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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

毎年恒例になりました、秋の「書店向けWeb商
談会」にご参加いただきました書店の皆様、どう
もありがとうございました。昨年の商談会に合
わせてスタートしたSNSでの宣伝も、早いもので
1年以上が経ちました。相変わらず覆面かぶって
いたりいなかったりですが、引き続きよろしくお
願いいたします。
さて、11月に入り、大阪も寒いと感じる日も増え
てきて、ようやく年末商戦感も出てきました。今
シーズンもインプレスでは年賀状素材集ムックを
好評発売中です！ 今年もDVD-ROMドライブの
付いていないパソコンをお持ちの方のために、
素材はダウンロードも可能です。一部のタイトル
を除いて、宛名書きソフトもダウンロードできた
り、素材のクオリティだけでなく便利さもパワー
アップ！　もちろん11タイトルすべてがWindows 
11でも使えます。（み）

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。

西日本支社の近くの美容室で店の前にいつも一言コ
メントを出されているお店があるのですが、10月29
日の今日の一言は……。先月の「今日は何の日？」の
記事を見たんでしょうか？

営業部員のひとりごと

野原

宮下

湯浅

徳田

加茂下
ようやく緊急事態宣言が解除となりましたね。

「落ち着いたら会おう！」が合言葉になって約
1年半。コロナ前の「当たり前」の日常に、旅行
や外食など「当たり前」のように過ごしてきたこ
とに、改めて感謝。また心置きなく笑い話せる
日がくることを切望しています。

出版営業部 法人担当部長  加茂下良憲
 （本部営業担当）

コロナの影響も少し落ち着いてきた感じがしま
す。油断はできませんが、お陰様で各地書店
様からの訪問のご依頼を多数いただけており、
棚作りや時にレジ関係といった内容でお話を
させていただいております。年末にかけて季節
商材販促と共に、まだご挨拶できていないとこ
ろへとお伺いさせていただければ幸いです。
 出版営業部 次長 湯浅創
 （都内担当）

水島

平野

丸山

岩本

最近、家の近所にカフェ付きのコインランド
リーができました。掛け布団や毛布なども洗
濯・乾燥できるということで試しに行ってみた
ところ、洗う前より明らかにふっくらふわふわ
で、高級ホテルのそれに近いレベルの心地良
さを体験できました。しかも料金はクリーニン
グの1/3程とお財布にも優しいのでオススメ
です！
 オンライン・法人営業部 主任  徳田悟

嘉藤

中村

平田

後藤

梅田岩織

今井

緊急事態宣言が明けた週末に、1泊2日でひ
とり旅に行ってきました。プライベートで東京
を出るのも、飛行機に乗るのも、ホテルに泊ま
るのも久しぶり。しかも、ひとり旅は20年ぶり
くらい。短い滞在でしたが、知らない土地に行
き、地のものを食すだけで心の水分量がアッ
プしますね。旅の大切さが身に沁みました。味
をしめて、次の旅先を検討中です。
 出版マーケティング部 部長 岩織康子

先日、奇跡的に「Xbox Series X」を購入でき
ました。評判の「XBOX GAME PASS」（所謂
サブスクのゲームDL）を早速導入。850円か
ら月額料金はかかりますが新作もDLできるシ
ステム、本当に画期的。遊び終わった後のこ
とも考えると低コストに抑えられてとても便利
です。

出版マーケティング部 係長／プランナー
 梅田拓実

来年の2月に開催される大阪マラソンに当選し
ました！ ただ参加料がかなり値上がりして約
25,000円……。トライアスロンに出れそうな
金額です。25,000円分、しっかり元をとるた
め今から練習をします。目標は月間走行距離
150kmの練習でタイムはサブフォーを狙いま
す！ また来年結果を報告したいと思います。

西日本支社 主任 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

YouTubeにて、廃墟探索×心霊にハマってい
る今井です。なにが面白いのかと疑問に思わ
れる方もいらっしゃると思いますが、画面越し
とはいえ、筆舌に尽くしがたい非日常的な空
気感を味わえることに悦びを感じる今日この
頃です。未知の土地に足を踏み入れていく音
をBGMとして耳で聴くのもまた一興。
 出版営業部 今井あかね
 （都内、都下、神奈川、北関東、静岡担当）
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「秋深し Excel深める 新Office」だもん！ 」」号号

阿部

飯沼

11月23日
Windows95
日本語版が発売

今日は何の日？　

1995年のこの日、深夜の秋葉原は
大行列になったんだもん！

年賀状素材集ムックよろしくお願いします！

2年ちょっとで
新登場！

Windows 11と同時に、買い切り版Officeの最新バージョン「Office 2021」が発売されました！ これまでは3年ごと
のバージョンアップでしたが、やや早めに登場した新Officeについて、押さえておきたいポイントを紹介します。

どこが変わったの？

どんな人が使うの？

Microsoft 365とどう違うの？

Off ice 2019はどうなるの？

→リモートワーク向けに強化されました →買い切りなので年会費無料です

Microsoft 365と同じ「ドキュメントの共同編集」機能
が加わり、オンラインでのファイル共有、編集が可能に
なりました。Windows 11に合わせた新デザインや、
Excelの新関数「XLOOKUP」も話題です！

Office 2021のライセンスは、購入後はお金がかからない
永続版。Microsoft 365のようには機能の更新が行われま
せんが、通常の業務には十分に使えるので「おトク」です。

→主に会社以外で仕事をする人です
場所を選ばずに仕事をする「ハイブリッドワーク」が今
後の主流。社外にパソコンを持ち出せない人は、個人
所有のパソコンでOffice 2021を使うケースが増える
と考えられます。

→ 2025年まで現役です！
Office 2019は2025年までメーカーサポート
が延長されます。一般的にOfficeのバージョ
ン移行には時間がかかり、まだまだWindows 
10との組み合わせでOffice 2019を利用す
るユーザーも多いので、2019対応書籍はこれ
からも売れ続けます！

Office Home & 
Business 2021

Office Personal 
2021

Microsoft 365 
Personal

価格 38,284円（永続） 32,784円（永続） 12,984円（1年更新）

アプリ Word、Excel、
PowerPoint、
Outlook

Word、Excel、
Outlook

Word、Excel、
PowerPoint、
Outlook、Accessなど

対応OS Windows 11、
Windows 10、Mac 
OS

Windows 11、
Windows 10

Windows 11、
Windows 10、Mac 
OS、iPad OS、iOS、
Android

Office 2021

購入方法など
詳細はこちら

（Microsoft）

 って

 どうなの？

山折

山折



Office といえば Windows 版がすぐに連想されますが、最初にリリースされたのは Mac 版の「Office for Mac」（1989 年）です。PC雑学 PowerPoint は Forethought 社（米国）が開発し、1987 年に Microsoft に企業買収されました。Microsoft 初の企業買収でした。PC雑学

実は、ノーコードにはまだ分類コードがありません。そのため現状は書籍
の内容でご判断いただくことになります。たとえば、ノーコードの管理者
やマネジメント向けの解説書は「B7-02」（開発手法）、業務やRPAなど
は「B2-55」（業務開発）がいいと思います。そのほか、
業務開発や特定のジャンルではなくノーコード開発
全般やプログラミング向けの場合は

「B2-51」（プログラミング入門）とい
うように、内容によって分類先が決まり
ます。この先ノーコード関連書が増え
たら分類コードが追加されるかもしれ
ません。 （営業部・堺）

コンピュータ書の棚づくりでお困りごとはありませんか？ このコーナーでは、実際に書店でいただいた
書店員様の疑問やお悩みに営業部スタッフがお答えします。

「ノーコード」の分類が
わからない……

分類表にも載っていないし、どこに分類すれ
ばいいのか悩んでいます。

（TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 
コンピュータ書担当・野口様）

書籍の内容によって分類先が変わりますAQ今

月のお悩み

棚づくりのお悩みにお答えします！棚づくりのお悩みにお答えします！

これからも「スッキリわかる入門」シリーズをよろしくお願いします！

スッキリわかる入門シリーズ 10周年
『スッキリわかるJava入門』の刊行から10年、おかげさまでシリーズ出版累計60万部を突破
し、プログラミング書の定番となった「スッキリわかる入門」シリーズ。今回、10周年を記念した
大規模なフェアを全国の書店様で行っていただきました。ありがとうございます。やや専門的
な書籍ですが、今後ますます必要となる「プログラミング」。引き続き取り組んでいきたいと考
えておりますので、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

スッキリわかるJava入門　第3版
ISBN：978-4-295-00780-7
定価：2,860円（税込）

パワポdeデザイン
PowerPointっぽさを
脱却する新しいアイデア
ISBN：978-4-295-01272-6
定価：1,980円（税込）

PowerPointで何でも作る！
神業パワポ
ISBN：978-4-295-01274-0
定価：1,980円（税込）

紙面イメージ

【本書で作る素材例】モコモコ吹き出し、マンガ風集中線、雪の結晶、歯車、チェッ
ク柄テクスチャ、マンガ肉、マスキングテープ、かわいいフレーム etc…

最新刊 最新刊

紀伊國屋書店梅田本店様
コンピュータ書棚で拡材をたくさん設
置していただきました。10周年のパ
ネルが目立っています。

MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店様
スッキリわかる入門シリーズの特製
パネルも展示していただきました。
各タイトルの特徴がパネルを見ると
よくわかります。

三省堂書店池袋本店様
レジ前で迫力のある展開です。ポイン
トアップキャンペーンも実施していた
だきました。

スッキリ
解決 ご存じですか？ パワポってこんなにすごいんです！

PowerPointはパソコンを使っている人には身近な資料作成ソフトでしょう。しかし日々使っているからこそ、「もっとパワポを使い
こなしたい」「高価なグラフィックソフトは買えないけれど、パワポで何でも作りたい」と思っている人は少なくないはず。そんな声に
お応えする2冊が10月20日に同時発売されました。ここでは、書籍の魅力をご紹介します。

PowerPointの魅力が詰まった新刊

多彩な表現が身に付く！

本書では、PowerPointの豊富な機能を使って、簡単でおしゃれな表
現方法を学ぶことができます。著者の魅力的な作例を通して実践する
ことで、多彩な表現を身に付けることができます。

Point1

オリジナルのグラフィック素材が作れる！

本書では、パワポ資料を彩るための、かわいくてかっこいい素敵な
グラフィック素 材 の 作り方を多 数 紹 介しています。Photoshopや
Illustratorで作ったかのようなクオリティーの素材が作れます。

Point1

パワポの活用範囲が広がる！

プレゼン資料やWebバナーに欠かせない飾りパーツやテクスチャな
ど、実用的な素材がたっぷり。また、シンプルなものからおしゃれなも
の、かわいいものまで、幅広いテイストを取り揃えているので、シーンを
選ばず活用できます。

Point2

丁寧な手順でわかりやすい！

すべての手順を丁寧に解説しているので、迷うことなく操作を進める
ことができます。パワポの使い方をイチから知りたい人にもおすすめ
です。

Point3

スライド以外も作れる！

プレゼン資料だけでなく、ポスター・チラシ・名刺・SNSのバナー・動画
なども作れるようになります。動きのある作例は、ダウンロードできるサ
ンプルデータに動画イメージを収納しているので、実際の動きを確かめ
ることができます。

Point2

テクニックとアイデアが豊富！

計68のテクニック、280以上の作例を掲載しているので、イメージがふ
くらみます。ほかにも知っていると便利なテクニックやTips・コラムも豊
富に掲載しています。

Point3

ダウンロード
できるサンプル

データ付き

素材を作り
ながら驚きの
テクも学べる

谷折

谷折
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いたりいなかったりですが、引き続きよろしくお
願いいたします。
さて、11月に入り、大阪も寒いと感じる日も増え
てきて、ようやく年末商戦感も出てきました。今
シーズンもインプレスでは年賀状素材集ムックを
好評発売中です！ 今年もDVD-ROMドライブの
付いていないパソコンをお持ちの方のために、
素材はダウンロードも可能です。一部のタイトル
を除いて、宛名書きソフトもダウンロードできた
り、素材のクオリティだけでなく便利さもパワー
アップ！　もちろん11タイトルすべてがWindows 
11でも使えます。（み）

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。

西日本支社の近くの美容室で店の前にいつも一言コ
メントを出されているお店があるのですが、10月29
日の今日の一言は……。先月の「今日は何の日？」の
記事を見たんでしょうか？

営業部員のひとりごと

野原

宮下

湯浅

徳田

加茂下
ようやく緊急事態宣言が解除となりましたね。

「落ち着いたら会おう！」が合言葉になって約
1年半。コロナ前の「当たり前」の日常に、旅行
や外食など「当たり前」のように過ごしてきたこ
とに、改めて感謝。また心置きなく笑い話せる
日がくることを切望しています。

出版営業部 法人担当部長  加茂下良憲
 （本部営業担当）

コロナの影響も少し落ち着いてきた感じがしま
す。油断はできませんが、お陰様で各地書店
様からの訪問のご依頼を多数いただけており、
棚作りや時にレジ関係といった内容でお話を
させていただいております。年末にかけて季節
商材販促と共に、まだご挨拶できていないとこ
ろへとお伺いさせていただければ幸いです。
 出版営業部 次長 湯浅創
 （都内担当）

水島

平野

丸山

岩本

最近、家の近所にカフェ付きのコインランド
リーができました。掛け布団や毛布なども洗
濯・乾燥できるということで試しに行ってみた
ところ、洗う前より明らかにふっくらふわふわ
で、高級ホテルのそれに近いレベルの心地良
さを体験できました。しかも料金はクリーニン
グの1/3程とお財布にも優しいのでオススメ
です！
 オンライン・法人営業部 主任  徳田悟

嘉藤

中村

平田

後藤

梅田岩織

今井

緊急事態宣言が明けた週末に、1泊2日でひ
とり旅に行ってきました。プライベートで東京
を出るのも、飛行機に乗るのも、ホテルに泊ま
るのも久しぶり。しかも、ひとり旅は20年ぶり
くらい。短い滞在でしたが、知らない土地に行
き、地のものを食すだけで心の水分量がアッ
プしますね。旅の大切さが身に沁みました。味
をしめて、次の旅先を検討中です。
 出版マーケティング部 部長 岩織康子

先日、奇跡的に「Xbox Series X」を購入でき
ました。評判の「XBOX GAME PASS」（所謂
サブスクのゲームDL）を早速導入。850円か
ら月額料金はかかりますが新作もDLできるシ
ステム、本当に画期的。遊び終わった後のこ
とも考えると低コストに抑えられてとても便利
です。

出版マーケティング部 係長／プランナー
 梅田拓実

来年の2月に開催される大阪マラソンに当選し
ました！ ただ参加料がかなり値上がりして約
25,000円……。トライアスロンに出れそうな
金額です。25,000円分、しっかり元をとるた
め今から練習をします。目標は月間走行距離
150kmの練習でタイムはサブフォーを狙いま
す！ また来年結果を報告したいと思います。

西日本支社 主任 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

YouTubeにて、廃墟探索×心霊にハマってい
る今井です。なにが面白いのかと疑問に思わ
れる方もいらっしゃると思いますが、画面越し
とはいえ、筆舌に尽くしがたい非日常的な空
気感を味わえることに悦びを感じる今日この
頃です。未知の土地に足を踏み入れていく音
をBGMとして耳で聴くのもまた一興。
 出版営業部 今井あかね
 （都内、都下、神奈川、北関東、静岡担当）

大賀

堺

村田

「秋深し Excel深める 新Office」だもん！ 」」号号

阿部

飯沼

11月23日
Windows95
日本語版が発売

今日は何の日？　

1995年のこの日、深夜の秋葉原は
大行列になったんだもん！

年賀状素材集ムックよろしくお願いします！

2年ちょっとで
新登場！

Windows 11と同時に、買い切り版Officeの最新バージョン「Office 2021」が発売されました！ これまでは3年ごと
のバージョンアップでしたが、やや早めに登場した新Officeについて、押さえておきたいポイントを紹介します。

どこが変わったの？

どんな人が使うの？

Microsoft 365とどう違うの？

Off ice 2019はどうなるの？

→リモートワーク向けに強化されました →買い切りなので年会費無料です

Microsoft 365と同じ「ドキュメントの共同編集」機能
が加わり、オンラインでのファイル共有、編集が可能に
なりました。Windows 11に合わせた新デザインや、
Excelの新関数「XLOOKUP」も話題です！

Office 2021のライセンスは、購入後はお金がかからない
永続版。Microsoft 365のようには機能の更新が行われま
せんが、通常の業務には十分に使えるので「おトク」です。

→主に会社以外で仕事をする人です
場所を選ばずに仕事をする「ハイブリッドワーク」が今
後の主流。社外にパソコンを持ち出せない人は、個人
所有のパソコンでOffice 2021を使うケースが増える
と考えられます。

→ 2025年まで現役です！
Office 2019は2025年までメーカーサポート
が延長されます。一般的にOfficeのバージョ
ン移行には時間がかかり、まだまだWindows 
10との組み合わせでOffice 2019を利用す
るユーザーも多いので、2019対応書籍はこれ
からも売れ続けます！

Office Home & 
Business 2021

Office Personal 
2021

Microsoft 365 
Personal

価格 38,284円（永続） 32,784円（永続） 12,984円（1年更新）

アプリ Word、Excel、
PowerPoint、
Outlook

Word、Excel、
Outlook

Word、Excel、
PowerPoint、
Outlook、Accessなど

対応OS Windows 11、
Windows 10、Mac 
OS

Windows 11、
Windows 10

Windows 11、
Windows 10、Mac 
OS、iPad OS、iOS、
Android

Office 2021

購入方法など
詳細はこちら

（Microsoft）

 って

 どうなの？

山折

山折


