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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

左にある「営業部員のひとりごと」でもよく書い
ているのですが、趣味はランニング。関西のラ
ンナーにはおなじみの長居公園でよく練習をし
ています。スタートから5周とここまでで15kmな
ど一目でどれだけ走ったかわかる距離表示が地
面に書かれてありとても走りやすいです。最初
は1km7分で走ることがしんどかったのですが、
現在は6分前後で走れるようになりました。長
居公園はランナーが多いので刺激を受けます。
ランニングだけだと飽きるので、長居公園を走っ
たあとにジムで水泳をしたり筋トレをするのが休
日のルーティンになっています。そして練習後の
お楽しみはランチ！ いつも美味しいご飯を食べ
るのが楽しみ。他にもおススメのランニングコー
ス＆スイーツがあるので、また次回紹介します！

（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。

美味しいご飯を食べるために走っています。

営業部員のひとりごと

加茂下

堺

平野

宮下

阿部

フ ォトグ ラ フ ァ ー 熱 田 護 氏 の 写 真 集
『Champion』が3月3日に発売となりました。
2015年にホンダがF1に復帰してから参戦最
終年の最終戦についに頂点を掴み取るまで
の奇蹟を余すことなく記録した一冊です。3月
24日には尾張正博氏の『歓喜 ホンダF1 苦節
7年、ファイナルラップで掴みとった栄冠』も発
売予定。インプレスの3月はF1づくしです。ご
期待ください。
 オンライン・法人営業部 係長 阿部俊大

私事（毎回そうですが）ですが、この春うちの
所長（長男）が高校を卒業します。もうそんな季
節ですね。そんな所長が、先日免許を取ってき
まして。こういう時は、「父さん！ 運転したいか
ら助手席よろしく」と言われると思いきや、妻と
近場のドライブへ。うーん、ちょっと寂しいです
……。
 出版営業部 課長 平野太郎
 （都内、埼玉、東北担当）

岩織

梅田

平田

岩本

在宅中心の生活も2年近く。はっきり言って運
動不足と偏食がたたり、お腹が大きく育って
ました。2月に健康診断があるので、毎回引っ
かかる肝臓の数値改善に向けて悪あがきとわ
かっていながら年末から断酒とウォーキングし
てました。そんな甲斐あって久々に体重が落ち
てました。とりあえず今日は祝杯です。

西日本支社 課長  宮下雅文
 （大阪、京都、滋賀、四国、九州担当）

嘉藤

中村

村田

徳田

丸山野原

水島

予想はしてましたが、予想を超えるオミクロン
流行で2022年も波乱の予感をさせながら、2
月も過ぎますが、プロ野球は有観客でのキャ
ンプインなど、球春を感じております。ここ2
年ほど趣味の野球観戦、音楽鑑賞といった事
が出来ていないので、今年は感染対策をしつ
つ、幾つか参加したいと思う日々です。

オンライン・法人営業部 主任 野原大輔

「雪花酥」というお菓子をご存知でしょうか。台
湾土産でも有名なヌガーです。TikTokでこの
雪花酥を作る動画をよく見かけるので、先日自
分でも作ってみました。マシュマロをフライパ
ンで溶かし、スキムミルクと好きなドライフルー
ツやビスケットを入れて固めるだけ。包丁で
切る時のザクザク感が心地よく、ASMRも味
わえて二度美味しかったです。
 出版マーケティング部／広報担当 丸山奏恵

プロ野球オリックスファンの小6の息子がい
ます。先日たまたま漢字練習帳を見たら「宗」
という漢字に「宗佑磨選手がベストナインを取
る」と例文を書いて花マルをもらっていました。
他にも「FA宣言をする」「田中将大選手が帰
国する」などなど。小6野球脳の例文は興味深
かったです。

物流情報管理室 主任 後藤まどか

こ れ を 書 い て い る 前 日 は「The George 
Harrison Rosewood Telecaster」の発売日
だったらしい。テリー好きでもないのにテレは
2本も持ってるから、あったところで買わない
けど、30万円以上するギターが翌日には全部
売れてどこにもないとは、なんとも景気の良い
話。……といいつつ一応検索はした（笑）。
 オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

大賀

後藤

湯浅

『春のフェア 都はづれや 桃の月』なんだもん♪ 」」号号

今井

飯沼

たくさんのランナーが長居公園で練習しています。夜
でも安心。

今年も春フェアの季節がやってきました！ 新しいOS「Windows 11」と「Office 2021」が揃い踏みとなる今回のフェア、売上アップに
欠かせない展開のコツをご紹介します。

OSをWindows 11にアップグレードしたパソコンでもOffice 
2019を利用し続けられる

『できるExcel 2021』『できるWord 2021』が4月1
日に同時発売！ 『できるPowerPoint 2021』は4月
21日発売と新刊が続きます。春フェアに合わせて展
開をお願いします！

3月30日
光栄マイコンシステムが
「信長の野望」を発売

今日は何の日？　

1983年3月30日、歴史シュミレー
ションの先駆け「信長の野望」が
発売になったんだもん！

今年も開幕！

Officeの本はどっちを並べるもん？

OSに比べて、Officeは切り替わるまでに時間がか
かるんだ。今回のフェアでは、すでに広く使われてい
るOffice 2019をメインに据え、新刊のOffice 
2021を併せて展開するのがおすすめだよ。

無償アップグレード

Windows 10

Office 2019

Windows 11

Office 2019

定番を目立つところに！
Excel、WordなどのOffice解説書や、
人気が定着したテレワーク関連書籍を
前面に出しましょう

拡材でお客様にアピール！
パソコン書籍が1年で一番注目される
時期です。普段、売場を意識していない
お客様にもアピールしましょう！

Office 2019はまだ使われる

新刊もぜひご一緒に！
今回のフェアもOffice 2019を主役に！

Office 2021新刊も続々発売！

「2022年 春 フェア」
展開のコツ、ご紹介します！

紀伊國屋書店 本町店様の展開

山折

山折



雛人形をテーマにした iPhoneアプリ「hinadan（ひなだん）」の開発者・若宮正子さんは、弊社刊『EdTech が変える教育の未来』に登場しています。PC雑学 コロナ再拡大でオンライン卒業式が増加していますが、「ネットの高校」として知られるN 高は 2019 年に完全リモートでの卒業式を行っています。PC雑学

「メタバース」とは、ざっくりいうとコンピュータ上に構築

された、3次元の仮想空間やそのサービスのことを指す

よ。VR（仮想現実）やAR（拡張現実）などの技術を用い

て、仮想空間で人と交流したりやりとりしたりといったこ

とができるんだ。人気オンラインゲームの「フォートナイ

ト」や「あつまれ どうぶつの森」などもメタバースの1つと

いえるね。昨年、Facebookが社名を「Meta（メタ）」に

改名してメタバース事業に注力することを発表したよう

に、これから注目されている分野なんだ。

なぜ注目されているかというと、ブロックチェーン技術か

ら生まれた暗号資産やNFT（非代替性トークン）といっ

た仕組みによって、仮想空間で経済圏が生まれる可能

性があるんだ。例えばNFTアートといって権利者情報

などを付加したデジタルアートをメタバースで出品する

アーティストも増えているよ。ただし、まだまだ整備され

ていない分野だし法律の壁もあるので不確実なことも

多いんだ。必ずしもよいことばかりでないことも認識して

おきたいね。

最近よく聞くメタバースって何？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

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。

3 次元の仮想空間やそこで生まれているサービスのことだよ

ボクも仮想空間でデビューしたく
なってきたもん！

Excelで　 　 ＋ 　 　 ＝
定番機能から大幅時短ワザまで網羅！　全388ワザ掲載のベストセラー事典

ショートカットキー全事典 

［改訂3版］
3つのポイント

できるポケット 
時短の王道 

改訂
3版

⃝Windows 11とOffice 2021＆Microsoft 365に対応した最新版
⃝チャット・ビデオ会議の章を新設。ハイブリッドワークも時短！
⃝キーのイラストを読みやすくするなど、紙面の見た目もアップデート

パソコン作業の時短術として定番の「ショートカットキー」を、よく使わ
れるOS/アプリの操作を中心に解説しました。仕事を効率化したい人、
マウスを使えない環境でもパソコンをスムーズに操作したい人などに
おすすめです！

（編集部・佐川莉央）

『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3版』

ISBN：978-4-295-01364-8
定価：1,078 円（税込）

『できるfit Twitter 基本＋活用ワザ  最新決定版』
ISBN:978-4-295-01360-0
定価:1,430円（税込）

・Windows 10以降でw＋Vを押すと、クリップボード履歴を表示できます。コピーした文字などを最大25件まで記録して貼り付け可能です（本書P.33）
・ExcelでCtrl＋Enterを押すと、選択中の複数のセルに同じデータを一括入力できます。何度もコピペしなくて済むので便利！（本書P.111）

『できるfit』シリーズ新刊2冊をご紹介！
大きな画面と丁寧な解説が特長の『できるfit』シリーズから、この春、注目の2冊が刊行されます。ここでは、書籍の内容をご紹介します。

Twitterで情報収集・発信をしよう！
SNSとしては古参のTwitterですが、月間アクティブユーザー
数4,500万人（2017年10月時点、以降発表なし）と利用者は
多く、また幅広いユーザー層に利用されています。
本書はTwitterの基本の使い方に加え、リアルタイムで音声
会話を楽しめる「スペース」や、ビジネス向けの「Proアカウン
ト」など、2021年夏以降に登場した新機能も丁寧に紹介して
います。

■
Twitter上で音声を使ってユーザーと
リアルタイムで会話する方法。ホスト・
スピーカー・リスナーの3者を設定し、
イベントが簡単に開催できます。音声
だけの気軽さから注目されています。

スマートウォッチといえば、時間がわかるだけでない、多機能
な腕時計型のウェアラブルデバイスで、近年人気急上昇中で
す。
本書は、Appleが開発・販売しているスマートウォッチ「Apple 
Watch」をテーマとし、 ヘルスケアが気になる人にぴったりな
健康管理機能の使い方をはじめ、標準アプリやiPhoneアプリ
との連携についても解説しています。

Apple Watchで健康になろう！

3/17
刊

『できるfit Apple Watch 基本＋健康管理』
ISBN:978-4-295-01347-1
定価:1,650円（税込）

■
①体のあらゆる動きを計測
②心拍リズムの通知機能
③睡眠アプリで睡眠を記録
④ワークアウトの数値を記録
⑤緊急時通報サービス

この
ショートカットキー
知ってた？

※答えはページ下部に

Windowsで　　＋ 　　＝V

EnterCtrl

「Twitterスペース」とは？ 本書で紹介している健康管理

4/19
発売予定

3/16
発売!!

三省堂書店名古屋本店様の展開 未来屋書店ナゴヤドーム前店様の展開

この本は、3年前の発売当初からPC時短術や
Excel仕事術と絡めて平積み展開をして好調
に動き、現在も売れ続けています。ここ数年は
リモートワークなどでPC業務が増えた方も多
いと思いますので、さらに効率を上げたい方か
らの需要はまだまだ高いと思います。

（福岡県内書店PC担当者様）

このような展開がオススメです！

ここにも注目！　倍速マーク
旧版でご好評いただいた「倍速マーク」は
新版でも継続。マウス操作と比べてどのく
らい時短できるかが分かります！

OC6で聴衆に語りかける
Meta・マーク・ザッカーバーグCEO

「OP6」はFacebook主催のAR/VRイベント
「Oculus Connect 6」の略

谷折

谷折
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「Oculus Connect 6」の略

谷折

谷折
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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

左にある「営業部員のひとりごと」でもよく書い
ているのですが、趣味はランニング。関西のラ
ンナーにはおなじみの長居公園でよく練習をし
ています。スタートから5周とここまでで15kmな
ど一目でどれだけ走ったかわかる距離表示が地
面に書かれてありとても走りやすいです。最初
は1km7分で走ることがしんどかったのですが、
現在は6分前後で走れるようになりました。長
居公園はランナーが多いので刺激を受けます。
ランニングだけだと飽きるので、長居公園を走っ
たあとにジムで水泳をしたり筋トレをするのが休
日のルーティンになっています。そして練習後の
お楽しみはランチ！ いつも美味しいご飯を食べ
るのが楽しみ。他にもおススメのランニングコー
ス＆スイーツがあるので、また次回紹介します！

（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。

美味しいご飯を食べるために走っています。

営業部員のひとりごと

加茂下

堺

平野

宮下

阿部

フ ォトグ ラ フ ァ ー 熱 田 護 氏 の 写 真 集
『Champion』が3月3日に発売となりました。
2015年にホンダがF1に復帰してから参戦最
終年の最終戦についに頂点を掴み取るまで
の奇蹟を余すことなく記録した一冊です。3月
24日には尾張正博氏の『歓喜 ホンダF1 苦節
7年、ファイナルラップで掴みとった栄冠』も発
売予定。インプレスの3月はF1づくしです。ご
期待ください。
 オンライン・法人営業部 係長 阿部俊大

私事（毎回そうですが）ですが、この春うちの
所長（長男）が高校を卒業します。もうそんな季
節ですね。そんな所長が、先日免許を取ってき
まして。こういう時は、「父さん！ 運転したいか
ら助手席よろしく」と言われると思いきや、妻と
近場のドライブへ。うーん、ちょっと寂しいです
……。
 出版営業部 課長 平野太郎
 （都内、埼玉、東北担当）

岩織

梅田

平田

岩本

在宅中心の生活も2年近く。はっきり言って運
動不足と偏食がたたり、お腹が大きく育って
ました。2月に健康診断があるので、毎回引っ
かかる肝臓の数値改善に向けて悪あがきとわ
かっていながら年末から断酒とウォーキングし
てました。そんな甲斐あって久々に体重が落ち
てました。とりあえず今日は祝杯です。

西日本支社 課長  宮下雅文
 （大阪、京都、滋賀、四国、九州担当）

嘉藤

中村

村田

徳田

丸山野原

水島

予想はしてましたが、予想を超えるオミクロン
流行で2022年も波乱の予感をさせながら、2
月も過ぎますが、プロ野球は有観客でのキャ
ンプインなど、球春を感じております。ここ2
年ほど趣味の野球観戦、音楽鑑賞といった事
が出来ていないので、今年は感染対策をしつ
つ、幾つか参加したいと思う日々です。

オンライン・法人営業部 主任 野原大輔

「雪花酥」というお菓子をご存知でしょうか。台
湾土産でも有名なヌガーです。TikTokでこの
雪花酥を作る動画をよく見かけるので、先日自
分でも作ってみました。マシュマロをフライパ
ンで溶かし、スキムミルクと好きなドライフルー
ツやビスケットを入れて固めるだけ。包丁で
切る時のザクザク感が心地よく、ASMRも味
わえて二度美味しかったです。
 出版マーケティング部／広報担当 丸山奏恵

プロ野球オリックスファンの小6の息子がい
ます。先日たまたま漢字練習帳を見たら「宗」
という漢字に「宗佑磨選手がベストナインを取
る」と例文を書いて花マルをもらっていました。
他にも「FA宣言をする」「田中将大選手が帰
国する」などなど。小6野球脳の例文は興味深
かったです。

物流情報管理室 主任 後藤まどか

こ れ を 書 い て い る 前 日 は「The George 
Harrison Rosewood Telecaster」の発売日
だったらしい。テリー好きでもないのにテレは
2本も持ってるから、あったところで買わない
けど、30万円以上するギターが翌日には全部
売れてどこにもないとは、なんとも景気の良い
話。……といいつつ一応検索はした（笑）。
 オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

大賀

後藤

湯浅

『春のフェア 都はづれや 桃の月』なんだもん♪ 」」号号

今井

飯沼

たくさんのランナーが長居公園で練習しています。夜
でも安心。

今年も春フェアの季節がやってきました！ 新しいOS「Windows 11」と「Office 2021」が揃い踏みとなる今回のフェア、売上アップに
欠かせない展開のコツをご紹介します。

OSをWindows 11にアップグレードしたパソコンでもOffice 
2019を利用し続けられる

『できるExcel 2021』『できるWord 2021』が4月1
日に同時発売！ 『できるPowerPoint 2021』は4月
21日発売と新刊が続きます。春フェアに合わせて展
開をお願いします！

3月30日
光栄マイコンシステムが
「信長の野望」を発売

今日は何の日？　

1983年3月30日、歴史シュミレー
ションの先駆け「信長の野望」が
発売になったんだもん！

今年も開幕！

Officeの本はどっちを並べるもん？

OSに比べて、Officeは切り替わるまでに時間がか
かるんだ。今回のフェアでは、すでに広く使われてい
るOffice 2019をメインに据え、新刊のOffice 
2021を併せて展開するのがおすすめだよ。

無償アップグレード

Windows 10

Office 2019

Windows 11

Office 2019

定番を目立つところに！
Excel、WordなどのOffice解説書や、
人気が定着したテレワーク関連書籍を
前面に出しましょう

拡材でお客様にアピール！
パソコン書籍が1年で一番注目される
時期です。普段、売場を意識していない
お客様にもアピールしましょう！

Office 2019はまだ使われる

新刊もぜひご一緒に！
今回のフェアもOffice 2019を主役に！

Office 2021新刊も続々発売！

「2022年 春 フェア」
展開のコツ、ご紹介します！

紀伊國屋書店 本町店様の展開
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