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みなさまはじめまして。7月1日付で営業部に
配属となった新卒の今井と申します。未だに
顔を合わせて挨拶ができていない方もおり、
はやくお会いしたいです。趣味は食べることと
スマホゲー（パズドラのランクがもうすぐ1000
に到達しそう）です。仕事も覚えられるように
努めますので、よろしくお願いいたします。

出版営業部  今井あかね

7月より入社いたしました。「どこか別の版元で
見たような？」と思われた方、8割方、気のせい
です。ですが、真実は残り2割にあることが多
いようですね。コロナ禍ではありますが、ご迷
惑にならない程度に、前職同様、あちらこちら
に出没したいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

出版営業部 課長  湯浅 創

ここ数年レトロゲーム機をミニサイズに復刻し
て発売するのが話題になりますが、セガが6
月に「ゲームギアミクロ」、7月に「アストロシティ
ミニ」と立て続けに発表。かなり本腰を入れて
きた感があります。近いうち、セガサターンや
ドリームキャストも！と期待してしまう今日この
頃です（笑）。

出版マーケティング部 主任／プランナー
  梅田拓実

在宅勤務が定着した今日この頃、注意点を本
などで調べていました。共通して書かれている
ことは「返信を早く」とのこと。確かにリアクショ
ンスピードはとても大切だなと改めて感じまし
た。在宅勤務時に感じたのは「返信が遅いと
悪目立ちする」という重圧……。通常に戻って
も、早めの返信を心がけようと決意しました。
 出版営業部 係長 本郷雄大
 （都内、静岡、北関東、北陸担当）

7月はツールドフランスのはずでしたが今年は
延期。代わりに選手がトレーニング機材でバー
チャルレースを真剣にやってたりするようで
す。GoogleMapと連動させて、家に居なが
ら自転車で日本縦断する方の記事も面白くて、
久々に自転車乗りたくなってきました。もちろん
配達はやりません。
 西日本支社 課長 宮下雅文
 （大阪、兵庫、四国、九州北部担当）

野原コロナ禍でのプロ野球の無観客試合に対し
て、違和感もありましたが、迫力ある打者の打
球音、ミットに収まるボールの音など、今までは
聞こえなかった音を楽しむ、新たな野球の楽し
み方を広げるいい機会だと思った数週間。た
だ、私のひいきの赤いチームは未だ低浮上。
今シーズンも愚痴（音）は増えそうです……。

オンライン・法人営業部  野原大輔
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コロナ禍で県外移動もままならない今です
が、季節によって住む場所を変える短期移住
生活に憧れてます。7月の北海道、10月の沖
縄、12月の金沢など。都会ですが人もお店の
数もちょうどよく、背伸びしないでいられる感じ
が私に合ってます。いつか実現できるかな。
 出版営業部 法人担当部長 加茂下良憲
 （本部営業担当）

平田

先月、クロスメディアランゲージの秋元さんから
「できるシリーズで最近勉強をしましたよ」との
お話しがあり盛り上がりました。秋元さんは書
店営業をされているので、できるシリーズを参
考にして自動的にPOPができるExcelシートを
作成したそうです。「もしできるシリーズを先に
読んでいたら、仕事でパソコンを使うとき楽だっ
たなと思いました。オートシェイプ内に数式を組
み込むというのはどの書籍にも載っていますが、
カメラ機能について触れているのは僕が読んだ
中では『できる』だけでしたね～。POP作成シー
トにもカメラ機能を組み込みましたよ」。秋元さ
ん、カメラ機能にはホント感動した！とのこと。
私もこの夏、できるシリーズで勉強します。（さ）

堺

阿部

西 日 本 支 社
よもやま話

秋元さんが実際に勉強したできるシリーズの関数や
グラフなど。一押しはショートカットキー全事典だ
そうです。

おもしろそやな〜
知らんけど

うちらの話も
    聞いてほしいんよ〜

中村

嘉藤

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。

今年の夏は、涼しい屋内で読書にかぎるもん！ 」号

ほなまた！

でんが
な
まんがな

岩本の関西弁講座②
「今日の鶏肉、良く煮込んでるね」

「今日のかしわ(けいにく)、よくしゅ
んでるわ」

「食器棚の幅何センチか定規で測って」

「みずやの幅センチかさしで測って」

待望の新刊も登場！

「Zoom」人気の秘密に迫る
テレワークの急激な浸透を契機に普及したビデオ会議ツール「Zoom」。会議での利用に止まらず、
学校の授業や遠隔診療、オンライン飲み会など、さまざまな用途で活用され始めています。
コミュニケーションの新しい形として定着しつつあるZoomの人気の秘密に迫ります。

Zoomの便利な点は、パソコンやスマホ、タブレットなど、さまざまなデバイスで
利用できる点です。また、招待されたビデオ会議に参加するだけならアカウント
も不要で、主催者から送られたURLをクリックするだけで参加できます。そうし
た手軽さが受けてユーザーの支持を広げています。

春からテレワーク関連の問い合わせが
増えており、当店でもZoomの解説書
を探しているお客様が多い印象です。
引き続き需要は続きそうです。

ジュンク堂書店難波店

天野貴信さん

Zoomは何が
便利なの？

アカウント不要・マルチデバイスで利用できるのが魅力です

Zoom本の大本命！『できるZoom』が9月2日に発売
大人気Zoomの入門書『できるZoom ビデオ会議が使いこなせる本』を9月2日に刊行しま
す。WindowsパソコンだけでなくMacやiPhone、Androidスマートフォン、タブレット
など、さまざまな端末での利用方法を解説しています。無料プランでの使い方だけでな
く、ウェビナーなど有料プランの機能や活用方法なども満載。セキュリティ対策が不安視
されるZoomですが、本書ではZoomの安全な使い方を丁寧に紹介しているので、初心者
でも安心してZoomを始められます。

できるZoom
ビデオ会議が使いこなせる本
ISBN：978-4-295-00978-8
定価：1,580円＋税

ユーザーニーズに合わせて、無料と
有料のプランが用意されています。
無料プランはミーティング時間が
40分までなどの制限はありますが、
通信品質や基本機能は有料プランと
遜色がありません。

有料プランもありますが
無料でも便利です

無料で利用
できるの？ 急速に利用者が拡大したこともあ

り、セキュリティの問題が心配され
ていますが、アプリのこまめなアッ
プデートや、会議のURLを第三者に
公開しないようにするなど、適切な
使い方を守れば安心して使えます。

適切な使い方を守れば
安心して利用できます

安全性は
大丈夫？
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マウス操作や文字入力で表示される「カーソル」の語源はラテン語の「cursor」。「走者」という意味だそうです。PC雑学 Android の語源は「人造人間」。「人に近い存在になって欲しい」という、開発者の願いが込められています。PC雑学

note（ノート）は、2014年にはじまった、文章・イラスト・

音楽などを投稿できるWebサービスだよ。従来のニュー

スサイトやブログは広告収入がビジネスモデルの主流

だったんだけど、noteは広告やランキングが入らず、書

き手が記事を有料にできたり、読者が「いいな」と思う

記事に投げ銭ができたり、といった自由度の高さが特長

で、自分らしく表現したい人たちに選ばれているよ。6月

には月間アクティブユーザー数が6,300万人を超えた

んだ。noteアカウントを持っていなくても読んだ記事に

共感を示す「スキ」を付けることができるのも大きな特長

で、気軽に書き手を応援できるね。noteの投稿がきっか

けで活躍している人もたくさんいるんだ。

書くネタに困ったらnoteが開催しているコンテストやお

題からテーマを選ぶこともできるし雑誌のような感覚でマ

ガジンも作れるし、書き手にとって心地よい環境が整っ

ている。最近では法人向けの「note pro」も人気を集め

ているよ。6月には人を傷つけるコメントを抑止する機能

も実装されて、ますます使いやすくなっているんだよ。

n
ノ ー ト

ote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。

広告が一切入らない U I で、
自分らしく表現したい人たちに選ばれているよ

『noteではじめる 新しいアウトプットの
教室 楽しく続けるクリエイター生活

（できるビジネス）』
ISBN：978-4-295-00710-4
定価：1,600円＋税

関 連 書 籍

『noteではじめる 新しいアウトプットの
教室制作日記』のマイページ

note＝ノートに好きなことを表現
できるなんて、楽しそうだもん！

https://note.com/note826

ビデオ会議ツールは、テレワークの現場だけでな

く、学校や塾での授業や飲み会などでも普通に使わ

れ、コミュニケーション手段として定着していま

す。テレビ番組でも「リモート出演」を目にしない日

がないほどです。そんななか、「テレワークでいち

ばん使われているビデオ会議ツールは何か？」を調

査した結果が右のグラフです。これを見ると、在宅

勤務者の約半数がZoomを利用していることがわ

かります。ビデオ会議ツールはその性格上、相手が

使っているツールを自分も使う必要があるため、市

場で「1人勝ち」が起こりやすいと言われれます。夏

休みで人の動きが発生するとZoomでのやり取りも

ますます増えるはず。売り場でもZoom関連書の積

極展開をおすすめします！

各種の調査・統計データをひも解き
ながら、コンピューター書の売り場
づくりのヒントを探るコーナーです。

出所：MMD研究所「在宅勤務における自宅のインターネット
通信回線の実態調査：2020年5月19日～5月22日」より

（n=847 ※上位9位）

ビデオ会議ツールは「テレワークの代名詞」的な存在とも言え、在宅勤務に欠かせない存在です。
そんな数あるビデオ会議ツールの中でNo.1のシェアを獲得しているのがZoomだとわかります。

データで読み解くITトレンド
棚づくりのヒントが見えてくる?!

在宅勤務でビデオ会議に使用しているサービス

 「Zoom飲み」もすでに定着しつつある今、 

 テレワ本売り場はZoom本を中心に展開を！ 

重版

3刷！
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ビジネス万能ツール「Outlook」の
パーフェクトブック登場！

ビジネスの現場で役立つ「Outlook」の便利な使い方を網羅！　最新刊「Outlookパーフェクトブック」の内容をご紹介します。

実はメーラーシェアNo.1 ！

日本ビジネスメール協会の調査によると、仕事用のメーラーは
「Outlook」がダントツで1位。2位のGmailを引き離しています。

出典：一般社団法人日本ビジネスメール協会「ビジネスメール実態調査2020」

予定表機能を詳しく紹介。会議の設定や資料共有など、仕事効率化
のコツも分かります。

★お
ススメ2★

Outlook最大のメリット、
予定表の使い方も網羅

テレワークで人気のTeamsにも対応。ビデオ会議を簡単に設定・
開催できます。

★お
ススメ3★

ビデオ会議ツール「Teams」との
連携もしっかり解説！

できるOutlookパーフェクトブック 
困った！＆便利ワザ大全 
2019/2016/2013＆
Microsoft 365対応
ISBN:978-4-295-00921-4
定価1,680円＋税

一歩進んだOutlookの使い方
を網羅。動画解説、ショート
カットキー早見表など特典も
充実しています。

7/28
発売！

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

重版
2刷！

メールだけ
じゃない！

★お
ススメ1★

ビジネスの現場ですぐに使えるワザを満載

すぐに使えて役に
立つワザを500
以上掲載。ジャン
ルNo.1の 大 ボ
リュームです！

あわせてご展開ください ！
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谷折
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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

重版
2刷！

メールだけ
じゃない！

★お
ススメ1★

ビジネスの現場ですぐに使えるワザを満載

すぐに使えて役に
立つワザを500
以上掲載。ジャン
ルNo.1の 大 ボ
リュームです！

あわせてご展開ください ！

谷折

谷折
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今月は

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 9月
発行予定です！
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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

平野

湯浅

加茂下

今井

梅田

宮下

みなさまはじめまして。7月1日付で営業部に
配属となった新卒の今井と申します。未だに
顔を合わせて挨拶ができていない方もおり、
はやくお会いしたいです。趣味は食べることと
スマホゲー（パズドラのランクがもうすぐ1000
に到達しそう）です。仕事も覚えられるように
努めますので、よろしくお願いいたします。

出版営業部  今井あかね

7月より入社いたしました。「どこか別の版元で
見たような？」と思われた方、8割方、気のせい
です。ですが、真実は残り2割にあることが多
いようですね。コロナ禍ではありますが、ご迷
惑にならない程度に、前職同様、あちらこちら
に出没したいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

出版営業部 課長  湯浅 創

ここ数年レトロゲーム機をミニサイズに復刻し
て発売するのが話題になりますが、セガが6
月に「ゲームギアミクロ」、7月に「アストロシティ
ミニ」と立て続けに発表。かなり本腰を入れて
きた感があります。近いうち、セガサターンや
ドリームキャストも！と期待してしまう今日この
頃です（笑）。

出版マーケティング部 主任／プランナー
  梅田拓実

在宅勤務が定着した今日この頃、注意点を本
などで調べていました。共通して書かれている
ことは「返信を早く」とのこと。確かにリアクショ
ンスピードはとても大切だなと改めて感じまし
た。在宅勤務時に感じたのは「返信が遅いと
悪目立ちする」という重圧……。通常に戻って
も、早めの返信を心がけようと決意しました。
 出版営業部 係長 本郷雄大
 （都内、静岡、北関東、北陸担当）

7月はツールドフランスのはずでしたが今年は
延期。代わりに選手がトレーニング機材でバー
チャルレースを真剣にやってたりするようで
す。GoogleMapと連動させて、家に居なが
ら自転車で日本縦断する方の記事も面白くて、
久々に自転車乗りたくなってきました。もちろん
配達はやりません。
 西日本支社 課長 宮下雅文
 （大阪、兵庫、四国、九州北部担当）

野原コロナ禍でのプロ野球の無観客試合に対し
て、違和感もありましたが、迫力ある打者の打
球音、ミットに収まるボールの音など、今までは
聞こえなかった音を楽しむ、新たな野球の楽し
み方を広げるいい機会だと思った数週間。た
だ、私のひいきの赤いチームは未だ低浮上。
今シーズンも愚痴（音）は増えそうです……。

オンライン・法人営業部  野原大輔

村田

岩織

岩本

本郷

藪田

水島

後藤

丸山

飯沼

コロナ禍で県外移動もままならない今です
が、季節によって住む場所を変える短期移住
生活に憧れてます。7月の北海道、10月の沖
縄、12月の金沢など。都会ですが人もお店の
数もちょうどよく、背伸びしないでいられる感じ
が私に合ってます。いつか実現できるかな。
 出版営業部 法人担当部長 加茂下良憲
 （本部営業担当）

平田

先月、クロスメディアランゲージの秋元さんから
「できるシリーズで最近勉強をしましたよ」との
お話しがあり盛り上がりました。秋元さんは書
店営業をされているので、できるシリーズを参
考にして自動的にPOPができるExcelシートを
作成したそうです。「もしできるシリーズを先に
読んでいたら、仕事でパソコンを使うとき楽だっ
たなと思いました。オートシェイプ内に数式を組
み込むというのはどの書籍にも載っていますが、
カメラ機能について触れているのは僕が読んだ
中では『できる』だけでしたね～。POP作成シー
トにもカメラ機能を組み込みましたよ」。秋元さ
ん、カメラ機能にはホント感動した！とのこと。
私もこの夏、できるシリーズで勉強します。（さ）

堺

阿部

西 日 本 支 社
よもやま話

秋元さんが実際に勉強したできるシリーズの関数や
グラフなど。一押しはショートカットキー全事典だ
そうです。

おもしろそやな〜
知らんけど

うちらの話も
    聞いてほしいんよ〜

中村

嘉藤

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。

今年の夏は、涼しい屋内で読書にかぎるもん！ 」号

ほなまた！

でんが
な
まんがな

岩本の関西弁講座②
「今日の鶏肉、良く煮込んでるね」

「今日のかしわ(けいにく)、よくしゅ
んでるわ」

「食器棚の幅何センチか定規で測って」

「みずやの幅センチかさしで測って」

待望の新刊も登場！

「Zoom」人気の秘密に迫る
テレワークの急激な浸透を契機に普及したビデオ会議ツール「Zoom」。会議での利用に止まらず、
学校の授業や遠隔診療、オンライン飲み会など、さまざまな用途で活用され始めています。
コミュニケーションの新しい形として定着しつつあるZoomの人気の秘密に迫ります。

Zoomの便利な点は、パソコンやスマホ、タブレットなど、さまざまなデバイスで
利用できる点です。また、招待されたビデオ会議に参加するだけならアカウント
も不要で、主催者から送られたURLをクリックするだけで参加できます。そうし
た手軽さが受けてユーザーの支持を広げています。

春からテレワーク関連の問い合わせが
増えており、当店でもZoomの解説書
を探しているお客様が多い印象です。
引き続き需要は続きそうです。

ジュンク堂書店難波店

天野貴信さん

Zoomは何が
便利なの？

アカウント不要・マルチデバイスで利用できるのが魅力です

Zoom本の大本命！『できるZoom』が9月2日に発売
大人気Zoomの入門書『できるZoom ビデオ会議が使いこなせる本』を9月2日に刊行しま
す。WindowsパソコンだけでなくMacやiPhone、Androidスマートフォン、タブレット
など、さまざまな端末での利用方法を解説しています。無料プランでの使い方だけでな
く、ウェビナーなど有料プランの機能や活用方法なども満載。セキュリティ対策が不安視
されるZoomですが、本書ではZoomの安全な使い方を丁寧に紹介しているので、初心者
でも安心してZoomを始められます。

できるZoom
ビデオ会議が使いこなせる本
ISBN：978-4-295-00978-8
定価：1,580円＋税

ユーザーニーズに合わせて、無料と
有料のプランが用意されています。
無料プランはミーティング時間が
40分までなどの制限はありますが、
通信品質や基本機能は有料プランと
遜色がありません。

有料プランもありますが
無料でも便利です

無料で利用
できるの？ 急速に利用者が拡大したこともあ

り、セキュリティの問題が心配され
ていますが、アプリのこまめなアッ
プデートや、会議のURLを第三者に
公開しないようにするなど、適切な
使い方を守れば安心して使えます。

適切な使い方を守れば
安心して利用できます

安全性は
大丈夫？
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山折
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