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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

コロナ禍の生活が収まる気配が見えませんが、
今年も西日本支社恒例となりました、支社近く
にある豊崎神社へ商売繁盛と疫病退散を祈願し
に、クロスメディア・パブリッシングの営業の皆
さんとお参りに行きました。
十日戎（えべっさん）の1月10日は祝日でしたの
で、翌11日の「残りえびす（残り福）」を授かりに
いきましたが、あいにくの雨の中での参拝となり
ました。今年はちゃんと社殿に入れてもらって巫
女さんに祈祷もしていただきました。
参拝の帰り際に堺さんがくじ引きをひいたら当
たりがでました。さすが！ 何か持っている人とは
思ってました。袋いっぱいのお菓子と関西では
おなじみのクマの風船をお土産にもらい、縁起
もんなんでみんなで分けておいしくいただきまし
た、これで今年も1年商売繁盛間違いなし。（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。

関西人ならみんな大好き「クマの風船」

営業部員のひとりごと

岩本

宮下

加茂下

徳田

岩織

仕事がらみの調べもので、アルファベット3文
字のPOD、BOD、STRなどを調べていたら、
フランスのボルドー（BOD）からドイツのシュ
トゥットガルト（STR）へのフライト情報がひっ
かかりました。フランスからドイツ！ ワイン飲
んでベンツとポルシェ！ ヨーロッパ、行きたい
なぁ。正解は、プリントオンデマンド、ブックオ
ンデマンド、デジタルショートラン。色気がな
いですね。

出版マーケティング部 部長  岩織康子

毎年年始は車で関東近郊を旅行。今年は何
度目かの那須高原へ。天気も良く観光にグル
メ、温泉や流行り？のサウナなど満喫。も、翌
朝窓開けてビックリ！の銀世界に。駐車場出て
直ぐの登り坂、ほんの数メートルがどう足掻い
ても前に進まず。運転歴30数年にして初のレッ
カー。人生備えが大事。いい勉強になりました。
 出版営業部 法人担当部長 加茂下良憲
 （本部営業担当）

大賀

平野

水島

野原

グループ版元の山と溪谷社の方に薦められて
バニーカクタスというサボテンを育て始めまし
た。ふわふわした白い棘と子株が生えた時の
形が、ウサギの耳のように見えて可愛かった
のですが……最近急激に大きくなってコケシ
みたいになってしまいました。何事も思い通り
にいかないものですね。
 オンライン・法人営業部 主任  徳田悟

嘉藤

中村

平田

丸山

湯浅今井

堺

近頃のスマホゲームの性能は、据え置き機が
なくとも満足するくらい向上しているように思
います。例えばNet Ease Games（網易）の某
FPSは、PvPにおいてキャラコンやリココン、
エイム力が問われてきます。操作やボタン配
置の自由度も高く、スマホゲーだとは思えない
ほどのクオリティです。
 出版営業部 今井あかね
 （都内、神奈川、静岡、北関東担当）

2022年となりました。コロナの状況は一進
一退ではありますが、一喜一憂せずにやって
いければと思います。もっとも、私事ではあり
ますが、腰痛の方がなかなかひどいので、そ
ちらの方をなんとかしたいのが今年の抱負と
いったところです。本年もどうぞよろしくお願
いいたします。
 出版営業部 次長 湯浅創
 （都内担当）

数年前から80～90年代のレトロゲームを買
い漁っては遊んでる今日この頃ですが、昨年
ゲーマーに大人気のバラエティ番組「ゲームセ
ンターCX」で遂にPS2が解禁されました。確
かに発売から20年経ちますが、遂にPS2まで
もがレトロ扱いされる時代。年を取ったなぁと
感じた瞬間でした。

出版マーケティング部 係長／プランナー 
梅田拓実

5月に開催されるカーター記念黒部名水マラソ
ンにエントリーをしました。景色が良い大会み
たいなので楽しみです。久しぶりに富山へ行
くので誰か美味しいお店を知っている方がい
たら教えてください。その前に2月末の大阪マ
ラソンが中止になりそうな雰囲気が出てきまし
たが……どうなることやら。

西日本支社 主任 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

後藤

梅田

村田

皆さまの無病息災を祈って北北西！だもん！ 」」号号

阿部

飯沼

2月24日
Rubyが誕生

今日は何の日？　

1993年2月24日に、日本人のまつもと
ひろゆきさんがRubyを開発。
名前は7月の誕生石が由来
しているんだもん。

2022年もインプレス西日本支社をよろしくお願いし
ます！

VBAのコーナーを代表するロングセラー『できる逆引き Excel VBA』が、パワーアップして帰って
きます！ ここでは間もなく校了をむかえる本書の内容を、発売に先駆けてお伝えします！

前書からさらに
ボリュームアップ！

前書に32ページを追加して、総

ページ数912ページにボリューム

アップ！ 必要な項目のみをすぐに

調べられる使い勝手の良さはその

まま、ワザのラインアップも増やし

ています。

3/23
発売決定!!

『できる逆 引き Excel VBAを極 める勝ちワ ザ
716 2021/2019/2016＆Microsoft 365対応』
ISBN：978-4-295-01331-0
定価：3,520円（税込）

5年前の本なのかと驚くくらい、今も売れ
続けているExcel VBAの関連書籍です。
新バージョン対応で、新たな定番書にな
ることを期待しています。

（丸善丸の内本店 大崎朋彦さん）

〜書店様からの声〜

最新Excel 2021に
しっかり対応！

ユーザーが 多 いExcel 2019、

Microsoft 365に加えて、最新

のExcel 2021にも対応。また、

プログラムを引き継ぐ場合に注意

すべき点など、業務効率化に役立

つ解説も追加しました。

購入者特典として、読者の方から

のリクエストが多かった無料電子

版PDFが付きます！ VBAの内容

や目的で検索できるうえ、タブレッ

トやスマートフォンなどで参照する

ことも可能です。

読者の声に応え
無料電子版付き！

6年ぶりに、
パワーアップして

登場！

『できるWindows 11』
＋『できるWindows 11

パーフェクトブック』に
匹敵する厚さ！

『できる逆引き Excel VBA』
完成間近！

『できる逆引き Excel VBA』
の束見本

山折

山折



マイクロソフトのゲーム機「Xbox」が日本に上陸したのは 20 年前の 2002 年 2 月。DirectXを使うことから、早い段階からXboxという名前だったとか。PC雑学 パソコン疲れにチョコが効く？ 2008 年の日本健康医学会雑誌の記事によると、チョコレート類の摂取でパソコン操作後の疲労が抑制されたそうです。PC雑学

「Office」とはワープロソフトのWordや表計算ソフトの

Excelなど、マイクロソフトが開発しているソフトウェア

をまとめたパッケージ製品のこと。サブスクリプション

型のMicrosoft 365と買い切り型のOfficeがあり、昨

年、Windows 11と同時に最新バージョンの「Office 

2021」が発売されたんだ。

大きな特徴は、サブスクリプション型の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、編集が可能になったこと。リモート

ワークをする人が増えたいま、テレワーク向けのコラボ

レーション機能はとても便利だね。Windows 11に合わ

せた新デザインや、Excelの新関数「XLOOKUP」も話

題だよ。

もっとも、一般的にOfficeのバージョン移行には時間が

かかるといわれているんだ。これまでのOffice 2019も

2025年までメーカーサポートが延長されるので、少しず

つバージョンアップしていくんじゃないかな。

Office 2021って何がどう変わったの？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。

リモートワーク向けに
強化されたんだよ

僕もバージョンアップ
していくもん

Office 2021とMicrosoft 365の違い

『できるExcel 2021 Office 2021 
& Microsoft 365両対応』
ISBN：978-4-295-01324-2
定価：1,298円（税込）

関 連 書 籍

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。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?!

【今回の先輩】 
水嶋書房くずはモール店 PC書担当 冨田佳誉さん
PC書担当歴4年。細やかで丁寧な棚づくりには定評がある。

できるもん　冨田さんが棚づくりで心がけていることは何だもん？
冨田さん　当店では幅広い年代のお客様が来られるので、初心者か
ら上級者まで手に取ってもらえるような棚づくりを心掛けていま
す。例えばJavaやPython以外にもSwiftも置くようにしたりといっ
た感じですね。お客様の反応を見て売れるタイトルを見極めながら
棚づくりをしています。
できるもん　売れ筋の情報収集はどうしてるんだもん？
冨田さん　お客様からの注文が多いタイトルは関連書も確認して売
り逃しがないように注意しています。あとは版元さんから提案され
るフェアの銘柄も参考にしていますよ。
できるもん　さらに売り伸ばしをするコツはあるんだもん？
冨田さん　ほかの棚にも関連性があれば多面展開をしています。たと
えば、PC書棚にあるCLIP STUDIO PAINT PROの解説書をコミック
売り場に積極的に置いてみることもありますね。あまり難しく考えず
に、自分がおもしろそうだなと感じたタイトルをまずは仕掛けてみる
とか、楽しみながらやると売り伸ばしにつながってくると思いますよ。
できるもん　冨田さん、ありがとうだもん！ とても勉強になったんだ
もん！

【聞き手】 できるもん

  先輩の棚づくり
帰
っ
て
き
た

できるもんがベテラン書店員さんに棚づくりのコツやお悩みなどをインタビュー
するこのコーナー、今回は大阪府枚方市にある水嶋書房くずはモール店の冨田
佳誉さんにご登場いただきます。

教えて！教えて！
第6回

明日の棚づくりのヒントが満載！

①客注は関連書も要チェック①客注は関連書も要チェック
②ジャンルにとらわれず、ほかの棚にも多面展開を試みる②ジャンルにとらわれず、ほかの棚にも多面展開を試みる

棚づくりの極意

「おもしろそうだと思ったものは棚で積極的に仕掛けています」

右のグラフは、資格情報サイト「資格広場」が2022年1月に発表した

「2022年に取得したい資格」アンケート結果のベスト10です。「日商

簿記検定」と「FP技能士」が圧倒的に多く、3位以下を大きく引き離す

結果になっています。日商簿記と回答した理由としては、「就職や転

職に有利になるから」がもっとも多く、ほかに「経理部門で活用でき

るのはもちろん、社会人の一般常識としても備えておきたいから」「投

資をやり始めて会社の財務諸表が読めるようになりたいから」などの

声が聞かれました。2位の「FP技能士」はキャリアアップ目的だけで

はなく、「私生活でも役に立つから」「金融知識を身に付けたから」と

いった声も目立ちます。

さらに、ベスト10には国家資格が5つ（宅建士、ITパスポート、行政

書士、社労士、電気工事士）もランクインしていることからは、社会

的評価が高い難関資格でキャリアアップにつなげたい人が多いこと

も見て取れます。 出典：資格広場「2022年にあなたの取りたい資格はなんですか？」より 

 日商簿記、FP技能士、宅建士がトップ3 

 2022年はスキルアップや就職、転職に役立つ資格が人気！ 

2022年に取りたい資格ベスト10

4月から受験料大幅値上げ！      駆け込み需要にも応える最新刊

 IT初心者にもより理解しやすいように本文デザインを全面刷新しました。
  すべての章と節の冒頭に「かんたん合格メソッド」を掲載し、最新出題傾向と合格対策がひと目
でわかるようになりました。

 より出題される項目は、ズバリ何が問われるかを具体的に解説しています。
 解説内容が実際の試験でどのように出題されるかが、節ごとの過去問ですぐわかります。
 赤シートを付属し、より学習しやすくなりました。

昨年末発売の新刊『かんたん合格IT パスポート過去問題集 令和 4 年度 春期』好調です。
ぜひ、セットでのご展開をよろしくお願いします！　

『かんたん合格 ITパスポート教科書 
令和4年度』大幅リニューアルして登場！

『かんたん合格 ITパスポート教科書 
令和4年度』
ISBN：978-4-295-01297-9
定価：1,628円（税込）

なぜ今、駆け込み需要が起きているんだもん？

4月以降は受験料が5,700円から7,500円に大幅に値上がりし、さらにシラバス6.0になって出題範囲が大幅
に広がるからなんだ。たとえば、擬似言語や情報デザインが問われるなど、新たに勉強しなければならない項目が
増えて難しくなるんだよ。

合格への近道！ リニューアルした新コンテンツ
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発売！

日商簿記検定

FP技能士

宅地建物取引士

ITパスポート

行政書士

社会保険労務士
　

TOEIC

電気工事士

登録販売者
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Microsoft Office 
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Office Home & 
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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
O
S

Windows 11、
Windows 10、
Mac OS

Windows 11、
Windows 10

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

（人）

3月末
発売!!

谷折

谷折



マイクロソフトのゲーム機「Xbox」が日本に上陸したのは 20 年前の 2002 年 2 月。DirectXを使うことから、早い段階からXboxという名前だったとか。PC雑学 パソコン疲れにチョコが効く？ 2008 年の日本健康医学会雑誌の記事によると、チョコレート類の摂取でパソコン操作後の疲労が抑制されたそうです。PC雑学

「Office」とはワープロソフトのWordや表計算ソフトの

Excelなど、マイクロソフトが開発しているソフトウェア

をまとめたパッケージ製品のこと。サブスクリプション

型のMicrosoft 365と買い切り型のOfficeがあり、昨

年、Windows 11と同時に最新バージョンの「Office 

2021」が発売されたんだ。

大きな特徴は、サブスクリプション型の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、編集が可能になったこと。リモート

ワークをする人が増えたいま、テレワーク向けのコラボ

レーション機能はとても便利だね。Windows 11に合わ

せた新デザインや、Excelの新関数「XLOOKUP」も話

題だよ。

もっとも、一般的にOfficeのバージョン移行には時間が

かかるといわれているんだ。これまでのOffice 2019も

2025年までメーカーサポートが延長されるので、少しず

つバージョンアップしていくんじゃないかな。

Office 2021って何がどう変わったの？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。

リモートワーク向けに
強化されたんだよ

僕もバージョンアップ
していくもん

Office 2021とMicrosoft 365の違い

『できるExcel 2021 Office 2021 
& Microsoft 365両対応』
ISBN：978-4-295-01324-2
定価：1,298円（税込）

関 連 書 籍

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。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?!

【今回の先輩】 
水嶋書房くずはモール店 PC書担当 冨田佳誉さん
PC書担当歴4年。細やかで丁寧な棚づくりには定評がある。

できるもん　冨田さんが棚づくりで心がけていることは何だもん？
冨田さん　当店では幅広い年代のお客様が来られるので、初心者か
ら上級者まで手に取ってもらえるような棚づくりを心掛けていま
す。例えばJavaやPython以外にもSwiftも置くようにしたりといっ
た感じですね。お客様の反応を見て売れるタイトルを見極めながら
棚づくりをしています。
できるもん　売れ筋の情報収集はどうしてるんだもん？
冨田さん　お客様からの注文が多いタイトルは関連書も確認して売
り逃しがないように注意しています。あとは版元さんから提案され
るフェアの銘柄も参考にしていますよ。
できるもん　さらに売り伸ばしをするコツはあるんだもん？
冨田さん　ほかの棚にも関連性があれば多面展開をしています。たと
えば、PC書棚にあるCLIP STUDIO PAINT PROの解説書をコミック
売り場に積極的に置いてみることもありますね。あまり難しく考えず
に、自分がおもしろそうだなと感じたタイトルをまずは仕掛けてみる
とか、楽しみながらやると売り伸ばしにつながってくると思いますよ。
できるもん　冨田さん、ありがとうだもん！ とても勉強になったんだ
もん！

【聞き手】 できるもん

  先輩の棚づくり
帰
っ
て
き
た

できるもんがベテラン書店員さんに棚づくりのコツやお悩みなどをインタビュー
するこのコーナー、今回は大阪府枚方市にある水嶋書房くずはモール店の冨田
佳誉さんにご登場いただきます。

教えて！教えて！
第6回

明日の棚づくりのヒントが満載！

①客注は関連書も要チェック①客注は関連書も要チェック
②ジャンルにとらわれず、ほかの棚にも多面展開を試みる②ジャンルにとらわれず、ほかの棚にも多面展開を試みる

棚づくりの極意

「おもしろそうだと思ったものは棚で積極的に仕掛けています」

右のグラフは、資格情報サイト「資格広場」が2022年1月に発表した

「2022年に取得したい資格」アンケート結果のベスト10です。「日商

簿記検定」と「FP技能士」が圧倒的に多く、3位以下を大きく引き離す

結果になっています。日商簿記と回答した理由としては、「就職や転

職に有利になるから」がもっとも多く、ほかに「経理部門で活用でき

るのはもちろん、社会人の一般常識としても備えておきたいから」「投

資をやり始めて会社の財務諸表が読めるようになりたいから」などの

声が聞かれました。2位の「FP技能士」はキャリアアップ目的だけで

はなく、「私生活でも役に立つから」「金融知識を身に付けたから」と

いった声も目立ちます。

さらに、ベスト10には国家資格が5つ（宅建士、ITパスポート、行政

書士、社労士、電気工事士）もランクインしていることからは、社会

的評価が高い難関資格でキャリアアップにつなげたい人が多いこと

も見て取れます。 出典：資格広場「2022年にあなたの取りたい資格はなんですか？」より 

 日商簿記、FP技能士、宅建士がトップ3 

 2022年はスキルアップや就職、転職に役立つ資格が人気！ 

2022年に取りたい資格ベスト10

4月から受験料大幅値上げ！      駆け込み需要にも応える最新刊

 IT初心者にもより理解しやすいように本文デザインを全面刷新しました。
  すべての章と節の冒頭に「かんたん合格メソッド」を掲載し、最新出題傾向と合格対策がひと目
でわかるようになりました。

 より出題される項目は、ズバリ何が問われるかを具体的に解説しています。
 解説内容が実際の試験でどのように出題されるかが、節ごとの過去問ですぐわかります。
 赤シートを付属し、より学習しやすくなりました。

昨年末発売の新刊『かんたん合格 IT パスポート過去問題集 令和 4 年度 春期』好調です。
ぜひ、セットでのご展開をよろしくお願いします！　

『かんたん合格 ITパスポート教科書 
令和4年度』大幅リニューアルして登場！

『かんたん合格 ITパスポート教科書 
令和4年度』
ISBN：978-4-295-01297-9
定価：1,628円（税込）

なぜ今、駆け込み需要が起きているんだもん？

4月以降は受験料が5,700円から7,500円に大幅に値上がりし、さらにシラバス6.0になって出題範囲が大幅
に広がるからなんだ。たとえば、擬似言語や情報デザインが問われるなど、新たに勉強しなければならない項目が
増えて難しくなるんだよ。

合格への近道！ リニューアルした新コンテンツ

2/3
発売！

日商簿記検定

FP技能士

宅地建物取引士

ITパスポート

行政書士

社会保険労務士
　

TOEIC

電気工事士

登録販売者
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Microsoft Office 
Specialist

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
O
S

Windows 11、
Windows 10、
Mac OS

Windows 11、
Windows 10

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

（人）

3月末
発売!!

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

コロナ禍の生活が収まる気配が見えませんが、
今年も西日本支社恒例となりました、支社近く
にある豊崎神社へ商売繁盛と疫病退散を祈願し
に、クロスメディア・パブリッシングの営業の皆
さんとお参りに行きました。
十日戎（えべっさん）の1月10日は祝日でしたの
で、翌11日の「残りえびす（残り福）」を授かりに
いきましたが、あいにくの雨の中での参拝となり
ました。今年はちゃんと社殿に入れてもらって巫
女さんに祈祷もしていただきました。
参拝の帰り際に堺さんがくじ引きをひいたら当
たりがでました。さすが！ 何か持っている人とは
思ってました。袋いっぱいのお菓子と関西では
おなじみのクマの風船をお土産にもらい、縁起
もんなんでみんなで分けておいしくいただきまし
た、これで今年も1年商売繁盛間違いなし。（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。

関西人ならみんな大好き「クマの風船」

営業部員のひとりごと

岩本

宮下

加茂下

徳田

岩織

仕事がらみの調べもので、アルファベット3文
字のPOD、BOD、STRなどを調べていたら、
フランスのボルドー（BOD）からドイツのシュ
トゥットガルト（STR）へのフライト情報がひっ
かかりました。フランスからドイツ！ ワイン飲
んでベンツとポルシェ！ ヨーロッパ、行きたい
なぁ。正解は、プリントオンデマンド、ブックオ
ンデマンド、デジタルショートラン。色気がな
いですね。

出版マーケティング部 部長  岩織康子

毎年年始は車で関東近郊を旅行。今年は何
度目かの那須高原へ。天気も良く観光にグル
メ、温泉や流行り？のサウナなど満喫。も、翌
朝窓開けてビックリ！の銀世界に。駐車場出て
直ぐの登り坂、ほんの数メートルがどう足掻い
ても前に進まず。運転歴30数年にして初のレッ
カー。人生備えが大事。いい勉強になりました。
 出版営業部 法人担当部長 加茂下良憲
 （本部営業担当）

大賀

平野

水島

野原

グループ版元の山と溪谷社の方に薦められて
バニーカクタスというサボテンを育て始めまし
た。ふわふわした白い棘と子株が生えた時の
形が、ウサギの耳のように見えて可愛かった
のですが……最近急激に大きくなってコケシ
みたいになってしまいました。何事も思い通り
にいかないものですね。
 オンライン・法人営業部 主任  徳田悟

嘉藤

中村

平田

丸山

湯浅今井

堺

近頃のスマホゲームの性能は、据え置き機が
なくとも満足するくらい向上しているように思
います。例えばNet Ease Games（網易）の某
FPSは、PvPにおいてキャラコンやリココン、
エイム力が問われてきます。操作やボタン配
置の自由度も高く、スマホゲーだとは思えない
ほどのクオリティです。
 出版営業部 今井あかね
 （都内、神奈川、静岡、北関東担当）

2022年となりました。コロナの状況は一進
一退ではありますが、一喜一憂せずにやって
いければと思います。もっとも、私事ではあり
ますが、腰痛の方がなかなかひどいので、そ
ちらの方をなんとかしたいのが今年の抱負と
いったところです。本年もどうぞよろしくお願
いいたします。
 出版営業部 次長 湯浅創
 （都内担当）

数年前から80～90年代のレトロゲームを買
い漁っては遊んでる今日この頃ですが、昨年
ゲーマーに大人気のバラエティ番組「ゲームセ
ンターCX」で遂にPS2が解禁されました。確
かに発売から20年経ちますが、遂にPS2まで
もがレトロ扱いされる時代。年を取ったなぁと
感じた瞬間でした。

出版マーケティング部 係長／プランナー 
梅田拓実

5月に開催されるカーター記念黒部名水マラソ
ンにエントリーをしました。景色が良い大会み
たいなので楽しみです。久しぶりに富山へ行
くので誰か美味しいお店を知っている方がい
たら教えてください。その前に2月末の大阪マ
ラソンが中止になりそうな雰囲気が出てきまし
たが……どうなることやら。

西日本支社 主任 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

後藤

梅田

村田

皆さまの無病息災を祈って北北西！だもん！ 」」号号

阿部

飯沼

2月24日
Rubyが誕生

今日は何の日？　

1993年2月24日に、日本人のまつもと
ひろゆきさんがRubyを開発。
名前は7月の誕生石が由来
しているんだもん。

2022年もインプレス西日本支社をよろしくお願いし
ます！

VBAのコーナーを代表するロングセラー『できる逆引き Excel VBA』が、パワーアップして帰って
きます！ ここでは間もなく校了をむかえる本書の内容を、発売に先駆けてお伝えします！

前書からさらに
ボリュームアップ！

前書に32ページを追加して、総

ページ数912ページにボリューム

アップ！ 必要な項目のみをすぐに

調べられる使い勝手の良さはその

まま、ワザのラインアップも増やし

ています。

3/23
発売決定!!

『できる逆 引き Excel VBAを極 める勝ちワ ザ
716 2021/2019/2016＆Microsoft 365対応』
ISBN：978-4-295-01331-0
定価：3,520円（税込）

5年前の本なのかと驚くくらい、今も売れ
続けているExcel VBAの関連書籍です。
新バージョン対応で、新たな定番書にな
ることを期待しています。

（丸善丸の内本店 大崎朋彦さん）

〜書店様からの声〜

最新Excel 2021に
しっかり対応！

ユーザーが 多 いExcel 2019、

Microsoft 365に加えて、最新

のExcel 2021にも対応。また、

プログラムを引き継ぐ場合に注意

すべき点など、業務効率化に役立

つ解説も追加しました。

購入者特典として、読者の方から

のリクエストが多かった無料電子

版PDFが付きます！ VBAの内容

や目的で検索できるうえ、タブレッ

トやスマートフォンなどで参照する

ことも可能です。

読者の声に応え
無料電子版付き！

6年ぶりに、
パワーアップして

登場！

『できるWindows 11』
＋『できるWindows 11

パーフェクトブック』に
匹敵する厚さ！

『できる逆引き Excel VBA』
完成間近！

『できる逆引き Excel VBA』
の束見本

山折

山折


