
P1　春に売れます！パワポ本特集
P2    YouTube連動「特典動画」の 

ご案内
 できるもんの素朴なギモン
P3    「できるシリーズ」ができるまで
P4 営業部員のひとりごと
         「神保町ペロリ旅」ダイジェスト

もくじ

2020年2月　第19号
「うるう年はちょっと得した気分になるんだもん！ 」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 3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

後藤

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

村田

平野

本郷

加茂下

藪田

丸山

徳田

1月22日にモーニング娘。'20の新曲が発売さ
れました！ 3曲中2曲は、曲が一緒ですが、詩・
編曲・ダンスを変えて作っており、全く異なっ
た雰囲気になっています。コンサートでは両
方のダンスをMIXして踊っていて、見ていて
とても楽しい！ 気になる方は一度YouTubeで
PVをご覧ください。
 出版営業部 藪田裕美
 （都内、都下、神奈川、山梨、長野担当）

先日、他社の同級生数名と「昭和52年会」を
発足し、第1回ミーティングを開催しました。熱
い仕事論を交わす予定でしたが、気が付けば
ファミコンの話、流行ったJ-POPの話などで
2時間があっという間に過ぎ……（笑）。次回
は弊社から発売中のムック「このレトロゲーム
を遊べ！」を持参予定です。

出版営業部 係長  本郷雄大
 （都内、千葉、静岡、北陸担当）

毎年この時期は越後湯沢へスキーに行くので
すが、ニュースで報じられている通りとにかく
雪不足。町中には積雪さえない有様です。観
光業への影響はもちろん、今後の水不足にも
繋がるため地元の人も心配していました。水
不足は東京も他人事ではなく、五輪もあるの
に大丈夫かしら……と今から懸念しています。

出版マーケティング部/ 広報担当  丸山奏恵

オリンピック観戦チケットの2次抽選に応募し
ましたがはずれました。最初に当選した男子マ
ラソン観戦チケットは会場が北海道になり無
効、当選チケットはゼロという状態です（泣）。
4月に公式サイトで観戦チケットの販売が始ま
るので狙っているのですが私は無事に購入で
きるのか……、次回結果報告します。

西日本支社  堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

先日、トッテナムのエリクセンがインテルへ移
籍しました。個人的にはベイルの移籍以来の
衝撃を受けている反面、7年間も在籍してい
れば色々なしがらみも生まれるだろうし、仕方
ないのかとも感じています。ハリー・ケインが
移籍しないことを切に願いながら、これからも
トッテナムを応援し続けます。
 オンライン・法人営業部 主任 徳田悟

今年も年始恒例のカスタムカーイベント「東京
オートサロン」へ。車離れと言われる中、来場者
は33万人超え！ ラリージャパンのデモ走行後ト
ヨタ社長がサプライズ登場し自らWRCカーでド
リフト走行を披露。ホンダからはF1などのモー
タースポーツ参戦体制が発表されましたがF1
写真集『500GP』も売れてます。

出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長  
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水島

本間宗久、彼だったら今年の相場にどう向き
合うのだろう？ 五輪イヤーはアメリカ大統領選
挙の年。トランプリスクに米中関係、中東情勢、
気候変動、五輪後開催国の景気動向など、先
が読みづらい不安定な年に突入。「休むも相
場」……平和の祭典を楽しみたい！

出版営業部 法人担当部長  加茂下良憲
 （本部営業担当）

梅田

いまや一大ジャンルとなった感のある二郎インスパイ
ア。その魅力は本家にはないアレンジが楽しめること
です。今回伺った「麺処MAZERU」は「塩だれ」「汁
なし」の二郎系ラーメンを楽しめる人気店です。今回
は「肉増しまぜそば塩 特盛」をトッピング全マシにて
オーダー。卵黄とアブラ、黒胡椒、チーズなどが盛ら
れた汁なし麺はワシワシとした食感。トッピングこそ多
彩ですが、強めの塩だれで綺麗にまとめられ、調和
のとれた端正な美味しさです。トッピングの分厚い豚
バラ肉はこんがりプルプルで、ついつい夢中になって
しまうこと請け合いです。

人気連載の出張版

肉増しまぜそば塩 特盛 1,100円（取材当時）
非常に分厚い豚バラ肉。脂身はプルプルなが
ら、表面は焼き目が付いて、歯応えも楽しめそう
です！

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 麺処MAZERU
東京都千代田区神田佐久間町1-14 第2東ビル 1F

背脂・卵黄
・チーズが

織りなす

恍惚の一杯
！

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報
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資料作成に時間が掛かる……。

 パワポも自動化できるんです！

この操作、どうやるんだっけ？

 どんな操作もこの1冊にお任せ！

言いたいことが伝わらない……。

 伝わる資料が作れます！

まとまった見た目にならない……。

 見やすさのコツが学べます！

人気Webサイト『インスト
ラクターのネタ帳』運営者
としてお馴染みの著者が贈
る、ありそうでなかったパ
ワポ自動化の解説書。資料
作成の効率をアップさせる
ノウハウが身につきます。

類書内で随一のボリュー
ムを誇る、PowerPointリ
ファレンスの決定版！ お
役立ちのTipsとトラブル
解決ワザが満載。パワポ作
業の座右の1冊におすすめ
です。

伝わる資料のキモは、見や
すいデザインと明快なセ
オリーの両立にあり！ 本
書は受け手にとって見やす
く、わかりやすいプレゼン
資料づくりのポイントを網
羅的に解説しています。

今まで誰も教えてくれな
かった、資料を見やすく
するためのノウハウが満
載！ ビフォーアフター形
式のわかりやすい紙面で、
誰でも簡単に見やすい資料
作りのコツが学べます。

1年の中で特に春先に需要が増すのが、資料作成やプレゼンに役立つ「パワポ本」です。読者のよくある

お悩みごとに、この春イチ押しの書籍たちをご紹介します！

『一生使える 見やすい資料のデザイン入門』
ISBN:978-4-8443-3963-2　定価：1,800円＋税

『ひと目で伝わるプレゼン資料の全知識（できるビジネス）』
ISBN:978-4-295-00810-1　定価：1,800円＋税

『できるPowerPointパーフェクトブック 困った！＆便利ワザ大全』
ISBN:978-4-295-00843-9　定価：1,800円＋税

1/24
発売！

2/28
発売！

3/17
発売予定

好評
10刷

『いちばんやさしいPowerPoint VBAの教本
人気講師が教える資料作りに役立つパワポマクロの基本』

ISBN:978-4-295-00827-9　定価：2,600円＋税

定番は
こちら春先が一番売れます！ パワポの本
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印刷所に入稿した後も、電子書籍やサンプルファ
イル、店頭見本の作成など編集者の仕事は続きま
す。もちろん、次の企画も進めます。クラフトビー
ルで英気を養って、次のお仕事も頑張ります！

最近AI（人工知能）のニュースをよく目にするようになっ

たよね。このAIの研究・開発によく使われるプログラミ

ング言語がPython（パイソン）なんだ。そのいちばん

の理由は、AIの機械学習や深層学習のためのライブラ

リがたくさんあるから。ライブラリはよく使う処理のプロ

グラムの部品のことで、プログラムの中でライブラリを

呼び出すだけで使用できる。例えば、機械学習で使う

アルゴリズムを集めたscikit-learn（サイキットラーン）

というライブラリを使えば、簡単にアルゴリズムだけを

入れ替えてプログラムを試せるわけさ。ただ、AI専用

の言語ではないよ。もともとPythonは( )や{ }などの

記号ではなく、行頭の字下げでプログラムの構造を表

すなど、読み書きしやすいプログラミング言語なんだ。

だからプログラミングの専門家ではないAIの研究者た

ちが使いはじめたという背景もあるんだ。日本政府は

昨年「AI戦略 2019」を発表し、AI時代に対応した人

材を育成していくとしている。Python人気はこれから

も当分続くと思うよ。

P
パ イ ソ ン

ythonって何で人気なの？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。

A I の研究や A Iを利用した開発で
P y t h o n が使われているからなんだ

『いちばんやさしいPythonの教
本 人気講師が教える基礎から
サーバサイド開発まで』

ISBN：978-4-295-00208-6
本体価格：2,200円＋税

『スラスラ読める Python
ふりがなプログラミング』

ISBN：978-4-295-00386-1
本体価格：1,850円＋税

関 連

書 籍

PythonがAI研究・開発で使われる
理由

本もたくさんあるから、これか
ら勉強する人も安心だもん！

スパムメールは豚肉の缶詰が由来です。「スパム」を連呼した有名なコントと、大量送信されるメールとを掛けた表現です。PC雑学 Bluetooth は青歯王ハーラル 1 世のように、数多ある無線通信規格を統一することを目指して付けられた名前です。PC雑学

シリーズのできるまで はじめまして！　昨年11月にでき
る編集部に配属になりました、高橋
優海です。今回はできるシリーズ
の知られざる制作過程をご紹介い
たします！

たくさんの時間と手間をかけて、
できるシリーズが完成するもん！

作りたい本のテーマ
が決まったら、自社
や他社の類書をじっ
くり分析。書店さん
をまわって棚も参考
にします

すべてのスタートは編集者の企画から。書店さんの店頭
や売上データも参考に、読者が求める企画を考えます。

企画を考える1
いい企画、考えるゾ！

詳しくはお見せでき
ませんが、関連部署
の責任者が集まって
企画の内容を検討し
ます。まさに製販一
体！

本の制作を正式に始める前に、社内会議で承認を受けます。
営業部と編集部が企画を吟味してGOサインを出します。

社内会議でプレゼン2
緊張します〜

赤 字 が 入 っ た ら 直
し、ま た 赤 字 が 入
り......を繰り返して
本を作ります。直す
ごとに、内容が良く
なっていきます

上長や著者さんからいただいた赤字を修正します。赤字
の多さに泣きたくなりますが、とても勉強になります。

赤字を修正する5
ミスがないか 
厳重チェック！

画面の撮影や操作手順の作成は編集者のお仕事。読みや
すく、わかりやすい紙面を作るため心を砕きます......。

ゲラを作る4

画面撮影は1か所で
も間違えると最初か
らやり直し。操作が
再 現 で き ず、1枚 の
画面撮影に半日かか
ることも（泣）

ここが 
がんばりどころ...

赤字をすべて直し終わったら、編集作業は終了です！　長
かった......。最後まで気を抜かず、印刷所に入稿します。

入稿ーーー！6

入稿用のゲラをそろ
えて、印刷所に提出
すると作業完了。こ
れまでの疲れが吹き
飛ぶ一瞬です

できたー！！

かんぱーい♪編集者の仕事はまだまだ続く......

紙面のQRコードをスマホなどで撮影するだけで、
動画が掲載されたWebページが表示されます。
あとはYouTube動画を再生するだけ!!

「できるシリーズ」だけの人気特典！

「できるシリーズ」の主なタイトルには、読者特典として
「解説動画」が付いていることをご存知でしょうか？ こ
の特典動画は、書籍に掲載している操作手順を映像化し
たもので、誰でも無料で簡単に見られます。「できるシ
リーズ」解説動画の主な特徴は以下のとおりです。

 スマホやPCで紙面の操作が動画で見られる！

 紙面のQRコードから簡単アクセス！

 動画はおなじみのYouTubeで公開！

読者の方々からも「動画で手順が見られてわかりやすい」
「スマホで見られるのがいい」と好評です。まだご存知な
かったという書店員様は、ぜひこの機会に「できるシリー
ズ」の特典動画をご覧ください！

累計210万回再生を突破!!

使い方もカンタン！

YouTube連動の解説動画
をご存知ですか？

もっとみんなに
見てほしい！

特別公開！

読み書きしやすい

AI用のライブラリが豊富

プログラミングが得意でなくても 
AI研究・開発がしやすい!!

本の内容は著者さんと、装丁はデザイナーさんと打ち合わ
せします。いろいろな意見が飛び交う、楽しい瞬間です♪

著者さんやデザイナーさんと
打ち合わせ3

表紙で一番目立たせ
たいところはどこ？　
誰に向けて？　頭を
フル回転させてアイ
デアを出し合います

大事なのはメリハリ！

谷折

谷折
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「解説動画」が付いていることをご存知でしょうか？ こ
の特典動画は、書籍に掲載している操作手順を映像化し
たもので、誰でも無料で簡単に見られます。「できるシ
リーズ」解説動画の主な特徴は以下のとおりです。

 スマホやPCで紙面の操作が動画で見られる！

 紙面のQRコードから簡単アクセス！

 動画はおなじみのYouTubeで公開！

読者の方々からも「動画で手順が見られてわかりやすい」
「スマホで見られるのがいい」と好評です。まだご存知な
かったという書店員様は、ぜひこの機会に「できるシリー
ズ」の特典動画をご覧ください！

累計210万回再生を突破!!

使い方もカンタン！

YouTube連動の解説動画
をご存知ですか？

もっとみんなに
見てほしい！

特別公開！

読み書きしやすい

AI用のライブラリが豊富

プログラミングが得意でなくても 
AI研究・開発がしやすい!!

本の内容は著者さんと、装丁はデザイナーさんと打ち合わ
せします。いろいろな意見が飛び交う、楽しい瞬間です♪

著者さんやデザイナーさんと
打ち合わせ3

表紙で一番目立たせ
たいところはどこ？　
誰に向けて？　頭を
フル回転させてアイ
デアを出し合います

大事なのはメリハリ！

谷折

谷折
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2020年2月　第19号
「うるう年はちょっと得した気分になるんだもん！ 」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 3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

後藤

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

村田

平野

本郷

加茂下

藪田

丸山

徳田

1月22日にモーニング娘。'20の新曲が発売さ
れました！ 3曲中2曲は、曲が一緒ですが、詩・
編曲・ダンスを変えて作っており、全く異なっ
た雰囲気になっています。コンサートでは両
方のダンスをMIXして踊っていて、見ていて
とても楽しい！ 気になる方は一度YouTubeで
PVをご覧ください。
 出版営業部 藪田裕美
 （都内、都下、神奈川、山梨、長野担当）

先日、他社の同級生数名と「昭和52年会」を
発足し、第1回ミーティングを開催しました。熱
い仕事論を交わす予定でしたが、気が付けば
ファミコンの話、流行ったJ-POPの話などで
2時間があっという間に過ぎ……（笑）。次回
は弊社から発売中のムック「このレトロゲーム
を遊べ！」を持参予定です。

出版営業部 係長  本郷雄大
 （都内、千葉、静岡、北陸担当）

毎年この時期は越後湯沢へスキーに行くので
すが、ニュースで報じられている通りとにかく
雪不足。町中には積雪さえない有様です。観
光業への影響はもちろん、今後の水不足にも
繋がるため地元の人も心配していました。水
不足は東京も他人事ではなく、五輪もあるの
に大丈夫かしら……と今から懸念しています。

出版マーケティング部/ 広報担当  丸山奏恵

オリンピック観戦チケットの2次抽選に応募し
ましたがはずれました。最初に当選した男子マ
ラソン観戦チケットは会場が北海道になり無
効、当選チケットはゼロという状態です（泣）。
4月に公式サイトで観戦チケットの販売が始ま
るので狙っているのですが私は無事に購入で
きるのか……、次回結果報告します。

西日本支社  堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

先日、トッテナムのエリクセンがインテルへ移
籍しました。個人的にはベイルの移籍以来の
衝撃を受けている反面、7年間も在籍してい
れば色々なしがらみも生まれるだろうし、仕方
ないのかとも感じています。ハリー・ケインが
移籍しないことを切に願いながら、これからも
トッテナムを応援し続けます。
 オンライン・法人営業部 主任 徳田悟

今年も年始恒例のカスタムカーイベント「東京
オートサロン」へ。車離れと言われる中、来場者
は33万人超え！ ラリージャパンのデモ走行後ト
ヨタ社長がサプライズ登場し自らWRCカーでド
リフト走行を披露。ホンダからはF1などのモー
タースポーツ参戦体制が発表されましたがF1
写真集『500GP』も売れてます。

出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長  
村田哲史

中村

飯沼

岩本

堺

野原

岩織

愛甲

平田

水島

本間宗久、彼だったら今年の相場にどう向き
合うのだろう？ 五輪イヤーはアメリカ大統領選
挙の年。トランプリスクに米中関係、中東情勢、
気候変動、五輪後開催国の景気動向など、先
が読みづらい不安定な年に突入。「休むも相
場」……平和の祭典を楽しみたい！

出版営業部 法人担当部長  加茂下良憲
 （本部営業担当）

梅田

いまや一大ジャンルとなった感のある二郎インスパイ
ア。その魅力は本家にはないアレンジが楽しめること
です。今回伺った「麺処MAZERU」は「塩だれ」「汁
なし」の二郎系ラーメンを楽しめる人気店です。今回
は「肉増しまぜそば塩 特盛」をトッピング全マシにて
オーダー。卵黄とアブラ、黒胡椒、チーズなどが盛ら
れた汁なし麺はワシワシとした食感。トッピングこそ多
彩ですが、強めの塩だれで綺麗にまとめられ、調和
のとれた端正な美味しさです。トッピングの分厚い豚
バラ肉はこんがりプルプルで、ついつい夢中になって
しまうこと請け合いです。

人気連載の出張版

肉増しまぜそば塩 特盛 1,100円（取材当時）
非常に分厚い豚バラ肉。脂身はプルプルなが
ら、表面は焼き目が付いて、歯応えも楽しめそう
です！

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 麺処MAZERU
東京都千代田区神田佐久間町1-14 第2東ビル 1F

背脂・卵黄
・チーズが

織りなす

恍惚の一杯
！

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

嘉藤

宮下

阿部

資料作成に時間が掛かる……。

 パワポも自動化できるんです！

この操作、どうやるんだっけ？

 どんな操作もこの1冊にお任せ！

言いたいことが伝わらない……。

 伝わる資料が作れます！

まとまった見た目にならない……。

 見やすさのコツが学べます！

人気Webサイト『インスト
ラクターのネタ帳』運営者
としてお馴染みの著者が贈
る、ありそうでなかったパ
ワポ自動化の解説書。資料
作成の効率をアップさせる
ノウハウが身につきます。

類書内で随一のボリュー
ムを誇る、PowerPointリ
ファレンスの決定版！ お
役立ちのTipsとトラブル
解決ワザが満載。パワポ作
業の座右の1冊におすすめ
です。

伝わる資料のキモは、見や
すいデザインと明快なセ
オリーの両立にあり！ 本
書は受け手にとって見やす
く、わかりやすいプレゼン
資料づくりのポイントを網
羅的に解説しています。

今まで誰も教えてくれな
かった、資料を見やすく
するためのノウハウが満
載！ ビフォーアフター形
式のわかりやすい紙面で、
誰でも簡単に見やすい資料
作りのコツが学べます。

1年の中で特に春先に需要が増すのが、資料作成やプレゼンに役立つ「パワポ本」です。読者のよくある

お悩みごとに、この春イチ押しの書籍たちをご紹介します！

『一生使える 見やすい資料のデザイン入門』
ISBN:978-4-8443-3963-2　定価：1,800円＋税

『ひと目で伝わるプレゼン資料の全知識（できるビジネス）』
ISBN:978-4-295-00810-1　定価：1,800円＋税

『できるPowerPointパーフェクトブック 困った！＆便利ワザ大全』
ISBN:978-4-295-00843-9　定価：1,800円＋税

1/24
発売！

2/28
発売！

3/17
発売予定

好評
10刷

『いちばんやさしいPowerPoint VBAの教本
人気講師が教える資料作りに役立つパワポマクロの基本』

ISBN:978-4-295-00827-9　定価：2,600円＋税

定番は
こちら春先が一番売れます！ パワポの本

山折

山折




