につくときに限って11位とか12位！　「星
占い」を見ない自由を！
 出版営業部 課長 飯沼昭教
 （雑誌、取次担当）

テイラーといってもスウィフトではなくギター
メーカーのお話。サブのアコギとしてテイラー
のミニギターを購入しました。令和最初の一
本、早速アウトドアBBQに連れて行き弾きま
した。スタジオ練習にエレキに加え持って行く
のも苦にならない大きさながら、いい鳴りで気
に入っています。
 オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

ロボット掃除機「ルンバ」を買いました。部屋
の中を走り回る姿がけなげです。部屋がきれ
いになるのに加え、ルンバが誤飲しないよう
に、ものを床に置くことをやめ、使い終わった
ものは片づけるなどするようになり、人間の生
活態度が改善するというメリットもありました。
これからも良い関係を築いていきたいです。
 出版営業部 愛甲峻
 （都内、神奈川、北関東、新潟担当）

最近も収集癖は続いています。コンビニで購
入できるウイスキーのミニボトルです。特にサ
ントリー「山崎」「白州」「知多」はボトルも統一
感があり揃えるとかっこ良いです。やっぱり
形から入ってしまいます。ネスカフェのダバダ
CMではありませんが「違いのわかる男」を目
指しますわ（笑）。
 西日本支社 支社長 岩本琢磨
 （西日本統括、大阪、奈良、九州南部担当）

困り顔ぽっちゃり女子（食いしん坊）と吉沢亮激
似のスリム男子（暴れん坊）の猫2匹と暮らして
います。多頭飼いあるあるですが、ぽっちゃり
女子の方は、目を離したすきに吉沢亮が残した
ご飯を食べてしまい、ついにはお医者さんから
ダイエットを言い渡されました。日中は家に人
がいないので見張り続けることもできません。
良いアイディアをお持ちの方、ご一報ください。
 出版マーケティング部 部長 岩織康子

諏訪

梅田

藪田

愛甲

平田

宮下

中村

村田

嘉藤

新国立競技場が間もなく完成ですね。こけら
落としは2020年元旦サッカー天皇杯決勝！ 
既にチケットを確保し、わがアントラーズの準
決勝突破を祈る日々です（負けたら長崎を応
援）。ちなみに結婚時の夫の「魂やで！」という
謎理由により、我が家の本籍地は国立競技場
の住所となっています。
 出版営業部  後藤まどか
 （営業管理担当）

堺

大食いの皆さんにおかれましては、年越し蕎麦も通
常の量ではご満足いただけないことでしょう。というこ
とで今回は、デカ盛りの年越し蕎麦をご紹介します。
場所は神保町からやや離れて、末広町にある「松月
庵」というお店です。デカ盛りのメニュー名はずばり

「メガもりそば」。蕎麦は通常の器ではなく、おおよ
そ直径30センチほどのすり鉢に入って提供されま
す。通常の器とくらべて、2回りほどは大きいでしょう
か。蕎麦はツルっとしたのど越しで食べやすく、いくら
でもいけてしまう美味しさです！ 忘年会続きで胃腸が
お疲れ気味、という向きにも大いにお薦めです。

人気連載の出張版

メガもりそば�950円
みかんと比較していただくと、サイズ感がお分か
りいただけるかと思います

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 松月庵
東京都千代田区外神田3-7-13

今年の年越
し蕎麦は

すり鉢入り
のデカ盛り

で決まり！

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

平野

野原

丸山

『できるWindows 10  2020年改訂5版』が
この冬もどんどん売れる理

ワ ケ

由
12月26日（木）、最新バージョンに対応した『できるWindows 10 2020年改訂5版』が発売となり
ます。売上No.1を記録した『改訂4版』から1年、さらなる売り上げアップが期待されるポイントを
ご紹介します。

『できるWindows 10  2020年改訂5版』
ISBN:978-4-295-00812-5
定価：1,000円＋税

12/26
発売

※JEITA「2019年度パーソナルコンピュータ国内出荷
実績」よりデータを抜粋

※紙面は制作中のものです。

❶

Point

 空前のパソコン売り上げ！
Windows 10への乗り換え需要が拡大、パソコン出
荷台数が昨対比160％を超える月が続いています。
ボーナス＆年末年始の商戦も期待大です！

❷

Point

 最新アップデートに対応！
最新アップデート「Windows 10 November 2019 
Update」に対応。リリース前のバージョンで作られ
る書籍が多い中、本書は正式版の公開後に制作して
いるので情報が正確です！

❸

Point

 「できる」ならわかる！
赤色の「操作説明」で手順を、青色の「解説」で補足情
報を詳しく解説するのが「できる」シリーズ独自の紙
面構成。まずは赤色部分で実際の操作を追ってから、
青色部分を読むことで理解が深まります！

❹
Point

 付録も充実！
すぐに使えて仕事が速くなるショートカットキーの
小冊子付き。表紙カバーの裏には各キーの組み合わ
せがひと目でわかるショートカットキー一覧を印刷
しました！

5 分でわかる！

丸善八尾アリオ店　天野佳子 様

「できるシリーズはWindows 7時代から愛読しており、『できるWindows 
10 改訂4版』も購入しました。操作画面がそのまま掲載されているので
とにかくわかりやすく、無料電話サポートも付いていて安心。実際に電話
しましたが、親切丁寧に教えてくれますよ。大好きなシリーズなのでお客
様にも自信を持ってご案内しています。改訂5版も期待しています！」

書店様の声

私もおススメ
します！

特典
小冊子

付き！

山折

山折


