Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した
電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです
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最新情報をご案内中！
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売上ランキング上位おすすめタイトル!
総合編 ＢＥＳＴ３０
スッキリわかるJava入門 第3版
著編者名

中山 清喬

同時1アクセス
（本体）
同時3アクセス
（本体）

¥8,580
¥17,160

冊子版ISBN

9784295007807

発行年

2019 商品コード 1031137148

基礎からオブジェクト指向まで、「なぜ？」が必ずわかる解説と、約300点の豊富なイラストで、スッキリマスター
できる大人気Java入門書の改訂版登場。第3版ではJava11を基準に解説を改良し、コレクションを新たに取り
込むほか、好評の仮想開発環境「dokoJava」をブラッシュアップ。さらに紙面上の主要ソースコードにQRコード
を配し、より学習しやすくなるよう細部に工夫を加えています。トラブル対策FAQ集「エラー解決・虎の巻」も用
意していますので、ぜひ本書で、気軽にJavaプロフェッショナルへの第一歩を踏みだしてみてください。

プロ絵師の技を完全マスター キャラ塗り
上達術 決定版
CLIP STUDIO PAINT PRO/EX対応
著編者名

サイドランチ

同時1アクセス
（本体）
同時3アクセス
（本体）

¥7,260
¥14,520

冊子版ISBN

9784295005636

発行年

2019 商品コード 1030550352

＊特典データのダウンロードが無料で可能です。詳細は「作業工程の読み方」のページをご参照ください。
こんなイラストメイキング本が欲しかった！ 魅力的なキャラを描くための「塗り」を徹底解説！ 「詳細なレイヤー
設定を知りたい！」「ここはどんなブラシを使っているの？」――本書はそんな不満や疑問を解消すべく、「キャ
ラ塗り」におけるプロ絵師の使用ツールや技術を徹底的に解説しました。レイヤー構成、レイヤー設定、使用
ブラシ、配色時のRGB値などの詳細な設定を記載。プロ絵師の塗りを再現することで、様々なプロ技を学べる
イラストメイキング&テクニックガイドです。

できるWindows 10 パーフェクトブック
困った！＆便利ワザ大全 改訂4版
著編者名

広野 忠敏

同時1アクセス
（本体）
同時3アクセス
（本体）

¥4,884
¥9,768

冊子版ISBN

9784295005308

発行年

2018 商品コード 1029452718

2大特典が利用可能です。詳細は「2大特典」のページをご参照ください Windows 10の最新アップデート
「October 2018 Update」に対応。注目の新機能「タイムライン」「スマホ同期」や、Microsoft Edgeの機能強化な
ど関連書籍No.1のボリュームで解説しています。さらに、Windows 10やパソコンに関連するキーワード解説も
収録。本編と合わせて読むことで、より理解が深まります。Windows 10を初めて使う人から、フルに活用して作
業を効率化したい人まで様々な人にお勧めできる1冊です。
● 表示価格は税抜きです。

2020年1月

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

売上ランキング上位おすすめタイトル!
できるYouTuber式 Excel現場の教科書
著編者名

長内 孝平

総合編 ＢＥＳＴ３０

同時1アクセス（本体）

¥4,950

同時3アクセス（本体）

¥9,900

冊子版ISBN

9784295005582

発行年

2019

商品コード

1029684285

練習用ファイルのダウンロードおよび動画講義が閲覧可能です。詳細は「目次」および「本書の読み方」のページをご参照くださ
い。Excelのコンテンツを発信している人気YouTuberの長内孝平さんがビジネスの現場で学んだExcel仕事術をやさしく解説。長
内さんは大手総合商社の経理時代からYouTubeチャンネル「おさとエクセル」を運営し、その動画再生回数は150万回越え！本書
はその人気コンテンツを1冊に凝縮しました。本書はテキストだけでは掴みにくい操作の動きや、著者の生の声でポイントが分かる
ように動画も用意しています。本と動画の両方で理解を深めることができるので忙しいビジネスパーソンがスキルを高めるのに最
適の1冊です。

できるWindows 10 改訂4版
著編者名

法林 岳之

同時1アクセス（本体）

¥3,300

同時3アクセス（本体）

¥6,600

冊子版ISBN

9784295005292

発行年

2018

商品コード

1029684284

特典のできるサポートが利用可能です。詳細は「できるサポートのご案内」316ページをご参照ください。ネットやメールなどの基本
機能やスマホの写真が簡単に見られる［スマホ同期］などの最新機能も丁寧に解説。トラブル解決などがまとめられた限定冊子付
き！ 無料電話サポートと動画解説付きで初めての人に最適です。

徹底攻略 AWS認定ソリューションアーキテクト
アソシエイト教科書
著編者名

鳥谷部 昭寛

同時1アクセス（本体）

¥7,854

同時3アクセス（本体）

¥23,562

冊子版ISBN

9784295005490

発行年

2019

商品コード

1029728114

2018年に試験改定された「AWS認定 ソリューションアーキテクト – アソシエイト」の新試験に対応した受験対策教科書です。豊富
な知識と経験をもつ著者陣が、合格に必要な知識はもちろんのこと、現場で役立つAWSのクラウド活用についても解説しています。
解説では、受験する上で重要となるポイントを「試験対策」パーツにまとめているので、基礎から実戦までの体系的な学習と受験に
向けた総仕上げが行える、受験者必携の一冊です。

線一本からはじめる 伝わる絵の描き方
ロジカルデッサンの技法
著編者名

OCHABI Institute

同時1アクセス（本体）

¥5,346

同時3アクセス（本体）

¥10,692

冊子版ISBN

9784295003359

発行年

2018

商品コード

1027301900

この本は、「絵を描くロジックを知る」というアプローチで絵の描き方を学ぶ、まったく新しいデッサンの教科書です。超初心者から
学びなおしたい経験者まで、幅広い題材で楽しくデッサン力を磨けます。

徹底攻略ディープラーニングG検定
ジェネラリスト問題集
著編者名

明松 真司

同時1アクセス（本体）

¥6,930

同時3アクセス（本体）

¥20,790

冊子版ISBN

9784295005667

発行年

2019

商品コード

1029728119

★【2019/06/01追記】書籍の内容をアップデートし、紙版書籍第3刷同等までの正誤表の内容を反映いたしました。★ いま話題
の資格【ディープラーニング G検定（ジェネラリスト）】にいち早く対応した問題集／多数のG検定合格者を輩出するスキルアップAI
株式会社の明松 真司氏・田原 眞一氏による執筆 。業界の第一人者 杉山 将氏（東京大学 教授／理化学研究所 革新知能統
合研究センター センター長）監修。出題傾向を徹底分析した模擬問題を収録で合格力アップ。ていねいで分かりやすく解説。正
答も誤答も技術解説しているので知識吸収も加速。ディープラーニングG検定の合格を狙うなら必携の1冊！
● 表示価格は税抜きです。

2020年1月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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売上ランキング上位おすすめタイトル!
スッキリわかるSQL入門 第2版
ドリル222問付き！
著編者名

中山 清喬

総合編 ＢＥＳＴ３０

同時1アクセス（本体）

¥9,240

同時3アクセス（本体）

¥18,480

冊子版ISBN

9784295005094

発行年

2018

商品コード

1029342087

どこでもSQL を作成、実行できるクラウドサービスが利用可能です。詳細は「dokoQL」のページをご参照ください。 SQLの基礎は
この1冊でマスター！大人気SQL入門書が最新DBに対応！ 豊富な図解とていねいな解説により、やさしく・楽しくデータベースと
SQLを学習できる入門書です。初学者でもすぐにSQL作成・実行ができるクラウドデータベース実行環境「dokoQL」や、付録「エ
ラー解決 虎の巻」も引き続き提供中。

徹底攻略 Java SE 8 Silver問題集［1Z0-808］
対応
著編者名

志賀 澄人

同時1アクセス（本体）

¥10,560

同時3アクセス（本体）

¥21,120

冊子版ISBN

9784844339939

発行年

2016

商品コード

1025487027

Java SE 8認定資格Silver「Java SE 8 Programmer I（1Z0-808）」の詳解問題集。厳選された問題＆本試験と同構成の模擬試験問
題×2回分で合格力に差が付きます！ポリモーフィズムや例外処理も詳しく解説。テキスト本がなくてもこの1冊でしっかり学習でき
ます。

スッキリわかるJava入門 実践編 第2版
著編者名

中山 清喬

同時1アクセス（本体）

¥7,788

同時3アクセス（本体）

¥15,576

冊子版ISBN

9784844336778

発行年

2014

商品コード

1018918028

Javaエンジニアとして最低限、現場で必要とされる周辺知識を網羅。各種APIからツール、パターン、アジャイルまで、分かりやすく
解説する。練習問題も収録。Java8対応。

できる Word&Excel 2019 Office 2019/Office365
両対応
著編者名

田中 亘

同時1アクセス（本体）

¥6,534

同時3アクセス（本体）

¥13,068

冊子版ISBN

9784295005551

発行年

2019

商品コード

1029684290

特典のできるサポートが利用可能です。詳細は「できるサポートのご案内」508ページをご参照ください。ビジネスに欠かせない「文
書作成」と「表計算」の基本を1冊に集約! Excelで作った表やグラフをWordの文書に貼り付けるなど、2つのアプリを連携して使う
方法も解説。ファイル管理の基本もわかる!

かんたん合格 ITパスポート教科書
令和2年度
著編者名

坂下 夕里

同時1アクセス（本体）

¥3,234

同時3アクセス（本体）

¥6,468

冊子版ISBN

9784295007814

発行年

2019

商品コード

1031137149

＊購入者限定特典が無料で利用可能です。詳細は「インプレス情報処理シリーズ購入者限定特典!!」のページをご参照ください。
「IT資格書は、そもそも解説に使われる用語がわからない」と思いませんか？本書は、ITにあまりなじみの無い方でも「知っている
言葉」で解説しているので、途中でつまずくことがありません。広大な出題範囲をよく出る項目に絞って解説しているので、挫折せ
ずに最後まで学習できます。解説では、ずばり「どこが」「どのように」出題されるのかがひと目でわかる！覚えるべき内容がわかれ
ば、効率的に合格力が身に付きます。最新シラバス4.0対応。さらに、通勤・通学時間も学習できる、スマホで学べる単語帳「でる
語句200」付き。
● 表示価格は税抜きです。

2020年1月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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売上ランキング上位おすすめタイトル!
［第2版］Python機械学習プログラミング 達人
データサイエンティストによる理論と実践
著編者名

Sebastian Raschka

総合編 ＢＥＳＴ３０

同時1アクセス（本体）

¥13,200

同時3アクセス（本体）

¥26,400

冊子版ISBN

9784295003373

発行年

2018

商品コード

1027296249

機械学習本ベストセラーの第2版！機械学習全般をカバー。著者陣の経験に基づく洞察と専門的な知識を学べる―本書では、
機械学習の各理論、数学的背景、Pythonコーディングの実際を網羅的に解説。初期のアルゴリズムから、ニューラルネットワーク
（CNN/RNN）までを取り上げます。本書は、機械学習を本格的に理解・実践するのに不可欠な一冊となっています。

いちばんやさしいWordPressの教本 第3版
人気講師が教える本格Webサイトの作り方
著編者名

石川 栄和

同時1アクセス（本体）

¥4,686

同時3アクセス（本体）

¥9,372

冊子版ISBN

9784295000792

発行年

2017

商品コード

1027289724

大手書店チェーンで売上No.1（※）を記録したWordPressの入門書に第3版が登場！ セミナー経験も豊富な著者陣が実践的な
コツを織り交ぜて丁寧に解説。高機能な人気テーマ「Linghtning」を使ってパソコン＆スマホ両対応のWebサイトが完成します。最
新のWordPressに対応した手順解説がすべて画面付きで掲載されているので、Webサイトをはじめて作る人でも安心。HTML＆
CSSの知識がなくても、デザイン性・機能性に優れた本格的なWebサイトを作れます。※大手書店チェーン調べ（2016年2月～
2017年1月、WordPress解説書）

RICOH GR Ⅲ PERFECT GUIDE
著編者名

森山 大道 ほか

同時1アクセス（本体）

¥8,250

同時3アクセス（本体）

¥16,500

冊子版ISBN

9784295006299

発行年

2019

商品コード

1030550355

約6年ぶりにフルモデルチェンジした最強のスナップシューターRICOH GR III。16名のアーティストによるスペシャルBOOK

徹底攻略 Cisco CCENT/CCNA Routing &
Switching教科書 ICND1編［100-105J］［200125J］V3.0対応
著編者名

ソキウス・ジャパン

同時1アクセス（本体）

¥12,540

同時3アクセス（本体）

¥25,080

冊子版ISBN

9784844381525

発行年

2016

商品コード

1026940497

Cisco試験対策で実績No.1の徹底攻略・黒本が、CCENTおよびCCNAのICND1新試験（V3.0）に完全対応して登場！！100105Jおよび200-125Jの試験範囲を丁寧に解説します。暗記すべき箇所や、試験対策に必要な知識も分かりやすくまとめてありま
す。演習問題もたくさん収録しており、本番の試験対策もバッチリです。また読者限定無料特典【徹底攻略スマホ問題集】付き！
通勤・通学の電車内でも、ちょっとした学習ができて、とても便利！ICND1試験V3.0の合格を目指すなら必携の1冊です！！

できるUiPath 実践RPA
著編者名

清水 理史

同時1アクセス（本体）

¥6,600

同時3アクセス（本体）

¥13,200

冊子版ISBN

9784295005674

発行年

2019

商品コード

1030550338

RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）を理解するならこの一冊！ ビジネス業務を大幅に効率できる「RPA」、本書ではそ
の概念だけなく、実際にUiPathのRPAサービスを使用し、ダウンロードからインストール、RPA化の実例まで、実際に操作を試しな
がら学ぶことができます。ExcelやWebアプリを使った連携はもちろん、日時や日付の処理、実際のRPA化の際に役立つテクニック
などを満載。請求書の作成や受注管理、経費精算など、各種業務をRPA化する際に最適な解説書です。
● 表示価格は税抜きです。

2020年1月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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売上ランキング上位おすすめタイトル!
iPhone芸人かじがや卓哉のもっとスゴいiPhone
超絶便利なテクニック125 XS/XS Max/XR対応
著編者名

かじがや 卓哉

総合編 ＢＥＳＴ３０

同時1アクセス（本体）

¥4,554

同時3アクセス（本体）

¥9,108
9784295005315

冊子版ISBN
発行年

2018

商品コード

1029684281

昨年大ヒットしたiPhone芸人かじがや卓哉の書籍『スゴいiPhone』が、『もっとスゴいiPhone』として最新情報を盛り込みパアーアップして
登場。本書は、新iPhone XS/XS Max/XRと新iOSの機能がすぐわかるのが特徴。毎年1000件を超えるiPhoneに関する相談に答えてき
た著者が、新iPhoneXを便利に使うテクニックを軸に、全部で125のワザとコツをやさしく解説している。iPhone を「すばやく操作する超
高速テクニック」「毎日使える！ 普段使いのオススメテクニック」など、初心者から中級者が楽しく読んでためになるものばかりです。

かんたん合格 基本情報技術者教科書
令和2年度
著編者名

五十嵐 順子

同時1アクセス（本体）

¥4,224

同時3アクセス（本体）

¥8,448
9784295007821

冊子版ISBN
発行年

2019

商品コード

1031137150

＊購入者限定特典が無料で利用可能です。詳細は「インプレス情報処理シリーズ購入者限定特典!!」のページをご参照ください。 「IT資格書
は、そもそも解説に使われる用語がわからない」と思いませんか？本書は、ITにあまりなじみの無い方でも「知っている言葉」で解説しているの
で、途中でつまずくことがありません。広大な出題範囲をよく出る項目に絞って解説しているので、挫折せずに最後まで学習できます。解説で
は、ずばり「どこが」「どのように」出題されるのかがひと目でわかる！覚えるべき内容がわかれば、効率的に合格力が身に付きます。出題増の
数学問題について、巻頭特集でていねいに解説。スマホで学べるデジタル単語帳「でる語句200」付き。

おカネの教室 僕らがおかしなクラブで
学んだ秘密（しごとのわ）
著編者名

高井 浩章

同時1アクセス（本体）

¥4,752

同時3アクセス（本体）

¥9,504
9784295003380

冊子版ISBN
発行年

2018

商品コード

1027441293

現役経済記者が娘に贈った、笑いと涙の経済青春小説！『中学２年生の「僕」は、バスケが好きな平凡な男の子。そんな「僕」が突然
放り込まれたのは、謎の大男が顧問を務めるおかしなクラブ。しかも、メンバーは大富豪の美少女との二人きり。顧問は「この世には、
おカネを手に入れる方法が６つあります」とかなんとか妙なことを言いはじめて……。』著者はキャリア20年超の経済記者。自身の３人
の娘たちに「面白い物語を読んでいるだけで、お金や経済の仕組みがわかる本」を読ませたいと思い立ち、7年かけて書き上げた一冊
です！

スッキリわかるサーブレット＆JSP入門 第2版

同時1アクセス（本体）

¥9,240

同時3アクセス（本体）

¥27,720
9784295005940

冊子版ISBN
著編者名

国本 大悟

発行年

2019

商品コード

1029973263

本格的なWebアプリ開発を始めるならこの一冊！独学が難しい技術であるサーブレットとJSP。HTMLやHTTPといった各種仕様、セッ
ションやスコープをといった概念ほか、開発に必要な知識は多岐に恒りますが、本書は、その仕組みやコツも含めて、スッキリメソッドで
楽しく着実にマスターできる定番書です。

スラスラ読める Pythonふりがなプログラミング

同時1アクセス（本体）

¥5,478

同時3アクセス（本体）

¥10,956
9784295003861

冊子版ISBN
著編者名

リブロワークス

発行年

2018

商品コード

1027875532

サンプルプログラムが、版元サイトより無料でダウンロード可能です。詳細は「本書サンプルプログラムのダウンロードについて」のペー
ジをご参照ください。 「プログラムの読み方をすべて載せる（ふりがなをふる）」という手法で究極のやさしさを目指した、まったく新し
いPython（パイソン）の入門書です。本書内に登場するプログラムの読み方をすべて載せ、さらに、漢文訓読の手法を取り入れ、読み
下し文を用意。プログラムの1行1行が何を意味していて、どう動くのかが理解できます。この新しいアプローチで「プログラムが読めな
いから、自分がいま何をしているのかわからない」といったプログラミング入門者が途中で挫折してしまう原因を解決しました。

できる Excel 2019 Office 2019/Office365
両対応
著編者名

小舘 由典

同時1アクセス（本体）

¥3,894

同時3アクセス（本体）

¥7,788
9784295005537

冊子版ISBN
発行年

2019

商品コード

1029684289

特典のできるサポートが利用可能です。詳細は「できるサポートのご案内」316ページをご参照ください。Excelの基本を丁寧に解説。よ
く使う数式や関数はもちろん、グラフの作成や入力されたデータをデータベースとして使う方法も身に付きます。表計算をマスターする
上で知っておきたい機能が効率よく分かります。
● 表示価格は税抜きです。

2020年1月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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売上ランキング上位おすすめタイトル!
Kubernetes完全ガイド

総合編 ＢＥＳＴ３０

同時1アクセス（本体）

¥12,540

同時3アクセス（本体）

¥25,080
9784295004806

冊子版ISBN
著編者名

青山 真也

発行年

2018

商品コード

1028499588

コンテナオーケストレーションの業界標準クラウドネイティブ開発の第一歩を踏み出そう! Kubernetes認定資格(Certified Kubernetes
Administrator/Certified Kubernetes Application Developer)保有者直伝! プロダクション環境で培われた、Kubernetesを使い倒すため
の実践ノウハウが満載の一冊です。Kubernetesはコンテナ化されたアプリケーションのデプロイ、スケーリング、および管理を自動化す
るためのプラットフォーム(コンテナオーケストレーションエンジン)です。本書籍では、Kubernetesを触ったことがない方でもKubernetes
のコンセプトを理解し、実際にアプリケーションをコンテナ化して実行することができるようになることを目標としています。

1週間でCCNAの基礎が学べる本 第2版

同時1アクセス（本体）

¥7,260

同時3アクセス（本体）

¥21,780
9784844380245

冊子版ISBN
著編者名

谷本 篤民

発行年

2016

商品コード

1024718526

ネットワークの「基礎の基礎」から学べる！ IPv6に対応して新たに登場。難解な進数計算、サブネット化、通信の基礎、TCP/IPのしく
みから、具体的なネットワークの設計・設定まで、とても丁寧にわかりやすく解説しています。ネットワークをこれから初めて学ぶ人に向
けたレベルで解説していますので、「ネットワークを学ぶためのはじめの1冊」としてオススメです！

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
著編者名

インサイトイメージ

同時1アクセス（本体）

¥2,904

同時3アクセス（本体）

¥5,808
9784295005223

冊子版ISBN
発行年

2018

商品コード

1029684283

収録している全ショートカットキーの一覧表（PDFファイル）が無料でダウンロード可能です。詳細は「本書の読み方」のページをご参照
ください。通常はマウスで行う操作をキーの組み合わせで行い、短時間で処理する「ショートカットキー」は、時短術の王道といえるもの。
毎日の仕事でよく使う操作のショートカットキーを覚えれば、それだけでスピードアップの効果は計り知れません。本書はWindows、
Office（Word、Excel、PowerPoint、Outlook)、Chrome、Gmail、Googleカレンダーの、定番OS/アプリに対応。「倍速マーク」で効率のい
いワザを見つけ、覚えたワザにはチェックマークを付けていきましょう。

スラスラ読める JavaScriptふりがな
プログラミング
著編者名

リブロワークス

同時1アクセス（本体）

¥5,478

同時3アクセス（本体）

¥10,956
9784295003854

冊子版ISBN
発行年

2018

商品コード

1027875531

サンプルプログラムが、版元サイトより無料でダウンロード可能です。詳細は「本書サンプルプログラムのダウンロードについて」のページをご参
照ください。 「プログラムの読み方をすべて載せる（ふりがなをふる）」という手法で究極のやさしさを目指した、まったく新しいJavaScript（ジャ
バスクリプト）の入門書です。本書内に登場するプログラムの読み方をすべて載せ、さらに、漢文訓読の手法を取り入れ、読み下し文を用意。プ
ログラムの1行1行が何を意味していて、どう動くのかが理解できます。この新しいアプローチで「プログラムが読めないから、自分がいま何をして
いるのかわからない」といったプログラミング入門者が途中で挫折してしまう原因を解決しました。

教養としてのデザイン ―資料作成で活きる
シンプルデザインの考え方―（できるビジネス）
著編者名

佐藤 好彦

同時1アクセス（本体）

¥4,719

同時3アクセス（本体）

¥9,438
9784844338840

冊子版ISBN
発行年

2015

商品コード

1018917994

「情報の構造」=「デザインの構造」で資料の伝わりやすさが決まる! デザインを本格的に学んだことがない人でも、ビジネスで使える
「情報を伝えるためのデザイン」を自信を持ってできるようになるための考え方を紹介する。

できるExcelマクロ＆VBA Office 365/2019/2016/
2013/2010対応 作業の効率化＆時短に役立つ本
著編者名

小舘 由典

同時1アクセス（本体）

¥5,940

同時3アクセス（本体）

¥11,880
9784295005872

冊子版ISBN
発行年

2019

商品コード

1030550340

＊できるサポートおよび動画視聴が無料で利用可能です。詳細は「できるシリーズ読者サービスのご案内」のページをご参照ください。
「マクロ」と「VBA」を業務効率化に役立てる！ マクロの基本からVBAを使った一歩進んだ使い方まで丁寧に解説しているので、確実
にマスターできます。コード全文解説と電話サポートで、初心者でも安心です。
● 表示価格は税抜きです。

2020年1月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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ジャンル別 売上ランキング!
PC入門編 ＢＥＳＴ５
¥4,884

同時1アクセス（本体）

できるWindows 10 パーフェクトブック 困った！
＆便利ワザ大全 改訂4版
著編者名

広野 忠敏

同時3アクセス（本体）

¥9,768

冊子版ISBN

9784295005308

発行年

2018

商品コード

1029452718

2大特典が利用可能です。詳細は「2大特典」のページをご参照ください Windows 10の最新アップデート「October 2018 Update」
に対応。注目の新機能「タイムライン」「スマホ同期」や、Microsoft Edgeの機能強化など関連書籍No.1のボリュームで解説していま
す。さらに、Windows 10やパソコンに関連するキーワード解説も収録。本編と合わせて読むことで、より理解が深まります。Windows
10を初めて使う人から、フルに活用して作業を効率化したい人まで様々な人にお勧めできる1冊です。

できるYouTuber式 Excel現場の教科書

同時1アクセス（本体）

¥4,950

同時3アクセス（本体）

¥9,900
9784295005582

冊子版ISBN
著編者名

長内 孝平

発行年

2019

商品コード

1029684285

練習用ファイルのダウンロードおよび動画講義が閲覧可能です。詳細は「目次」および「本書の読み方」のページをご参照ください。Excelの
コンテンツを発信している人気YouTuberの長内孝平さんがビジネスの現場で学んだExcel仕事術をやさしく解説。長内さんは大手総合商社
の経理時代からYouTubeチャンネル「おさとエクセル」を運営し、その動画再生回数は150万回越え！本書はその人気コンテンツを1冊に凝
縮しました。本書はテキストだけでは掴みにくい操作の動きや、著者の生の声でポイントが分かるように動画も用意しています。本と動画の両
方で理解を深めることができるので忙しいビジネスパーソンがスキルを高めるのに最適の1冊です。

できるWindows 10 改訂4版

同時1アクセス（本体）

¥3,300

同時3アクセス（本体）

¥6,600
9784295005292

冊子版ISBN
著編者名

法林 岳之

発行年

2018

商品コード

1029684284

特典のできるサポートが利用可能です。詳細は「できるサポートのご案内」316ページをご参照ください。ネットやメールなどの基本
機能やスマホの写真が簡単に見られる［スマホ同期］などの最新機能も丁寧に解説。トラブル解決などがまとめられた限定冊子付
き！ 無料電話サポートと動画解説付きで初めての人に最適です。

できる Word&Excel 2019 Office 2019/Office365
両対応
著編者名

田中 亘

同時1アクセス（本体）

¥6,534

同時3アクセス（本体）

¥13,068
9784295005551

冊子版ISBN
発行年

2019

商品コード

1029684290

特典のできるサポートが利用可能です。詳細は「できるサポートのご案内」508ページをご参照ください。ビジネスに欠かせない「文
書作成」と「表計算」の基本を1冊に集約! Excelで作った表やグラフをWordの文書に貼り付けるなど、2つのアプリを連携して使う方
法も解説。ファイル管理の基本もわかる!

できる Excel 2019 Office 2019/Office365
両対応
著編者名

小舘 由典

同時1アクセス（本体）

¥3,894

同時3アクセス（本体）

¥7,788
9784295005537

冊子版ISBN
発行年

2019

商品コード

1029684289

特典のできるサポートが利用可能です。詳細は「できるサポートのご案内」316ページをご参照ください。Excelの基本を丁寧に解説。
よく使う数式や関数はもちろん、グラフの作成や入力されたデータをデータベースとして使う方法も身に付きます。表計算をマスター
する上で知っておきたい機能が効率よく分かります。

● 表示価格は税抜きです。

2020年1月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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ジャンル別 売上ランキング!
資格試験編 ＢＥＳＴ５
¥7,854

同時1アクセス（本体）

徹底攻略 AWS認定ソリューションアーキテクト
アソシエイト教科書
著編者名

鳥谷部 昭寛

同時3アクセス（本体）

¥23,562

冊子版ISBN

9784295005490

発行年

2019

商品コード

1029728114

2018年に試験改定された「AWS認定 ソリューションアーキテクト – アソシエイト」の新試験に対応した受験対策教科書です。豊富な
知識と経験をもつ著者陣が、合格に必要な知識はもちろんのこと、現場で役立つAWSのクラウド活用についても解説しています。
解説では、受験する上で重要となるポイントを「試験対策」パーツにまとめているので、基礎から実戦までの体系的な学習と受験に
向けた総仕上げが行える、受験者必携の一冊です。
¥6,930

同時1アクセス（本体）

徹底攻略ディープラーニングG検定
ジェネラリスト問題集
著編者名

明松 真司

同時3アクセス（本体）

¥20,790

冊子版ISBN

9784295005667

発行年

2019

商品コード

1029728119

★【2019/06/01追記】書籍の内容をアップデートし、紙版書籍第3刷同等までの正誤表の内容を反映いたしました。★ いま話題の
資格【ディープラーニング G検定（ジェネラリスト）】にいち早く対応した問題集／多数のG検定合格者を輩出するスキルアップAI株
式会社の明松 真司氏・田原 眞一氏による執筆 。業界の第一人者 杉山 将氏（東京大学 教授／理化学研究所 革新知能統合研
究センター センター長）監修。出題傾向を徹底分析した模擬問題を収録で合格力アップ。ていねいで分かりやすく解説。正答も誤
答も技術解説しているので知識吸収も加速。ディープラーニングG検定の合格を狙うなら必携の1冊！

徹底攻略 Java SE 8 Silver問題集［1Z0-808］
対応
著編者名

志賀 澄人

同時1アクセス（本体）

¥10,560

同時3アクセス（本体）

¥21,120
9784844339939

冊子版ISBN
発行年

2016

商品コード

1025487027

Java SE 8認定資格Silver「Java SE 8 Programmer I（1Z0-808）」の詳解問題集。厳選された問題＆本試験と同構成の模擬試験問題
×2回分で合格力に差が付きます！ポリモーフィズムや例外処理も詳しく解説。テキスト本がなくてもこの1冊でしっかり学習できます。

かんたん合格 ITパスポート教科書
令和2年度
著編者名

坂下 夕里

同時1アクセス（本体）

¥3,234

同時3アクセス（本体）

¥6,468
9784295007814

冊子版ISBN
発行年

2019

商品コード

1031137149

＊購入者限定特典が無料で利用可能です。詳細は「インプレス情報処理シリーズ購入者限定特典!!」のページをご参照ください。 「IT資格
書は、そもそも解説に使われる用語がわからない」と思いませんか？本書は、ITにあまりなじみの無い方でも「知っている言葉」で解説してい
るので、途中でつまずくことがありません。広大な出題範囲をよく出る項目に絞って解説しているので、挫折せずに最後まで学習できます。解
説では、ずばり「どこが」「どのように」出題されるのかがひと目でわかる！覚えるべき内容がわかれば、効率的に合格力が身に付きます。最
新シラバス4.0対応。さらに、通勤・通学時間も学習できる、スマホで学べる単語帳「でる語句200」付き。

かんたん合格 基本情報技術者教科書
令和2年度
著編者名

五十嵐 順子

同時1アクセス（本体）

¥4,224

同時3アクセス（本体）

¥8,448
9784295007821

冊子版ISBN
発行年

2019

商品コード

1031137150

＊購入者限定特典が無料で利用可能です。詳細は「インプレス情報処理シリーズ購入者限定特典!!」のページをご参照ください。 「IT資格
書は、そもそも解説に使われる用語がわからない」と思いませんか？本書は、ITにあまりなじみの無い方でも「知っている言葉」で解説してい
るので、途中でつまずくことがありません。広大な出題範囲をよく出る項目に絞って解説しているので、挫折せずに最後まで学習できます。
解説では、ずばり「どこが」「どのように」出題されるのかがひと目でわかる！覚えるべき内容がわかれば、効率的に合格力が身に付きます。
出題増の数学問題について、巻頭特集でていねいに解説。スマホで学べるデジタル単語帳「でる語句200」付き。

● 表示価格は税抜きです。

2020年1月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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ジャンル別 売上ランキング!
プログラミング編 ＢＥＳＴ５
¥8,580

同時1アクセス（本体）

スッキリわかるJava入門 第3版
著編者名

中山 清喬

同時3アクセス（本体）

¥17,160

冊子版ISBN

9784295007807

発行年

2019

商品コード

1031137148

基礎からオブジェクト指向まで、「なぜ？」が必ずわかる解説と、約300点の豊富なイラストで、スッキリマスターできる大人気Java入門
書の改訂版登場。第3版ではJava11を基準に解説を改良し、コレクションを新たに取り込むほか、好評の仮想開発環境「dokoJava」
をブラッシュアップ。さらに紙面上の主要ソースコードにQRコードを配し、より学習しやすくなるよう細部に工夫を加えています。トラ
ブル対策FAQ集「エラー解決・虎の巻」も用意していますので、ぜひ本書で、気軽にJavaプロフェッショナルへの第一歩を踏みだし
てみてください。
¥9,240

同時1アクセス（本体）

スッキリわかるSQL入門 第2版 ドリル
222問付き！
著編者名

中山 清喬

同時3アクセス（本体）

¥18,480

冊子版ISBN

9784295005094

発行年

2018

商品コード

1029342087

どこでもSQL を作成、実行できるクラウドサービスが利用可能です。詳細は「dokoQL」のページをご参照ください。 SQLの基礎はこ
の1冊でマスター！大人気SQL入門書が最新DBに対応！ 豊富な図解とていねいな解説により、やさしく・楽しくデータベースと
SQLを学習できる入門書です。初学者でもすぐにSQL作成・実行ができるクラウドデータベース実行環境「dokoQL」や、付録「エ
ラー解決 虎の巻」も引き続き提供中。

スッキリわかるJava入門 実践編 第2版

同時1アクセス（本体）

¥7,788

同時3アクセス（本体）

¥15,576
9784844336778

冊子版ISBN
著編者名

中山 清喬

発行年

2014

商品コード

1018918028

Javaエンジニアとして最低限、現場で必要とされる周辺知識を網羅。各種APIからツール、パターン、アジャイルまで、分かりやすく
解説する。練習問題も収録。Java8対応。

［第2版］Python機械学習プログラミング 達人
データサイエンティストによる理論と実践
著編者名

Sebastian Raschka

同時1アクセス（本体）

¥13,200

同時3アクセス（本体）

¥26,400
9784295003373

冊子版ISBN
発行年

2018

商品コード

1027296249

機械学習本ベストセラーの第2版！機械学習全般をカバー。著者陣の経験に基づく洞察と専門的な知識を学べる―本書では、機
械学習の各理論、数学的背景、Pythonコーディングの実際を網羅的に解説。初期のアルゴリズムから、ニューラルネットワーク
（CNN/RNN）までを取り上げます。本書は、機械学習を本格的に理解・実践するのに不可欠な一冊となっています。

スッキリわかるサーブレット＆JSP入門 第2版

同時1アクセス（本体）

¥9,240

同時3アクセス（本体）

¥27,720
9784295005940

冊子版ISBN
著編者名

国本 大悟

発行年

2019

商品コード

1029973263

本格的なWebアプリ開発を始めるならこの一冊！独学が難しい技術であるサーブレットとJSP。HTMLやHTTPといった各種仕様、
セッションやスコープをといった概念ほか、開発に必要な知識は多岐に恒りますが、本書は、その仕組みやコツも含めて、スッキリメ
ソッドで楽しく着実にマスターできる定番書です。

● 表示価格は税抜きです。

2020年1月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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ジャンル別 売上ランキング!
その他 ＢＥＳＴ５
¥7,260

同時1アクセス（本体）

プロ絵師の技を完全マスター キャラ塗り上達術
決定版 CLIP STUDIO PAINT PRO/EX対応
著編者名

サイドランチ

同時3アクセス（本体）

¥14,520

冊子版ISBN

9784295005636

発行年

2019

商品コード

1030550352

＊特典データのダウンロードが無料で可能です。詳細は「作業工程の読み方」のページをご参照ください。 こんなイラストメイキン
グ本が欲しかった！ 魅力的なキャラを描くための「塗り」を徹底解説！ 「詳細なレイヤー設定を知りたい！」「ここはどんなブラシを
使っているの？」――本書はそんな不満や疑問を解消すべく、「キャラ塗り」におけるプロ絵師の使用ツールや技術を徹底的に解
説しました。レイヤー構成、レイヤー設定、使用ブラシ、配色時のRGB値などの詳細な設定を記載。プロ絵師の塗りを再現すること
で、様々なプロ技を学べるイラストメイキング&テクニックガイドです。
¥5,346

同時1アクセス（本体）

線一本からはじめる 伝わる絵の描き方
ロジカルデッサンの技法
著編者名

OCHABI Institute

同時3アクセス（本体）

¥10,692

冊子版ISBN

9784295003359

発行年

2018

商品コード

1027301900

この本は、「絵を描くロジックを知る」というアプローチで絵の描き方を学ぶ、まったく新しいデッサンの教科書です。超初心者から学
びなおしたい経験者まで、幅広い題材で楽しくデッサン力を磨けます。

iPhone芸人かじがや卓哉のもっとスゴいiPhone
超絶便利なテクニック125 XS/XS Max/XR対応
著編者名

かじがや 卓哉

同時1アクセス（本体）

¥4,554

同時3アクセス（本体）

¥9,108
9784295005315

冊子版ISBN
発行年

2018

商品コード

1029684281

昨年大ヒットしたiPhone芸人かじがや卓哉の書籍『スゴいiPhone』が、『もっとスゴいiPhone』として最新情報を盛り込みパアーアップ
して登場。本書は、新iPhone XS/XS Max/XRと新iOSの機能がすぐわかるのが特徴。毎年1000件を超えるiPhoneに関する相談に
答えてきた著者が、新iPhoneXを便利に使うテクニックを軸に、全部で125のワザとコツをやさしく解説している。iPhone を「すばやく
操作する超高速テクニック」「毎日使える！ 普段使いのオススメテクニック」など、初心者から中級者が楽しく読んでためになるもの
ばかりです。

おカネの教室 僕らがおかしなクラブで
学んだ秘密（しごとのわ）
著編者名

高井 浩章

同時1アクセス（本体）

¥4,752

同時3アクセス（本体）

¥9,504
9784295003380

冊子版ISBN
発行年

2018

商品コード

1027441293

現役経済記者が娘に贈った、笑いと涙の経済青春小説！『中学２年生の「僕」は、バスケが好きな平凡な男の子。そんな「僕」が突
然放り込まれたのは、謎の大男が顧問を務めるおかしなクラブ。しかも、メンバーは大富豪の美少女との二人きり。顧問は「この世に
は、おカネを手に入れる方法が６つあります」とかなんとか妙なことを言いはじめて……。』著者はキャリア20年超の経済記者。自身
の３人の娘たちに「面白い物語を読んでいるだけで、お金や経済の仕組みがわかる本」を読ませたいと思い立ち、7年かけて書き上
げた一冊です！

教養としてのデザイン ―資料作成で活きる
シンプルデザインの考え方―（できるビジネス）
著編者名

佐藤 好彦

同時1アクセス（本体）

¥4,719

同時3アクセス（本体）

¥9,438
9784844338840

冊子版ISBN
発行年

2015

商品コード

1018917994

「情報の構造」=「デザインの構造」で資料の伝わりやすさが決まる! デザインを本格的に学んだことがない人でも、ビジネスで使える
「情報を伝えるためのデザイン」を自信を持ってできるようになるための考え方を紹介する。

● 表示価格は税抜きです。

2020年1月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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