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私の住む、日本一住みやすい街（らしい）川口
にも、旨いラーメン店が出来ました。朝6時半
から営業しているので早速「朝ラー」してきまし
たが、すでに早朝から行列になってまして、一
言でいうと「煮干レベルが高い」一杯です。店
名は「今日の一番」という変な名前ですが（店
長ゴメン笑）、味は保証します！

オンライン・法人営業部 課長
  嘉藤大輔

漢字に弱い夫の話。自治体に提出する書類、
書いたから確認して、と手渡されました。私の
名前の横の「世帯主との続柄」欄に「妻」と書く
ところへ「毒」と書いてありました。
 物流情報管理室 後藤まどか

先日、10年近く使い込んでガタがきていた自
作PCを新調しました。少しずつ部品交換をし
てだましだまし使っていたものを今回は全部
一新。3DゲームやVRもストレスフリーで10
年の時の流れを痛感しました。たまには全部
リセットするのも大事ですね。そして、最近は
毎晩「Microsoft Flight Simulator」で世界
中を旅行したつもりになっています。

オンライン・法人営業部 主任 阿部俊大

近頃、花や緑から癒しとパワーをもらっていま
す。きっかけは、地元・富山の企業さんの「＃ロ
スフラワーを無くしたい」という取り組み。毎月
キレイなお花が格安で届きます。オリンピック
でメダリストに渡すはずだったビクトリーブー
ケ用のお花も我が家に。ご興味のある方は

「＃2020スマイルフラワープロジェクト」で検
索！
 出版マーケティング部 課長 中村昌代

最近、家族で食べ比べを楽しんでいます。
「カップ焼きそばソース味縛り編」は12種類
購入しましたが家族4人では8種類が限界と
の判断を行い、これが正解でした。なんとか
完食できました。どれも特徴があり、美味し
かったです。順位はこそっと聞いて下さい（笑）。

「ダブルシュークリーム編」もお楽しみに（笑）。
 西日本支社 支社長 岩本琢磨
 （西日本統括、大阪、奈良、滋賀、京都、 

九州南部担当）

平野8月は隊長・所長共に短い夏休みがあり、私ゴ
リラはランチコックとして再度腕を振るう毎日。
先日作った焼きそばが評判良かったのでご紹
介。①麺はつけ麺用太麺（茹でる）、②ソースは
数種ブレンド（醤油可）、③鰹節を揉んで魚粉
ぽくする。これだけ守って、後は野菜と豚肉入
れていつも通り炒めるだけ！ お試しあれ。

出版営業部 係長  平野太郎
 （都内、埼玉、東北担当）
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飯沼

実家の犬が17歳になり、おむつを穿きはじめ
ました。母から送られてきた近況写真を見る
と、お尻の部分にミッキーがちらり。どうやら
犬用のサイズが合わず、人用のおむつに尻尾
穴をあけて着用しているらしいです。心配して
いたはずが、「そんな犬いる?!」と笑い話になっ
たのが最近の素敵な出来事でした。
 出版営業部  平田葵
 （都内、千葉、北海道担当）

加茂下

なぜかよもやま話しとひとりごとがかぶるんです
よね。目立ち過ぎですわ（笑）。唐突ですが「え
みちゃん」は強烈です。大阪弁マシンガントーク
でおもしろい、愛されキャラ、笑顔がかわいい、
元気、肌がきれいで仕事も早いと文句なしで
すわ。誰かさんと同じで声もバカでかい（笑）。
いったい誰なん？ なんですが、西日本支社最寄
りの中津駅にある居酒屋の実質店長です（笑）。
いつもほとんどワンオペなので時間がかかるメ
ニューはNG、アルコールも選びにくい、だい
たい「ちょっと待ってやぁ」と言われます（笑）。
やりたい放題に見えますが、なぜか憎めないで
す。人徳ですね。このような時期なので晩には
行けなくなり、ゆっくり話せないのは寂しいかぎ
りです。ランチに行ったときは久しぶりに爆裂
トークを聞いて安心しました。ぜひ、皆さんコ
ロナ禍が落ち着いたら「えみちゃん」のほんまも
んの大阪弁を聞きに西日本支社に遊びに来てく
ださい。元気をもらえますよ。ちなみに「えみちゃ
ん」内緒ですが還暦やったはずです。知らんけど

（笑）。（い）

堺

丸山

西 日 本 支 社
よもやま話

みんなのアイドル「えみちゃん」との貴重なツー
ショット ！

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〜

今井

野原

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。

天高く馬肥えてフェア賑わう秋だもん！ 」号

フェア用のパネル、POP以外にも各種POP
を弊社ホームページからダウンロード可能で
す。この機会にぜひご利用ください！

＊�ダウンロード方法は最終ページ下段をご参照くだ
さい。

コロナに負けるナ！

「2020できる秋フェア」売上倍増計画
コロナ禍のさなか大きく変わったライフスタイルに合わせて、今年の秋フェアは今までとひと味違うラインナップ
をご用意しました。店頭での展開例など、ぜひご覧ください！

●パソコン＋テレワーク＋話題書のトリプル展開！
定番の『できるWindows 10』『できるExcel』な
どのパソコン書に加え、重版を連発した『できる
テレワーク入門』を追加。他にもロングセラーの
ヒット書籍である『できるYouTuber式 Excel
現場の教科書』や『できるポケット 時短の王道 
ショートカットキー全事典』などを加えており、
いろいろなお客様に響く展開が可能です！

紀伊國屋書店グランフロント大阪店様の展開

大展開で

売上倍増だもん！

その他のPOPもご活用ください！

NEW
! NEW!

コロナ感染防止と経済活動の両立のため、政府
はテレワークを引き続き推奨しています。今後
も売れ行きが伸びる可能性大です！

テレワークはまだ伸びます！

山折

山折



「http://www.example.com/」というURL のドメインは、書籍などで例示するためだけに作られたもので、誰も取得できません。PC雑学 dynabook のマスコットキャラクターとしてお馴染みの「ぱらちゃん」はアザラシにしか見えませんが、正体は幽霊です。PC雑学

予定表や住所録にも便利だし、提出書類を含めて社内

手続きのほとんどをExcelで行っている会社も多いん

じゃないかな？ もはや仕事上の必須アプリとして毎日使

うわけだけど、それだけにみんな同じことを考えるんだ。

「どうしたら操作を早くできるだろう？」って。そこで注目

されるのがショートカットキー、関数、マクロなどを使っ

た、いわゆる“時短ワザ”なんだけど、データが数百・数

千にもなる場合はとてもじゃないけど、手作業では追い

つかないよね。

そんなときに役立つのが、プログラミングなんだ。実は

Excelの操作の多くはプログラムで自動化できる。中で

もデータ分析に強いPythonはExcelと相性バツグン。

売り上げや在庫管理など、毎月大量のデータを集計しな

ければならないような場合でも、プログラムで自動化す

ることで仕事が早く終わるようになるわけだ。Pythonな

ら複数のExcelファイルを同時に処理したり、Webから

データを自動収集したりもできるから、アイデア次第では

いろんな業務の自動化・効率化にも応用できるんだ。

PythonとExcelってどういう関係なの？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。

実はExcel 操作の多くはプログラミングで自動化できるんだ
処理が高速なPythonととっても相性がいいんだよ

『できる 仕事がはかどるPython＆
Excel自動処理 全部入り。』
ISBN：978-4-295-00983-2
定価：2,150円＋税

関 連 書 籍

・ショートカットキー
・関数
・マクロ
・プログラミング

Excel時短ワザとして
Pythonが使えるんだもん

8/24
刊

このコーナーでは、ヒット中の書籍やイチ押しの新
刊をピックアップして、その企画が誕生した背景
や制作時に注力したポイントなどを、担当編集者
が猛アピールします。今回は9月の新刊の担当者
が、企画への熱い思いを語ります！

「カレンダーに入力するだけでビデオ会議にメンバーを招待したい」
「チーム全員でファイルを同時に見ながら編集したい」「Wordのファ
イルを丸ごと翻訳したい」全部、Googleのツールで可能です！ しかも
無料!! ビジネスにもテレワークにも役立つ、ひと味違うGoogleの使い
方をぜひお試しください。

「企画のこだわり」プレゼン大会

グっと来たら、
ぜひご注文＆展開を!!

『できるGoogleビジネス＋テレワークパーフェクトブック 困った！＆便利ワザ大全』ISBN：978-4-295-01009-8定価：1,800円＋税
担当：荻上 徹

プレゼン
2

テレワークの拡大とともに、チャットやビデオ会議を日常的に使う人が

増加中です。本書はその中でも両方の機能を兼ね備えた、今注目の

ツール「Teams」の機能と活用法・全117ワザを操作手順付きで解説し

ています。紙面のマークを見れば「知識や自分だけに効果があるワザ」

「ほかの人にも影響するワザ」がわかり、安心して操作を試せます！

『できるポケット テレワーク必携

Microsoft Teams全事典 

Microsoft 365＆無料版対応』

ISBN：978-4-295-00999-3

定価：1,280円＋税

担当：佐川莉央

プレゼン
1

担当編集が猛アピール!!

9/24
発売!!

9/4
発売!!

＜Excel時短ワザ＞

Pythonが
使える！

テレワーク本をジャンル分けしました！
テレワークの需要が高まると同時に、テレワークに関する書籍も増え、その違い
に疑問を持つ方も少なくないと思います。今回は棚づくりのご参考になるよう、
インプレスのテレワーク本を右の図のように4つのジャンルで分けてみました。

『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

ビデオ会議やチャットなど、特定のツールの操作を詳しく知りたい人におす
すめの書籍です。

棚づくりのご参考に！

『できるfit Slack&Zoom&Trello 
テレワーク基本＋活用ワザ』

ISBN:978-4-295-00897-2
定価：1,480円＋税

幅広いツールの操作解説を凝縮した、テレワーク初心
者向けの書籍です。

『できるテレワーク 入門在宅勤務
の基本が身に付く本』

ISBN:978-4-295-00886-6
定価：価：1,580円＋税

『できるfit Zoom 基本＋活用ワザ』

ISBN:978-4-295-01010-4
定価:1,100円＋税

9/28
発売

9/2
発売

『できるポケット テレワーク必 携 
Microsoft Teams全事典』

ISBN:978-4-295-00999-3
定価:1,280円＋税

9/4
発売

『ビジネスチャット時短革命 メールは時間泥棒 
メールを48.6%も減らす働き方』

ISBN:978-4-295-00842-2
定価:1,600円＋税

『ゼロからはじめる テレワーク実践ガイド ツー
ルとアイデアで実現する「どこでも仕事」完全ノ
ウハウ』

ISBN:978-4-295-00919-1
定価：1,600円＋税

『できるGoogle ビジネス+テレ
ワーク パーフェクトブック 困った!
＆便利ワザ大全』

ISBN:978-4-295-01009-8
定価:1,800円＋税

9/24
発売

『できるポケット テレワーク入門 
在宅勤務の基本が身に付く本』

ISBN:978-4-295-01012-8
定価:1,180円＋税

10/1
発売

テレワークに欠かせないツールの
解説に加え、チームで活用するた
めのノウハウも豊富。

幅広いツールの操作方法だけでな
く、テレワークへの取り組み方な
どのノウハウも満載。

きれいにジャンル分けが
されていると、お客様も
選びやすいですね！

担当営業：堺

POP・パネルのご用意あります！
ダウンロードはこちらから

ツール

ノウハウ

詳しく 幅広く

①ツール×詳しく

③ノウハウ×詳しく ④ノウハウ×幅広く

②ツール×幅広く

① ②
③ ④

重版
3刷

重版
2刷

重版
4刷

ジュンク堂書店大阪本店様の展開

谷折

谷折
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ISBN:978-4-295-00842-2
定価:1,600円＋税

『ゼロからはじめる テレワーク実践ガイド ツー
ルとアイデアで実現する「どこでも仕事」完全ノ
ウハウ』

ISBN:978-4-295-00919-1
定価：1,600円＋税

『できるGoogle ビジネス+テレ
ワーク パーフェクトブック 困った!
＆便利ワザ大全』

ISBN:978-4-295-01009-8
定価:1,800円＋税

9/24
発売

『できるポケット テレワーク入門 
在宅勤務の基本が身に付く本』

ISBN:978-4-295-01012-8
定価:1,180円＋税

10/1
発売

テレワークに欠かせないツールの
解説に加え、チームで活用するた
めのノウハウも豊富。

幅広いツールの操作方法だけでな
く、テレワークへの取り組み方な
どのノウハウも満載。

きれいにジャンル分けが
されていると、お客様も
選びやすいですね！

担当営業：堺

POP・パネルのご用意あります！
ダウンロードはこちらから

ツール

ノウハウ

詳しく 幅広く

①ツール×詳しく

③ノウハウ×詳しく ④ノウハウ×幅広く

②ツール×幅広く

① ②
③ ④

重版
3刷

重版
2刷

重版
4刷

ジュンク堂書店大阪本店様の展開

谷折

谷折
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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

梅田

徳田

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

水島

後藤

平田

嘉藤

阿部

岩本

私の住む、日本一住みやすい街（らしい）川口
にも、旨いラーメン店が出来ました。朝6時半
から営業しているので早速「朝ラー」してきまし
たが、すでに早朝から行列になってまして、一
言でいうと「煮干レベルが高い」一杯です。店
名は「今日の一番」という変な名前ですが（店
長ゴメン笑）、味は保証します！

オンライン・法人営業部 課長
  嘉藤大輔

漢字に弱い夫の話。自治体に提出する書類、
書いたから確認して、と手渡されました。私の
名前の横の「世帯主との続柄」欄に「妻」と書く
ところへ「毒」と書いてありました。
 物流情報管理室 後藤まどか

先日、10年近く使い込んでガタがきていた自
作PCを新調しました。少しずつ部品交換をし
てだましだまし使っていたものを今回は全部
一新。3DゲームやVRもストレスフリーで10
年の時の流れを痛感しました。たまには全部
リセットするのも大事ですね。そして、最近は
毎晩「Microsoft Flight Simulator」で世界
中を旅行したつもりになっています。

オンライン・法人営業部 主任 阿部俊大

近頃、花や緑から癒しとパワーをもらっていま
す。きっかけは、地元・富山の企業さんの「＃ロ
スフラワーを無くしたい」という取り組み。毎月
キレイなお花が格安で届きます。オリンピック
でメダリストに渡すはずだったビクトリーブー
ケ用のお花も我が家に。ご興味のある方は

「＃2020スマイルフラワープロジェクト」で検
索！
 出版マーケティング部 課長 中村昌代

最近、家族で食べ比べを楽しんでいます。
「カップ焼きそばソース味縛り編」は12種類
購入しましたが家族4人では8種類が限界と
の判断を行い、これが正解でした。なんとか
完食できました。どれも特徴があり、美味し
かったです。順位はこそっと聞いて下さい（笑）。

「ダブルシュークリーム編」もお楽しみに（笑）。
 西日本支社 支社長 岩本琢磨
 （西日本統括、大阪、奈良、滋賀、京都、 

九州南部担当）

平野8月は隊長・所長共に短い夏休みがあり、私ゴ
リラはランチコックとして再度腕を振るう毎日。
先日作った焼きそばが評判良かったのでご紹
介。①麺はつけ麺用太麺（茹でる）、②ソースは
数種ブレンド（醤油可）、③鰹節を揉んで魚粉
ぽくする。これだけ守って、後は野菜と豚肉入
れていつも通り炒めるだけ！ お試しあれ。

出版営業部 係長  平野太郎
 （都内、埼玉、東北担当）

村田

岩織

本郷

中村

宮下

湯浅

藪田

大賀

飯沼

実家の犬が17歳になり、おむつを穿きはじめ
ました。母から送られてきた近況写真を見る
と、お尻の部分にミッキーがちらり。どうやら
犬用のサイズが合わず、人用のおむつに尻尾
穴をあけて着用しているらしいです。心配して
いたはずが、「そんな犬いる?!」と笑い話になっ
たのが最近の素敵な出来事でした。
 出版営業部  平田葵
 （都内、千葉、北海道担当）

加茂下

なぜかよもやま話しとひとりごとがかぶるんです
よね。目立ち過ぎですわ（笑）。唐突ですが「え
みちゃん」は強烈です。大阪弁マシンガントーク
でおもしろい、愛されキャラ、笑顔がかわいい、
元気、肌がきれいで仕事も早いと文句なしで
すわ。誰かさんと同じで声もバカでかい（笑）。
いったい誰なん？ なんですが、西日本支社最寄
りの中津駅にある居酒屋の実質店長です（笑）。
いつもほとんどワンオペなので時間がかかるメ
ニューはNG、アルコールも選びにくい、だい
たい「ちょっと待ってやぁ」と言われます（笑）。
やりたい放題に見えますが、なぜか憎めないで
す。人徳ですね。このような時期なので晩には
行けなくなり、ゆっくり話せないのは寂しいかぎ
りです。ランチに行ったときは久しぶりに爆裂
トークを聞いて安心しました。ぜひ、皆さんコ
ロナ禍が落ち着いたら「えみちゃん」のほんまも
んの大阪弁を聞きに西日本支社に遊びに来てく
ださい。元気をもらえますよ。ちなみに「えみちゃ
ん」内緒ですが還暦やったはずです。知らんけど

（笑）。（い）

堺

丸山

西 日 本 支 社
よもやま話

みんなのアイドル「えみちゃん」との貴重なツー
ショット ！

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〜

今井

野原

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。

天高く馬肥えてフェア賑わう秋だもん！ 」号

フェア用のパネル、POP以外にも各種POP
を弊社ホームページからダウンロード可能で
す。この機会にぜひご利用ください！

＊�ダウンロード方法は最終ページ下段をご参照くだ
さい。

コロナに負けるナ！

「2020できる秋フェア」売上倍増計画
コロナ禍のさなか大きく変わったライフスタイルに合わせて、今年の秋フェアは今までとひと味違うラインナップ
をご用意しました。店頭での展開例など、ぜひご覧ください！

●パソコン＋テレワーク＋話題書のトリプル展開！
定番の『できるWindows 10』『できるExcel』な
どのパソコン書に加え、重版を連発した『できる
テレワーク入門』を追加。他にもロングセラーの
ヒット書籍である『できるYouTuber式 Excel
現場の教科書』や『できるポケット 時短の王道 
ショートカットキー全事典』などを加えており、
いろいろなお客様に響く展開が可能です！

紀伊國屋書店グランフロント大阪店様の展開

大展開で

売上倍増だもん！

その他のPOPもご活用ください！

NEW
! NEW!

コロナ感染防止と経済活動の両立のため、政府
はテレワークを引き続き推奨しています。今後
も売れ行きが伸びる可能性大です！

テレワークはまだ伸びます！

山折

山折




