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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

この「西日本支社よもやま話」も、2020年5月
のスタートから1年以上が経ちました。ワクチン
接種も始まってはいますが、まだまだ普段どおり
の生活には戻ってない状況が続いています。よ
もやま話の第1回で紹介した支社の近所にある
洋食店も、周辺の会社員などが減っているせい
か、たまに昼食を食べに行くと、店のおばちゃ
んやらマスターやらが話しかけてくることが多く
なりました。テーブルに仕切り板があるけど横
でおばちゃんしゃべってるから板の意味ないし、
「あんたこれ読み」と言って週刊誌やスポーツ新
聞を置いてくれるんですが、話しかけられるから
読まれへんし……。心の中でツッコミたくなるこ
と多いですが、相変わらずアットホーム感がある
いいお店です。そんなお店にもコロナの弊害と
もいえる事件が。
日替わりランチのなかで支社内一番人気の「豚
カレー炒め定食」（木曜日）が週替わりだけでな
く、メニューから消えることに。手間がかかる？
らしいのですが、ほかの店にはない逸品だっ
ただけに非常に残念。ちなみに木曜日の新メ
ニューは「唐揚げ定食」です。（み）

西 日 本 支 社
よもやま話

おもしろそやな〜

おもしろそやな〜
知らんけど
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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。

西日本支社で人気NO.1の豚肉カレー。ご飯に合う少
し甘めの味付けが最高です！
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先日、世界最大のPCゲーム販売プラットフォー
ムのsteamからポータブル機「steam Deck」
の発表がありました。年末に欧米での販売を
皮切りに日本は来年発売予定。近年ゲーム向
けUMPCもに盛り上がってるPCゲーム市場
ですが、いよいよ本格的に持ち運べる時代の
到来です。ただ、デカい!!

出版マーケティング部 係長／プランナー
 梅田拓実

今夏は2年ぶりに夏の甲子園も開催されるとの
ことでファンとしては喜ばしい限りです。営業あ
るあるかもしれませんが、自分が担当している
県の高校を応援してしまいます。ふと自分が担
当した県はどれくらいだろう？と思い、数えたら
35県もありました！ 今年は肩入れをせずに純
粋に野球を楽しみます（笑）。
 出版営業部 課長 本郷雄大
 （都内、静岡、北関東、北陸、山梨、長野担当）
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皆さんは某N〇tflixの全裸監督は観ました
か？ 個人的にはストーリーやキャストの演技力
はさることながら、衛星に夢をかけた村西とお
るさんの先見の明に驚かされました。もし、ネッ
トが主流になるまで投資を我慢できていたら
……。既刊本の中にも今だから面白い・売れる
タイトルがあるのではと思う今日この頃です。
 オンライン・法人営業部 主任  徳田悟
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今井湯浅

加茂下

コロナ禍での2度目の夏。ワクチン接種も進み
つつありますが、まだ警戒も必要ですし、変
異株がどうでてくるかは予断を許しません。な
かなか以前通りの出張に行くことも難しく、転
職して1年になりますがご挨拶ができていな
い書店様も多く、「なんとか年内には！」と思っ
ています。その時はよろしくお願いします。
 出版営業部 次長 湯浅創
 （都内担当）

とにかく紅茶が大好きで1日に平均5杯は飲ん
でおりますゆえ、在宅時は尿意に駆られる日々
を送っております。ということで、今回は「アー
ルグレイ」にフォーカスして、おすすめの一品
をご紹介。とにかく優秀なのがカルディPB商
品の「ティーファンタジー アールグレイ」。コス
パ抜群かつベルガモットが香ります。

出版営業部 今井あかね
 （都内、神奈川担当）

ランニングの月間走行距離を150kmに増や
したところ、左足の人差し指の爪が全部はが
れてしまいました（泣）。爪がないと変な歩き
方になってしまい、いかに爪が重要かというこ
とを痛感しています。現在は筋トレをして足の
筋力を落とさないように注意しています。早く
走れるように爪が伸びてほしいです。

西日本支社 主任 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

皆さん、ワクチン接種はそろそろでしょうか？ 
私も先日ようやく1回目を受けてきました。接種
当日は無難に過ごせたのですが、翌日から大
変！ 悪寒、発熱から、上腕部の筋肉痛？のよう
な鈍痛、夜は寝返りが打てないほどに。インフ
ルでこんな経験なかったので、今から2回目に
少しビビってます。憎し！ コロナ。
 出版営業部 法人担当部長 加茂下良憲
 （本部営業担当）
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ステイホームの夏は、スキルアップの夏だもん！ 」」号号

6月24日に急遽発表となった「Windows 11」。「最後のOS」と言われていたWindows 10を無償でアッ

プデート可能な新型OSです。ここではWindows 11の気になる最新情報についてお知らせします！

Windows 11の一番の特徴は、すべてのデザインがまっ
たく新しいものに変わったこと。Windowsロゴでおな
じみの［スタート］ボタンが画面左下から中央に寄せら
れ、ウィンドウも半透明で角が丸くなりました。また、
フォルダーごとに色分けがされるなど全体の見た目が大
きく変わっています。

Windowsのツイッター公式アカウントによると、Windows 11が発売される
のは2021年後半、無償アップデートは2022年以降になる模様です。最新情
報は、弊社「PC Watch」の記事でもご覧いただけます。Windows 11のリリー
スに合わせて、「できる」シリーズからも新刊を刊行予定です。ぜひご期待くだ
さい！

Windows 11は無償アップデートが
可能ですが、どんなパソコンでもOKと
いうわけではなく、CPUの条件などが
やや厳しいものとなっています。この
ためWindows 10がすぐに置き換え
られるわけではなく、書籍はまだまだ
販売可能です！

▶Androidアプリの起動
Android OSのアプリをパソコン上で起動できるように。
TikTokやKindleなど人気のアプリをそのまま使えます。
▶ウィジェット
Windows 8以降廃止されていたウィジェットが復活！ 
天気やカレンダー、ニュースなどをまとめて別画面に表示
できます。
▶ウィンドウのスナップ
アプリの画面をデスクトップの指定した位置に自動的に
配置し、グループ化できます。作業別にまとめて表示でき
るので便利です。
▶マルチディスプレイ
ノートパソコンなどで外部ディスプレイ使用時に、ウィン
ドウの表示を記憶できます。作業環境をすぐに再現可能で
す。
▶TeamsをOSに統合
Teamsの無料版がOSに統合され、常に実行されます。現
時点では「テキストチャット」が先行で追加されています。

全体のデザインが一新！

おもな新機能はこれ！

気になるリリース時期は……？

Windows 10の書籍はまだまだ売れます！

PC Watchの記事はこちらから→

知っておきたい！ Windows 11
まさかの新OS登場！

山折

山折



Windows 11 で位置が変わった「スタートボタン」は、Windows 8 のときにタスクバーから非表示になった過去があります。PC雑学 東京五輪の競泳で 2 個の金メダルを獲得した大橋悠依選手、LINE の通知をオフにしたのが勝利の秘訣だったそうです。PC雑学

注目
1

覚えておくと便利なショートカットや裏技、意外な使い方など、パソコンにはまだまだ知らないことがたくさんあります。
このコーナーでは、これまでPC書を手がけてきた営業部＆編集部のメンバーが、一番役に立ったパソコン知識を紹介します。

Google Chromeを起ち上げた瞬間、
いつものページが自動で表示される

複数のExcelシートを
一気にPDFにする！

#01 #02

インプレスに入社して、最初に教わったのがこの技。メール
やチャット、Twitterなど毎日見るWebページってあります
よね。Google Chromeでは、それらのタブを上記の手順で
設定すると、あら便利。Chromeを起ち上げた瞬間にそのタ
ブが自動で開くようになります。超簡単なのでぜひ！

Excelのシートを複数選択してPDFにしたいとき、マウスで
［ファイル］→［名前を付けて保存］からPDFを選んで……て
めんどくさい！ そんなとき同僚に教えてもらった方法がこ
ちら。簡単にPDFにする直前までショートカットできるの
で、Excel作業のストレスがぐっと減りました！

とっても簡単なので癖になります並んだアイコンがかわいらしいです 編集部：渡辺彩子

タブを右クリック→［固定］で、よく使うページを
ピン止めできる機能。

複数シートを選んでから、Alt＋FEAで

PDFにできる機能。

営業部：平田葵

# 私の一番為になったPC知識簡単簡単！！ 
便利便利！！

9/22
発売

大好評 『できるYouTuber式』  第2弾!!

CPU大賞を受賞したベストセラー『できるYouTuber式 Excel現場の教科書』から、シリーズ第2弾として『Google
スプレッドシート 現場の教科書』が発売となります！ リモートワークで利用者数を爆発的に増やしている
Googleスプレッドシート。大学関係者や学生の利用者が非常に多いのも特徴です。いまビジネスの現場で熱い
ツールなので、書店員の皆様、ご注文をお待ちしております！

スプレッドシート
ファーストユーザーのための本

1,500万再生＆20万人が登録
著者は人気YouTuber！

本と動画で学べる！
新タイプのPC解説書

見た目はExcelと似ていますが、操作や機
能は異なるため、戸惑う人も少なくありま
せん。本書はそうした人に向けて、Excelと
の違いも紹介しながら基本操作から活用
ノウハウまで解説しています。

全国書店員の皆さまへ。前作ではたいへんお世話になりま
した。この場を借りて改めて日々の販売推進へのご協力、
心から御礼申し上げます。今回は「Googleスプレッドシー
ト本のバイブル」を目指して制作し、前作を超える自信作
が完成しました。ぜひ一度手に取ってご覧いただけますと
幸いです！� （長内幸平さん）

このたびは本書の紹介をご覧いただき、ありがとうござい
ます。近年、Googleスプレッドシートの人気は日に日に高
まってきていますが、まだ世に広まっていない便利機能が
数多く存在します。より多くの方にその便利さを体感して
いただけるよう、ぜひ貴店にて取り扱っていただけますと
幸甚です！� （神川陽太さん）

本書の著者は、教育系YouTuberの長内孝
平さんと神川陽太さんです。YouTubeチャ
ンネル「Youseful／人材教育の図書館」は、
総再生数1,500万回、登録者数も20万人！ 
ビジネスパーソンや学生に大人気です。

「本だけでは操作のイメージが湧かない」
という人にもうってつけ！ 紙面のQRコー
ドを読み込めば、書籍で解説している手順
をYouTube動画で見られます。著者による
ポイント解説もあり、忙しいビジネスパー
ソンでも効率的に理解を深められます。

注目
3

注目
2

書店員さまへ　著者陣からのメッセージ

自動化ツールの真打ち登場！自動化ツールの真打ち登場！

「ノーコード」が話題の今、注目度上昇中なのが、マイクロソフトのRPAツール「Power Automate 
Desktop」です。Windows 10パソコンなら無償で使え、ExcelなどのOffice製品とも相性ばっちり！　
ここでは「Power Automate Desktop」の魅力と特長を、編集担当より紹介します。

Power Automate Desktopは、パソコン上の業務を自動化するマイクロ
ソフトのツールです。Excelへの転記やメールの一斉送信、Webフォーム
への一括入力など、さまざまな作業を自動化できます。特長は、Windows 
10が搭載されたパソコンなら無償で使えること。導入コストを気にする
ことなく手軽に試せるのが魅力のひとつです。

Power Automate Desktopは、マイクロソフトのWebサイ
トからインストールすればすぐに使えます。面倒な初期設
定も不要で、簡単に使い始められるのも、Power Automate 
Desktopの特長のひとつです。

プログラミングスキルがない人が手軽に扱えるのもPower Automate 
Desktopが注目を集める理由のひとつです。たとえば「Excelの起動」や

「メールの送信」のように頻繁に行う操作があらかじめ「アクション」とし
て用意されているので、自動化したい業務の流れに沿ってアクションを組
み合わせるだけでOK。さらに「レコーダー」を使えば、実際に画面上で行っ
た操作をアクションに変換でき、どんなアクションが必要か分からなくて
も心配ありません。

当店では発売日から5冊売れと初速好調なので、すぐに多面展開
しました!! 購入者層は主に男性が多いですね。さらなる売り伸ば
しを期待して、フェアで仕掛けてみようと考えています。

（ジュンク堂書店大阪本店・副店長 星野耕士さま）

Power Automate Desktopとの出会いによって、フ
ルリモートで働ける会社に転職し、書籍の執筆に至
るなど、人生が180度変わりました！ プログラミン
グスキルがなくても扱えるので、RPA初心者でも安
心。自分や同僚の仕事を楽にしながらスキルアップ
したい方にぜひ手に取っていただきたいです。

Power Automate Desktop って何？
パワー オートメート デスクトップ

著者からひとこと

Q
どのような機能なのか見てわかるため、ノンプログラ
マーでもOKです。「変数」や「条件分岐」など、プログラ
ミングに準じる仕組みや考え方に慣れる必要はありま
すが、慣れればすぐに理解できるはずです。書籍でも丁
寧に解説しています。

プログラミング未経験でもOK？

Q
Windows 10パ ソ コ ン な ら 大 丈 夫 で す。Power 
Automate Desktopで生成されるデータはOneDrive
に保存されるので、パソコンがインターネットに接続
されている必要があります。

普通のパソコンで使える？

（編集部・高橋優海）

初速絶好調！
緊急重版

決定

『できるPower Automate Desktop 
ノーコードで実現するはじめてのRPA』

ISBN：978-4-295-01175-0
定価：2,200円（税込）

Googleスプレッドシートの
 一番使える解説書が誕生！
Googleスプレッドシートの
 一番使える解説書が誕生！

「決められた操作をくり返し行う」業務です。たとえば、
Webページ上の特定のデータをExcelに転記する業務
など、人間の判断が必要ないくり返し作業の自動化に
向いています。

どんな作業に向いていますか？Q

面倒な業務をまるごとお任せ！

コードを書かず簡単に使える！

仕事にすぐに役立つ！

初速絶好調です！

『できるYouTuber式 Google
スプレッドシート 現場の教科書』
ISBN：978-4-295-01249-8
定価：1,848円（税込）

谷折

谷折
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ドを読み込めば、書籍で解説している手順
をYouTube動画で見られます。著者による
ポイント解説もあり、忙しいビジネスパー
ソンでも効率的に理解を深められます。

注目
3

注目
2

書店員さまへ　著者陣からのメッセージ

自動化ツールの真打ち登場！自動化ツールの真打ち登場！

「ノーコード」が話題の今、注目度上昇中なのが、マイクロソフトのRPAツール「Power Automate 
Desktop」です。Windows 10パソコンなら無償で使え、ExcelなどのOffice製品とも相性ばっちり！　
ここでは「Power Automate Desktop」の魅力と特長を、編集担当より紹介します。

Power Automate Desktopは、パソコン上の業務を自動化するマイクロ
ソフトのツールです。Excelへの転記やメールの一斉送信、Webフォーム
への一括入力など、さまざまな作業を自動化できます。特長は、Windows 
10が搭載されたパソコンなら無償で使えること。導入コストを気にする
ことなく手軽に試せるのが魅力のひとつです。

Power Automate Desktopは、マイクロソフトのWebサイ
トからインストールすればすぐに使えます。面倒な初期設
定も不要で、簡単に使い始められるのも、Power Automate 
Desktopの特長のひとつです。

プログラミングスキルがない人が手軽に扱えるのもPower Automate 
Desktopが注目を集める理由のひとつです。たとえば「Excelの起動」や

「メールの送信」のように頻繁に行う操作があらかじめ「アクション」とし
て用意されているので、自動化したい業務の流れに沿ってアクションを組
み合わせるだけでOK。さらに「レコーダー」を使えば、実際に画面上で行っ
た操作をアクションに変換でき、どんなアクションが必要か分からなくて
も心配ありません。

当店では発売日から5冊売れと初速好調なので、すぐに多面展開
しました!! 購入者層は主に男性が多いですね。さらなる売り伸ば
しを期待して、フェアで仕掛けてみようと考えています。

（ジュンク堂書店大阪本店・副店長 星野耕士さま）

Power Automate Desktopとの出会いによって、フ
ルリモートで働ける会社に転職し、書籍の執筆に至
るなど、人生が180度変わりました！ プログラミン
グスキルがなくても扱えるので、RPA初心者でも安
心。自分や同僚の仕事を楽にしながらスキルアップ
したい方にぜひ手に取っていただきたいです。

Power Automate Desktop って何？
パワー オートメート デスクトップ

著者からひとこと

Q
どのような機能なのか見てわかるため、ノンプログラ
マーでもOKです。「変数」や「条件分岐」など、プログラ
ミングに準じる仕組みや考え方に慣れる必要はありま
すが、慣れればすぐに理解できるはずです。書籍でも丁
寧に解説しています。

プログラミング未経験でもOK？

Q
Windows 10パ ソ コ ン な ら 大 丈 夫 で す。Power 
Automate Desktopで生成されるデータはOneDrive
に保存されるので、パソコンがインターネットに接続
されている必要があります。

普通のパソコンで使える？

（編集部・高橋優海）

初速絶好調！
緊急重版

決定

『できるPower Automate Desktop 
ノーコードで実現するはじめてのRPA』

ISBN：978-4-295-01175-0
定価：2,200円（税込）

Googleスプレッドシートの
 一番使える解説書が誕生！
Googleスプレッドシートの
 一番使える解説書が誕生！

「決められた操作をくり返し行う」業務です。たとえば、
Webページ上の特定のデータをExcelに転記する業務
など、人間の判断が必要ないくり返し作業の自動化に
向いています。

どんな作業に向いていますか？Q

面倒な業務をまるごとお任せ！

コードを書かず簡単に使える！

仕事にすぐに役立つ！

初速絶好調です！

『できるYouTuber式 Google
スプレッドシート 現場の教科書』
ISBN：978-4-295-01249-8
定価：1,848円（税込）

谷折

谷折
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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

この「西日本支社よもやま話」も、2020年5月
のスタートから1年以上が経ちました。ワクチン
接種も始まってはいますが、まだまだ普段どおり
の生活には戻ってない状況が続いています。よ
もやま話の第1回で紹介した支社の近所にある
洋食店も、周辺の会社員などが減っているせい
か、たまに昼食を食べに行くと、店のおばちゃ
んやらマスターやらが話しかけてくることが多く
なりました。テーブルに仕切り板があるけど横
でおばちゃんしゃべってるから板の意味ないし、
「あんたこれ読み」と言って週刊誌やスポーツ新
聞を置いてくれるんですが、話しかけられるから
読まれへんし……。心の中でツッコミたくなるこ
と多いですが、相変わらずアットホーム感がある
いいお店です。そんなお店にもコロナの弊害と
もいえる事件が。
日替わりランチのなかで支社内一番人気の「豚
カレー炒め定食」（木曜日）が週替わりだけでな
く、メニューから消えることに。手間がかかる？
らしいのですが、ほかの店にはない逸品だっ
ただけに非常に残念。ちなみに木曜日の新メ
ニューは「唐揚げ定食」です。（み）

西 日 本 支 社
よもやま話

おもしろそやな〜

おもしろそやな〜
知らんけど
知らんけど

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。

西日本支社で人気NO.1の豚肉カレー。ご飯に合う少
し甘めの味付けが最高です！

営業部員のひとりごと

野原

宮下

本郷

岩織

徳田

梅田

先日、世界最大のPCゲーム販売プラットフォー
ムのsteamからポータブル機「steam Deck」
の発表がありました。年末に欧米での販売を
皮切りに日本は来年発売予定。近年ゲーム向
けUMPCもに盛り上がってるPCゲーム市場
ですが、いよいよ本格的に持ち運べる時代の
到来です。ただ、デカい!!

出版マーケティング部 係長／プランナー
 梅田拓実

今夏は2年ぶりに夏の甲子園も開催されるとの
ことでファンとしては喜ばしい限りです。営業あ
るあるかもしれませんが、自分が担当している
県の高校を応援してしまいます。ふと自分が担
当した県はどれくらいだろう？と思い、数えたら
35県もありました！ 今年は肩入れをせずに純
粋に野球を楽しみます（笑）。
 出版営業部 課長 本郷雄大
 （都内、静岡、北関東、北陸、山梨、長野担当）

丸山

平野

水島

岩本

皆さんは某N〇tflixの全裸監督は観ました
か？ 個人的にはストーリーやキャストの演技力
はさることながら、衛星に夢をかけた村西とお
るさんの先見の明に驚かされました。もし、ネッ
トが主流になるまで投資を我慢できていたら
……。既刊本の中にも今だから面白い・売れる
タイトルがあるのではと思う今日この頃です。
 オンライン・法人営業部 主任  徳田悟

平田

中村

嘉藤

後藤

今井湯浅

加茂下

コロナ禍での2度目の夏。ワクチン接種も進み
つつありますが、まだ警戒も必要ですし、変
異株がどうでてくるかは予断を許しません。な
かなか以前通りの出張に行くことも難しく、転
職して1年になりますがご挨拶ができていな
い書店様も多く、「なんとか年内には！」と思っ
ています。その時はよろしくお願いします。
 出版営業部 次長 湯浅創
 （都内担当）

とにかく紅茶が大好きで1日に平均5杯は飲ん
でおりますゆえ、在宅時は尿意に駆られる日々
を送っております。ということで、今回は「アー
ルグレイ」にフォーカスして、おすすめの一品
をご紹介。とにかく優秀なのがカルディPB商
品の「ティーファンタジー アールグレイ」。コス
パ抜群かつベルガモットが香ります。

出版営業部 今井あかね
 （都内、神奈川担当）

ランニングの月間走行距離を150kmに増や
したところ、左足の人差し指の爪が全部はが
れてしまいました（泣）。爪がないと変な歩き
方になってしまい、いかに爪が重要かというこ
とを痛感しています。現在は筋トレをして足の
筋力を落とさないように注意しています。早く
走れるように爪が伸びてほしいです。

西日本支社 主任 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

皆さん、ワクチン接種はそろそろでしょうか？ 
私も先日ようやく1回目を受けてきました。接種
当日は無難に過ごせたのですが、翌日から大
変！ 悪寒、発熱から、上腕部の筋肉痛？のよう
な鈍痛、夜は寝返りが打てないほどに。インフ
ルでこんな経験なかったので、今から2回目に
少しビビってます。憎し！ コロナ。
 出版営業部 法人担当部長 加茂下良憲
 （本部営業担当）

大賀

飯沼

堺

村田

阿部

うちらの話も
    聞いてほしいんよ〜

ステイホームの夏は、スキルアップの夏だもん！ 」」号号

6月24日に急遽発表となった「Windows 11」。「最後のOS」と言われていたWindows 10を無償でアッ

プデート可能な新型OSです。ここではWindows 11の気になる最新情報についてお知らせします！

Windows 11の一番の特徴は、すべてのデザインがまっ
たく新しいものに変わったこと。Windowsロゴでおな
じみの［スタート］ボタンが画面左下から中央に寄せら
れ、ウィンドウも半透明で角が丸くなりました。また、
フォルダーごとに色分けがされるなど全体の見た目が大
きく変わっています。

Windowsのツイッター公式アカウントによると、Windows 11が発売される
のは2021年後半、無償アップデートは2022年以降になる模様です。最新情
報は、弊社「PC Watch」の記事でもご覧いただけます。Windows 11のリリー
スに合わせて、「できる」シリーズからも新刊を刊行予定です。ぜひご期待くだ
さい！

Windows 11は無償アップデートが
可能ですが、どんなパソコンでもOKと
いうわけではなく、CPUの条件などが
やや厳しいものとなっています。この
ためWindows 10がすぐに置き換え
られるわけではなく、書籍はまだまだ
販売可能です！

▶Androidアプリの起動
Android OSのアプリをパソコン上で起動できるように。
TikTokやKindleなど人気のアプリをそのまま使えます。
▶ウィジェット
Windows 8以降廃止されていたウィジェットが復活！ 
天気やカレンダー、ニュースなどをまとめて別画面に表示
できます。
▶ウィンドウのスナップ
アプリの画面をデスクトップの指定した位置に自動的に
配置し、グループ化できます。作業別にまとめて表示でき
るので便利です。
▶マルチディスプレイ
ノートパソコンなどで外部ディスプレイ使用時に、ウィン
ドウの表示を記憶できます。作業環境をすぐに再現可能で
す。
▶TeamsをOSに統合
Teamsの無料版がOSに統合され、常に実行されます。現
時点では「テキストチャット」が先行で追加されています。

全体のデザインが一新！

おもな新機能はこれ！

気になるリリース時期は……？

Windows 10の書籍はまだまだ売れます！

PC Watchの記事はこちらから→

知っておきたい！ Windows 11
まさかの新OS登場！

山折

山折


