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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！
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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
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ご案内

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
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。

濡れぬ先のできるシリーズだもん！ 」号

営業部員のひとりごと

岩織

村田

平野

平田

後藤

岩本

「学研の図鑑スーパー戦隊」を購入しました。
ゴレンジャー世代なのでそこから45周年、こ
どもと一緒に見ていたので楽しめます。なん
だか幅広い世代が買う秀逸な企画本ですね。
個人的にはゴーカイジャーの悪役でバスコが
思い出深いです。ただ、悪役は掲載されてま
せんわ（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）

コロナ2年目。色々行事が無くなっていく中、先
日、隊長の中学校で体育祭が行われました。
小学部AM、中学部PMと完全分離・時短開催
でしたが、久しぶりに大空の下子供たちの元気
な姿が見れて、元気を貰いました。心の洗濯も
できて、いい休日になりました。

出版営業部 課長 平野太郎
 （都内、埼玉、東北担当）

梅田

湯浅

加茂下

今井

先日再放送された『古畑任三郎』。イチローが
犯人役の回を録画して家族で観ていたら、小
2娘に「この人、野球選手なんでしょ？ スシロー
だっけ？」と質問されました。そうだよ、と答え
ておきました。
 物流情報管理室 主任 後藤まどか

徳田

今月のよもやま話は、大阪弁の「知らん」の10
段活用編ですわ。

①「知らん」→本当に知らない
②「�知らんわ」→「知らない」というただの相槌
③「知らんし」→どうでもいい感じ
④「知らんねん」→知らなくてごめんね
⑤「�知らんがな」→関係ない、興味ない、めん
どくさい

⑥「知らんけど」→責任回避、確かではない
⑦「知らんちゅうねん」→もうちょっとで切れる
⑧「�知らんっちゅうねん！」→マジギレ（「っ」がポ
イント）

⑨「知らんわぼけ」→おい！こら！
⑩「�知らんゆーてるやろが！」→おい！�こら！�しつ
こいぞ！（たぶんこれが最上級。知らんけど
（笑））

こんな感じでしょうか。誇張、間違いあるかと
思いますが、何とぞご了承ください。（い）

飯沼

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〜

これで「いんじゃん」表現してるらしいで、知らんけど。
※いんじゃんはジャンケンの意味

阿部

堺

水島野原

丸山

気づけばテレワーク歴1年を超えました。働き
方改革が提唱されながらも、日本の風土から、
進まなかったテレワーク。きっかけは（コロナと
いう）良い事ではありませんでしたが、新しい
ワークスタイルとしては今後は定着するので
はないでしょうか。後は肥えない様に自己管理
もしっかりしないと、と思う日々です……。
 オンライン・法人営業部 主任 野原大輔

週末外出もせ ずYouTubeで楽器関係の情
報を漁る日々、MCN宮崎CVTV「JUNK TV」
の「エフェクターボー道」が面白く、気がつい
たら新しいボードとスイッチャーをポチってい
ました。ライブどころかまだスタジオにも持ち
込めてないのですが、早くバンドで使いたい
なぁ。
 オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

最近、お弁当作りにハマっています。ずっと憧
れていた、あすなろ製のお弁当箱を購入した
のがきっかけ。在宅勤務なのにお弁当？ いえ
いえ、在宅だと自炊が増え、ランチは残り物で
カンタンに……となるわけで。お弁当箱に詰
めておけばすぐに食べられるし洗い物も少なく
て済む。在宅勤務だからこそのお弁当！なんで
す。

出版マーケティング部 課長 中村昌代

在宅勤務になって丸1年。10年ほど愛用して
いる椅子が悲鳴を上げ始めました。なぜここに
来て急に……と思ったものの、これまでは1日
1時間程度座っていただけ。それがこの1年1
日何時間と座り続けているので、そりゃ傷みも
早くなるなと納得。早く次の椅子を迎えたいの
ですが在宅勤務の需要増で納期が夏頃。届く
より先に椅子が壊れてしまいそうです……。

出版マーケティング部／広報担当 丸山奏恵

大賀

本郷

中村

宮下

嘉藤

はじめよう！
！

キャッシュレ
ス

『できるfit 川崎さちえのおトク術』
今がおススメです！

クレジットカードやスマートフォンを使った「キャッシュレス決済」が、コロナ禍でますます注目を
集めています。現金よりもおトクに、しかも安全にキャッシュレス決済やポイ活を使うためのノウ
ハウが満載の新刊を5月25日に発売しました。ここではおススメのポイントを紹介します。

新型コロナウイルスの感染を防

ぐため、現金の受け渡しがない

キャッシュレス決済が政府から

も推奨されています。紙幣に付

着したコロナウイルスは1週間

生存するというデータもあり、

世界的にキャッシュレスが広

まっています。

本書の売り場は、パソコン書の「ス

マートフォン」「メルカリ」に加えて、

実用書の「節約」コーナーもおすすめ

です。PCやスマホ利用者だけでなく、

節約志向の強い女性層にもアピール

できるので、ぜひ両方の棚での展開を

お願いします！

キャッシュレス決済の醍醐味は、ポイントや

キャッシュバックなどの豊富な特典。これらを

活用することで、ふだんの買い物がぐっとおト

クになります。本書では「節約の達人」川崎さち

え氏がキャッシュレス決済のノウハウを披露。

これからはじめる人にもおススメです！

『できるfit 節約の達人
川崎さちえのポイ活＋
クーポン＋メルカリ 
スマホでおトク術』
ISBN:978-4-295-01137-8
定価：1,430円（税込）

5/25
発売！

現金に触らないから
コロナ対策におすすめ！

おススメ①

ポイントや「○○Pay」を
試したい人におすすめ！

おススメ②

PC書と実用書の
「W展開」がおすすめ！

おススメ③

CARD

PAY

山折

山折



スマートフォンやパソコンの防水機能や耐久性を示す「MIL 規格」とは、アメリカ国防総省が制定した品質基準です。PC雑学 Chromebook が初めて登場したのは 2011 年の 5 月 11 日。メーカーは Acer とサムスンで、当初は Android アプリに非対応でした。PC雑学

ホームページはHTMLやCSS、JavaScriptといった言

語で記述されているけど、WordPressなどのCMSを使

えば、テーマやプラグインを組み合わせるだけで言語を

意識せずにホームページを作れるよね。WordPressも

ノーコードツールの1つなんだけど、ほかのツールも同様

に必要な機能を組み合わせて開発するものが多い。最

近では普段仕事で利用しているような業務アプリ（デー

タ管理やタスク自動化など）を開発するためのノーコード

が国内外で登場して、急速に注目されるようになったん

だ。なぜなら今、企業はDXを推進してビジネスの競争

力を高めたり、生産性の向上を図ったりすることが急務

と言われているから。しかも低コストかつ短期間で。で

も世の中はIT人材不足と言われているよね。つまりエン

ジニアでない人でも開発できるノーコードの登場は渡り

に船というわけなんだ。ノーコードが登場した背景には、

クラウドやSaaS、APIエコシステムの一般化など複数

の要因も重なっているんだけど、そのあたりは書籍『ノー

コードシフト』を読んでみてね。

ノーコード（NoCode）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。

プログラミングをすることなく、Webアプリやサービスを作る
ことができる開発手法やツールのことだよ

ノーコードはDXの
近道だもん!!

ノーコードツールの分類

『ノーコードシフト 
プログラミングを使わない開発へ』
ISBN：978-4-295-01168-2
定価1,760円（税込）

関 連
書 籍

新刊

ご存じですか？「iPhone SE」が売れてます！
毎年刊行されるiPhoneの解説書。店頭でどの書籍を置くか迷うことはありませんか ？ 最新機種である「iPhone 12」の解説書を置いていただくのは
マストですが、実はいま現在の売れ筋は2020年4月に出た「iPhone SE 第2世代」です。ここでは、なぜいまiPhone SEが人気なのか解説します。

スマートフォン製品別売れ筋ランキング
集計期間：2021年04月01日～04月30日

1位	 iPhone	SE	64GB(au)(2nd)

2位	 iPhone	SE	64GB(ソフトバンク)(2nd)

3位	 iPhone	SE	64GB(UQモバイル)(2nd)

4位	 AQUOS	sense4	basic

5位	 iPhone	SE	64GB(NTTドコモ)(2nd)

BCNランキング「スマートフォン 月間売れ筋ランキング」調べ

製品本体の販売が好調なため、版元問わ
ず「iPhone SE」の解説書が売れています。
ただ、2020年10月にiPhone 12が発売さ
れてからは、iPhone SEの解説書が返品
されていることもしばしばです。いま一
度、貴店の在庫をチェックしてみてくだ
さい ！

『できるfit iPhone SE 第2世代  基本+活用ワザ
ドコモ/au/ソフトバンク完全対応』
ISBN：978-4-295-00900-9
定価1,320円（税込）

『世界一やさしいiPhone SE』
ISBN：978-4-295-00914-6
定価：528円（税込）

Googleが2011年に提供を開始した
Chrome OSが、い まWindowsに 次
ぐ第 二 のOSとしてそのシェアをさら
に伸ばしています。安価に購入できる
Chromebookは、教育現場やテレワー
ク用マシンとしても人気を集めており、
一部の商品は品薄状態が続いている
ほどです。Chrome OSは新しいOSな

ので、「初めて使う人」がほとんど。デー
タの保存先がGoogleドライブ やOne 
Driveといったクラウドであるなど、これ
までのパソコンと使い方が異なる部分
も多く、解説書のニーズの高まりが期
待できます。この夏のコンピューター書
売り場の目玉として、Chromebook解
説書の展開をぜひご検討ください！
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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：「Strategy Analytics' Connected Computing Devices service」をもとに作成

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?!

�Chrome�OSのシェアが拡大中！�

�Chromebookも大人気！�解説書の積極展開を�

『できるChromebook
新しいGoogleのパソコンを
使いこなす本』
ISBN：978-4-295-01169-9
定価：1,650円（税込）

『Chromebook仕事術 最強の
テレワークPCにする
実践ワザ（できるビジネス）』
ISBN：978-4-295-01177-4
定価：1,848円（税込）

7/13
発売!!

7/20
発売!!

Chrome�OSのシェアは
すでにmacOSを抜き急伸中！

※ 出典『ノーコードシフト プログラミングを
使わない開発へ』

データ管理

オール
イン
ワン

Webデザイン タスク自動化

解説書の在庫、要チェックです！

2020年8月以降、格安スマホ会社での
iPhone SEの取り扱いがはじまり、端
末とキャリアのセット購入が可能に
なりました。各社のお得なキャンペー
ンやプランも人気をあと押ししてい 
ます。

格安スマホ会社での
取り扱い増！

3人気
のポイント

「スマホのロックを解除するのにマス
ク姿だと顔が認証されない」ことはあ
りませんか ？ iPhone SEはホームボタ
ンに触れることで、画面のロックを解
除できる「Touch ID」が健在なため、マ
スクのままでも問題なく使えます。

マスク姿でも
ロック解除可！

2人気
のポイント

iPhone 12は8万～11万円台とお高め
な価格設定ですが、iPhone SEは4万円
～6万円台と、ぐっと手に取りやすい価
格になっています。価格は抑えめなが
ら、iPhone 11 Pro と同じチップを搭
載した処理能力の高さも魅力です。

お手頃価格で
手に入る！

1人気
のポイント

好評
3刷

好評
3刷解説書も

売れてます！
ぜひ補充を‼

ベスト5のほとんどが
iPhone SE 第2世代という結果に！

営業部・平田

谷折

谷折
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3人気
のポイント

「スマホのロックを解除するのにマス
ク姿だと顔が認証されない」ことはあ
りませんか ？ iPhone SEはホームボタ
ンに触れることで、画面のロックを解
除できる「Touch ID」が健在なため、マ
スクのままでも問題なく使えます。

マスク姿でも
ロック解除可！

2人気
のポイント

iPhone 12は8万～11万円台とお高め
な価格設定ですが、iPhone SEは4万円
～6万円台と、ぐっと手に取りやすい価
格になっています。価格は抑えめなが
ら、iPhone 11 Pro と同じチップを搭
載した処理能力の高さも魅力です。

お手頃価格で
手に入る！

1人気
のポイント

好評
3刷

好評
3刷解説書も

売れてます！
ぜひ補充を‼

ベスト5のほとんどが
iPhone SE 第2世代という結果に！

営業部・平田

谷折

谷折
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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2021年 7月
発行予定です！
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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

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
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。

濡れぬ先のできるシリーズだもん！ 」号

営業部員のひとりごと

岩織

村田

平野

平田

後藤

岩本

「学研の図鑑スーパー戦隊」を購入しました。
ゴレンジャー世代なのでそこから45周年、こ
どもと一緒に見ていたので楽しめます。なん
だか幅広い世代が買う秀逸な企画本ですね。
個人的にはゴーカイジャーの悪役でバスコが
思い出深いです。ただ、悪役は掲載されてま
せんわ（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）

コロナ2年目。色々行事が無くなっていく中、先
日、隊長の中学校で体育祭が行われました。
小学部AM、中学部PMと完全分離・時短開催
でしたが、久しぶりに大空の下子供たちの元気
な姿が見れて、元気を貰いました。心の洗濯も
できて、いい休日になりました。

出版営業部 課長 平野太郎
 （都内、埼玉、東北担当）

梅田

湯浅

加茂下

今井

先日再放送された『古畑任三郎』。イチローが
犯人役の回を録画して家族で観ていたら、小
2娘に「この人、野球選手なんでしょ？ スシロー
だっけ？」と質問されました。そうだよ、と答え
ておきました。
 物流情報管理室 主任 後藤まどか

徳田

今月のよもやま話は、大阪弁の「知らん」の10
段活用編ですわ。

①「知らん」→本当に知らない
②「�知らんわ」→「知らない」というただの相槌
③「知らんし」→どうでもいい感じ
④「知らんねん」→知らなくてごめんね
⑤「�知らんがな」→関係ない、興味ない、めん
どくさい

⑥「知らんけど」→責任回避、確かではない
⑦「知らんちゅうねん」→もうちょっとで切れる
⑧「�知らんっちゅうねん！」→マジギレ（「っ」がポ
イント）

⑨「知らんわぼけ」→おい！こら！
⑩「�知らんゆーてるやろが！」→おい！�こら！�しつ
こいぞ！（たぶんこれが最上級。知らんけど
（笑））

こんな感じでしょうか。誇張、間違いあるかと
思いますが、何とぞご了承ください。（い）

飯沼

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〜

これで「いんじゃん」表現してるらしいで、知らんけど。
※いんじゃんはジャンケンの意味

阿部

堺

水島野原

丸山

気づけばテレワーク歴1年を超えました。働き
方改革が提唱されながらも、日本の風土から、
進まなかったテレワーク。きっかけは（コロナと
いう）良い事ではありませんでしたが、新しい
ワークスタイルとしては今後は定着するので
はないでしょうか。後は肥えない様に自己管理
もしっかりしないと、と思う日々です……。
 オンライン・法人営業部 主任 野原大輔

週末外出もせ ずYouTubeで楽器関係の情
報を漁る日々、MCN宮崎CVTV「JUNK TV」
の「エフェクターボー道」が面白く、気がつい
たら新しいボードとスイッチャーをポチってい
ました。ライブどころかまだスタジオにも持ち
込めてないのですが、早くバンドで使いたい
なぁ。
 オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

最近、お弁当作りにハマっています。ずっと憧
れていた、あすなろ製のお弁当箱を購入した
のがきっかけ。在宅勤務なのにお弁当？ いえ
いえ、在宅だと自炊が増え、ランチは残り物で
カンタンに……となるわけで。お弁当箱に詰
めておけばすぐに食べられるし洗い物も少なく
て済む。在宅勤務だからこそのお弁当！なんで
す。

出版マーケティング部 課長 中村昌代

在宅勤務になって丸1年。10年ほど愛用して
いる椅子が悲鳴を上げ始めました。なぜここに
来て急に……と思ったものの、これまでは1日
1時間程度座っていただけ。それがこの1年1
日何時間と座り続けているので、そりゃ傷みも
早くなるなと納得。早く次の椅子を迎えたいの
ですが在宅勤務の需要増で納期が夏頃。届く
より先に椅子が壊れてしまいそうです……。

出版マーケティング部／広報担当 丸山奏恵

大賀

本郷

中村

宮下

嘉藤

はじめよう！
！

キャッシュレ
ス

『できるfit 川崎さちえのおトク術』
今がおススメです！

クレジットカードやスマートフォンを使った「キャッシュレス決済」が、コロナ禍でますます注目を
集めています。現金よりもおトクに、しかも安全にキャッシュレス決済やポイ活を使うためのノウ
ハウが満載の新刊を5月25日に発売しました。ここではおススメのポイントを紹介します。

新型コロナウイルスの感染を防

ぐため、現金の受け渡しがない

キャッシュレス決済が政府から

も推奨されています。紙幣に付

着したコロナウイルスは1週間

生存するというデータもあり、

世界的にキャッシュレスが広

まっています。

本書の売り場は、パソコン書の「ス

マートフォン」「メルカリ」に加えて、

実用書の「節約」コーナーもおすすめ

です。PCやスマホ利用者だけでなく、

節約志向の強い女性層にもアピール

できるので、ぜひ両方の棚での展開を

お願いします！

キャッシュレス決済の醍醐味は、ポイントや

キャッシュバックなどの豊富な特典。これらを

活用することで、ふだんの買い物がぐっとおト

クになります。本書では「節約の達人」川崎さち

え氏がキャッシュレス決済のノウハウを披露。

これからはじめる人にもおススメです！

『できるfit 節約の達人
川崎さちえのポイ活＋
クーポン＋メルカリ 
スマホでおトク術』
ISBN:978-4-295-01137-8
定価：1,430円（税込）

5/25
発売！

現金に触らないから
コロナ対策におすすめ！

おススメ①

ポイントや「○○Pay」を
試したい人におすすめ！

おススメ②

PC書と実用書の
「W展開」がおすすめ！

おススメ③

CARD

PAY

山折

山折




