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No.2018-235 

情報科学・マーケティング・電気通信関連など 

追加配信６２タイトル!! 

Ansible実践ガイド  
―コードによるインフラ構築の自動化―第2版 

同時1アクセス（本体） ¥10,890 

同時3アクセス（本体） ¥21,780 

冊子版ISBN 9784295003274  

著編者名 北山 晋吾 発行年 2018年 商品コード 1027289754 

オープンソースの構成管理ツールの一つであるAnsibleの基本的な使い方から、アプリケーションデプロイメントの自動化や、
クラウドAPIとの連携などの応用的な使い方をまとめた実践ガイドです。これからAnsibleを利用し、システム構築の自動化を
始めてみたいというエントリーユーザーから、既存の運用プロセスからの自動化を図りたいという実務向けのユーザーまで
幅広く活用していただける内容です。Ansible 2.4/CentOS 7.4対応。 

Goプログラミング実践入門  
―標準ライブラリでゼロからWebアプリを作る― 

同時1アクセス（本体） ¥11,220 

同時3アクセス（本体） ¥22,440 

冊子版ISBN 9784295000969  

著編者名 Sau Sheong Chang 発行年 2017年 商品コード 1026940491 

Go言語と標準ライブラリによるWebアプリの開発手法を解説。HTTPの仕組みから始め、リクエストやレスポンスのコーディン
グ、テンプレート/DBの活用、テスト/デプロイへ進みます。Go言語の拡張性/モジュール性/保守性/実行効率を発揮させる
ための実践力を培ってください。 

Mesos実践ガイド  
―次世代の計算資源管理ソフトウェア― 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784295001102  

著編者名 古賀 政純 発行年 2017年 商品コード 1027289733 

Apache MsosとMesosphere DC/OSは、IT資源管理とアプリケーションの自動配備を行うクラスター管理ソフトウェアです。 
本書では、Apache MesosとMesosphere DC/OSを利用して効率のよいクラスター環境を構築し、コンテナ、ビッグデータ、 
深層学習などの処理に最適な次世代IT基盤の構築・管理手法を解説します。 

CUDA Cプロフェッショナル 
プログラミング  
―CUDAの機能・手法を網羅的に解説!― 

同時1アクセス（本体） ¥16,500 

同時3アクセス（本体） ¥33,000 

冊子版ISBN 9784844338918  

著編者名 John Cheng 発行年 2015年 商品コード 1026940490 

ディープラーニングや機械学習などAIの処理高速化に最適! -- CUDA Cプログラミングを本格的に理解して、プログラムの
高速化を図るための技術解説書。CUDAプログラミングモデルから始め、カーネルレベルやグリッドレベルの並列化手法を
解説。グローバルメモリ、シェアードメモリ、ストリームなどを徹底活用する方法を紹介。GPUスループットの計測、CUDAアプ
リケーションへの効率的な移植、マルチGPUプログラミングも説明。（『Professional CUDA C Programming』の翻訳書です） 

impress top gear 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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impress mook：世界一やさしいシリーズ 

世界一やさしいタイピング  
―キーボードを見ずに入力できる!― 

同時1アクセス
（本体） 

¥2,244 

同時3アクセス
（本体） 

¥4,488 

冊子版ISBN 9784295003014  

著編者名 隅野 貴裕 発行年 2018年 商品コード 1027289748 

版元の下記サイトより動画が無料で閲覧可能です。（登録が必要） 
URL：https://book.impress.co.jp/books/1117102057 
本書は、パソコンのざまざまなシーンで使うタイピングを、もっと速く＆正確にしたいと思っている方へ向
けた入門書です。入力するための基本設定から正しい指の置き方（ホームポジション）や動かし方、そし
て効率的な変換など、タイピングを得意にするための方法をわかりやすくていねいに掲載しています。 

世界一やさしいLINE  
フェイスブック ツイッター  
インスタグラム 

同時1アクセス
（本体） 

¥1,584 

同時3アクセス
（本体） 

¥3,168 

冊子版ISBN 9784295001010  

著編者名 リブロワークス 発行年 2017年 商品コード 1027289728 

4大SNSをまるごと楽しもう！ 本誌では、大人気SNSの「LINE」「フェイスブック」「ツイッター」「インスタグ
ラム」のイマドキの使い方について、画面とともに丁寧に解説しています。初期設定からキホン操作、 
友だちとの上手なやりとり、最新機能の楽しみ方まで、この1冊でカンペキにマスターしましょう！ 

世界一やさしいiPhone  
―iPhone Ⅹ/8/8 Plus対応― 

同時1アクセス
（本体） 

¥1,584 

同時3アクセス
（本体） 

¥3,168 

冊子版ISBN 9784295002772  

著編者名 リブロワークス 発行年 2017年 商品コード 1027289739 

版元の下記サイトより動画が無料で閲覧可能です。（登録が必要） 
URL：https://book.impress.co.jp/books/1117102054 iPhone X/8/8 Plus対応！  
ゼロからはじめてすぐに楽しめる！本誌は、iPhoneをはじめて使う方にも、最新のiOSにアップデートし
て使う方にも読んでいただける入門書です。初期設定や基本操作から電話、メール／メッセージ、 
インターネット、カメラやミュージック、その他の便利なアプリの使い方まで、はじめてiPhoneをさわる方
も安心して楽しめるよう丁寧に解説しています。 

世界一やさしい 
ウィンドウズ10  
―新しいパソコンでもすいすい使える!― 
最新版 

同時1アクセス
（本体） 

¥1,584 

同時3アクセス
（本体） 

¥3,168 

冊子版ISBN 9784295002789  

著編者名 リブロワークス 発行年 2017年 商品コード 1027289740 

版元の下記サイトより動画が無料で閲覧可能です。（登録が必要） 
URL：https://book.impress.co.jp/books/1117102062 
本誌は、ウィンドウズ 10をはじめて使う方に向けた入門書です。2017年10月にリリースされた最新バー
ジョン「Fall Creators Update」の新機能にも対応しています。初期設定や各種操作、インターネット／
メールの使い方、写真や音楽を楽しむ方法など、この1冊でウィンドウズ 10の基本をマスターできます。
手順がわかる解説動画付き！ 
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impress mook 

マインクラフトパソコン版はじめてガイド  
―Mod&サーバー対応― 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784295000945  

著編者名 タトラエディット 発行年 2017年 商品コード 1027289725 

全世界累計販売数が1億2,200万本を突破して、ますますユーザー層を拡大している「マインクラフト」。 
なかでも、いち早く最新のアップデートが適用され、Mod（モッド）と呼ばれる追加プログラムによってゲームの見た目やルールを変更できたり、
自宅に専用サーバーを開設できたりと、パソコン版マインクラフトは自由度の高さが魅力です。本書は、小学校高学年から中学生を主な読者と
したパソコン版マインクラフトの解説書です（漢字と欧文にはふりがな付き）。 

最強のパソコン仕事時短術  
―Windows・Excel・Word・PowerPoint― 

同時1アクセス（本体） ¥2,574 

同時3アクセス（本体） ¥5,148 

冊子版ISBN 9784295001003  

著編者名 ケイズプロダクション 発行年 2017年 商品コード 1027289727 

デスクワークの1つ、パソコンを使った仕事がなかなか終わらなくて困っている人必見！少し憂鬱なパソコン作業も、ちょっとしたコツを知ること
で、残業せずに帰宅できるほどサクサク進められるはず。本誌は、時短につながりそうなWindows、Excel、Word、PowerPointのコツとワザを 
全部で205個解説！アプリをすばやく起動するためのTipsから、数式やグラフ、書式のコピーやおせっかい機能のオフなどOfficeソフトの使い 
こなしまで、ちょっとした設定や操作を知れば、パソコン仕事は確実に時短できる！ 

無料でWindowsが快適になる 
鉄板フリーソフト ―「窓の杜」公式―（2017） 

同時1アクセス（本体） ¥2,310 

同時3アクセス（本体） ¥4,620 

冊子版ISBN 9784295001034  

著編者名 窓の杜編集部／アイティースリー 発行年 2017年 商品コード 1027289730 

※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 パソコンを使っていると、趣味や仕事で頻繁に行なう操作に複雑な手順が必要だったり、 
以前のWindowsではできたことが現行バージョンではできなくなっていたりと、不便を感じる場面がしばしばあります。そんなときは自分に合う 
フリーソフトを探してみてください。本書は、オンラインソフトを紹介する老舗サイト「窓の杜」と連動して独自のランキングを作成、人気上位の 
ソフトを中心に400本以上掲載しています。 

データセンター完全ガイド （2017） 

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 9784295001058  

著編者名 完全ガイド編集部 発行年 2017年 商品コード 1027289731 

特集：2017年、データセンター／クラウド基盤はこう選ぶ！ 

大人気!格安SIM LINEモバイルではじめる
スマートフォン ―この1冊で乗り換えもカンペキ!!― 

同時1アクセス（本体） ¥2,310 

同時3アクセス（本体） ¥4,620 

冊子版ISBN 9784295001119  

著編者名 ゴーズ 発行年 2017年 商品コード 1027289734 

※冊子版特典の動画閲覧サービスは冊子版購入者を対象としており、当電子版は対象外です。 LINEモバイルの申し込み/設定/乗り換えは
この1冊でカンペキ！ 本誌では、人気沸騰中の格安SIM「LINEモバイル」の申し込みから初期設定、旧スマホやガラケーからのデータの引越し
まで、格安SIMをはじめて使う人が安心してスタートできるよう、わかりやすく丁寧に解説しています。不安を感じる人も多い「SIMの入れ替え」
については、動画でも解説。スマホの基本や、LINE/Facebook/Twitter/Instagramの楽 

PC自作・チューンナップ虎の巻 （2018） 
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 9784295002840  

著編者名 鈴木雅暢、竹内亮介、北川達也ほか／DOS／V POWER REPORT編集部 発行年 2017年 商品コード 1027289743 

PC自作シーンのすべてを500ページ超にまとめた超ボリュームの一冊が今年も登場。PC自作を得意とするDOS/V POWER REPORT（2017年2
月号～12月号）の人気特集、連載をもれなく集めた保存版です。Coffee Lake、Ryzen、Core-X、Threadripperといった注目のCPUのベンチマー
クや使いこなし情報をはじめとして、マザーボード、メモリ、ビデオカード、SSD、HDD、PCケース、電源、CPUクーラーなどの製品情報を豊富に
掲載。オーバークロックや静音化、メンテナンスなどの使い 

飲食店経営者のためのかんたん確定申告  
―無料&かんたん&時短ワザならカシオのHANJO会計で青色申告― 

同時1アクセス（本体） ¥1,650 

同時3アクセス（本体） ¥3,300 

冊子版ISBN 9784295003007  

著編者名 安藤 由紀 発行年 2017年 商品コード 1027289747 

忙しくて確定申告なんてやってる暇がない。節税になると言われてもなにから始めればいいの？ 会計サービスって飲食店向けのサービス
じゃないからどう入力したらいいかわからない！ そんな飲食店経営者はぜひとも一読を。 
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できるシリーズ 

できるゼロからはじめるLINE& 
Instagram & Facebook & Twitter 
超入門 ―話題の4大SNSが1冊ですぐ楽しめる!― 

同時1アクセス（本体） ¥4,092 

同時3アクセス（本体） ¥8,184 

冊子版ISBN 9784295003304  

著編者名 田口 和裕 発行年 2018年 商品コード 1027289755 

話題のInstagram（インスタグラム）から、定番のLINE（ライン）、Facebook（フェイスブック）、Twitter（ツイッター）まで、 
代表的な4つのSNSを1冊ではじめられます。スマートフォンを使って利用登録をする方法から、投稿やメッセージの基本
的な使い方まで、大きな画面と大きな文字で丁寧に解説。つまずきやすい操作や、より便利に使うためのテクニックも、
豊富な「ヒント」と「Q&A」でしっかり説明しているので、スマートフォンに慣れていない人でも安心して読み進められます。 
いちばんやさしいSNS入門書！ 

できるパソコンのお引っ越し
Windows 7からWindows 10に 
乗り換えるために読む本 

同時1アクセス（本体） ¥4,455 

同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784295003335  

著編者名 清水 理史 発行年 2018年 商品コード 1027289757 

※特典の無料電話サポートサービスが利用可能です。 
2020年1月。いよいよWindows 7のサポートが終了！ 本書は、来たるべきWindows 7のサポート終了を見据え、今のうち
から、その対策をしておくことをおすすめする書籍です。Windows 7が搭載された古いパソコンから、Windows 10が搭載さ
れた新しいパソコンに単に買い換えるだけでなく、古いパソコンに保存されているデータをしっかりと新しいパソコンに移
行することで、今までとほとんど変わらない状態でパソコンを使い続けることができるようにする方法を紹介しています。 

できるAutoCADパーフェクトブック
困った!&便利ワザ大全  
―2018/2017/2016/2015対応― 

同時1アクセス（本体） ¥8,613 

同時3アクセス（本体） ¥17,226 

冊子版ISBN 9784295003366  

著編者名 矢野 悦子 発行年 2018年 商品コード 1027301898 

▼練習用ファイルが版元の下記サイトより無料でダウンロード可能です。（登録が必要）
http://book.impress.co.jp/books/1117101063 
※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 AutoCADはCADソフトのデファクトスタンダードとして広く普及して 
います。本書は、AutoCADの基本と使いこなし、トラブル解決までを幅広く取り上げた解説書です。 
1つ1つのステップを省かずに解説しているから、着実に基礎を身に付けられます。 

できるDocuWorks 9 

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 9784295003311  

著編者名 インサイトイメージ 発行年 2018年 商品コード 1027327747 

※特典の無料電話サポートサービスが利用可能です。 「DocuWorks 9」は、従来から提供されている数多くの便利な機
能を継承しているだけでなく、さまざまな新機能も追加されています。その中でも特に便利なのが「お仕事スペース」です。
これを利用すれば、クラウドを介してオフィスと自宅のそれぞれのパソコンの間で文書を同期することが可能であり、 
たとえばオフィスで作業した仕事の続きを在宅勤務で行いたいといった場合でも、社内外のドキュメントを共有し、 
場所を選ばない働き方改革に役立つ環境が構築できます。 

できるGoogleサービス 
パーフェクトブック困った!& 
便利ワザ大全 ―決定版410ワザ&キーワード― 

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 9784295003397  

著編者名 田中 拓也 発行年 2018年 商品コード 1027327748 

インターネットを検索する、メールでやりとりする、動画を楽しむなど、今やGoogleは欠かせない存在に。そんなGoogleの
サービスとアプリを最大級使いこなすためのワザが集結。 仕事と遊びに効く欲張りワザが満載です。 
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できるシリーズ 

できるAirbnb  
―初めてでも安心・安全に民泊を始められる本― 

同時1アクセス（本体） ¥3,795 

同時3アクセス（本体） ¥7,590 

冊子版ISBN 9784295001027  

著編者名 相馬 翔 発行年 2017年 商品コード 1027289729 

昨今、訪日外国人数の急増で宿泊施設が不足しています。2016年の訪日外国人数は2015年の1974万人に比べると
21.8％増え、過去最高の2,400万人を突破しました。一方、空き部屋や空き家などを宿泊施設として提供する「民泊」が 
大ブームになっています。本書は、Airbnbを利用して民泊を始める方法とノウハウについて、レッスン形式で分かりやす
く紹介。ゲストと適切にメッセージをやりとりする方法が分かるので初めてでも安心です。 
民泊の疑問を解消するQ&Aをはじめ、英語＆中国語の回答文例集を付録に掲載！ 

できるOffice 365 （2017年度版） 

同時1アクセス（本体） ¥5,610 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ISBN 9784295001096  

著編者名 インサイトイメージ 発行年 2017年 商品コード 1027289732 

※特典の無料電話サポートサービスが利用可能です。 Office 365を使った社内での情報共有から、音声通話やビデオ
会議といったコミュニケーションまでを解説。外出先でもスマートフォンの専用アプリでOffice 365を活用できる！ 

できるゼロからはじめるAndroid 
スマートフォン超入門活用ガイドブック  
―ドコモ au ソフトバンク 格安スマホに完全対応!― 

同時1アクセス（本体） ¥4,092 

同時3アクセス（本体） ¥8,184 

冊子版ISBN 9784295001140  

著編者名 法林 岳之 発行年 2017年 商品コード 1027289735 

「Androidスマホの基本はもうOK！」そんな人にぜひおすすめしたい一冊。Gmailなどの標準アプリからインストールして
損はないお役立ちアプリ、パソコンと連携して使う方法など、一歩進んだ活用方法が満載です。 

できるキッズ子どもと学ぶビスケット
プログラミング入門  
―4歳〜小学生向け― 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784295002826  

著編者名 デジタルポケット 発行年 2017年 商品コード 1027289742 

本書で紹介するゲームの動作を確認できる動画を「できるネット」のWebページで参照できます。 
『できるキッズ 子どもと学ぶ ビスケットプログラミング入門』動画ページ→【 https://dekiru.net/viscuit 】 
「ビスケット」は自分で描いた絵を使ってプログラミングができる、ビジュアルプログラミング言語です。 
画面にほとんど文字が使われていないので4歳の子どもから操作でき、タブレットやスマートフォンで楽しく始められます。 

できるPhotoshop Elements 2018  
―Windows & macOS対応― 

同時1アクセス（本体） ¥4,983 

同時3アクセス（本体） ¥9,966 

冊子版ISBN 9784295002925  

著編者名 樋口 泰行 発行年 2017年 商品コード 1027289746 

※特典の無料電話サポートサービスが利用可能です。読者の皆さまから問い合わせが多い、体験版と製品版のインス
トール方法を詳しく紹介。初めてPhotoshop Elementsに触れる方でも安心して操作できます。本書は「無料の練習用ファ
イル」＋「目的から探せるインデックス」＋「詳しい用語集」＋「困ったときの疑問を解決するQ&A」を網羅！ 練習用ファイ
ルを開いて、レッスンの操作を進めるうちに自然と写真の編集や加工、データの管理に関するノウハウをマスターできま
す。しかも、無料の動画解説と読者サポート付き！ 
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徹底攻略シリーズ 

徹底攻略 ITパスポート教科書＋模擬問題 
同時1アクセス（本体） ¥5,214 

同時3アクセス（本体） ¥10,428 

冊子版ISBN 9784295003526  

著編者名 間久保 恭子 発行年 2018年 商品コード 1027289759 

学習用の模擬試験問題が版元の下記サイトより無料でダウンロード可能です。（提供期間：2019年3月20日まで）（登録が必要） 
URL：https://book.impress.co.jp/books/1117101052 
『かんたん合格ITパスポート過去問題集』の著者として定評の間久保 恭子先生によるはじめての教科書です。IPAの最新シラバス 
（Ver3.0の試験範囲）を網羅した解説と、過去問題集の執筆で得た出題傾向分析にもとづいた的確な説明で、あなたを合格に導きます！ 

ネットワークスペシャリスト教科書  
（徹底攻略 平成29年度） 

同時1アクセス（本体） ¥9,174 

同時3アクセス（本体） ¥18,348 

冊子版ISBN 9784295000822 

著編者名 瀬戸 美月 発行年 2017年 商品コード 1026940493 

全文PDF・単語帳アプリが無料でダウンロードいただけます。 
特典のご利用には、無料の読者会員システム「CLUB Impress」への登録が必要となります。ご利用手順など、詳しくは下記URLに 
アクセスしてご確認ください。http://book.impress.co.jp/books/1116101125  
ネットワークスペシャリスト（ＮＷ）合格の王道テキスト＆問題集！ 

徹底攻略Cisco CCNA Routing&Switching 
教科書ICND2編<200-105J><200-125J>V3.0対応  
―試験番号200-105J 200-125J― 

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 9784295000686  

著編者名 ソキウス・ジャパン 発行年 2017年 商品コード 1026940494 

【2017/12/01追記】書籍の内容をアップデートし、最新の正誤表の内容を誌面に反映いたしました。Cisco試験対策本で実績No.1！黒本が
ICND2の新試験（V3.0）に完全対応！試験範囲が大幅に変更された200-105J／200-125Jを丁寧に解説します。暗記必須箇所や試験対策に 
必要な知識が分かりやすくまとめてあります。演習問題も多数収録で、試験範囲が広くなっても本番の試験対策までバッチリ！読者特典では 
スマホやタブレット端末で勉強できる無料の【徹底攻略スマホ問題集】が付いています！ 

徹底攻略Cisco CCENT/CCNA Routing & Switching 
問題集ICND1編<100-105J><200-125J>V3.0対応  
―試験番号100-105J 200-125J― 

同時1アクセス（本体） ¥9,075 

同時3アクセス（本体） ¥18,150 

冊子版ISBN 9784295001041  

著編者名 ソキウス・ジャパン 発行年 2017年 商品コード 1026940495 

実績No.1のCisco試験対策本でおなじみ、黒本問題集がICND1の新試験（V3.0）に完全対応。試験範囲が大幅に変更された200-105J／200-
125Jをわかりやすく・丁寧に解説。さらに、読者特典【徹底攻略スマホ問題集】付き！スマホやタブレット端末で問題にチャレンジすれば、スキマ
時間を有効活用！アプリは【模擬問題】のほか、IPアドレス計算力を強化する【IPアドレス特訓問題】も付いてくる！ICND1試験V3.0の合格を 
目指すなら必携の1冊！ 

徹底攻略Cisco CCENT/CCNA Routing & Switching 
教科書ICND1編<100-105J><200-125J>V3.0対応  
―試験番号100-105J 200-125J― 

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  

著編者名 ソキウス・ジャパン 発行年 2016年 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！！100-105J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！！ 

徹底攻略Cisco CCNP Routing & Switching ROUTE 
教科書<300-101J>対応 ―試験番号300-101J― 

同時1アクセス（本体） ¥14,190 

同時3アクセス（本体） ¥28,380 

冊子版ISBN 9784844339168  

著編者名 ソキウス・ジャパン 発行年 2015年 商品コード 1026940499 

<b>「とてもわかりやすい解説」で定評の徹底攻略【黒本】シリーズがCCNP ROUTE新試験に対応して登場。</b><br><br>ルーティングの基礎か
ら合格に必要な多くの応用知識まで体系的に学習することができます。<br>豊富な図表や出力例と共に、一つ一つの項目を丁寧に解説。 
「試験対策」パーツで、受験時に重要なポイントがひと目で分かりやすくまとめられています。<br>各章末に演習問題を収録しており、自分の理
解度を確認しながら、しっかりと学習が進められます。 

徹底攻略Cisco  

Cisco CCNP Routing & Switching SWITCH 
問題集<300-115J>対応 ―試験番号300-115J―（徹底攻略） 

同時1アクセス（本体） ¥39,600 

同時3アクセス（本体） ¥79,200 

冊子版ISBN 9784844339779  

著編者名 ソキウス・ジャパン 発行年 2015年 商品コード 1026940500 

CCNP SWITCH対策問題集がv2.0新試験（300-115J）に対応して登場！出題傾向を分析した問題セレクトと丁寧な解説で、解き進めるうちに自
然と合格以上の実力が身に付きます。巻末には試験2回分を想定した模擬試験問題を掲載。試験を体験しながら最後の力試しを行うことがで
きます。SWITCH受験者必携の一冊です。 
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いちばんやさしいシリーズ 

いちばんやさしい 
デジタルマーケティングの教本  
―人気講師が教えるメディアと販促の新しい基礎― 

同時1アクセス（本体） ¥5,874 

同時3アクセス（本体） ¥11,748 

冊子版ISBN 9784295002307  

著編者名 田村 修 発行年 2017年 商品コード 1026940508 

★デジタル機器で読みやすいリフロー型★／入り口が見えにくい「デジタルマーケティング」の仕事の全体像を、実務と
教養の両面から整理。Webサイト運営やインターネット広告の領域で次々に登場する最新技術を正しく吟味するために、
一冊で全体の「見取り図」を提供します。トリプルメディアの分類に沿った課題解決法や、顧客ステータスや消費行動な
どマーケティングの基礎を学ぶことで、仕事を深められます。これからデジタルマーケティングを学ぶ学生や新人担当者
だけでなく、実務の担当者も、この本でデジタル施策に自信が付きます。 

いちばんやさしい 
コンバージョン最適化の教本  
―人気講師が教える実践デジタルマーケティング― 

同時1アクセス（本体） ¥5,544 

同時3アクセス（本体） ¥11,088 

冊子版ISBN 9784295000150  

著編者名 深田 浩嗣 発行年 2017年 商品コード 1026940514 

大好評「いちばんやさしい教本」シリーズから、全デジタルマーケターの悩み「コンバージョン最適化」の実践書が登場で
す。コンセプトは「どんなサイトも必ず改善します」！ ECサイトだけでなく、コーポレートサイトやコミュニティサイトなど、 
どんな種類のサイトでも必ずコンバージョンを改善するためのPDCAの考え方などを丁寧に解説しています。KPI/KGIの
適切な定め方、課題の抽出方法、施策の優先順位の付け方なども実践的に紹介しているので、本書を読めば自社サイ
トを改善する具体的な道筋がハッキリ見えるはずです。 

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

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  

著編者名 石川 栄和 発行年 2017年 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～201 

いちばんやさしい 
データフィードマーケティングの教本  
―人気講師が教える広告効果を高める 
商品データ活用法― 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784844381518  

著編者名 杉原 剛 発行年 2016年 商品コード 1026940510 

本書は、すでに高い広告効果で注目を集めている「Googleショッピング広告」「Criteo」「Facebookダイナミック広告」と
いったデータフィード広告を中心に、従来の施策と対比しながらデータフィードのビジネス活用の基本から実践まで丁寧
に解説しています。 

いちばんやさしい 
LINEビジネスコネクトの教本  
―人気講師が教える双方向マーケティング実践― 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784844380856  

著編者名 豊田 義和 発行年 2016年 商品コード 1026940511 

LINEを使ったOne to Oneマーケティングの実践方法が、先行企業の導入事例から学べる解説書。LINEの企業向けサー
ビス「LINE ビジネスコネクト」は、いまやメールに代わるインフラとなったLINEを使って、顧客との双方向コミュニケーショ
ンやLINE上でのサービス提供を可能にする仕組みです。11社への取材をもとに、目的別の利用イメージや運用の全体
像を解説。導入前の検討から導入後の効果測定まで、企業と顧客を結ぶために役立つノウハウが満載です。 
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いちばんやさしいシリーズ 

いちばんやさしい 
Webマネジメントの教本  
―人気講師が教える 
最強のサイト運営チームの作り方― 

同時1アクセス
（本体） 

¥15,840 

同時3アクセス
（本体） 

¥31,680 

冊子版ISBN 9784844339984  

著編者名 桐谷 晃司 発行年 2016年 商品コード 1026940512 

大好評「いちばんやさしい教本」シリーズから、Web担当者向けの“チーム作り”の実践書が登場！ 「Webマネジメン
ト」とは、企業のWebプロジェクトをやり遂げるための「強いチーム」を作るための手法や考え方のこと。社内の異な
る部署・部門の意見をまとめ、Web制作会社に「意志のある発注」をすることが本書のゴールになります。チームの
意見をまとめるには、全員が参加する「ワーク」を活用。リーダーがファシリテーターとなってメンバーを盛り立て、
問題の洗い出しやアイデアの発想に取り組むテクニックやノウハウを解説します。 

いちばんやさしい 
グロースハックの教本  
―人気講師が教える 
急成長マーケティング戦略― 

同時1アクセス
（本体） 

¥15,840 

同時3アクセス
（本体） 

¥31,680 

冊子版ISBN 9784844339922  

著編者名 金山 裕樹 発行年 2016年 商品コード 1026940513 

注目の成長戦略「グロースハック」の実践方法が学べる、日本初の体系的な解説書。各種セミナーなどの登壇実
績も豊富な著者が、自社製品を育てた経験をもとに、すぐに役立つ手法やフレームワークを丁寧に解説します。 
製品やサービスを最短で収益化して成長に導くために、製品開発とマーケティングを横断しながら「成長のエンジ
ン」を製品に埋め込むグロースハックの概念。成長段階を5つに分ける「ARRRA」モデルや、正しいKPI設定の方法、
有効な施策を導く「グロースサイクル」フレームワークなど、実践に基づく成長のノウハウを1冊に凝縮。 

いちばんやさしい 
新しいSEOの教本  
―人気講師が教える 
検索に強いサイトの作り方― 

同時1アクセス
（本体） 

¥4,398 

同時3アクセス
（本体） 

¥8,797 

冊子版ISBN 9784844335351  

著編者名 安川 洋 発行年 2014年 商品コード 1026940506 

ネットで調べたテクニックだけを実践してSEOをしたつもりになっていませんか？ SEOとは、ユーザーとサイトを 
マッチングさせることです。サイトに訪問するユーザーの目的とサイトを運営するこちら側の目的。この2つの 
「目的」を達成するには対策すべきキーワードの選定とサイトの構造が何より重要です。難しそうに見えますか？  
安心してください！ 経験豊富な講師陣が「なぜそうすべきか」からやさしく解説していきます。 
また、業種ごとのサイトマップやキーワードマップなどすぐに使える豊富なサンプルも用意しています。 

いちばんやさしい 
リスティング広告の教本  
―人気講師が教える 
利益を生むネット広告の作り方― 

同時1アクセス
（本体） 

¥5,280 

同時3アクセス
（本体） 

¥10,560 

冊子版ISBN 9784844336112  

著編者名 阿部 圭司 発行年 2014年 商品コード 1026940507 

「広告費が高額になるのが恐くて登録すらしていない」「わからないことだらけで広告を作る途中でやめた」 
「数千円分だけやってみて効果がなくて放置した」、そんなあなたでも挫折しない、リスティング広告で成果を上げる
ための1冊です。 
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マンガでわかるシリーズ 

マンガでわかる 
Webマーケティング  
―Webマーケッター瞳の挑戦!―改訂版 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784295000761  

著編者名 村上 佳代 発行年 2017年 商品コード 1026940503 

Web担当者Forum発の人気漫画「Webマーケッター瞳」を書籍化した「マンガでわかるWebマーケティング」が装いも
新たに登場！初版からの・マンガとストーリーに沿った丁寧な説明でWebマーケの本質をわかりやすく解説・企業の
マーケティング担当者のみならず、ウェブに関わるすべての人々が楽しみながら学べる入門書という特長をそのま
まに、内容を近年のデジタルマーケティングに対応したほか、現場で役立つノウハウをさらに盛り込んでいます！ 

マンガでわかる 
Webマーケティング  
―Webマーケッター瞳の挑戦!―（シーズン2） 

同時1アクセス（本体） ¥3,771 

同時3アクセス（本体） ¥7,543 

冊子版ISBN 9784844332985  

著編者名 村上 佳代 発行年 2012年 商品コード 1026940504 

前作『マンガでわかるWebマーケティング』から一年半、シーズン2となる本作では、マンガと解説による読みやすさ
はそのままに、現場のWeb担当者に役立ててもらえるよう、より実践的な内容を盛り込みました。 
自社のWebマーケティングの実施、改善に対して参考となる一冊です！ 
○マンガと解説がセットだから、楽しみながら読み進められる 
○実話をベースに失敗から成功まで導いた過程をくわしく解説 
○発注側（Web担）と受注側（制作会社）の両面からプロジェクトを理解 
○Webだけじゃない！ 事業活動に必要なマーケティングの基本がわかる 

ASTERIA WARP 

ASTERIA WARP 
基礎と実践 改訂版 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥17,160 

冊子版ISBN 9784295001188  

著編者名 インフォテリア株式会社 発行年 2017年 商品コード 1027289736 

ASTERIA WARPは、データ連携ミドルウェアとして10年以上、国内トップシェアを維持している企業向けの製品です。
アイコンをつなぐカンタン操作で企業内システムの連携に貢献してきました。もはや企業で使うソフトウェアをゼロか
ら構築する時代ではなく、最新技術を扱うクラウドと自社のシステムを「つなぐ」ことで新しいソフトウェアを「つくる」 
ことができる時代です。本書は、2013年に発売された『ASTERIA WARP基礎と実践』の改訂版書籍です。 
※本書は紙書籍はモノクロ、電子書籍はカラーでの提供となります。 

ASTERIA WARP 
逆引きリファレンス 

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 9784295001195  

著編者名 大月 宇美 発行年 2017年 商品コード 1027289737 

ASTERIA WARPは、「データ連携ミドルウェア」という分類をされる企業向けのソフトウェアです。アイコンをドラッグ＆
ドロップする簡単なグラフィカル操作で、異なるシステム間のデータを連携し、業務を効率化することが主な用途で
す。本書では、ASTERIA WARPの使い方を目的別にわかりやすく解説しています。「ITは専門家に任せるもの」と 
思われていたビジネス部門の方でも自ら取り組み、アイデアを自ら具現化していくことができる内容となっています。 
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その他単行本 

「ポーズ・光・色」が最高の表情を 
作り出すポートレート写真術  
―人気写真家の撮影&演出テクニックを徹底解説!― 

同時1アクセス（本体） ¥5,610 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ISBN 9784295002819  

著編者名 イルコ 光の魔術師 発行年 2018年 商品コード 1027289741 

「ポージング」「光」「色」「撮影テクニック」「シチュエーション」で、最高の表情を引き出す1枚が撮れます！ SNS上で人気
のフォトグラファー9人が、撮影テクニックや状況写真、RAW現像のポイントに至るまで、最高の表情を作り出すための
ポートレート写真術を解説。実際にSNSで反響のあった写真とイメージキーワードを掲載しているので、撮りたいポート
レート写真のコツがすぐにわかります。本書を読めば、SNS上で「すごい！」と思った写真の舞台裏がすべてわかりま
す！ あなただけの最高の1枚を生み出しましょう！ 

会社をつくれば自由になれる  
―中年起業という提案―（しごとのわ） 

同時1アクセス（本体） ¥4,752 

同時3アクセス（本体） ¥9,504 

冊子版ISBN 9784295003021  

著編者名 竹田 茂 発行年 2018年 商品コード 1027289749 

人生100年時代かつ超高齢化社会に突入しつつある日本では、60歳以降も働き続けることが当たり前になっていきます。
いまの会社で、あなたは65歳、70歳を過ぎても働き続けられるでしょうか？ そのような拝啓から本書は、体力と知力 
（経験値）の掛け合わせがピークとなる42歳から54歳までに会社をつくる「中年起業」を提案します。起業というとリスクと
モチベーションが必須のイメージですが、中年起業はローリスクかつ負けない零細企業を目指します。 
これからの働き方を見直す一助に、または長く楽しく働くための手引きとしてご覧ください。 

わたしの「お金」ルール ― 
パパッと楽しく、貯め上手― 

同時1アクセス（本体） ¥3,630 

同時3アクセス（本体） ¥7,260 

冊子版ISBN 9784295003076  

著編者名 インプレス書籍編集部 発行年 2018年 商品コード 1027289750 

楽しくムリなくパパっとできる、ちょっとした家計管理とお金の工夫が満載! 人気ブロガー、インスタグラマーのお金と暮ら
しのルールを収録しています。ムリなく長く続けるための家計管理や家計ノート、貯め方、ちょっとした無駄を省く暮らし
の工夫、メリハリをつけた上手なお金の使い方、一年を通したお金との向き合い方などが分かります。「これならできる
かも」「あっこうすればいいのか」そんな、毎日がんばりすぎずにチャレンジできる、小さな工夫に出会える一冊です。 

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― 

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  

著編者名 OCHABI Institute 発行年 2018年 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。 

Amazonスタート→活用完全ガイド  
―できる― 

同時1アクセス（本体） ¥3,795 

同時3アクセス（本体） ¥7,590 

冊子版ISBN 9784295003212  

著編者名 菊地 崇仁 発行年 2018年 商品コード 1027289752 

ショッピング、Amazonビデオ・ミュージック、Kindleなどアマゾンをまるごと使い倒す方法を1冊に凝縮！ 
「プライム会員は本当にお得？」「Amazon Echoって便利？」など知って得する情報が満載です。 
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その他単行本 

わがままDIY （3） 

同時1アクセス（本体） ¥2,970 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784295003236  

著編者名 ざら 発行年 2018年 商品コード 1027289753 

月刊DOS/V POWER REPORTに毎月2ページ連載のパソコン自作漫画「わがままDIY」に3年ぶりの新刊登場！絵はライトだけど、 
内容はディープ。書き下ろし特別編に加えて、AKIBA PC Hotline!に掲載の「AKIBA限定! わがままDIY+」も収録。 

プログラミングを、はじめよう 
同時1アクセス（本体） ¥5,874 

同時3アクセス（本体） ¥11,748 

冊子版ISBN 9784295003328  

著編者名 立山 秀利 発行年 2018年 商品コード 1027289756 

プログラミング初心者が、いきなりJavaなどの解説書を読んでも、なかなか理解するのは困難です。本書は、「プログラミングとは何か」とい
う基本概念から、プログラミングスキルを身に付ける上で最も重要な“プログラミングの真髄”について解説しています。本書を読んでから言
語解説書を読むと、驚くほどスムーズに内容を理解できます。文字による解説だけでなく、ブロック図を使ったプログラミングの疑似体験や、
実際にPythonを使ったプログラミングを通して学習するスタイルで、初心者でも無理なく、楽しく学べます。 

Excel最高の学び方  
―関数は「使える順」に極めよう!―（できるビジネス） 

同時1アクセス（本体） ¥4,158 

同時3アクセス（本体） ¥8,316 

冊子版ISBN 9784295003090  

著編者名 羽毛田 睦土 発行年 2018年 商品コード 1027301899 

Excel業務の時短には、“関数の活用”が必須です。本書では、効率良くExcel関数を学べるよう、「これさえ覚えれば大丈夫」な重要関数だ
けを解説。1つの関数で何役もこなせる驚きの活用方法を体得できます。初めてExcel関数を勉強する人や、一度挫折を経験してしまった 
人は、ぜひ本書を手に取ってみてください。少ない関数でも、組み合わせながら使うことで、最大限に業務改善ができるようになります。 

上達やくそくBOOK   
写真のことが全部わかる本  
センス＆知識ゼロからの写真のはじめかた、教えます。 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784295003342  

著編者名 中原 一雄 発行年 2018年  商品コード 1027289758 

豊富なイラストや図解も交えながら「何を意識すれば、写真がどう変わるか」をわかりやすく丁寧に解説していきます。カメラやレンズの基本、
光や色、構図からRAW現像まで写真を始める上で欠かせない基礎知識を網羅。写真をこれからはじめる人が覚えておきたいことをひと通
り全部解説する写真入門の決定版となる1冊です。 

合格しようぜ!宅建士音声付きテーマ別 
ベストセレクト問題集 ―全555問収録―（2018） 

同時1アクセス（本体） ¥7,590 

同時3アクセス（本体） ¥15,180 

冊子版ISBN 9784295003137  

著編者名 大澤 茂雄 発行年 2018年 商品コード 1027289751 

学習用の音声データが版元の下記サイトより無料でダウンロード可能です。（提供期間：2019年2月末まで） 
（登録が必要）（URL：https://book.impress.co.jp/books/1117101081）ベテラン講師が選び抜いたテーマ別重要問題を555問掲載！  
左ページに1、2問、右ページにその解説という見開きページ内で完結する構成と、豊富な経験を元にしたわかりやすい解説、そして知らず
知らずに引き込まれる軽妙な音声講義付きで、挫折することなく学習を進められるテーマ別問題集です。 

合格しようぜ!宅建士音声付き 
過去15年問題集 （2018） 

同時1アクセス（本体） ¥7,590 

同時3アクセス（本体） ¥15,180 

冊子版ISBN 9784295002888  

著編者名 大澤 茂雄 発行年 2017年 商品コード 1027289745 

学習用の音声データが版元の下記サイトより無料でダウンロード可能です。（提供期間：2019年2月末まで）（登録が必要） 
（URL：https://book.impress.co.jp/books/1117101081）15年分にパワーアップした宅建過去問の新定番！ 左ページに2問から3問、右ペー
ジにその解説という見開きページ内で完結する構成と、豊富な経験を元にしたわかりやすい解説、そして知らず知らずに引き込まれる軽妙
な音声講義付きで、挫折することなく学習を進められる過去問題集です。 
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その他単行本 

iPhone芸人かじがや卓哉のスゴいiPhone  
―超絶便利なテクニック123― 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784295002673  

著編者名 かじがや 卓哉 発行年 2017年 商品コード 1027289738 

新しいiPhone X/8/8 Plusに機種変更した人、iOS11にアップデートしたiPhoneを使っているすべてのiPhoneユーザー必見！人気テレビ番組
『アメトーーク!』の好評企画「iPhone使いこなせてない芸人」にて毎回講師役として登場するアップルを愛しすぎているiPhone芸人  
かじがや卓哉が、これまで蓄積してきた数多くのiPhoneテクニックを厳選し、便利で今すぐ役立ち、思わず周り人にもクチコミしたくなる、
iPhoneがもっと楽しくなるテクニックを徹底解説する渾身の1冊。 

テキパキこなす!ゼッタイ定時に帰る 
エクセルの時短テク121 

同時1アクセス（本体） ¥2,970 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784295000976  

著編者名 尾崎 裕子 発行年 2017年 商品コード 1027289726 

請求書を発行したり、売上管理を行ったり、名簿を作成したり……と、仕事のさまざまなシーンで使うことの多いエクセルは、煩雑で時間がか
かる作業が多いもの。でも、エクセルには、このような面倒な作業を効率化できる機能がたくさん用意されているのです！  
本書では、「入力をもっとラクにしたい」「複数シートを別々に作業するのが大変」などのシーンに分けて、身につければ作業時間を短くできる
時短テクを解説します。エクセルの便利な機能をフル活用し、仕事を効率化＆高速化して早く帰りましょう！ 

ライフハックで行こう！ 
―Think IT edition―「僕らのベルリンライフ」編 

同時1アクセス（本体） ¥1,650 

同時3アクセス（本体） ¥3,300 

冊子版ISBN 9784295002857  

著編者名 高田 ゲンキ 発行年 2017年  商品コード 1027289744 

ベルリン在住のイラストレーター、高田ゲンキのIT系コミックエッセイ「ライフハックで行こう！ ―Think IT edition―」が電子書籍で登場！ 
本書は初期の第1～8話までの作品をまとめ、ベルリン在住のフリーランスやベルリンでの生活シーンなどを紹介。日本を飛び出して海外で活
躍する若手フリーランス4名には注目だ。現在、Think ITで連載中の「フリーランスのススメ」編はSNSからの反響も大きく、多くのファンを獲得。
今後ますます高田ゲンキと「ライフハックで行こう！」から目が離せない！ 

文系女子のための 
ITパスポート合格テキスト&問題集 

同時1アクセス（本体） ¥4,554 

同時3アクセス（本体） ¥9,108 

冊子版ISBN 9784844381259  

著編者名 滝口 直樹 発行年 2016年 商品コード 1026940501 

数学やパソコンが苦手な文系女子の【ゆいさん】と一緒に学ぶ！会話形式でコミカルに読める、文系な人向けのITパスポート学習書。最新シ
ラバス3.0に対応した丁寧な解説と巻末の問題集で、基礎学習から試験前の仕上げまでバッチリ！盛りだくさんの【読者限定無料特典】 
付き！!★★★【特典その1】音声による解説講義／【特典その2】全ページ電子版／【特典その3】最新の試験出題傾向を配信★★★ 

世界のドローンビジネス調査報告書2017 
同時1アクセス（本体） ¥280,500 

同時3アクセス（本体） ¥561,000 

冊子版ISBN 9784844389255  

著編者名 著：株式会社CLUE、伊藤亜聖、春原久徳 著・編：インプレス総合研究所 発行年 2016年  商品コード 1027289760 

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。国内ではドローンの活用に関するルールやガイドラインの整備が進み、農業や測量など一
部の分野でドローンを活用したビジネスが動き出しています。今後、点検や物流など幅広い分野でもドローンの活用が進むと予測されていま
す。そのため、さまざまな企業がドローンの活用を注目しています。本書は、ドローンビジネスの概況と先行する海外のドローン活用 
ビジネスの情報を整理し、ビジネス分野別に日本における市場成長性を分析しています。 

スッキリわかるSQL入門 ―ドリル215問付き!― 

同時1アクセス（本体） ¥7,392 

同時3アクセス（本体） ¥14,784 

冊子版ISBN 9784844333937  

著編者名 中山 清喬 発行年 2013年 商品コード 1026940502 

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。 
巻末にはSQLが着実に身に付く215問のドリルを掲載しました。本書の購入特典として、PCとスマホの両方から利用できる 
クラウドデータベース実行環境「dokoQL」をご用意。いつでもどこでもSQLとデータベースが学べます。 


