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パワポを使い尽くすならコレ！ 美しい資料作成ならコレ！ バナー制作入門者ならコレ！
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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

前回の営業部員のひとりごとで少し書いたので
すが、コロナ禍になって2年、運動不足は自覚
していますが運動はしたくないので、機械に頼
るべく無駄づかいをしてしまいました（笑）。

①ドクターエア3Dコンディショニングボールス
マート……ボール型で振動＋ヒーター機能があ
り、首、肩に当てると気持ち良いです。［手軽さ
★★★／振動★★］
②ストレッチロール……脇の下に挟むと肩こり
解消になりました。［手軽さ★★／振動★★★］
③シックスパッドフットフィット……足を乗せるこ
とで、歩くために必要な筋肉が鍛えられるよう
です。やった気になれるので毎日使っています。

［手軽さ★★★★★／振動★★★★］
④リカバリーガン PRO……しっかりとした収納
ケースで工具入れみたいです。マッサージガンそ
のものでアームも伸びるので背中までいけます。
それと予想大きく超えるパワフルさにびっくりし
ました。ケースから出すのが面倒なのか使用率
低下中です。［手軽さ★★／振動★★★★★］

なんか筋肉がついて、痩せた気がします。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。

健康に欠かせない4種の神器

営業部員のひとりごと

野原

宮下

嘉藤

大賀

村田

おかげさまでインプレスは創設30周年を迎え
ることができました。最初の書籍『MS-DOS5
メモリ活用パワーブック』の発売は11月6日で
したので、夏頃から上司の吉田と二人で出版
方針と初期刊行5点の内容説明に行脚したこ
とを思い出します。立ち上げ時に応援いただ
いた書店担当者様への感謝の念は今も変わり
ません。

出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長
村田哲史

私は思っている事の半分も言えない気の弱い
性格でして。先日、ラーメン屋の器に入ってい
た虫をよけて食べようとしたら、友人にエラい
剣幕でドヤされたのですが、（たぶん）故意で
はないし、店長が逆ギレして熱々の汁をぶっか
けてこないとも限りませんので（笑）、こうした
ケースでは沈黙を守るようにしています。気が
弱いというか鈍感なだけという説も……。
 オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

水島

平野

梅田

4月から14年ぶりに東北6県を担当します。東
北は、インプレス入社後、最初に担当した出張
エリアなので、初心に返り、精一杯努めてま
いりますのでよろしくお願いします。約4年担
当した東海3県の書店員の皆様、大変お世話
になり心から感謝しております。どうもありがと
うございました。

書店営業グループ 主任 大賀慎一郎
 （都内、神奈川、東北、新潟担当）

湯浅

今井

平田

後藤

中村小山

飯沼

はじめまして、小山と申します。カレンダーや
年賀状を作る編集部から異動しまして、4月か
ら営業部の一員として働くことになりました。
趣味は音楽で、休日はよくベースを弾いていま
す。皆様にお会いできること、今からとても楽
しみです。これから沢山お世話になるかと思
いますが、どうぞよろしくお願いします。
 書店営業グループ 小山真裕美
 （都内、神奈川、千葉、北関東担当）

運動音痴の私が唯一、人並みにできるスポー
ツがバレーボール。今は観戦専門ですが。そ
してバレー漫画といえば『ハイキュー!!』。書店
の皆様はよくご存じでしょうが、10周年企画を
とっても楽しみにしているひとりです。記念本・
リミックス版はもちろん、Vリーグコラボスペ
シャルマッチのチケットも狙います！

出版マーケティンググループ グループ長／次長
 中村昌代

最近、レモンサワーブームを1人で楽しんでい
ます。少し甘いのが好みでオススメ1位「レモ
ン・ザ・リッチ 神レモン」濃厚です。2位「檸檬
堂 鬼レモン」9%ですぐ酔えます。3位「7プレ
ミアムゴールド 金のレモンサワー」キャップ付
きで豪華です（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）

はやりの無人販売所の冷凍餃子を買ってき
て、食卓のグリル鍋で焼き、よく冷やした白か
ロゼのワインを飲みながら食べるのは、最近
の私の楽しみだ。熱々の餃子の餡で焼けた口
中に、冷えたワインを流し込むときの爽快さと
いったら、「こりゃあ、いい」。（と、今回は池波
正太郎のエッセイをちょいと真似てみました）
 出版マーケティンググループ 課長

飯沼昭教

徳田

岩本

加茂下

この春は、Windows 11をマスターするんだもん！ 」」号号

阿部

堺

4月1日
インプレス設立

今日は何の日？　

1992年4月1日にインプレス（現・イン
プレスホールディングス）が設立、
今年でグループ30周年！ 
皆さまありがとうだもん♪

30 周
年ありがとう

30 周
年

新年度が始まり、新社会人の皆さんは緊張とワクワクでいっぱいではないでしょうか。そこで、新生活のス
タートダッシュにおすすめしたい、パソコンのスキルアップに役立つ書籍を営業部と編集部が選びました。

新社会人応援！ スキルアップ書籍

『できるYouTuber式 Excel現場の教科書』
ISBN:978-4-295-00558-2

定価1,650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）

『シーンごとにマネして作るだけ！
見やすい資料のデザイン図鑑』

ISBN:978-4-295-01285-6
定価2,310円（税込）

『思わずクリックしたくなる
バナーデザインのきほん』

ISBN:978-4-295-01327-3
定価1,980円（税込）

『改訂4版 美タイピング完全マスター練習帳
Windows 11/10/8.1対応』
ISBN:978-4-295-01344-0

定価990円（税込）

『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）

Excelの達人に学ぶならコレ！ タイピングの上達ならコレ！ ショートカットを極めるならコレ！

春到来！

山折

山折



2012 年 4 月1日、東芝の米国法人はハート形や円形などのタブレット「Shapes」を発表。エイプリルフールネタですが、ハート型は人気だったとか。PC雑学 アプリで花粉症対策？ 順天堂大学のアプリ「アレルサーチ」は花粉症の要因を医学的に解析し、予防を実現するため患者データを収集しています。PC雑学

編集部・荻上 

GoogleはGooleアナリティクス、Googleスプレッドシートなど関連書が
増えているジャンルです。「Googleコーナー」を作ってご展開されている
お店も多いと思います。まずはそのGoogleコーナーでひとまとめにしつ
つ、その上でメイン棚として、サービスの特徴に合った棚に置くのが良い
と思います。それをまとめた分類表が下になります。たとえばGoogleア
ナリティクスはWeb解析ツールのため「Webマーケティング」（棚分類は
B5-07）、Google for Educationはオンライン授業ツールのためPC書
棚ではなく「教育書」棚での展開がおすすめです。 （営業部・平田）

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。

「Google～」関連書は
種類が多く、
どこに置いたらいいか
わからない……

Google関連書はサービスの種類が多く、どの棚
に何を置くのが最適なのか悩んでしまいます。

Googleコーナーにまとめつつ、内容に
よってメイン棚を作るのがおすすめです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！
スッキリ

解決

最近「Web3（ウェブスリー）」という言葉をよく聞くよう

になったよね。これはWebの大きな進化の歴史の中で、

「第3段階」にあたる概念として登場したもの。初期の

Web1はHTMLで作られたホームページがあって、受

け手はただ見てるだけという一方通行の世界だよ。第

2段階のWeb2はSNSの台頭によって、送り手と受け

手の双方向ができる魅力的な世界だけど、Googleや

Amazonのような巨大企業だけが顧客データを独占する

ような、一種の権力の集中を生んでしまったともいえる

ね。そうした世界をぶち壊し、国境や巨大企業の枠を越

え、ユーザーが主役となり、お互い自由に経済活動をし

たり、コミュニティを形成したりするような、分散型の世

界を作ろうという試みが、このWeb3なんだ。

技術的にはブロックチェーンを用いるよ。暗号資産を普

及させた技術として有名だけど、いまは未来のインター

ネットを作る技術として注目されているんだ。Web3自体

は各国の法制度や税制の壁があって議論中の概念だけ

ど、少しずつ関連サービスが登場し始めているよ。

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。

「第 3 段階」を迎える未来のインターネットの姿だよ

Web3世代のウェブブラウザーとして
有名な「Brave（ブレイブ）」

個人データをもとに表示する広告をブロッ
クしたり、代わりに表示された広告を閲覧
すると独自の暗号資産がもらえるといった
ユニークな機能がある

ユーザーが主役のインターネットっ
て響きがいいんだもん

W
ウェブスリー

eb3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

▼Google関連書籍の棚分類表

Googleスプレッドシート Googleアナリティクス Google Apps Script Google for Education

表計算［B3-03］ 
※Googleコーナーがな
い場合

Webマーケティング
［B5-07］

業務開発（RPA関連）
［B2-55］

教育書棚 
※オンライン授業関連

お待たせしました！ 4月1日に発売となりました『できるExcel 2021』『できるWord 2021』について、大きく
リニューアルした点をご紹介します。書籍をお手元に、ぜひご参照ください。

『できるWindows 11』でリニューアルした
カバーに合わせて、紙面のデザインも一新。

「できる」らしさは残しつつ、画面が大きく
読みやすいレイアウトに変更しました。本
文を補足する「ヒント」や「テクニック」もバ
リエーションが増え、内容がより直感的に
分かるようになっています。

読みやすさアップ！

基本から身に付く！

楽しく読める！

仕事に役立つ！

操作手順や基本機能を手取り足取り丁寧
に解説する「基本編」と、一歩進んだ使い
こなしを事典形式で紹介していく「活用編」
の二部構成になっています。アプリを使う
上で必要な知識と、仕事などの現場ですぐ
に活かせる便利な使い方が1冊で身に付
きます。

紙面デザインを
すべて刷新！1

Point

「基本編＋活用編」の
二部構成で展開！2

Point

各章の冒頭とまとめに、キャラクターの
やりとりでわかりやすく概要を伝える
コーナーを設けました。キャラクター同
士の楽しい掛け合いで、その単元で学
ぶポイントをやさしく解説します。アプリ
ごとに違うキャラ（先生）が登場するの
で、ぜひ読み比べてみてください。

キャラクターの
「掛け合い」で
やさしく解説！

3
Point

担当編集から
ひと言！

『できるPowerPoint 2021 
Office 2021 & Microsoft 
365両対応』

『できるWord&Excel 2021 
Office 2021 & Microsoft 
365両対応』

「できるシリーズ」大リニューアル！

続々登場します！

4/21
発売！

5/17
発売！

30年近い「できる」シリーズの歴史において、最大規模といえるリニューアルを編集部一丸となって行いました。読者の皆さま
の「できる」を実現するために、楽しく、読みやすく、しかも仕事に役立つ内容を目指したので、ぜひ店頭でご参照ください！

ここが変わった！

谷折

谷折
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の「できる」を実現するために、楽しく、読みやすく、しかも仕事に役立つ内容を目指したので、ぜひ店頭でご参照ください！

ここが変わった！
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新刊新刊好評
11刷

パワポを使い尽くすならコレ！ 美しい資料作成ならコレ！ バナー制作入門者ならコレ！
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今月今月はは

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 5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

前回の営業部員のひとりごとで少し書いたので
すが、コロナ禍になって2年、運動不足は自覚
していますが運動はしたくないので、機械に頼
るべく無駄づかいをしてしまいました（笑）。

①ドクターエア3Dコンディショニングボールス
マート……ボール型で振動＋ヒーター機能があ
り、首、肩に当てると気持ち良いです。［手軽さ
★★★／振動★★］
②ストレッチロール……脇の下に挟むと肩こり
解消になりました。［手軽さ★★／振動★★★］
③シックスパッドフットフィット……足を乗せるこ
とで、歩くために必要な筋肉が鍛えられるよう
です。やった気になれるので毎日使っています。

［手軽さ★★★★★／振動★★★★］
④リカバリーガン PRO……しっかりとした収納
ケースで工具入れみたいです。マッサージガンそ
のものでアームも伸びるので背中までいけます。
それと予想大きく超えるパワフルさにびっくりし
ました。ケースから出すのが面倒なのか使用率
低下中です。［手軽さ★★／振動★★★★★］

なんか筋肉がついて、痩せた気がします。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。

健康に欠かせない4種の神器

営業部員のひとりごと

野原

宮下

嘉藤

大賀

村田

おかげさまでインプレスは創設30周年を迎え
ることができました。最初の書籍『MS-DOS5
メモリ活用パワーブック』の発売は11月6日で
したので、夏頃から上司の吉田と二人で出版
方針と初期刊行5点の内容説明に行脚したこ
とを思い出します。立ち上げ時に応援いただ
いた書店担当者様への感謝の念は今も変わり
ません。

出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長
村田哲史

私は思っている事の半分も言えない気の弱い
性格でして。先日、ラーメン屋の器に入ってい
た虫をよけて食べようとしたら、友人にエラい
剣幕でドヤされたのですが、（たぶん）故意で
はないし、店長が逆ギレして熱々の汁をぶっか
けてこないとも限りませんので（笑）、こうした
ケースでは沈黙を守るようにしています。気が
弱いというか鈍感なだけという説も……。
 オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

水島

平野

梅田

4月から14年ぶりに東北6県を担当します。東
北は、インプレス入社後、最初に担当した出張
エリアなので、初心に返り、精一杯努めてま
いりますのでよろしくお願いします。約4年担
当した東海3県の書店員の皆様、大変お世話
になり心から感謝しております。どうもありがと
うございました。

書店営業グループ 主任 大賀慎一郎
 （都内、神奈川、東北、新潟担当）

湯浅

今井

平田

後藤

中村小山

飯沼

はじめまして、小山と申します。カレンダーや
年賀状を作る編集部から異動しまして、4月か
ら営業部の一員として働くことになりました。
趣味は音楽で、休日はよくベースを弾いていま
す。皆様にお会いできること、今からとても楽
しみです。これから沢山お世話になるかと思
いますが、どうぞよろしくお願いします。
 書店営業グループ 小山真裕美
 （都内、神奈川、千葉、北関東担当）

運動音痴の私が唯一、人並みにできるスポー
ツがバレーボール。今は観戦専門ですが。そ
してバレー漫画といえば『ハイキュー!!』。書店
の皆様はよくご存じでしょうが、10周年企画を
とっても楽しみにしているひとりです。記念本・
リミックス版はもちろん、Vリーグコラボスペ
シャルマッチのチケットも狙います！

出版マーケティンググループ グループ長／次長
 中村昌代

最近、レモンサワーブームを1人で楽しんでい
ます。少し甘いのが好みでオススメ1位「レモ
ン・ザ・リッチ 神レモン」濃厚です。2位「檸檬
堂 鬼レモン」9%ですぐ酔えます。3位「7プレ
ミアムゴールド 金のレモンサワー」キャップ付
きで豪華です（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）

はやりの無人販売所の冷凍餃子を買ってき
て、食卓のグリル鍋で焼き、よく冷やした白か
ロゼのワインを飲みながら食べるのは、最近
の私の楽しみだ。熱々の餃子の餡で焼けた口
中に、冷えたワインを流し込むときの爽快さと
いったら、「こりゃあ、いい」。（と、今回は池波
正太郎のエッセイをちょいと真似てみました）
 出版マーケティンググループ 課長

飯沼昭教

徳田

岩本

加茂下

この春は、Windows 11をマスターするんだもん！ 」」号号

阿部

堺

4月1日
インプレス設立

今日は何の日？　

1992年4月1日にインプレス（現・イン
プレスホールディングス）が設立、
今年でグループ30周年！ 
皆さまありがとうだもん♪

30 周
年ありがとう

30 周
年

新年度が始まり、新社会人の皆さんは緊張とワクワクでいっぱいではないでしょうか。そこで、新生活のス
タートダッシュにおすすめしたい、パソコンのスキルアップに役立つ書籍を営業部と編集部が選びました。

新社会人応援！ スキルアップ書籍

『できるYouTuber式 Excel現場の教科書』
ISBN:978-4-295-00558-2

定価1,650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）

『シーンごとにマネして作るだけ！
見やすい資料のデザイン図鑑』

ISBN:978-4-295-01285-6
定価2,310円（税込）

『思わずクリックしたくなる
バナーデザインのきほん』

ISBN:978-4-295-01327-3
定価1,980円（税込）

『改訂4版 美タイピング完全マスター練習帳
Windows 11/10/8.1対応』
ISBN:978-4-295-01344-0

定価990円（税込）

『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）

Excelの達人に学ぶならコレ！ タイピングの上達ならコレ！ ショートカットを極めるならコレ！

春到来！
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