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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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今春も多くの書店様にて「できるフェア」を開
催していただいてます。ありがとうございます。
今年に入ってからの売上ベスト3は、1位『で
きるWindows 10 2020年 改訂5版』、2位『で
きるWindows 10 パーフェクトブック』、3位

『できるYouTuber式 Excel現場の教科書』。
26年目も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）

『死役所』（バンチコミックス）を読んでいます。
様々な死者が成仏のために死役所を訪れる
という漫画で、なかでも「託す」という話が印
象的でした。高齢の母親と献身的に母親を介
護する娘の話で、物語の後半にタイトルである

「託す」の意味がわかり涙……、そしてラスト
での親子の姿には号泣。是非皆さんにも読ん
でいただきたいです。

西日本支社 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

『あつまれ どうぶつの森』を購入しました。無
人島生活を満喫しながらモノづくりに励む日々
が続いてます。今作では島のクリエイトのほ
か、オンラインで遠く離れた友だちの島へ遊
びに行ったり、チャットをしたりと通信機能が
前作よりさらに充実。旅行をしているような気
分も味わえるおススメの一本です。

出版マーケティング部 主任／プランナー
  梅田拓実

今年に入って日曜夜は「麒麟がくる」を楽しく鑑
賞しております。やはり、個人的には男性の主
人公で戦国～徳川幕府が出来るまでの時代
を描いた作品が好きです。今回の主人公であ
る明智光秀は世間的には反逆者のレッテル
を貼られた人物。その様な「反ヒーロー」をど
の様に描くのか楽しみにしております。

オンライン・法人営業部  野原大輔

在宅勤務に移行し、オンライン会議を行う機
会がありました。もう少しコミュニケーションが
取りにくいのでは？ とも思っていたのですが、
あまり不便も少なく感じました。チャットツー
ルが増えた昨今、書店様との意見交換会の
実現が可能では？ と新たな可能性を感じた次
第です。もちろん二次会はオンライン飲み会で

（笑）。
 出版営業部 係長 本郷雄大
 （都内、静岡、北関東、北陸担当）

日頃の運動不足を少しでも解消するべく、ちょっ
ぴり早起きして朝散歩を始めました。今は暑く
もなく寒くもなく気持ちの良い季節。アスファル
トを割って伸びている道端の草花から元気を
もらっています。名前を知らない植物のなんと
多いことか……植物図鑑ゲットせねば！ オスス
メがあれば是非教えてください。

出版マーケティング部 課長  中村昌代
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水島

後藤
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飯沼

ラーメン屋にも気軽に行けない昨今ですが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今なら

（？）並ばずに食べれるだろうと、会社近くの
某二郎ラーメンへ赴いたところ、すでに十数
名の行列が……。ていうか昼時のいつもの人
数とあまり変わってない（笑）。良いか悪いか
は別として、ジロリアンの本懐を見たような気
がしています。

オンライン・法人営業部 課長  嘉藤大輔

平田

今号から新連載「西日本支社よもやま話」がス
タートします！ 西日本支社のメンバーは岩本・宮
下・堺の3人で、全員で西日本の書店を営業し
ています。世代がそれぞれ違うのですが、唯一
の共通点はカレー好きというところでしょうか。
あとはパートナー出版社のクロスメディア・パブ
リッシングの中平さんと松森さんも同じフロアで
働いており、みんな和気あいあいとアットホーム
な雰囲気で仕事をしています。支社の近所には
サラリーマン向けに美味しいご飯が充実してい
たりと過ごしやすい環境です（特に西日本支社
の食堂ともいえる洋食屋グリルアイのミンチカ
ツは絶品です）。これから毎月西日本支社のよも
やま話を発信していきますので皆さん楽しみに
していてください！（さ）

宮下

阿部

『できるテレワーク入門』 緊急出版！
テ レ ワ ー ク の 基 本 が や さ し く 身 に 付 く

新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、企業でテレワークを
導入する機運が高まっています。もともとIT環境の整備が進んでい
る企業は導入もスムーズですが、テレワークの方法論を持たない企
業も少なくありません。そこで、「できるシリーズ」では、ITに明るく
ない方でもテレワークのエッセンスを身に付けられる入門書『でき
るテレワーク入門』をこのたび、緊急出版します。

5/22
発売！

できるテレワーク入門
ISBN：978-4-295-00886-6
定価：1,580円＋税

◆店頭用のPOPもご活用ください！

テレワークに対して、さまざまな不安の声があります

コストのかからない方法を
解説！
本書で解説するテレワーク向けのサー
ビスの多くは無料でも利用できます。
「テレワーク導入にあたってコストが心
配だ……」という人も安心してテレワー
クを実践できます。

西 日 本 支 社
よもやま話

西日本支社は大阪の中津駅の近く、梅田からも徒歩
圏内です。ぜひお立ち寄りください。

お昼はグリルアイのミンチカツでエネルギー充
電 ！ 午後の仕事も頑張れそうです。

おもしろそやな〜
知らんけど

機材や有料サービスの利用など、
導入には多大なコストがかかる
のでは？

自宅のパソコンや通信環境が
貧弱で、テレワークできる自信
がない……

さまざまなサービスが乱立し
ていて、どれを使ったらいいの
かわからない……

本書なら、そうした不安を解消できます！

うちらの話も
    聞いてほしいんよ〜

環境を選ばない方法を紹介！
固定回線やテザリング、公衆無線LAN

のVPN接続など、さまざまなケースに
分けて、通信環境の準備方法を解説。利
用するサービスの大半はクラウド上で
動作するWebアプリなので、端末側の
スペックを要求しないものばかりです。

代表的なサービスが使える
ように！
テレワーク向きのツールはさまざまあ
り、取引先ごとに異なるものを使ってい
る可能性もあります。本書では代表的な
ツールをひと通り紹介しているので、た
とえばチャットならSlack、Teams、ハ
ングアウトなど、複数のツールの操作方
法が身に付きます。

新連載

山折

山折



いま国では「働き方改革」を進めていて、自由な場所で

働くテレワーク（在宅勤務）も注目されてるんだ。今年は

新型コロナウイルスの流行もあって、学校が休校になっ

たり、テレワークを採り入れる会社が増えたりしてるよ

ね。そこで、同じ場所に集まらなくても授業や会議がで

きるZoom（ズーム）というアプリが注目されているんだ。

Zoomはパソコンやスマホを使って「ビデオ会議」がで

きるアプリだよ。無料で使えて手軽なことと、接続が安

定していることで人気があるんだ。大人数でも使えて、

無料版でも最大100人まで、有料版なら1,000人まで

の授業や会議が開けるよ。画面共有をして、スライドや

ホワイトボードを見ながら話し合うような使い方もでき

るし、会議に参加するだけなら会員登録も必要ない。

ただし、安全面に注意して使うことが大事だよ。会議に

他人が乱入してくる「Zoom爆弾」が問題になっている

ので、会議のURLには必ずパスワードを付けたほうが

いい。セキュリティ上の更新も頻繁だから、アプリをこ

まめに更新して最新版を使うようにしよう。

最近よく聞く「Z
ズ ー ム

oom」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。

パソコンやスマホで簡単に「ビデオ会議」ができる
アプリだよ。大人数の授業や会議もできるんだ

『できるfit Slack&Zoom&Trello 
テレワーク基本＋活用ワザ』
本体価格：1,480円＋税
6月２５日発売予定

関 連 書 籍

Zoomの使用イメージ

おうちで授業が受けられたら
楽しそうだもーん！

インターネット検索で「A-B」と入力すると、B を除いた A のみの検索結果が表示されます。検索結果を絞りたいときに役立ちます。PC雑学 Google ストリートビューは実は、沖縄や石垣島の海中も見られます。自宅に居ながらにしてダイビング気分が味わえます。PC雑学

Zoomの始め方

Zoom公式ホームページ（https://zoom.us/
download#client_4meeting）から「ミーティ
ング用Zoomクライアント」（パソコンの場合）、

「Zoomモバイルアプリ」（スマホやタブレット
の場合）をダウンロードして、インストールします。

 自宅学習におすすめ！

 「できる全部入り。」シリーズ 
外出自粛要請や緊急事態宣言などを受け、「お家時間」が増えた人も多いでしょう。以前よりも1日を長く使えるように
なったいま、こっそりスキルアップしてみませんか？ 自宅学習には、仕事の効率化をテーマに、パソコンスキルをぎっ
しり詰め込んだ「全部入り。」シリーズがおすすめです。各タイトルの特徴をご紹介します。

「できる全部入り。」シリーズとは ？

「できる全部入り。」は、パソコン仕事の効率や精度を劇的に向上さ

せる使い方を1冊にギッシリ詰め込んだシリーズです。各項目には

効果がイメージしやすいように豊富な画面と活用例を掲載。さま

ざまな場面で生かせるノウハウをすぐに見つけられます。

できる Word思い通り 全部入り。
イライラ解消！わかればスッキリ！
ISBN：978-4-295-00846-0 
定価：1,680円＋税

編集部の一言

Wordのイライラを解消する、130ワ
ザを掲載！ サンプルファイルもダ
ウンロードできるので、手を動かし
ながら理解することができます。

（編集部・渡辺）

できる 仕事がはかどる
文字入力高速化 全部入り。
ISBN：978-4-295-00872-9
定価：1,580円＋税

営業部の一言

ショートカットや単語登録など、誰
でも今日から実践できる時短技がた
くさん！ 新入社員からベテラン社
員まで、幅広い層にウケる一冊です。

（営業部・平田）

4/24
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発売

できる 仕事がはかどる
Windows効率化 全部入り。
ISBN：978-4-295-00736-4
定価：1,680円＋税

編集部の一言

パソコン操作のムダを省いて、「知的労
働」に時間を使いましょう。Windowsパ
ソコンの「時短」のノウハウを一冊に詰
め込みました！ （編集部・瀧坂）

好評
発売中

できる 仕事がはかどる
Python自動処理 全部入り。
ISBN： 978-4-295-00625-1
定価：2,300円＋税

営業部の一言

丸善丸の内本店では発売2か月半で200
冊売れ！おススメの展開は「ビジネス仕
事術コーナー」との併売です。目を引く
こと間違いなしです。 （営業部・本郷）

重版
4刷

できる 仕事がはかどる
Excelマクロ 全部入り。
ISBN：978-4-295-00371-7
定価：1,680円＋税

編集部の一言

面倒なExcelの操作を自動化する「実践
的なマクロ」をギッシリ詰め込んだ本書
を活用すれば、作業の効率を劇的に上げ
られます！ （編集部・柳沼）

重版
3刷

書店員さんが
おススメしたい
 PC書に選ばれました。

「著 者 がYouTuber、本 と
チャンネルをからめて学習
できるスタイルが今の時代
にピッタリ」

「これまでにありそうでな
かった本×動画の新しい学
び方を提供。お客様に自信
をもってお勧めしたい1冊」人気YouTuber長内孝平さんが仕事で使うExcelスキルを動画とテキストでや

さしく解説。動画を見ることで理解が深まる、実務で即使えるExcelテクニック
が学べると大好評です。2019年2月の発売以降、人気の本書はこのたび2019
年度CPU※大賞にも入賞しました！ 全国の書店員さんからおススメしたいと
言われる本書の魅力を紹介します。

※全国主要書店147店舗のコンピューター書籍ご担当者様の投票で評価された新刊書籍

　  驚異の452万回再生！「おさとエクセル」と連動
著者が大手総合商社の経理時代から配信しているYouTubeチャンネルは
452万回再生！ 多数のユーザーから信頼されているコンテンツを１冊に
凝縮しています。

1

　  テキスト+動画でわかりやすい！
テキストだけでは理解しづらい操作方法を動画を見ながら学べます。忙しいビジ

ネスパーソンに最適の勉強方法です。

2

▲ジュンク堂書店大阪本店様での展開
発売から毎月堅調に動いておりビジネスマンに好評です。PC書棚だ
けではなくビジネス書棚など多面展開がおススメです！

（西日本支社・堺） 灯台下暗し！ 
ここが時短のキモだった！ 

Wordのイライラに
さようなら！

パソコン作業を見直せば、
仕事がもっと早くなる

とにかく、Pythonを
動かしてみたい人に

マクロでやると
便利な機能が満載

POPは各タイトル、ご用意しています！

御礼！御礼！

ず〜っと売れ続けている理由は ？

※CPU大賞「書店員さんの声」より抜粋引用

https://book.impress.co.jp/bookstore-info/

ダウンロードは
▼こちらから▼

本書の動画まとめページはこちら

https://dekiru.net/article/17623/
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でも今日から実践できる時短技がた
くさん！ 新入社員からベテラン社
員まで、幅広い層にウケる一冊です。

（営業部・平田）

4/24
発売

3/6
発売

できる 仕事がはかどる
Windows効率化 全部入り。
ISBN：978-4-295-00736-4
定価：1,680円＋税

編集部の一言

パソコン操作のムダを省いて、「知的労
働」に時間を使いましょう。Windowsパ
ソコンの「時短」のノウハウを一冊に詰
め込みました！ （編集部・瀧坂）

好評
発売中

できる 仕事がはかどる
Python自動処理 全部入り。
ISBN： 978-4-295-00625-1
定価：2,300円＋税

営業部の一言

丸善丸の内本店では発売2か月半で200
冊売れ！おススメの展開は「ビジネス仕
事術コーナー」との併売です。目を引く
こと間違いなしです。 （営業部・本郷）

重版
4刷

できる 仕事がはかどる
Excelマクロ 全部入り。
ISBN：978-4-295-00371-7
定価：1,680円＋税

編集部の一言

面倒なExcelの操作を自動化する「実践
的なマクロ」をギッシリ詰め込んだ本書
を活用すれば、作業の効率を劇的に上げ
られます！ （編集部・柳沼）

重版
3刷

書店員さんが
おススメしたい
 PC書に選ばれました。

「著 者 がYouTuber、本 と
チャンネルをからめて学習
できるスタイルが今の時代
にピッタリ」

「これまでにありそうでな
かった本×動画の新しい学
び方を提供。お客様に自信
をもってお勧めしたい1冊」人気YouTuber長内孝平さんが仕事で使うExcelスキルを動画とテキストでや

さしく解説。動画を見ることで理解が深まる、実務で即使えるExcelテクニック
が学べると大好評です。2019年2月の発売以降、人気の本書はこのたび2019
年度CPU※大賞にも入賞しました！ 全国の書店員さんからおススメしたいと
言われる本書の魅力を紹介します。

※全国主要書店147店舗のコンピューター書籍ご担当者様の投票で評価された新刊書籍

　  驚異の452万回再生！「おさとエクセル」と連動
著者が大手総合商社の経理時代から配信しているYouTubeチャンネルは
452万回再生！ 多数のユーザーから信頼されているコンテンツを１冊に
凝縮しています。

1

　  テキスト+動画でわかりやすい！
テキストだけでは理解しづらい操作方法を動画を見ながら学べます。忙しいビジ

ネスパーソンに最適の勉強方法です。

2

▲ジュンク堂書店大阪本店様での展開
発売から毎月堅調に動いておりビジネスマンに好評です。PC書棚だ
けではなくビジネス書棚など多面展開がおススメです！

（西日本支社・堺） 灯台下暗し！ 
ここが時短のキモだった！ 

Wordのイライラに
さようなら！

パソコン作業を見直せば、
仕事がもっと早くなる

とにかく、Pythonを
動かしてみたい人に

マクロでやると
便利な機能が満載

POPは各タイトル、ご用意しています！

御礼！御礼！

ず〜っと売れ続けている理由は ？

※CPU大賞「書店員さんの声」より抜粋引用

https://book.impress.co.jp/bookstore-info/

ダウンロードは
▼こちらから▼

本書の動画まとめページはこちら

https://dekiru.net/article/17623/

谷折

谷折



P1   「できるテレワーク入門」緊急出版！
P2   「 Excel現場の教科書」がCPU大
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2020年5月　第22号
「 5月は新茶で美味しく健康祈願だもん！ 」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 6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

徳田

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

中村

平野

堺

嘉藤

加茂下

梅田

本郷

今春も多くの書店様にて「できるフェア」を開
催していただいてます。ありがとうございます。
今年に入ってからの売上ベスト3は、1位『で
きるWindows 10 2020年 改訂5版』、2位『で
きるWindows 10 パーフェクトブック』、3位

『できるYouTuber式 Excel現場の教科書』。
26年目も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）

『死役所』（バンチコミックス）を読んでいます。
様々な死者が成仏のために死役所を訪れる
という漫画で、なかでも「託す」という話が印
象的でした。高齢の母親と献身的に母親を介
護する娘の話で、物語の後半にタイトルである

「託す」の意味がわかり涙……、そしてラスト
での親子の姿には号泣。是非皆さんにも読ん
でいただきたいです。

西日本支社 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

『あつまれ どうぶつの森』を購入しました。無
人島生活を満喫しながらモノづくりに励む日々
が続いてます。今作では島のクリエイトのほ
か、オンラインで遠く離れた友だちの島へ遊
びに行ったり、チャットをしたりと通信機能が
前作よりさらに充実。旅行をしているような気
分も味わえるおススメの一本です。

出版マーケティング部 主任／プランナー
  梅田拓実

今年に入って日曜夜は「麒麟がくる」を楽しく鑑
賞しております。やはり、個人的には男性の主
人公で戦国～徳川幕府が出来るまでの時代
を描いた作品が好きです。今回の主人公であ
る明智光秀は世間的には反逆者のレッテル
を貼られた人物。その様な「反ヒーロー」をど
の様に描くのか楽しみにしております。

オンライン・法人営業部  野原大輔

在宅勤務に移行し、オンライン会議を行う機
会がありました。もう少しコミュニケーションが
取りにくいのでは？ とも思っていたのですが、
あまり不便も少なく感じました。チャットツー
ルが増えた昨今、書店様との意見交換会の
実現が可能では？ と新たな可能性を感じた次
第です。もちろん二次会はオンライン飲み会で

（笑）。
 出版営業部 係長 本郷雄大
 （都内、静岡、北関東、北陸担当）

日頃の運動不足を少しでも解消するべく、ちょっ
ぴり早起きして朝散歩を始めました。今は暑く
もなく寒くもなく気持ちの良い季節。アスファル
トを割って伸びている道端の草花から元気を
もらっています。名前を知らない植物のなんと
多いことか……植物図鑑ゲットせねば！ オスス
メがあれば是非教えてください。

出版マーケティング部 課長  中村昌代

村田

岩織

岩本

野原

藪田

水島

後藤

丸山

飯沼

ラーメン屋にも気軽に行けない昨今ですが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今なら

（？）並ばずに食べれるだろうと、会社近くの
某二郎ラーメンへ赴いたところ、すでに十数
名の行列が……。ていうか昼時のいつもの人
数とあまり変わってない（笑）。良いか悪いか
は別として、ジロリアンの本懐を見たような気
がしています。

オンライン・法人営業部 課長  嘉藤大輔

平田

今号から新連載「西日本支社よもやま話」がス
タートします！ 西日本支社のメンバーは岩本・宮
下・堺の3人で、全員で西日本の書店を営業し
ています。世代がそれぞれ違うのですが、唯一
の共通点はカレー好きというところでしょうか。
あとはパートナー出版社のクロスメディア・パブ
リッシングの中平さんと松森さんも同じフロアで
働いており、みんな和気あいあいとアットホーム
な雰囲気で仕事をしています。支社の近所には
サラリーマン向けに美味しいご飯が充実してい
たりと過ごしやすい環境です（特に西日本支社
の食堂ともいえる洋食屋グリルアイのミンチカ
ツは絶品です）。これから毎月西日本支社のよも
やま話を発信していきますので皆さん楽しみに
していてください！（さ）

宮下

阿部

『できるテレワーク入門』 緊急出版！
テ レ ワ ー ク の 基 本 が や さ し く 身 に 付 く

新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、企業でテレワークを
導入する機運が高まっています。もともとIT環境の整備が進んでい
る企業は導入もスムーズですが、テレワークの方法論を持たない企
業も少なくありません。そこで、「できるシリーズ」では、ITに明るく
ない方でもテレワークのエッセンスを身に付けられる入門書『でき
るテレワーク入門』をこのたび、緊急出版します。

5/22
発売！

できるテレワーク入門
ISBN：978-4-295-00886-6
定価：1,580円＋税

◆店頭用のPOPもご活用ください！

テレワークに対して、さまざまな不安の声があります

コストのかからない方法を
解説！
本書で解説するテレワーク向けのサー
ビスの多くは無料でも利用できます。
「テレワーク導入にあたってコストが心
配だ……」という人も安心してテレワー
クを実践できます。

西 日 本 支 社
よもやま話

西日本支社は大阪の中津駅の近く、梅田からも徒歩
圏内です。ぜひお立ち寄りください。

お昼はグリルアイのミンチカツでエネルギー充
電 ！ 午後の仕事も頑張れそうです。

おもしろそやな〜
知らんけど

機材や有料サービスの利用など、
導入には多大なコストがかかる
のでは？

自宅のパソコンや通信環境が
貧弱で、テレワークできる自信
がない……

さまざまなサービスが乱立し
ていて、どれを使ったらいいの
かわからない……

本書なら、そうした不安を解消できます！

うちらの話も
    聞いてほしいんよ〜

環境を選ばない方法を紹介！
固定回線やテザリング、公衆無線LAN

のVPN接続など、さまざまなケースに
分けて、通信環境の準備方法を解説。利
用するサービスの大半はクラウド上で
動作するWebアプリなので、端末側の
スペックを要求しないものばかりです。

代表的なサービスが使える
ように！
テレワーク向きのツールはさまざまあ
り、取引先ごとに異なるものを使ってい
る可能性もあります。本書では代表的な
ツールをひと通り紹介しているので、た
とえばチャットならSlack、Teams、ハ
ングアウトなど、複数のツールの操作方
法が身に付きます。

新連載

山折

山折




