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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

最近、赤福朔日餅を食べています。百貨店で人
がいっぱい並んでいたので聞いたところ、一度
購入すると次月以降も予約ができる事を知り、
おいしく楽しんでいます。
ホームページによると『伊勢には、毎月一日に普
段より早く起きて、神宮へお参りする「朔日（つ
いたち）参り」というならわしが残っています。  
無事に過ごせた1ヶ月を感謝し、また新しい月の
無事を願ってお祈りします。本店では、お正月を
除く毎月一日に「朔日餅」を用意し、朔日参りの
お客様をお迎えしております。』とのことです。
それぞれ季節に合わせて包まれた伊勢千代紙も
とても風情があります。たとえば、十一月ゑびす
餅の打ち出の小槌に見立てた餅は、餡も生地も
黒糖の味わいで、黄金色の小判に見立てた餅は
さっぱりとした柚子風味です。商売繁盛と開運
招福を祈願しています。
それはそうとお正月に食べるお雑煮は、関西は
丸餅で煮る、関東では角餅で焼きが特徴です。
境目は関ヶ原説があるらしいです。よう知らんけ
ど（笑）。　（い）

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。

包装紙もデザインが違う
ので毎月楽しみです。

営業部員のひとりごと

加茂下

後藤

大賀

岩本

嘉藤

同僚Aとランチに向かう道中、行こうとしたカ
レー屋が如何に凄いか、如何に美味いかをと
くとくと説明するA。それに対して「なるほど」
と相槌を打ちながら右から左に聞き流す私。
そんなやりとりをしながら歩くと、なんと定休日

（汗）。結局、近所にある未訪問の超激旨ラー
メンを食べ、私にとっては生涯忘れられぬ味
となりました。ありがとうA（笑）。

オンライン・法人営業部 課長  嘉藤大輔

2010年1月～ 2019年12月で10キロ増えま
した（嘆）。2020年1月～ 2021年12月で10
キロ痩せました（喜）。引き続きプロテインを飲
んで筋トレを強化し、今後は体脂肪率を下げら
れるように努力しようと思います。今年は良い
年にすべく、コツコツ努力を続けます。「継続は
力なり」。
 出版営業部 主任 大賀慎一郎
 （都内、神奈川、中部、新潟担当）

阿部

梅田

徳田

丸山

運動不足なので、手軽に筋トレが楽しめる
「シックスパッドフットフィット」を購入しまし
た。裸足で座って足を乗せるだけで左右交互
の刺激で歩いているような感覚にもなるので
なんだか不思議なビリビリ刺激です。大阪人
でせこいので毎日続けて元は取りたいと思い
ますわ（笑）
 西日本支社 支社長 岩本琢磨
 （西日本統括、北陸、大阪、奈良、兵庫、

九州南部担当）

水島

宮下

野原

平野

飯沼平田

村田

パンや焼き菓子作りにハマってます。電動ミキ
サーを持っていないので、一心不乱に手作業
で生地を混ぜています。疲れますが、焼く頃
にはとてつもない爽快感が。余計なことを考
えずに作業に没頭できるので、自分にとって
はマインドフルネスになっているようです。リ
フレッシュもできて、美味しいし、まだまだブー
ムは続きそうです。
 出版営業部 主任 平田葵
 （都内、千葉、北海道担当）

ふたご座流星群が見えるというので、家族で
外に出てみた。我が家は都内から少々離れて
いるので、空気が澄んで星が良く見える。妻も
子供もこんなに流れ星を見るのは初めてだと
か言っているのに、なぜか自分には見えない。
老眼は関係ないとして、動体視力でも衰えて
いるというのか。まったくもって不愉快な夜。

物流情報管理室 課長 飯沼昭教

毎日のごはんを電気炊飯からガス火炊きに切
り替えてみました。水加減・時間加減を掴むま
では、柔らかくなり過ぎたり盛大におこげがで
きたりという感じでしたが、慣れてしまえばと
ても簡単。炊き上がりの時間も電気炊飯と大
差なく、そしてなんといっても美味しい！つい
食べ過ぎてしまいそうで困っちゃう（笑）

出版マーケティング部 課長 中村昌代

横須賀で「MEGURU Project」という観光企
画が実施されており、散歩がてら見学に行っ
てみました。総煉瓦造りの「浦賀ドック」や、明
治時代に陸軍が建設した西洋式の巨大要塞

「千代ヶ崎砲台跡」などが公開されています。
いずれも古い煉瓦を巧みに積み上げて建築
されており、当時の技術に圧倒されました。
 出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長

 村田哲史

岩織

中村

湯浅

新春のお喜びを申し上げますもん！ 」」号号

今井

堺

栗餅や萩の餅など月ご
とに餅の種類が変わり
ます。

1月9日
初代iPhoneが発表

今日は何の日？　

2007年1月9日（日本時間は10日）
は初代iPhoneがアメリカで
発表された日なんだもん！

『パワポdeデザイン』初速好調!!
昨年10月刊行の『パワポdeデザイン PowerPointっぽさを脱却する新しいアイデア』が好調です。「これ、パワポで作れるの？ という
作例が豊富」「アイデアがたくさんつまった玉手箱」など、うれしい声をいただいています。本書の魅力をあらためてお伝えします。　

『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）

68のテクニックと280以上のおしゃれな作例
は見ているだけでもワクワクします。「角丸四角
形を活用したデザイン」や「グラデーションを画
像に重ねる」など具体的なアイデアを学ぶこと
ができます。

各作例で使用しているフォントと素材の情報
を記載しているので、実際に作るときに参考に
なります。

「ショートカットキー練習ファイル」「パワポで使
えるパターン10種類」「動きのある作例の動画
イメージ」がダウンロードできます。すぐに使え
てとても便利です。

パワポ界の新星！ 著者・菅 新汰さんより

「パワポでもここまでできるの？」と思ってもらえるよう
な本になっています！ 従来のPowerPointの本とは一
線を画し、デザインを楽しむツールとしてパワポを使う
方法についてまとめるという、今までにない新しい切り
口で書かせていただきました。ビジネスパーソンだけで
なく幅広い方に手に取っていただいております。
ぜひ店内のPOP作成などにもこの本のテクニックを活
用していただければうれしいです。

好評
2刷

いま仕掛ける
ならコレ！

ジュンク堂書店天満橋店様の展開
資料作成本との併売もおすすめです

著者がパワポで作成したPOPをご用意しています

魅力その 1 豊富な作例

魅力その 3 サンプルデータも充実

魅力その 2 フォント・素材情報も記載

ダウンロードは
こちら
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神田明神（東京）では「IT 情報安全守護」というお守りを授与しています。PC のトラブルや、個人情報漏えいを防ぐお守りとして人気です。PC雑学 いまや初詣も「リモート」に！？　築地本願寺（東京）や三輪神社（愛知）など、多くの寺社が「オンライン参拝」に対応しています。PC雑学

システム手帳ってあるよね。バインダー式で、スケジュー

ル管理、備忘録、白紙のメモといった用途ごとのリフィ

ルが用意されていて、中身を入れ替えられる手帳だよ。

必要に応じてページを追加したり、ポケットに名刺や写

真を挟み込んだりもできる。Notionは一言で表すと、こ

のシステム手帳をアプリ化したようなものなんだ。でもシ

ステム手帳は個人で使うものだけど、Notionは個人で

もチームでも使えるのが特徴だよ。個人であれば、読書

メモや気になったWeb記事を一覧にしたり、Googleマッ

プを埋め込んで旅行の日程をメモしたりといった使い方

もできる。Notionでは、画像や動画の貼り付けや、外

部サービスとの連携も可能なんだ。チームであれば、仕

事の進捗管理をしたり、企画のアイデアを共有したりと

いった使い方も便利だね。Notionはタグ付けや並べ替

え、フィルタといった機能も備えているから、情報を整理

するのもラクラク。だからまずはNotionにメモしておい

て、あとからアイデアをまとめて形にするといった使い方

をしている人も多いんだ。

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。

システム手帳がクラウド上でパワーアップしたような
サービスだよ

『Notionで実現する
新クリエイティブ仕事術　
万能メモツールによる最高のイン
プット＆アウトプット（できるビジネス）』
ISBN：978-4-295-01335-8
予価：1,848円（税込）
※カバーは制作中のものです

関 連 書 籍

あらかじめ実用度の高いテンプレートが
用意されているのも特徴

『Chromebook仕事術 
最速で業務に生かす 
基本＋活用ワザ（できるビジネス）』
ISBN:978-4-295-01177-4
定価：1,848円（税込）

僕もライフログを
作りたくなったもん！

N
ノ ー シ ョ ン

otion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

【今回の先輩】 
ジュンク堂書店大阪本店 星野耕士副店長
京都エリアの店長を歴任し理工書担当歴は20年以上。長年の経験に基づ
きお客様目線に立った棚づくりを実践している。

できるもん　コロナ禍の影響でコンピュータ書売り場に変化はあったんだもん？
星野さん　お客様の滞在時間が短くなった印象はありますね。ただ工夫することで
売上を伸ばすチャンスはまだまだあると思います。専門書でも内容が近い書籍を
ジャンルにとらわれずまとめて話題書に置いたりフェアで展開してみるなど、新し
い展開をすることでお客様に興味をもってもらえますよ！
できるもん　実際にどんなフェアを展開したんだもん？
星野さん　当店はビジネス街にあるので、夏から秋にかけてビジネスマン向けので
きるシリーズを集めたフェアを展開しました。できるシリーズってOf�ce系中心の
入門書というイメージが強いと思うのですが、RPAなど他のジャンルでもできるシ
リーズってたくさん出ているんだよとお客様にアピールしたかったんです。ちょう
ど『できるPower Automate Desktop』の初速が非常に良かったので元棚以外でフェ
アで展開してみようと思ったこともきっかけですね。実際に売上が伸びたのでフェ
アの効果はあったと思います。
できるもん　最後に「棚づくりの極意」を教えてほしいんだもん！
星野さん　固定観念にとらわれずお客様が喜んでもらえそうな仕掛けやフェアをす
ることで、棚のリフレッシュになり売上にもつながると思います。専門書の棚は楽し
いですよ！
できるもん　星野さん、貴重なお話ありがとうだもん！

【聞き手】 できるもん

  先輩の棚づくり
帰
っ
て
き
た

新春特別企画！ 好評だったあの企画が帰ってきました。日々積極的に棚づくり
に取り組んでいる先輩書店員さんに棚づくりのお悩みなど、できるもんがインタ
ビューしていきます。

教えて！教えて！
第5回

明日の棚づくりのヒントが満載！

ビジネスパーソン向けの「できるシリーズ」ビジネスパーソン向けの「できるシリーズ」
フェアは、若い女性にもアピールできます！フェアは、若い女性にもアピールできます！

棚づくりの極意

　リニューアル＆      パワーアップ！
『できるiPad超入門 改訂3版』登場！

パソコンやタブレットを初めて使う人に人気の「できるゼロからはじめる超入門」シリーズが大きくリニューアルします！ 
第一弾は『iPad超入門』と『パソコン超入門』。リニューアルの内容と、iPadがおすすめな理由をご紹介します。

スッキリ読みやすい紙面に更新！

「iPad祭り」の
 いまがチャンス！

パソコン超入門も同時発売！

「字が大きく読みやすい」という特長はそのまま、デザインをスッキリと刷新。色数を
少なくして目に優しく、読んでも疲れにくい紙面になっています。また、操作を説明す
るパーツとして「チェック」を追加。内容がより整理されてわかりやすくなりました。

2021年はiPadが大豊作！ 21年春に発売された最
上位モデル の「iPad Pro」（11型と12.9型の2モデ
ル）、秋に発売されたベーシックな「iPad」（第9世代）、
小型で人気の「iPad mini」（第6世代）、そして2020
年から発売されている薄型の「iPad Air」（第4世代）
と、合計5モデルから選べます。「iPad超入門」はすべ
てのiPadに対応。まさに売り時です！

iPadビギナー向けに内容も充実！
タッチ操作など基本中の基本から丁寧に解説し、大きな画面と
大きな文字で、初めてでも迷わず操作できます。レッスンの操
作はYouTubeの動画でも見られるほか、iPadをより楽しめる
アプリ集も巻末で紹介しています！

『で きるWindows 11』『で きる
Windows 11 パーフェクトブッ
ク』に 続 い て、『パ ソ コ ン 超 入
門』もWindows 11版 が 登 場！ 

『iPad超 入 門』と同様 に紙 面を
一新、さらに読みやすくなりまし
た。ぜひ同時にご展開ください！

『できるゼロからはじめる
パソコン超入門 ウィンドウズ11対応』
ISBN：978-4-295-01320-4
定価：1,100円（税込）

『できるゼロからはじめるiPad超入門 第3版 
iPad/mini/Air/Pro対応』
ISBN：978-4-295-01320-4
定価：1,408円（税込）
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新春特別企画！ 好評だったあの企画が帰ってきました。日々積極的に棚づくり
に取り組んでいる先輩書店員さんに棚づくりのお悩みなど、できるもんがインタ
ビューしていきます。

教えて！教えて！
第5回

明日の棚づくりのヒントが満載！

ビジネスパーソン向けの「できるシリーズ」ビジネスパーソン向けの「できるシリーズ」
フェアは、若い女性にもアピールできます！フェアは、若い女性にもアピールできます！

棚づくりの極意

　リニューアル＆      パワーアップ！
『できるiPad超入門 改訂3版』登場！

パソコンやタブレットを初めて使う人に人気の「できるゼロからはじめる超入門」シリーズが大きくリニューアルします！ 
第一弾は『iPad超入門』と『パソコン超入門』。リニューアルの内容と、iPadがおすすめな理由をご紹介します。

スッキリ読みやすい紙面に更新！

「iPad祭り」の
 いまがチャンス！

パソコン超入門も同時発売！

「字が大きく読みやすい」という特長はそのまま、デザインをスッキリと刷新。色数を
少なくして目に優しく、読んでも疲れにくい紙面になっています。また、操作を説明す
るパーツとして「チェック」を追加。内容がより整理されてわかりやすくなりました。

2021年はiPadが大豊作！ 21年春に発売された最
上位モデル の「iPad Pro」（11型と12.9型の2モデ
ル）、秋に発売されたベーシックな「iPad」（第9世代）、
小型で人気の「iPad mini」（第6世代）、そして2020
年から発売されている薄型の「iPad Air」（第4世代）
と、合計5モデルから選べます。「iPad超入門」はすべ
てのiPadに対応。まさに売り時です！

iPadビギナー向けに内容も充実！
タッチ操作など基本中の基本から丁寧に解説し、大きな画面と
大きな文字で、初めてでも迷わず操作できます。レッスンの操
作はYouTubeの動画でも見られるほか、iPadをより楽しめる
アプリ集も巻末で紹介しています！

『で きるWindows 11』『で きる
Windows 11 パーフェクトブッ
ク』に 続 い て、『パ ソ コ ン 超 入
門』もWindows 11版 が 登 場！ 

『iPad超 入 門』と同様 に紙 面を
一新、さらに読みやすくなりまし
た。ぜひ同時にご展開ください！

『できるゼロからはじめる
パソコン超入門 ウィンドウズ11対応』
ISBN：978-4-295-01320-4
定価：1,100円（税込）

『できるゼロからはじめるiPad超入門 第3版 
iPad/mini/Air/Pro対応』
ISBN：978-4-295-01320-4
定価：1,408円（税込）
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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

最近、赤福朔日餅を食べています。百貨店で人
がいっぱい並んでいたので聞いたところ、一度
購入すると次月以降も予約ができる事を知り、
おいしく楽しんでいます。
ホームページによると『伊勢には、毎月一日に普
段より早く起きて、神宮へお参りする「朔日（つ
いたち）参り」というならわしが残っています。  
無事に過ごせた1ヶ月を感謝し、また新しい月の
無事を願ってお祈りします。本店では、お正月を
除く毎月一日に「朔日餅」を用意し、朔日参りの
お客様をお迎えしております。』とのことです。
それぞれ季節に合わせて包まれた伊勢千代紙も
とても風情があります。たとえば、十一月ゑびす
餅の打ち出の小槌に見立てた餅は、餡も生地も
黒糖の味わいで、黄金色の小判に見立てた餅は
さっぱりとした柚子風味です。商売繁盛と開運
招福を祈願しています。
それはそうとお正月に食べるお雑煮は、関西は
丸餅で煮る、関東では角餅で焼きが特徴です。
境目は関ヶ原説があるらしいです。よう知らんけ
ど（笑）。　（い）

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。

包装紙もデザインが違う
ので毎月楽しみです。

営業部員のひとりごと

加茂下

後藤

大賀

岩本

嘉藤

同僚Aとランチに向かう道中、行こうとしたカ
レー屋が如何に凄いか、如何に美味いかをと
くとくと説明するA。それに対して「なるほど」
と相槌を打ちながら右から左に聞き流す私。
そんなやりとりをしながら歩くと、なんと定休日

（汗）。結局、近所にある未訪問の超激旨ラー
メンを食べ、私にとっては生涯忘れられぬ味
となりました。ありがとうA（笑）。

オンライン・法人営業部 課長  嘉藤大輔

2010年1月～ 2019年12月で10キロ増えま
した（嘆）。2020年1月～ 2021年12月で10
キロ痩せました（喜）。引き続きプロテインを飲
んで筋トレを強化し、今後は体脂肪率を下げら
れるように努力しようと思います。今年は良い
年にすべく、コツコツ努力を続けます。「継続は
力なり」。
 出版営業部 主任 大賀慎一郎
 （都内、神奈川、中部、新潟担当）

阿部

梅田

徳田

丸山

運動不足なので、手軽に筋トレが楽しめる
「シックスパッドフットフィット」を購入しまし
た。裸足で座って足を乗せるだけで左右交互
の刺激で歩いているような感覚にもなるので
なんだか不思議なビリビリ刺激です。大阪人
でせこいので毎日続けて元は取りたいと思い
ますわ（笑）
 西日本支社 支社長 岩本琢磨
 （西日本統括、北陸、大阪、奈良、兵庫、

九州南部担当）

水島

宮下

野原

平野

飯沼平田

村田

パンや焼き菓子作りにハマってます。電動ミキ
サーを持っていないので、一心不乱に手作業
で生地を混ぜています。疲れますが、焼く頃
にはとてつもない爽快感が。余計なことを考
えずに作業に没頭できるので、自分にとって
はマインドフルネスになっているようです。リ
フレッシュもできて、美味しいし、まだまだブー
ムは続きそうです。
 出版営業部 主任 平田葵
 （都内、千葉、北海道担当）

ふたご座流星群が見えるというので、家族で
外に出てみた。我が家は都内から少々離れて
いるので、空気が澄んで星が良く見える。妻も
子供もこんなに流れ星を見るのは初めてだと
か言っているのに、なぜか自分には見えない。
老眼は関係ないとして、動体視力でも衰えて
いるというのか。まったくもって不愉快な夜。

物流情報管理室 課長 飯沼昭教

毎日のごはんを電気炊飯からガス火炊きに切
り替えてみました。水加減・時間加減を掴むま
では、柔らかくなり過ぎたり盛大におこげがで
きたりという感じでしたが、慣れてしまえばと
ても簡単。炊き上がりの時間も電気炊飯と大
差なく、そしてなんといっても美味しい！つい
食べ過ぎてしまいそうで困っちゃう（笑）

出版マーケティング部 課長 中村昌代

横須賀で「MEGURU Project」という観光企
画が実施されており、散歩がてら見学に行っ
てみました。総煉瓦造りの「浦賀ドック」や、明
治時代に陸軍が建設した西洋式の巨大要塞

「千代ヶ崎砲台跡」などが公開されています。
いずれも古い煉瓦を巧みに積み上げて建築
されており、当時の技術に圧倒されました。
 出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長

 村田哲史

岩織

中村

湯浅

新春のお喜びを申し上げますもん！ 」」号号

今井

堺

栗餅や萩の餅など月ご
とに餅の種類が変わり
ます。

1月9日
初代iPhoneが発表

今日は何の日？　

2007年1月9日（日本時間は10日）
は初代iPhoneがアメリカで
発表された日なんだもん！

『パワポdeデザイン』初速好調!!
昨年10月刊行の『パワポdeデザイン PowerPointっぽさを脱却する新しいアイデア』が好調です。「これ、パワポで作れるの？ という
作例が豊富」「アイデアがたくさんつまった玉手箱」など、うれしい声をいただいています。本書の魅力をあらためてお伝えします。　

『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）

68のテクニックと280以上のおしゃれな作例
は見ているだけでもワクワクします。「角丸四角
形を活用したデザイン」や「グラデーションを画
像に重ねる」など具体的なアイデアを学ぶこと
ができます。

各作例で使用しているフォントと素材の情報
を記載しているので、実際に作るときに参考に
なります。

「ショートカットキー練習ファイル」「パワポで使
えるパターン10種類」「動きのある作例の動画
イメージ」がダウンロードできます。すぐに使え
てとても便利です。

パワポ界の新星！ 著者・菅 新汰さんより

「パワポでもここまでできるの？」と思ってもらえるよう
な本になっています！ 従来のPowerPointの本とは一
線を画し、デザインを楽しむツールとしてパワポを使う
方法についてまとめるという、今までにない新しい切り
口で書かせていただきました。ビジネスパーソンだけで
なく幅広い方に手に取っていただいております。
ぜひ店内のPOP作成などにもこの本のテクニックを活
用していただければうれしいです。

好評
2刷

いま仕掛ける
ならコレ！

ジュンク堂書店天満橋店様の展開
資料作成本との併売もおすすめです

著者がパワポで作成したPOPをご用意しています

魅力その 1 豊富な作例

魅力その 3 サンプルデータも充実

魅力その 2 フォント・素材情報も記載

ダウンロードは
こちら

https://book.impress.co.jp/bookstore-info/
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