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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

皆様、今年もありがとうございました。コロナで
大変な1年でしたが、来年は明るい年になると
良いなと思います。緊急事態宣言もようやく解
除されたので、現在は年賀状素材集の販促で出
張する機会が増えました。出張では現地の「食」
がとても楽しみで今回も新たに美味しい出会い
がありました。
写真は山口県でランチに食べた牛骨ラーメン。
初めて食べたのですが、スープに甘みがありこっ
てりとしていて美味しい！ 体も心も暖まりました。
そして2枚目は鳥取で食べた海老餅そば。コシ
のある蕎麦とぷりっとした海老が美味しい。ボ
リュームもあり大満足です。皆様もオススメがあ
れば教えてくださいね。（さ）

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。

海老餅そば。こちらも美味しかった！

営業部員のひとりごと

加茂下

堺

阿部

平野

宮下

プロ野球日本シリーズがヤクルトの勝利で終
わりましたね。ヤクルトファンのみなさんおめ
でとうございます。熱戦続きでしたが、個人的
には最後の大阪近鉄バファローズ戦士・坂口
智隆選手が歓喜の瞬間にグラウンドに立って
いたことにとても感動しました。高津監督粋な
計らいありがとう！

西日本支社 課長  宮下雅文
 （大阪、京都、滋賀、四国、九州担当）

年末にコミックマーケットが2年ぶりに開催との
ことで、参加者だけでなく世間的な話題になっ
ています。今年日本で行われる最大のイベント
とのことで、このイベントが成功裏に終われば
ほかのイベントの開催に向けてもいい流れを
作れるのではと期待しています。私は20年ほ
ど前から欠かさず参加していますが、あの会場
だけで会う友人も多く、今から楽しみです。
 オンライン・法人営業部 係長 阿部俊大

岩織

梅田

平田

岩本

自身の生誕半世紀が近づいてきて、日々が息
継ぎする間もなく過ぎていく感覚です。それも
そのはず、所長（長男）が大学受験を迎え、来
春には大学生になるのです。思えばあっとい
う間でしたね。それに引き換え、自分はこの年
末の季節商材販促で息切れし、迷惑をかけ
る始末……。少し鍛えないとダメですねぇ（苦
笑）。
 出版営業部 課長 平野太郎
 （都内、埼玉、東北担当）

嘉藤

中村

村田

徳田

野原水島

丸山

前回の「できるもん通信」に書いたP90 GTP 
LesPaulをライブに投入しました。ついでに、
といってはなんですが、1989年に手に入れ
たGreco LesPaulも別 バンドで使用、30年
以上の時を超えジャパンビンテージで弾く「パ
リの散歩道」は格別でした。ありがとうござい
ました。
 オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

気づけば2021年もあと少し。コロナ禍2年目
はオリンピック等、色 と々あった気がしますが、
既に遠い過去の記憶。都内近郊は非常事態
宣言期間が長かったので、今年も人との交流
が少なかった気はします。そんな中、久々にゴ
ルフを再開。年内は自主トレ（打ちっ放し）に
励み、来年は仲間とラウンドしたい2022年で
す。

オンライン・法人営業部 主任 野原大輔

4月から筋トレを始めて半年経過、現在3キロ
減です。自宅には3キロダンベル、愛飲してい
るのはプロテイン。昨秋の服はゆるすぎて、ほ
とんど捨ててしまいました。最近キックボクシ
ングも始めました。サンドバックを打ち込むの
は最高です。もうどこへ向かっているのか自分
でもわかりません。

物流情報管理室 主任 後藤まどか

最近お茶に豆乳を入れて飲むのにハマってい
ます。中国のSNSでバズったという「烏龍ミル
クティー」を見て始めたもので、烏龍茶だけで
なく紅茶やジャスミン茶にも合うので気に入っ
てます。作り方は簡単、600mlペットのお茶
の中身1/4～2/3をコップに出し、その分量
だけペットボトルに牛乳や豆乳を入れ混ぜる
だけ。ぜひお試しください。
 出版マーケティング部／広報担当 丸山奏恵

大賀

後藤

湯浅

年末年始のお供に『できるシリーズ』なんだもん♪ 」」号号

今井

飯沼

山口で食べた牛骨ラーメンです。

好評発売中の『できるWindows 11』に続き、『できるWindows 11 パーフェクトブック』を2月に発売します。1,100を超える項目をす
べてブラッシュアップし、パーフェクトブックシリーズ初となる小冊子も付けました。ここではおすすめのポイントを紹介します！

最新機能をたっぷり紹介！ 定番ワザもアップデート！

「通常版」とペアで展開を！

「チャット」「Teams」「ウィジェット」など注目
の最新機能をたっぷり紹介。基本操作からト
ラブルシューティングまでQ&A形式で手軽
に読めます。

好評発売中の『できるZoom 最新改訂版』を
特別編集した小冊子をとじ込みました。本書
から切り離して、必要なときに参照できます。

『できる Windows 11 パーフェクトブック　困った！＆便利ワザ大全』
ISBN：978-4-295-01290-0　定価：1,628円（税込）

MicrosoftアカウントやOSのカスタマイズ
など、パーフェクトブックならではの詳しい内
容をブラッシュアップ。試してみたくなるワザ
が満載です！

12月9日
マウスが誕生

今日は何の日？　

1968年12月9日は、マウスが誕生
した記念日なんだもん！

Windows 11
パーフェクトブック

『できるWindows 11』は 基
本、パーフェクトブックは応用
と2冊の内容は「対」になって
います。ペアで展開すること
で併売効果を期待できます！

2022年
2月発売！

通常版に

続けて登場
!!

Zoomの最新小冊子付き！

山折

山折



世界初のコードレスマウスは1984年にロジテックが発表。テレビのリモコンのような赤外線方式で、受信部に直接向ける必要があったそうです。PC雑学 1999年の大晦日は、西暦の下2桁が「00」になることでシステムが誤動作を起こす「2000年問題」に備えるため、多くの飛行機や鉄道が運行を見合わせました。PC雑学

できるもんにはちょっと難しいかもしれないけど、どちら

も少額から投資ができて初心者でもはじめやすいことか

ら、節税に興味のある人たちに選ばれているよ。

「つみたてNISA」は少額から投資がはじめられて、得ら

れた利益に税金が一切かからない非課税制度だよ。国

がお墨付きを与えた金融商品（株とか債権とか）をプロが

代わりに買って運用してくれるんだ。株というと怖いイメー

ジがあるけど、自分がやることといえば、毎月自動引き落と

して積み立てるだけ。あとは勝手にプロが資産運用してく

れて、たんに貯金しているよりもお金が増える可能性があ

るわけだ。なので、低リスクで資産運用してみたいって人

の投資・節税入門としてはぴったりな制度なんだ。

iDeCoは国や会社が積み立ててる年金以外で、自分で

積み立てる「自分年金」のこと。こちらも、積み立てたお

金をプロが運用してくれるよ。また、年間で積み立てた

お金の全額が所得控除の対象になるのでお得。もっと

も投資にはメリット・デメリットがあるから、書籍を参考

に自分に合った方法を選びたいね。

つみたてN
ニ ー サ

ISA、i
イ デ コ

DeCoって何がお得なの？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。

一定の投資額内で得た利益が
非課税になる税制優遇制度が魅力だよ

僕もまずはお小遣い
を貯めてみるもん！

『マンガと図解でよくわかる 
つみたてNISA＆iDeCo＆
ふるさと納税』
ISBN：978-4-295-01273-3
定価：1,430円

『知識ゼロですが、
つみたてNISAとiDeCoを
はじめたいです。』
ISBN：978-4-295-01293-1
定価：1,320円

関 連 書 籍

つみたてNISAとiDecoの違い

つみたてNISA iDeCo
例えばこんな目的に

ぴったり

教育資金

住宅資金

老後資金

例えばこんな目的に
ぴったり

老後資金

『いちからわかる！ 
つみたてNISA＆iDeCo 
制度改正対応版』
ISBN：978-4-295-01300-6
定価1,100円

【お申し込み方法】　右のQRコードかURLにアクセスいただき、専
用のお申し込みフォームに必要事項をご入力ください

【ご応募条件】　書店に勤務されている方

※おひとり様1冊とさせていただきます

【応募フォーム】　https://forms.gle/3xDjmAt2yYCxV8es9

　　　シリーズ
2021年 年間売上ランキングを発表！

年末恒例企画！ 2021年の振り返りとして、「できるシリーズ」の年間売上冊数ランキングをご紹介します。今年もWindowsやExcelなどの定番が並
ぶなか、Google for EducationやZoomなどのタイムリーな企画が目立つ結果となりました。コロナ禍により環境が変わり、これまでなかったような
新しいツールやサービスが増えています。これからも時代に合わせた企画を作り続けますので、来年も「できるシリーズ」をよろしくお願いします！

できる Winsows 10
2020年 改訂6版
毎年売上1位の大定番。
最新OS「Windows 11」版も好評発売中。

1位

2020年12月発売

できるWindows 10 パーフェクトブック
困った！&便利ワザ大全 2020年改訂6版
こちらも不動の2位！ Windows 10に関する疑問や
便利技を徹底解説しています。

2位

2020年12月発売

できるYoutuber式 Excel現場の教科書
インプレスで1番売れているExcel本！ 
動画を観ながら学べるので、自宅学習におすすめ。

3位

2019年1月発売

できるGoogle for Education 
コンプリートガイド 導入・運用・実践編 増補改訂2版
オンライン授業の導入増で一気にランクアップ！

4位

2020年12月発売

できるfitドコモのiPhone 12/mini/Pro/
Pro Max 基本＋活用ワザ
5G対応などで製品本体が好調で、解説書も絶好調！ 
ひとつ前の「iPhone 11」本は昨年15位でした。

5位

2020年11月発売

できるZoom 
ビデオ会議が使いこなせる本
コロナ禍でオンライン会議が浸透。主流ツールである
Zoomの解説書がよく売れました。最新改訂版も発売中！

6位

2020年8月発売

できるfit Zoom 基本＋活用ワザ
続いてA5判とお手軽サイズの「Zoom」本です。サクッと
読めるので、忙しいビジネスパーソンにおすすめです。

7位

2020年9月発売

できるExcel 2019 
Office 2019／Office365両対応
発売から3年。安定して売れ続けているタイトルです。

8位

2019年1月発売

できるポケット
Excel関数 基本＆活用マスターブック
Office365/2019/2016/2013/2010対応
昨年に続き、ランクイン！時短に効くExcel関数を収録。
ポケットサイズで持ち運びしやすいのが特徴です。

9位

2019年6月発売

できるfit   iPhone SE 第2世代 
基本＋活用ワザ
製品本体が安く、買いやすいと大人気のモデル。
iPhone 13が発売された現在もまだまだ好調です！

10位

2020年6月発売

13位
できるポケット 時短の王道 
ショートカットキー全事典 改訂版

14位
できる Word&Excel 2019 
Office 2019／Office365両対応

17位
できるfit auのiPhone 12/mini/Pro/
Pro Max 基本＋活用ワザ

18位
できるポケットExcel マクロ&VBA 
基本&活用マスターブック 
Office 365／2019/2016/2013/2010対応

19位
新しい文章力の教室 苦手を得意に変える
ナタリー式トレーニング（できるビジネス）

20位
できるポケット Excel 困った！&便利技323
 Office 365／2019/2016/2013/2010対応

日頃のご愛顧に対する感謝を込めて、20位までに
ランクインしたアイテムを書店員の皆さまに献本
いたします。右記の応募フォームからお問い合わ
せください！
※先着50名様。改訂版がある場合は最新版を献本します

年 末　　 プ レ ゼント企 画 できるシリーズを献本いたします！

11位〜20位はこちら！

今年も1年間、
できるシリーズをご販売いただき
ありがとうございました！もん

大注目！

大注目！大注目！

大注目！

大注目！

16位
ライフピボット 縦横無尽に未来を描く 
人生100年時代の転身術（できるビジネス）

注 目！12位
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

注 目！ 15位 できる イラストで学ぶ 入社1年目からのExcel VBA
注 目！

11位
SDGsが生み出す未来のビジネス

（できるビジネス）

注 目！

出版事業部 note に

インプレス出版事業部のnoteでは、「インプレス出

版人図鑑」と題した編集者インタビューを掲載して

います。企画へのこだわりからプライベートの過ご

し方など、編集者の仕事や社員の人となりをお伝え

したいという思いで記事を制作しています。今後も

新しい記事をどんどん追加していくので、ぜひご覧

ください！

https://note-pub.impress.co.jp/m/mee8fa959e188

入社前は何を
やってたの？

社内の雰囲気
はどう？オフはどう

過ごしてるの？

企画時の
こだわりは？

本作りで気を
配っていることは？

編集者インタビュー
掲載中！

隔週更新

スマホでも
読みやすい！

谷折

谷折
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Zoomの解説書がよく売れました。最新改訂版も発売中！

6位

2020年8月発売

できるfit Zoom 基本＋活用ワザ
続いてA5判とお手軽サイズの「Zoom」本です。サクッと
読めるので、忙しいビジネスパーソンにおすすめです。

7位

2020年9月発売

できるExcel 2019 
Office 2019／Office365両対応
発売から3年。安定して売れ続けているタイトルです。

8位

2019年1月発売

できるポケット
Excel関数 基本＆活用マスターブック
Office365/2019/2016/2013/2010対応
昨年に続き、ランクイン！時短に効くExcel関数を収録。
ポケットサイズで持ち運びしやすいのが特徴です。

9位

2019年6月発売

できるfit   iPhone SE 第2世代 
基本＋活用ワザ
製品本体が安く、買いやすいと大人気のモデル。
iPhone 13が発売された現在もまだまだ好調です！

10位

2020年6月発売

13位
できるポケット 時短の王道 
ショートカットキー全事典 改訂版

14位
できる Word&Excel 2019 
Office 2019／Office365両対応

17位
できるfit auのiPhone 12/mini/Pro/
Pro Max 基本＋活用ワザ

18位
できるポケットExcel マクロ&VBA 
基本&活用マスターブック 
Office 365／2019/2016/2013/2010対応

19位
新しい文章力の教室 苦手を得意に変える
ナタリー式トレーニング（できるビジネス）

20位
できるポケット Excel 困った！&便利技323
 Office 365／2019/2016/2013/2010対応

日頃のご愛顧に対する感謝を込めて、20位までに
ランクインしたアイテムを書店員の皆さまに献本
いたします。右記の応募フォームからお問い合わ
せください！
※先着50名様。改訂版がある場合は最新版を献本します

年 末　　 プ レ ゼント企 画 できるシリーズを献本いたします！

11位〜20位はこちら！

今年も1年間、
できるシリーズをご販売いただき
ありがとうございました！もん

大注目！

大注目！大注目！

大注目！

大注目！

16位
ライフピボット 縦横無尽に未来を描く 
人生100年時代の転身術（できるビジネス）

注 目！12位
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

注 目！ 15位 できる イラストで学ぶ 入社1年目からのExcel VBA
注 目！

11位
SDGsが生み出す未来のビジネス

（できるビジネス）

注 目！

出版事業部 note に

インプレス出版事業部のnoteでは、「インプレス出

版人図鑑」と題した編集者インタビューを掲載して

います。企画へのこだわりからプライベートの過ご

し方など、編集者の仕事や社員の人となりをお伝え

したいという思いで記事を制作しています。今後も

新しい記事をどんどん追加していくので、ぜひご覧

ください！

https://note-pub.impress.co.jp/m/mee8fa959e188

入社前は何を
やってたの？

社内の雰囲気
はどう？オフはどう

過ごしてるの？

企画時の
こだわりは？

本作りで気を
配っていることは？

編集者インタビュー
掲載中！

隔週更新

スマホでも
読みやすい！

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2022年 1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

皆様、今年もありがとうございました。コロナで
大変な1年でしたが、来年は明るい年になると
良いなと思います。緊急事態宣言もようやく解
除されたので、現在は年賀状素材集の販促で出
張する機会が増えました。出張では現地の「食」
がとても楽しみで今回も新たに美味しい出会い
がありました。
写真は山口県でランチに食べた牛骨ラーメン。
初めて食べたのですが、スープに甘みがありこっ
てりとしていて美味しい！ 体も心も暖まりました。
そして2枚目は鳥取で食べた海老餅そば。コシ
のある蕎麦とぷりっとした海老が美味しい。ボ
リュームもあり大満足です。皆様もオススメがあ
れば教えてくださいね。（さ）

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。

海老餅そば。こちらも美味しかった！

営業部員のひとりごと

加茂下

堺

阿部

平野

宮下

プロ野球日本シリーズがヤクルトの勝利で終
わりましたね。ヤクルトファンのみなさんおめ
でとうございます。熱戦続きでしたが、個人的
には最後の大阪近鉄バファローズ戦士・坂口
智隆選手が歓喜の瞬間にグラウンドに立って
いたことにとても感動しました。高津監督粋な
計らいありがとう！

西日本支社 課長  宮下雅文
 （大阪、京都、滋賀、四国、九州担当）

年末にコミックマーケットが2年ぶりに開催との
ことで、参加者だけでなく世間的な話題になっ
ています。今年日本で行われる最大のイベント
とのことで、このイベントが成功裏に終われば
ほかのイベントの開催に向けてもいい流れを
作れるのではと期待しています。私は20年ほ
ど前から欠かさず参加していますが、あの会場
だけで会う友人も多く、今から楽しみです。
 オンライン・法人営業部 係長 阿部俊大

岩織

梅田

平田

岩本

自身の生誕半世紀が近づいてきて、日々が息
継ぎする間もなく過ぎていく感覚です。それも
そのはず、所長（長男）が大学受験を迎え、来
春には大学生になるのです。思えばあっとい
う間でしたね。それに引き換え、自分はこの年
末の季節商材販促で息切れし、迷惑をかけ
る始末……。少し鍛えないとダメですねぇ（苦
笑）。
 出版営業部 課長 平野太郎
 （都内、埼玉、東北担当）

嘉藤

中村

村田

徳田

野原水島

丸山

前回の「できるもん通信」に書いたP90 GTP 
LesPaulをライブに投入しました。ついでに、
といってはなんですが、1989年に手に入れ
たGreco LesPaulも別 バンドで使用、30年
以上の時を超えジャパンビンテージで弾く「パ
リの散歩道」は格別でした。ありがとうござい
ました。
 オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

気づけば2021年もあと少し。コロナ禍2年目
はオリンピック等、色 と々あった気がしますが、
既に遠い過去の記憶。都内近郊は非常事態
宣言期間が長かったので、今年も人との交流
が少なかった気はします。そんな中、久々にゴ
ルフを再開。年内は自主トレ（打ちっ放し）に
励み、来年は仲間とラウンドしたい2022年で
す。

オンライン・法人営業部 主任 野原大輔

4月から筋トレを始めて半年経過、現在3キロ
減です。自宅には3キロダンベル、愛飲してい
るのはプロテイン。昨秋の服はゆるすぎて、ほ
とんど捨ててしまいました。最近キックボクシ
ングも始めました。サンドバックを打ち込むの
は最高です。もうどこへ向かっているのか自分
でもわかりません。

物流情報管理室 主任 後藤まどか

最近お茶に豆乳を入れて飲むのにハマってい
ます。中国のSNSでバズったという「烏龍ミル
クティー」を見て始めたもので、烏龍茶だけで
なく紅茶やジャスミン茶にも合うので気に入っ
てます。作り方は簡単、600mlペットのお茶
の中身1/4～2/3をコップに出し、その分量
だけペットボトルに牛乳や豆乳を入れ混ぜる
だけ。ぜひお試しください。
 出版マーケティング部／広報担当 丸山奏恵

大賀

後藤

湯浅

年末年始のお供に『できるシリーズ』なんだもん♪ 」」号号

今井

飯沼

山口で食べた牛骨ラーメンです。

好評発売中の『できるWindows 11』に続き、『できるWindows 11 パーフェクトブック』を2月に発売します。1,100を超える項目をす
べてブラッシュアップし、パーフェクトブックシリーズ初となる小冊子も付けました。ここではおすすめのポイントを紹介します！

最新機能をたっぷり紹介！ 定番ワザもアップデート！

「通常版」とペアで展開を！

「チャット」「Teams」「ウィジェット」など注目
の最新機能をたっぷり紹介。基本操作からト
ラブルシューティングまでQ&A形式で手軽
に読めます。

好評発売中の『できるZoom 最新改訂版』を
特別編集した小冊子をとじ込みました。本書
から切り離して、必要なときに参照できます。

『できる Windows 11 パーフェクトブック　困った！＆便利ワザ大全』
ISBN：978-4-295-01290-0　定価：1,628円（税込）

MicrosoftアカウントやOSのカスタマイズ
など、パーフェクトブックならではの詳しい内
容をブラッシュアップ。試してみたくなるワザ
が満載です！

12月9日
マウスが誕生

今日は何の日？　

1968年12月9日は、マウスが誕生
した記念日なんだもん！

Windows 11
パーフェクトブック

『できるWindows 11』は 基
本、パーフェクトブックは応用
と2冊の内容は「対」になって
います。ペアで展開すること
で併売効果を期待できます！

2022年
2月発売！

通常版に

続けて登場
!!

Zoomの最新小冊子付き！

山折

山折




