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NextPublishing とは、株式会社インプレスR&Dが開発した新しい電子出版プラット
フォームの名称です。発行ブランド名やシリーズ名ではありません。全工程がデジタル化され
ており、従来からの紙での出版とは異なる出版モデルです。近年、紙での出版の諸問題に
より、専門的な書籍の発行や新しいテーマでの企画がむずかしくなってきています。
NextPublishingは、伝統的出版では経済的に困難なこれらの多品種少部数の出版を
可能にし、優秀な個人や組織が保有している多様な知の流通を促進することを目的にし
ています。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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ゲームを作りながら楽しく学べる 
Ｐyｔｈｏｎプログラミング （Future Coders） 

著編者名 田中賢一郎 発行年 2017  

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,950 冊子版ISBN 9784844397533  

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,900 商品コード 1028546332 

本書の目的はPythonの基礎を習得することです。Pythonは機械学習など最
先端の分野で注目されていますが、プログラミングを学習するための言語と
しても適しています。 プログラミング言語は本を読むだけではなかなか身に
付きません。“いろいろなソースコードを読んで、いろいろなプログラムを書い
てみる”といったプロセスが大切です。そこで、本書では前半でPythonの文法
について説明し、後半で多くのサンプルを取り上げました。どのように文法が
実装に落とし込まれているか見て欲しかったからです。このプロセスを継続す
るときに大切なのはモチベーションです。楽しくなければものごとは続きませ
ん。そこで、本書ではゲームを題材に選びました。ゲームで遊ぶのは楽しいこ
とですが、作るのも同じように楽しいはずです。 題材となるゲームは初心者
でも入力しやすいように短くシンプルであることを心がけました。すべての
ゲームは１つのファイルで完結しています。慣れてくれば数時間で入力できる
ものもあるはずです。 

プログラミング 大人気タイトル！ 

ゲームを作りながら楽しく学べる 
ＨＴＭＬ５＋ＣＳＳ＋ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ 
プログラミング 改訂版（Future Coders）  

著編者名 田中賢一郎 発行年 2017  

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,950 冊子版ISBN 9784844397519  

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,900 商品コード 1028546331 

若い人向けに、楽しく学ぶことができるようにゲームを中心にしたサンプルを
豊富に取り上げます。また、習得した知識を確認するための演習も満載。プ
ログラミング上達の早道はなによりコードを読み、コードを書いてみることとい
う筆者の経験から、リストを読み、実際に書いてもらうことを目指します。本書
前半はプログラミング経験のまったくない人を対象に、HTML、CSS、
JavaScriptの基本知識を解説。平板な解説に陥らないように、豊富なサンプ
ルと演習が用意されています。本書後半は誰でもなじみのあるブロック崩し、
テトリスライクなゲームを作成していきます。サンプルは、コード入力の負担
が過度に大きくないこと、コードがわかりやすいこと、ちょっとした驚きがある
ことを心がけています。読者が自分で入力・確認していく過程で、プログラミン
グのスキルを身に着けることができるでしょう。 なお、本書は2013年に発売さ
れた初版の改訂版です。 
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プログラミング 大人気タイトル！ 

Ｐyｔｈｏｎゲームプログラミング 
 ―知っておきたい数学と物理の基本― 
（Future Coders） 

著編者名 田中賢一郎 発行年 2017  

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,580 冊子版ISBN 9784844397571  

同時3アクセス 
（本体） 

¥17,160 商品コード 1028546330 

本書では前提としているモジュールはPyGameだけです。DirectXや
OpenGL、WebGLといった高度なAPIは使いません。自分で数式を実装
し、その結果をSurface上に描画しながら2Dや3Dのゲームを実装して
ゆきます。すべて自分の手でプログラミングすることで、数学や物理の
基礎に親しむとともに、プログラミングの楽しさを実感してもらうのが本
書の狙いです。 本書は3部で構成されており、「ある程度Pythonを知っ
ていて、PyGameというモジュールを触ったことがある」という方を読者
として想定しています。もしPythonやPyGameになじみがない方は、別
巻「ゲームを作りながら楽しく学べるPythonプログラミング」をご覧いた
だければと思います。 

仕事で使える！Ｇｏｏｇｌｅ Ａｐｐｓ Ｓｃｒｉｐｔ 

著編者名 深堀まど佳 発行年 2017  

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,960 冊子版ISBN 9784844397762  

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,920 商品コード 1028546307 

本書はGoogleのオフィススイートG Suite（旧Google Apps）での業務を
自動化できるスクリプト「Google Apps Script（GAS）」のチュートリアル
ガイドです。GASの基本的な使い方の説明はもちろん、機材の貸出申
請フォームやタイムカードのグラフ化、業務のWebアプリ化、セキュリ
ティや担当者退職時の対処法など実際の仕事の内容に沿ってサンプ
ルスクリプトを掲載しながら解説しています。この１冊でオフィスの業務
を効率化・スピードアップしましょう！   
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未来型国家エストニアの挑戦 
 ―電子政府がひらく世界― 新版 

著編者名 ラウル・アリキヴィ 発行年 2017  

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,960 冊子版ISBN 9784844397502  

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,920 商品コード 1028546301 

世界で最も進んだ電子政府を持つ国、エストニア。未来型のオープン
ガバメントをいち早く実現し、さらに進化させているこの国の現在の姿
を最新情報とともに紹介します。さらに、それを支えるICT技術基盤や
電子政府サービスの将来ビジョンも詳細解説。エストニア政府CIOの
ターヴィ・コトカ氏による序文も掲載。最先端のオープンガバメントに見
る新しい社会像を体感してみませんか？ 

プログラミング 大人気タイトル！ 

「ハードウェアのシリコンバレー深セン」に学ぶ 
 ―これからの製造のトレンドとエコシステム― 

著編者名 藤岡 淳一 発行年 2017  

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,960 冊子版ISBN 9784844398035  

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,920 商品コード 1028546184 

本書は「ハードウェアのシリコンバレー」として世界の注目を集める広
東省深セン市がどのような変遷をたどって今の地位を築いたのか、
2001年から深センで電子機器製造に従事する筆者の人生を通じて解
き明かします。 
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信用の新世紀  
ブロックチェーン後の未来  

著編者名 斉藤 賢爾 発行年 2017  

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,960 冊子版ISBN 9784844398073  

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,920 商品コード 1028546282 

「貨幣経済が衰退する」──電子マネーやビットコインといったデジタルな通貨に
置き換わるという話ではありません。「マネー」そのものが衰退するのです。読者
のみなさんはそんなことはあり得ない、と思うかもしれません。しかし、貨幣は人と
人との信用のうえに成り立っています。言わば、貨幣は信用の「代用品」です。も
し代用品にすぎない貨幣のもつ力が失われていけば、信用が本来のかたちで息
を吹き返してきます。そして、著者はそんな日が到来するのも、それほど遠くない
と考えているのです。では、どうして貨幣の力が弱まるのでしょうか。さらに、貨幣
の力が弱まり、信用が本来の姿を現すときには、いったい、どんな社会・技術が
現れるというのでしょうか。本書は、インターネットと社会の研究者である著者が、
ビットコインの中核技術であるブロックチェーンの仕組みを俎上に載せて、「信用」
の問題を考察し、実際に起こるかもしれない近未来の社会や技術の変化を予見
する一冊です。デジタル通貨への期待が過熱するなか、冷静に技術的課題と向
き合い、新時代の経済システム像を展望します。 

プログラミング 大人気タイトル！ 

メイカーズのエコシステム  
―新しいモノづくりがとまらない。― （OnDeck Books） 

著編者名 高須 正和 発行年 2016  

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,940 冊子版ISBN 9784802090650  

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,880 商品コード 1028546351 

iPhoneが製造されている中国の工業地帯、深圳。そして最も偽物の
iPhoneが「発明」されているのも、深圳。「製造業のハリウッド」と呼ば
れるかの地では、秋葉原の30倍の電気街をもち、100倍のベンチャー
企業が最先端の電子ガジェットを作り、世界中にクラウドファウンディ
ングで販売しています。そんな「IoT（モノのインターネット）」の中心を、
高須正和・井内育生・きゅんくん・江渡浩一郎らが渾身のレポート。日
本と深圳で自らベンチャーを行う小笠原治・藤岡淳一も寄稿。解説：山
形浩生。 
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Linux コマンドライン入門！ 

本書は『Linuxコマンドライン入門 1日目～6日目』 
全6冊を1冊にまとめた合本です。  
1日分ずつのご購入も可能です。 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

Linuxコマンドライン入門 1日目 2014 9784844396390  ¥1,980 ¥3,960 1028546367 

Linuxコマンドライン入門 2日目  2014 9784844396406  ¥1,980 ¥3,960 1028546368 

Linuxコマンドライン入門 3日目  2014 9784844396451  ¥1,980 ¥3,960 1028546369 

Linuxコマンドライン入門 4日目  2014 9784844396468  ¥1,980 ¥3,960 1028546370 

Linuxコマンドライン入門 5日目  2014 9784844396543  ¥1,980 ¥3,960 1028546371 

Linuxコマンドライン入門 6日目  2014 9784844396550  ¥1,980 ¥3,960 1028546372 

６日間で楽しく学ぶ 

Ｌｉｎｕｘコマンドライン入門  
コマンドラインは怖くない （Ｅ−ＢＯＯＫ／Ｐｒｉｎｔ Ｂｏｏｋ）  
（ネット時代の、これから始めるプログラミング） 

著編者名 大津 真 発行年 20175 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,940 冊子版ISBN 9784844396611  

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,880 商品コード 1028546366 

1日目から6日目の6つのパートから構成されています。各パート
は4つのセクションからなり、実際の入門講座でも使用できるよう
に、ひとつのセクションが約1時間を目安に完了するように設定
されています。6日間を読み終えた段階で、LinuxやOS Xなど
UNIX系OSのコマンドラインの基本操作およびシステム管理の基
礎を理解できることを目標とします。  
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楽しく学ぶJava入門 合本 

著編者名 大津 真 発行年 2016 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,940 冊子版ISBN 9784802090742  

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,880 商品コード 1028546261 

全体は1日目～7日目の7つの章から構成されています。各章は
4つのセクションからなり、実際のJava入門講座でも使用できる
ように、ひとつのセクションが約1時間を目安に完了するように構
成されています。プログラミングの初心者が、7日目まで読み終
えた段階でJava言語の基本がマスターできることを目指してい
ます。 

本書は『楽しく学ぶJava入門 1日目～7日目』を 
一冊にまとめた合本です。  

1日分ずつのご購入も可能です。 

楽しく学ぶ Java入門！ 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1日目 ―はじめてのJavaプログラミング― 2015 9784802090322  ¥2,310 ¥4,620 1028546262 

2日目 ―変数と基本データ型― 2015 9784802090339  ¥2,310 ¥4,620 1028546263 

3日目 ―オブジェクトと文字列の基本操作― 2015 9784802090414  ¥2,310 ¥4,620 1028546264 

4日目 ―配列とコレクションクラスの操作― 2015 9784802090421  ¥2,310 ¥4,620 1028546265 

5日目 ―いろいろな制御構造― 2015 9784802090445  ¥2,310 ¥4,620 1028546266 

6日目 ―ストリームとファイルの読み書き― 2015 9784802090452  ¥2,310 ¥4,620 1028546267 

7日目 ―メソッドの定義とオリジナルのクラスの作成― 2015 9784802090469  ¥2,310 ¥4,620 1028546268 
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楽しく学ぶ Java入門！ TensorFlow はじめました 
著編者名：有山圭二 

Googleが公開している機械学習ライブラリ「TensorFlow(テンソルフ
ロー)」を初めて使う読者のためのチュートリアルガイドです。シリーズ
1冊目では、画像の多クラス分類問題「CIFAR-10」テーマに、機械学
習に初めて触れるエンジニアのためのTensorFlowの基礎、実際に画
像を使った機械学習に取り組むための初歩的な知識を掲載していま
す。シリーズ２冊目では、低解像度の画像を機械学習をつかって高
解像度に変換する「超解像」をテーマに、機械学習に初めて触れるエ
ンジニアのためのTensorFlowの基礎、実際に画像を使った機械学習
に取り組むための初歩的な知識を掲載しています。シリーズ3冊目で
は、TensorFlowがオープンソースで公開されるまで「機械学習」に触
れたことがなかった筆者が、TensorFlowを通じて機械学習に挑戦して、
七転八倒した成果をまとめた「TensorFlowはじめました」シリーズの
第三弾です。今回は画像の中から物体（イラストなら「顔」の部分な
ど）を検出する「物体検出」を題材に、畳込みニューラルネットワーク
モデルの学習と評価・検証を行っています。 

全3巻揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥9,900 ¥19,800 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

TensorFlowはじめました ―実践！最新Googleマシンラーニング ― 2016 9784802090889 ¥3,300 ¥6,600 1028546198 

TensorFlowはじめました 2 
 ―機械学習で超解像－Super Resolution― 

2017 9784844397748 ¥3,300 ¥6,600 1028546199 

TensorFlowはじめました 3 ―Object Detection ─ 物体検出― 2018 9784844398080 ¥3,300 ¥6,600 1028546200 

After Effects 自動化サンプルプログラム 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

上巻 2017 9784844397595 ¥14,190 ¥28,380 1028546319 

下巻 2017 9784844397601 ¥9,900 ¥19,800 1028546320 

全2巻揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥24,090 ¥48,180 

Adobe JavaScriptを使って、After Effectsの操作を自動化するプログラム
集です。スクリプトの基本処理からGUIによる処理まで幅広く掲載していま
す。After EffectsバージョンCS6〜CC 2017に対応しています。 なおこの書
籍は上下2冊に分かれています。本シリーズでは、上巻で比較的よく使わ
れる項目を集め、下巻で、よりコアなユーザー向けの項目を集めています。 

著編者名：古籏 一浩 
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白書・調査レポート関連タイトル 

インターネット白書 2018  
―デジタルエコノミー新時代の幕開け― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,930 

同時3アクセス 
（本体） 

¥13,860 

冊子版ISBN 9784844398134  

著編者名 インターネット白書編集委員会 発行年 2017 商品コード 1028546212 

1996年からインターネット動向を伝え続けるIT／デジタル業界定番の年鑑。2018年版は、「デジタルエコノミー新
時代の幕開け」をテーマに39人の専門家の寄稿と統計データを掲載。動画や音楽、ゲームなどのコンテンツビジ
ネスの動き、Eコマースやシェアリングエコノミー、ネット広告、SNS、スマホの利用といったデジタルマーケティン
グに役立つメディアトレンド、IoTで重要になるLPWAや5Gの国際動向、ブロックチェーン、VR、自動運転／コネク
テッドカー、ドローンなど最新テクノロジーはもちろん、話題の仮想通貨（暗号通貨）の動きと課題も解説していま
す。 

インターネット白書 2017  
―IoTが生み出す新たなリアル市場― 

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 9784844397465  

著編者名 インターネット白書編集委員会 発行年 2017 商品コード 1028546211 

インターネットによる技術・ビジネス・社会の変革を伝える業界定番の年鑑。21年目を迎える2017年版は36人の
専門家が寄稿。LPWAと5Gという、2つの通信のイノベーションや、AI、ブロックチェーン、VR、コネクテッドカーやド
ローンなど、最新のテクノロジーの現在を解説。また、ビジネス動向で、新技術が影響をもたらす分野や、広告・
放送など既存のメディア業界の取り組み、シェアリングエコノミーの今後についてもレポート。さらに社会動向で
は「官民データ活用」や「プログラミング教育」「災害支援」など今後の社会におけるインターネットの役割をこの１
年の取り組みから展望します。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

「電子書籍に関する公立図書館での検討状況のアンケート」実施報告書 
 ―「公立図書館電子書籍サービスをめぐる、今後の期待と課題を分析」― 

電子出版制作・流通協議会 2013 9784844395898  ¥33,000 ¥66,000 1020238005  

電子書籍ストア利用動向調査 ―OnDeck 2013年4月調査版 : アップル参入で本格
化した最新の日本ストア市場を分析―（OnDeck books） 

OnDeck編集部 2013 9784844395874  ¥24,750 ¥49,500 1020238006  

電子書籍ストア利用動向調査 
 ―OnDeck 2013年10月調査版 : 最新の日本ストア市場を分析―（OnDeck books） 

OnDeck編集部 2013 9784844396048  ¥14,850 ¥29,700 1020238007 

スマホ白書 2013-2014 
 ―スマートフォン5000万台時代のモバイルビジネス新戦略― 

モバイル・コンテンツ・フォーラム 2014 9784844396079  ¥15,840 ¥31,680 1020238008 

スマホ白書 2015 
 ―グローバル競争時代を勝ち抜く!スマートフォン市場新成長戦略― 

モバイル・コンテンツ・フォーラム 2015 9784844396765  ¥15,840 ¥31,680 1020238009 

スマホ白書 2016 ―新たなプラットフォームの台頭でコンテンツ戦略が変わる!― モバイル・コンテンツ・フォーラム 2016 9784802090810  ¥15,840 ¥31,680 1028546233 

インターネット白書 2013-2014 ―すべてがつながる未来へ― インターネット白書編集委員会 2014 9784844396123  ¥5,940 ¥11,880 1020238010 

インターネット白書 2015 ―デジタル社会が加速する― インターネット白書編集委員会 2015 9784844396635  ¥5,940 ¥11,880 1020238011 

インターネット白書 2016 ―イノベーションが疾走する― インターネット白書編集委員会 2016 9784802090698  ¥6,600 ¥13,200 1028546210 

テレワークで働き方が変わる!テレワーク白書2016  日本テレワーク協会 2016 9784802090728  ¥4,620 ¥9,240 1028546238 

12冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥156,090 ¥312,180 
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仕事で使える！ シリーズ 

仕事で使える！Ｇ Ｓｕｉｔｅ  
スーパー大全 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,260 

同時3アクセス 
（本体） 

¥14,520 

冊子版ISBN 9784844397649  

著編者名 佐藤芳樹 発行年 2017 商品コード 1028546304 

本書はGoogleが提供するビジネス向けコラボレーション環境「G Suite（旧Google Apps）」の主要サービスの使い方
やTipsを１冊にまとめたG Suiteの導入ガイドです。Googleのクラウドサービスを使いこなして、仕事のスタイルを変
革しましょう！ 

仕事で使える！Google Cloud 
Platform  最新クラウドインフラ
導入マニュアル 

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 9784802090735 

著編者名 中山 貴幸 発行年 2016  商品コード 1028546311 

本書はGoogleによるクラウド環境Google Cloud Platform（GCP）を仕事の現場に導入し、生産性と効率を高めるた
めのガイドブックです。GCPのしくみと特徴、その強みをはじめとして、ビッグデータ処理に定評のあるBigQueryなど
各サービスの概要を紹介しています。現在AWSやAzureなど他社サービスからの乗り換えを検討していたり、オンプ
レミス環境からクラウドへの移行を考えている方にまず最初に読んでいただきたい一冊です。 

32冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥90,750 ¥181,500 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

仕事で使える！Ｇ Ｓｕｉｔｅ ―クラウド時代のビジネス加速ツール活用術― 佐藤 芳樹 2017 9784844397472 ¥5,280 ¥10,560 1028546303 

仕事で使える！G Suiteセキュリティー解説編 橋口 剛 2017 9784844397670 ¥1,980 ¥3,960 1028546305 

仕事で使える！G Suite 企業導入編 佐藤 芳樹 2017 9784844397663 ¥1,980 ¥3,960 1028546306 

仕事で使える！Googleスプレッドシート Chromebookビジネス活用術 2017年改訂版 佐藤 芳樹 2017 9784844397939 ¥1,980 ¥3,960 1028546313 

仕事で使える!Googleドキュメント Chromebookビジネス活用術 2017年改訂版 深川 岳志 2017 9784844397922 ¥1,980 ¥3,960 1028546314 

仕事で使える!Googleカレンダー 2016年6月最新改訂版 ―クラウド時代のスケジュール管理術― 佐藤 芳樹 2016 9784802090834 ¥2,310 ¥4,620 1028546312 

仕事で使える！Chromebox for meetings Googleの次世代ビデオ会議でビジネスを変える！ 小林 直史 2015 9784802090568 ¥2,310 ¥4,620 1028546302 

仕事で使える! Google Apps 活用全集 佐藤 芳樹 2015 9784802090407 ¥5,940 ¥11,880 1028546308 

仕事で使える! Google Apps 入門全集 佐藤 芳樹 2015 9784802090391 ¥5,940 ¥11,880 1028546309 

仕事で使える！Google Chromebook導入全集 クラウドに最適化された新しいパソコン環境の全貌！ 小林 直史 2015 9784802090551 ¥5,940 ¥11,880 1028546310 

Google Apps 導入編 ―次世代クラウドグループウェアの全貌―（仕事で使える!） 佐藤 芳樹 2015 9784802090001  ¥1,980 ¥3,960 1020238041 

Gmail ―クラウドメール徹底活用術―（仕事で使える!） 深川 岳志 2015 9784844396819  ¥1,980 ¥3,960 1020238042 

Googleフォーム ―Webフォーム&アンケート活用術―（仕事で使える!） 丹羽 国彦 2015 9784844396789  ¥1,980 ¥3,960 1020238043 

Googleドライブ ―クラウドストレージ徹底活用術―（仕事で使える!） 佐藤 芳樹 2015 9784844396802  ¥1,980 ¥3,960 1020238044 

Chromeアプリ徹底活用 ―シナリオ別厳選アプリ一挙解説―（仕事で使える!） 深川 岳志 2015 9784802090049  ¥1,980 ¥3,960 1020238045 

Googleクラウド会議術 ―会議スタイル・イノベーションガイド―（仕事で使える!） 橋口 剛 2015 9784802090131  ¥1,980 ¥3,960 1020238046 

Google Apps セキュリティー解説編 ―次世代クラウドセキュリティーの全貌―（仕事で使える!） 橋口 剛 2015 9784802090148  ¥1,980 ¥3,960 1020238047 

Googleハングアウト ―クラウドコミュニケーション徹底活用術―（仕事で使える!） 佐藤 芳樹 2015 9784844396796  ¥2,310 ¥4,620 1020238048 

Googleサイト ―クラウド時代のポータル構築術―（仕事で使える!） 丹羽 国彦 2015 9784802090018  ¥2,310 ¥4,620 1020238049 

Chromebook 設定＆応用編 ―クラウド活用ワークスタイル導入ガイド―（仕事で使える!） 小林 直史 2015 9784802090230  ¥2,640 ¥5,280 1020238050 

Chromebook ―ビジネスマンのクラウド活用ガイド―2015年7月最新改訂版（仕事で使える!） 深川 岳志 2015 9784844396642  ¥2,310 ¥4,620 1020238051 

Chromebook ビジネス活用編 ―クラウド時代のパソコン管理術―（仕事で使える!） 佐藤 芳樹 2015 9784802090223  ¥2,310 ¥4,620 1020238052 

Google Apps 脱MS Office編 ―コスト削減&ライセンス最適化ガイド―（仕事で使える!） 橋口 剛 2015 9784802090247  ¥3,960 ¥7,920 1020238053 

Chromeデジタルサイネージ ―IoTで変わるデジタル広告ビジネス―（仕事で使える!） 小林 直史 2015 9784802090285  ¥2,310 ¥4,620 1020238054 

Google Apps モバイルデバイス管理編 ―BYOD実践ガイド!Android for Work対応版―（仕事で使える!） 佐藤 芳樹 2015 9784802090278  ¥2,310 ¥4,620 1020238055 

Googleサイト 活用編 ―Webサイト&Googleアナリティクス運用術―（仕事で使える!） 松田 篤之 2015 9784802090308  ¥2,310 ¥4,620 1020238056 

Googleスライド ―クラウド時代のプレゼンテーション活用術―（仕事で使える!） 丹羽 国彦 2015 9784802090292  ¥2,310 ¥4,620 1020238057 

Windows10 ―Googleの提唱する100%Web実践ガイド―（仕事で使える!） 佐藤 芳樹 2015 9784802090315  ¥2,310 ¥4,620 1020238058 

はじめてのChromebook ―クラウドで全部作業できるパソコンの第一歩―（New thinking and new ways） 一条 真人 2015 9784802090117  ¥2,310 ¥4,620 1020238059 

Chrome・Chromebook定番「拡張機能」セレクションズ （New thinking and new ways） 武井 一巳 2015 9784802090209  ¥1,980 ¥3,960 1020238060 
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おすすめ！配信中タイトル！ 

送電線は行列のできるガラ
ガラのそば屋さん?  

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 9784844398165  

著編者名 安田 陽 発行年 2018  商品コード 1028546286 

2017年後半、東北電力が送電線の空容量がないことなどを理由に、送電線の費用負担を大
きくして再生可能エネルギーの受け入れを制限したことは、新聞などで大きく取り上げられ、メ
ディア・政治を巻き込んだ大問題となっています。しかし、「送電線には本当に空きはないの
かないか？」、そして「その技術的・法的根拠はどこにあるか？」、また、「そもそもなぜそのよ
うな問題が発生するのか？」についてはしっかりと論じられてきていません。この本では、
データとエビデンスを基にこの問題にメスを入れます。後半では、送電線の空き状況を明らか
にする日本の基幹送電線399路線のデータとグラフを一挙公開しています。  

ＪａｖａＳｃｒｉｐｔゲームプログ
ラミング  ―知っておきたい数学と物

理の基本―（Future Coders） 

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 9784844397557 

著編者名 田中賢一郎 発行年 2017  商品コード 1028546329 

本書では前提としている言語はHTML/JavaScriptだけです。DirectXやOpenGL、WebGLと
いった高度なAPIは使いません。ゲーム用ライブラリも一切使用しません。自分で数式を実装
し、その結果をCanvas上に描画しながら2Dや3Dのゲームを実装してゆきます。すべて自分の
手でプログラミングすることで、数学や物理の基礎に親しむとともに、プログラミングの楽しさ
を実感してもらうのが本書の狙いです。  

世界の再生可能エネルギーと
電力システム 風力発電編 

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 9784844397625  

著編者名 安田陽 発行年 2017  商品コード 1028546284 

近年、欧米や中国では風力発電の導入が急速に進んでいます。ところが「日本は風力発電
に向いていない」と言われることが多く、普及が進んでいません。しかし本当に「向いていな
い」のでしょうか？ 世界各国は今、どのような状況にあり、世界の中での日本の立ち位置は
どのようになっているのでしょうか？  本書は、風力発電に関する日本ではあまり知られてい
ない数々の情報を、データやグラフを多数用いて分かりやすく紹介しています。このような
「ファクトチェック」を行うことにより、風力発電に関する誤解をひとつひとつ解消することができ、
風力発電の有用性や将来性が分かってきます。   
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おすすめ！配信中タイトル！ 

これがマストドンだ! 
使い方からインスタンスの作り方まで  

同時1アクセス 
（本体） 

¥2,640 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,280 

冊子版ISBN 9784844397724  

著編者名 マストドン研究会 発行年 2017  商品コード 1028546225 

登場するやいなや数日で全世界30万人以上のユーザーを集め、今最も注目されている新し
い分散SNS「マストドン」。マストドンとは何か？その背景や技術的な解説、簡単な始め方をは
じめとして、マストドンにのめり込んでいる識者からの寄稿も収録しました。また世界最大級の
インスタンスmstdn.jp管理者ぬるかる氏の手記も掲載しています。実際に個人や企業がイン
スタンスを作る方法も技術面での詳細な手順とともに解説。今知るべき「マストドン」情報がこ
の一冊に！ 

1日で読めてわかるTCP/IP
のエッセンス  

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 9784844396192  

著編者名 榊 正憲 発行年 2014  商品コード 1028546186 

本書では、プロトコルの概念からはじめ、下位レイヤから順番にIP、UDP、TCPがどのように
動作しているか、その仕組みについて解説しています。解説は、初学者にとっても十分理解
できるよう配慮されています。 

DMP入門  
 ―顧客を知るためのデータマネジメント
プラットフォーム― 
（New thinking and new ways） 

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 9784844395843  

著編者名 横山 隆治 発行年 2013  商品コード 1020238031 

企業が今後データを活用してビジネスのPDCAを回していくための中核となるDMPについて、
その考え方、事業者、DSPとの連携、人材と運用まで解説しています。そして業界のキーパー
ソンのインタビューや海外の動きも掲載し、ビッグデータ時代のマーケティングを展望できます。
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震災ドキュメント シリーズ 
大地震災害は、発生時はマスコミ報道などで大きく注目されますが、残念ながら時間の経過と共に風化し
ていくのが常です。本シリーズは、大地震の際に何が起こったのか、何が問題だったのか、どのように対処した
のかなど、体験者しか知りえない貴重な情報を出版により共有・継承していただきたいという意図で創刊し
ました。 熊本に続き鳥取でも大きな地震が起きました。日本は地震と共に生きていかなければならない国
であることを再認識し、知恵を共有することが重要と考えます。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

被災者と災害ボランティアの共生をめざして 
 ―熊本地震の現場から被災者のニーズを問い直す― 

崎浜 公之 2017 9784844397687 ¥3,300 ¥6,600 1028546407 

熊本地震 情報通信の被害・復旧・活用状況  会津 泉 2016 9784844397298 ¥1,320 ¥2,640 1028546400 

熊本地震 情報発信のメディアサイトで何を伝えたか 工藤 英幸 2016 9784844397304 ¥2,640 ¥5,280 1028546401 

熊本地震 老健施設７日間の奮闘記 中村 太造 2016 9784844397311 ¥1,980 ¥3,960 1028546402 

熊本地震体験記 -震度７とはどういう地震なのか？ 井芹 昌信 2016 9784802090827 ¥1,650 ¥3,300 1028546403 

子どもたちに伝えたいこと 
 ―阪神・淡路大震災の被災経験から― 

屋敷 久恵 2016 9784844397359 ¥2,640 ¥5,280 1028546404 

震災を乗り越えて 
 ―熊本地震直後からの日常生活とその工夫― 

井芹 大悟 2016 9784844397366 ¥4,620 ¥9,240 1028546405 

東日本大震災陸上自衛官としての138日間の記録 西郷 欣哉 2016 9784844397380 ¥4,620 ¥9,240 1028546406 
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技術書典 シリーズ 
2016年6月に第一回が行われた、技術系同人誌の頒布イベント「技術書典（https://techbookfest.org/）」
は2018年4月開催の第四回には約6,000人が来場する日本最大級の技術イベントとして定着し、“この
場にしかないおもしろい技術書”を手にできるのと同時に、今もっとも熱いエンジニアのアウトプットの場になっ
ています。 
 インプレスR&Dでは2017年秋、技術書典で頒布された技術系同人誌を底本とした「技術書典シリー
ズ」をスタートし、2018年8月時点で28タイトルを発行しました。今後は、毎月４～５タイトルの技術系
同人誌を底本とした書籍を刊行し、“知のアウトプット”として定着しつつある技術系同人誌の世界に、より
幅広い読者の皆様が触れていただくためのきっかけづくりの場としてシリーズを展開いたします。 

■好評タイトル■ 

iOSアプリ開発デザインパターン
入門 

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 9784844398325  

著編者名 千葉 大志 発行年 2018  商品コード 1028546381 

本書はMVCやMVVMなどと呼ばれるiOSアプリケーション開発をするために必要な設計を学ぶことで、アプリ
ケーション開発の初級者が中級者へステップアップするための各種デザインパターン学習書です。iOS初級者
がスムーズに中級者になる為に必要な知識を体系的にまとめています。〈本書の対象読者〉iPhoneアプリ入門
書を一通り読んだが具体的な作り方がわからない人・iOS歴6ヶ月未満の初級者・iOSエンジニア教育担当者 

ソフトウェア技術者のための 
ＦＰＧＡ入門 機械学習編  

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 9784844398004  

著編者名 石原 ひでみ 著 発行年 2017  商品コード 1028546392 

プログラム可能なハードウェア「FPGA」をソフトウェア技術者が活用するためのチュートリアルガイド
です。FPGAの基礎知識からツールの入手方法、機械学習を例にした実際の動作までを図表や
ツールの動作、ソースコードの紹介を交えてわかりやすく紹介しています。 

サーバーレスでお手軽自動化! 
Google Apps Script活用入門 

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 9784844397908  

著編者名 中山 貴幸 発行年 2017  商品コード 1028546391 

GmailやGoogleドライブ、Googleスプレッドシートなどを使って身の回りの作業を簡単に自動化できる
GoogleAppsScript（GAS）の活用入門書です。GASの使い方から簡単なスクリプト、少し高度な使い方まで豊富
なソースコードを多数収録。様々な作業を自動化・効率化するためのノウハウをわかりやすく紹介しています。
（本書に掲載されているサンプルコードはダウンロードできます。）  
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技術書典 シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

Mackerelではじめるお手軽Webサービス監視  大中 浩行 2018 9784844398301  ¥4,620 ¥9,240 1028546383 

今日からはじめる「技術Ｐｏｄｃａｓｔ」完全入門  ｉｔｏｐｏｉｄ 他 2018 9784844398462  ¥4,620 ¥9,240 1028546395 

Extensive Xamarin ―ひろがるXamarinの世界― 榎本 温 2018 9784844398103  ¥4,950 ¥9,900 1028546377 

Introduction of Elastic Stack 6  石井 葵 2018 9784844398295  ¥5,940 ¥11,880 1028546380 

Scalaをはじめよう! ―マルチパラダイム言語への招待― 伊藤 竜一 2018 9784844398127  ¥5,280 ¥10,560 1028546386 

Hello!! Nuxt.js  那須 理也 2018 9784844398400  ¥5,280 ¥10,560 1028546378 

Ｈｅｌｌｏ！！ Ｖｕｅ．ｊｓ 最新プログ 那須 理也  2018 9784844398264  ¥4,290 ¥8,580 1028546379 

ＪａｖａＳｃｒｉｐｔＡＳＴ入門  佐々木 俊介  2018 9784844398226  ¥5,280 ¥10,560 1028546382 

Vue.jsとFirebaseで作るミニWebサービス  渡邊 達明  2018 9784844398356  ¥5,280 ¥10,560 1028546388 

ＯｐｅｎＬａｙｅｒｓ４で遊ぼう  佐藤 奈々子  2018 9784844398233  ¥3,300 ¥6,600 1028546384 

TypeScriptで作るシングルページアプリケーション  鈴木 潤 2018 9784844398158  ¥4,620 ¥9,240 1028546387 

Azure無料プランで作る!初めてのWebアプリケーション開発  窓川 ほしき 2018 9784844398219  ¥4,950 ¥9,900 1028546375 

最新ブラウザ対応で気持ちよく書くＣＳＳデザイン  吉川 雅彦  2018 9784844398349  ¥5,280 ¥10,560 1028546397 

誰でもつかえる！ウェブフォント実践マニュアル  大木 尊紀  2018 9784844398387  ¥3,960 ¥7,920 1028546399 

Pragmatic Opal Rubyで作るブラウザアプリケーション開発ガイド  大崎 瑶  2018 9784844398141  ¥3,960 ¥7,920 1028546385 

WOWHoneypotの遊びかた  森久 和昭 2018 9784844398394  ¥5,280 ¥10,560 1028546389 

技術と法律  
Smips技術と法律
プロジェクト 

2018 9784844398097  ¥3,960 ¥7,920 1028546393 

技術同人誌を書こう!  親方Project 2018 9784844398202  ¥4,950 ¥9,900 1028546394 

子どもと育てるスマートスピーカー  長村 ひろ  2018 9784844398332  ¥5,280 ¥10,560 1028546398 

エンジニア・研究者のためのWordチュートリアルガイド  出川 智啓  2017 9784844398059  ¥5,280 ¥10,560 1028546390 

Essential Xamarin ネイティブからクロスプラットフォームまで モバイ
ル.NETの世界 

榎本 温 2017 9784844397915  ¥7,590 ¥15,180 1028546376 

最新JavaScript開発 ―ES2017対応モダンプログラミング― 佐々木 俊介 2017 9784844397885  ¥3,300 ¥6,600 1028546396 
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著編者：学校広報ソーシャルメディア活用勉強会 

18歳人口が減少する「2018年問題」をはじめ、今、大学を取り巻く環境は大きく変化し、広報戦略
も変革を迫られています。そんななか、ここ数年大きな躍進を遂げた大学の広報は、何を考え、実践し
ているのでしょうか。本書は教育関係者が集まるソーシャルメディア上のグループ、学校広報ソーシャル
メディア活用勉強会（略称：GKB48）による好評シリーズです。 

巻 内容紹介 

1 

Facebookのグループ「学校広報ソーシャルメディア活用勉強会」（略称：GKB48）が2012年に主催したカンファレンス『これ
からの「教育」の話をしよう ～教育改革×ソーシャルの力』の講演内容を書籍化しました。気鋭の論者16人のスピーチ
からソーシャルメディアの力を活かした新時代の教育の姿を展望します。 

2 

教育関係者が集まるソーシャルメディア上のグループ、学校広報ソーシャルメディア活用勉強会（略称：GKB48）が開催した第3回教育カンファレンス
の内容を書籍化。「教育改革×ICT力」をテーマにしたこのカンファレンスのプレゼンテーターから13人のスピーチを採録しています。幼児教育、通信
制高校、大学改革など多様な視点からICTの位置付けが語られるほか、教育支援サービスの実例も紹介。さらに教育関係者に関心の高い「アクティ
ブ・ラーニング」と「人格教育」の最前線を追加取材しています。ベストセラー「『これからの「教育」の話をしよう ～教育改革×ソーシャルの力』、待望
の続刊です。 

3 

教育関係者が集まるソーシャルメディア上のグループ、学校広報ソーシャルメディア活用勉強会（略称：GKB48）が開催した第4回教育
カンファレンスの内容を書籍化。「共感からコラボレーションへの飛躍－10年後の教育環境をイメージして」をテーマにしたこのカンファ
レンスから、世界的なオンライン教育サービス「MOOCS」の動きを福原美三氏が解説するのをはじめ、全10人のスピーチを採録。これ
からの人材を育てる「学びの場」を多用な視点で語ります。待望の第3弾です。 

4 

ここ数年大きな躍進を遂げた大学の広報は、何を考え、実践しているのでしょうか。本書は教育関係者が集まるソーシャルメディア上のグループ、学
校広報ソーシャルメディア活用勉強会（略称：GKB48）による好評シリーズ『これからの「教育」の話をしよう』の4冊目です。志願者数日本一でブランド
イメージも躍進を遂げた近畿大学、紙媒体を廃止し、オールインターネット出願に踏み切って成功する東洋大学という、先進的な2つの大学の広報・コ
ミュニケーション戦略を担当者自らが語ったセミナーを収録。また、10人のプレゼンターによる第5回教育カンファレンスの内容を収録しています。これ
からの大学広報のあり方と教育改革を展望するために必読の一冊です。 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

 1 ―教育改革×ソーシャル力― 2013 9784844395829 ¥3,458 ¥6,916 1028546226 

 2 ―教育改革×ＩＣＴ力― 2017 9784844397540 ¥3,960 ¥7,920 1028546227 

 3 ―教育改革×未来の教室― 2017 9784844397656 ¥3,960 ¥7,920 1028546228 

 4 ―教育改革×大学広報力― 2018 9784844398479 ¥3,960 ¥7,920 1028546229 

4冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥15,338 ¥30,676 

これからの「教育」の話をしよう 
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デジタルマーケティング教本セット 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

BtoC向けマーケティングオートメーションCCCM入門 （New thinking and new ways） 岡本 泰治 2015 9784802090216 ¥5,280  ¥10,560  1020238033 

オープンデータ超入門 （New thinking and new ways） 林 雅之 2014 9784844396154 ¥3,960  ¥7,920  1020238036 

自動車ビッグデータでビジネスが変わる! ―プローブカー最前線―（New thinking and new ways） 杉浦 孝明 2014 9784844396413 ¥3,960  ¥7,920  1020238035 

位置情報ビッグデータ 
 ―ウェアラブルコンピューティング時代を切り拓く―（New thinking and new ways） 

神武 直彦 2014 9784844396215 ¥5,940  ¥11,880  1020238034 

オンラインビデオ広告入門 
 ―テレビCMを超える!クロスデバイス時代のコンテンツ新戦略―（New thinking and new ways） 

横山 隆治 2014 9784844396475 ¥5,280  ¥10,560  1020238032 

DMP入門 ―顧客を知るためのデータマネジメントプラットフォーム―（New thinking and new ways） 横山 隆治 2013 9784844395843 ¥5,280  ¥10,560  1020238031 

DSP/RTBオーディエンスターゲティング入門 
 ―ビッグデータ時代に実現する「枠」から「人」への広告革命―（New thinking and new ways） 

横山 隆治 2012 9784864780018 ¥5,940  ¥11,880  1020238030 

全7冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥35,640 ¥71,280 

企業向けセキュリティ対策セット 

デザイナー向け 

デジタルクリエイティブ教本セット 

全9冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥35,640 ¥71,280 

全8冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥35,640 ¥71,280 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

IT管理者のための情報セキュリティガイド （NextPublishing） エクスジェン・ネットワークス 2016 9784802090926 ¥5,280  ¥10,560  1028546193 

サイバーセキュリティ2020 脅威の近未来予測 （NextPublishing） 
特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会
(JNSA)未来予測プロジェクト 

2015 9784802090179 ¥4,290  ¥8,580  1028546231 

内部不正対策14の論点 （New thinking and new ways） 
日本ネットワークセキュリティ協会 (JNSA) 組織で働く
人間が引き起こす不正・事故対応ワーキンクグループ 

2015 9784802090056 ¥5,280  ¥10,560  1020238018 

クラウド環境におけるアイデンティティ管理ガイドライン 改訂新
版（Security series） 

日本ネットワークセキュリティ協会アイデンティティ管理
ワーキンググループ 

2013 9784844395867 ¥8,250  ¥16,500  1020238017 

SPREAD情報セキュリティサポーター能力検定公式テキスト 
（Security series） 

セキュリティ対策推進協議会 2013 9784844395782 ¥5,280  ¥10,560  1020238016 

情報セキュリティ内部監査の教科書 （Security series） 日本セキュリティ監査協会 2013 9784844395652 ¥10,560  ¥21,120  1020238014 

米国モバイル通信市場アウトルック 2013 前田 正明 2013 9784844395904 ¥7,260  ¥14,520  1020238013 

アプリビジネスで転ばないためのスマートフォンプライバシーの
基礎知識 （New thinking and new ways） 

寺田 眞治 2012 9784844395362 ¥5,280  ¥10,560  1020238019 

APT対策入門 ―新型サイバー攻撃の検知と対応―（Security series） 日本セキュリティ監査協会 2012 9784844395263 ¥7,260  ¥14,520  1020238015 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

Adobe Premiere Pro CC 
 ―エフェクト＆トランジション大全―（New thinking and new ways） 

石坂 アツシ 2015 9784802090346 ¥7,920  ¥15,840  1020238025 

Photoshop自動化 基本編 （Adobe JavaScriptシリーズ） 古籏 一浩 2015 9784844396673 ¥9,240  ¥18,480  1020238023 

HTMLとCSS、JavaScriptで作る、リッチなiBooks電子書籍 （OnDeck books） 久松 慎一 2014 9784844396109 ¥5,280  ¥10,560  1020238026 

Adobe JavaScript開発の必須ツール （Adobe JavaScriptシリーズ . 
ExtendScript Toolkit(ESTK) 基本編） 

古籏 一浩 2014 9784844396130 ¥6,270  ¥12,540  1020238024 

Illustrator自動化 基本編 （Adobe JavaScriptシリーズ） 古籏 一浩 2014 9784844396499 ¥9,240  ¥18,480  1020238022 

Adobe JavaScriptリファレンス （New thinking and new ways） 古籏 一浩 2013 9784844395959 ¥10,560  ¥21,120  1020238021 

知らないと始められない電子出版最新用語集 （OnDeck books） hon. jp 2012 9784844395232 ¥3,141  ¥6,283  1020238028 

日本の電子出版を創ってきた男たち 
 ―この声を聞かずして、電子出版を語るなかれ。―（OnDeck books） 

OnDeck編集部 2012 9784864780025 ¥3,078  ¥6,157  1020238027 

テーマ別 各セット 
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くぼたつ式思考カード54 シリーズ 
著編者名：久保田達也 

くぼたつ式思考カード 完全版 

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 9784844398486  

発行年 2018 商品コード 1028546219 

くぼたつ式思考カードは、プランナーのくぼたつこと久保田達也が40年間の企画業務で実際に使っている思考方法をカード型の絵
にまとめたもの。日常的な思考やアイディア出し、アイディアを整理・編集して提案を完成させるまでに役立つ方法を網羅した初刊
の「くぼたつ式思考カード54 新しいことを考え出す知恵と技術」、人のライフスタイルに着目し、思考の素となるひらめきを生活の
中に発見する方法を紹介した第2弾「ライフスタイル編 今日から始めるアイディア発想型生活術」、そしてアイデアワークのために
実践しているスマホ&ネット活用法を公開した第3弾「モバイルワーク編 超身軽！ スマホ1台でできる創造的仕事術」の３つを１冊に
まとめました。合計162カードがあなたのひらめきを加速します。 

くぼたつ式思考カード５４ モバイルワーク編 
 ―超身軽！スマホ１台でできる創造的仕事術― 

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 9784844397793  

発行年 2017 商品コード 1028546220 

スマホはアイディア手帳と情報、コミュニケーション機能が一体化した万能アイディアツール。これを使いこなせば、ワークスタイル
が一気に創造的に変わります。本書はプランナー、くぼたつこと久保田達也が実践しているスマホ&ネット活用法を公開。アイディ
アのインプットから発想のブラッシュアップ、企画のアウトプットまで、オフィスいなくても、パソコンにしがみつかなくても、スマホとク
ラウドサービスを駆使してできる超身近！なモバイルネットワーク型の仕事術をまとめました。カードの絵でアイディア発想や仕事
の思考法を変革する「くぼたつ式思考カード」、第3弾です。 

くぼたつ式思考カード５４ ライフスタイル編 
 ―今日から始めるアイディア発想型生活術― 

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 9784844397564  

発行年 2017 商品コード 1028546221 

企画やイノベーションを起こしたいなら、まず、日常生活の工夫から。本書はプランナーのくぼたつこと久保田達也氏が1枚のカード
の絵をヒントに思考のノウハウを解説した『くぼたつ式思考カード54（副題：新しいことを考え出す知恵と技術）』の続編です。人のラ
イフスタイルに着目し、思考の素となる「ひらめき」を生活の中に発見する方法を紹介します。朝食、クローゼット、ドア、自転車、駅
…すべて身近な物事を題材に、ひらめきが出るようになる生活の工夫やライフスタイルの改善を提案します。 

くぼたつ式思考カード54  
 ―新しいことを考え出す知識と技術― 

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 9784802090759  

発行年 2016 商品コード 1028546222 

くぼたつ式思考カードは、プランナーのくぼたつこと久保田達也が40年間の企画業務で実際に使っている思考方法を54枚の絵にま
とめたものです。日常的な思考やアイディア出し、アイディアを整理・編集して提案を完成させるまでに役立つ方法を網羅していま
す。新しいことを考え出すことは、世の中を変える発明や社会課題を解決するイノベーションの源泉です。時間に追われ、情報に振
り回され、じっくり考える時間がないと感じている人も、カードの絵をヒントに考える習慣を身につけ、オリジナルの発想を目指しま
しょう。 

くぼたつ式思考カードは、プランナーのくぼたつこと久保田達也が40年間の企画業務で実際に使っている思考
方法を54枚の絵にまとめたものです。日常的な思考やアイディア出し、アイディアを整理・編集して提案を完成
させるまでに役立つ方法を網羅しています。新しいことを考え出すことは、世の中を変える発明や社会課題を解
決するイノベーションの源泉です。時間に追われ、情報に振り回され、じっくり考える時間がないと感じている人
も、カードの絵をヒントに考える習慣を身につけ、オリジナルの発想を目指しましょう。 
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テレビのIT革命 
著編者名：清水 計宏 

長い間メディアの王様として君臨してきたテレビが、
デジタル化とスマートデバイスとの連携の中で生まれ
変わる兆しが見える。スマートTV、ソーシャルTVと
言われるこの新市場に向けて、家電メーカー、IT企
業のさまざまな取り組みを紹介する。 

書名 発行年 冊子版ISBN 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

上 ―ソーシャルTVとスマートTVが切り拓く新市場― 2012 9784844395294  ¥5,940 ¥11,880 1028546234 

中 ―スマートTVをめぐる韓国・中国メーカーの攻防― 2014 9784844395997  ¥3,960 ¥7,920 1028546235 

下 ―次世代テレビ市場へ挑む日本メーカー― 2014 9784844396161  ¥3,960 ¥7,920 1028546236 

巻 内容紹介 

上 
特にアップル、グーグル、マイクロソフトといったIT巨人のこれまでの取り組み、Hulu、Nexflixといった動画ビジネス、Shazam、ZeeBoxといったアプリ、
そして入力インターフェイスの企業など欧米のIT企業が開拓する、これまでテレビにはない製品とビジネスを中心に解説する。 

中 
韓国と中国の家電メーカーにおけるスマートTVへの取り組みを解説すり。いまや世界のTV市場を牽引するサムスンを筆頭に、LG、TCL､ハイアール、
ハイセンスなどこの数年世界ブランドとして成長した韓国と中国のメーカーの動きから、次世代メディアの本命となるスマートTV像を展望する。 

下 
日本の状況に焦点を当てており、放送の発展を主軸に次世代テレビへと進化しようと模索する日本メーカーや放送局の取り組みを解
説する。 

3冊揃価格 

同時1アクセス（本体） ¥13,860 

同時3アクセス（本体） ¥27,720 

今見直すHTML＆CCS 

第1章ではHTMLやCSSの仕様そのものや、過去の制作アプローチなどについて、読み物的に触れま
す。 第2章以降ではHTML5とCSS3を中心に、技術や考え方について基本事項を扱います。 特に、
近年ではモバイル対応の重要性が増しているので、モバイル対応の基本的な部分についても触れてい
きます。全体としてはサンプルのWebサイトを制作するようなチュートリアルものではなく、文書のマーク
アップを理解するための情報を適宜提供しています。 

※本書は2014年発売の『今、見直すHTML』と『今、見直すCSS』を合本し、
改訂したものです。 

著編者名：林拓也 2016年 発行 

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 9784844397373  商品コード 1028546271 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

今、見直すCSS 2014 9784844396352  ¥2,310 ¥4,620 1028546373 

今、見直すHTML 2014 9784844396369  ¥1,980 ¥3,960 1028546374 
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OnDeck Books シリーズ 
電子出版のための電子雑誌「OnDeck」から、 
新しいタイプの電子書籍シリーズが登場！ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

地方創生時代のための IT を活用した情報発信ガイド  取出新吾 2016 9784802090896 ¥2,640 ¥5,280 1028546360 

地方議会や教育機関のためのライトライブ配信のすすめ  谷川 正継 2016 9784802090957 ¥3,300 ¥6,600 1028546359 

自宅でできる翻訳の仕事  奥田百子 2016 9784802090872 ¥3,300 ¥6,600 1028546356 

学び直しの方法論 社会人から大学院へ進学するには  高木聡一郎 2016 9784802090940 ¥3,300 ¥6,600 1028546353 

音とコンピュータ ―そのプログラミング、サウンドデザインそしてメディアアート― 山内 卓哉 2016 9784844397267 ¥5,610 ¥11,220 1028546352 

メイカーズのエコシステム ―新しいモノづくりがとまらない。― 高須 正和 2016 9784802090650 ¥5,940 ¥11,880 1028546351 

スマホ・タブレットで子どもの能力を開発しよう  瀬戸武生 2016 9784802090643 ¥4,620 ¥9,240 1028546349 

サポート業務の極意 いかにしてストレスなく、顧客満足度を上げることができるか  メトロ 2016 9784802090711 ¥2,640 ¥5,280 1028546348 

クラウド時代の思考ツールWorkFlowy入門  彩郎 2016 9784802090575 ¥4,620 ¥9,240 1028546347 

Web集客が驚くほど加速するベネフィットマーケティング「ベネマ集客術」  Tiger（松本大河） 2016 9784802090636 ¥3,960 ¥7,920 1028546346 

ITを巡るプロパテント/アンチパテントの潮流 
 ―パテントプールからパテント・トロール防衛まで― 

小山田 和将 2016 9784802090704 ¥5,280 ¥10,560 1028546345 

Excelマクロで覚えるプログラミングの勘所  野堀 岳男 2016 9784844397250 ¥3,630 ¥7,260 1028546344 

電子出版のプロデューサーになろう エストリビューターとして活躍する方法  細田朋希 2015 9784802090520 ¥1,650 ¥3,300 1028546361 

誰も教えてくれなかった中小企業のメール活用術  水谷哲也 2015 9784802090544 ¥2,640 ¥5,280 1028546358 

ボカロビギナーズ！ボカロでDTM入門  gcmstyle（アンメルツP） 2015 9784802090599 ¥3,960 ¥7,920 1028546350 

HTMLとCSS、JavaScriptで作る、リッチなiBooks電子書籍  久松, 慎一 2014 9784844396109 ¥5,280 ¥10,560 1020238026 

電子書籍ストア利用動向調査 
 ―OnDeck 2013年10月調査版 : 最新の日本ストア市場を分析― 

OnDeck編集部 2013 9784844396048 ¥14,850 ¥29,700 1020238007 

電子書籍ストア利用動向調査 ―OnDeck 2013年4月調査版 : アップル参入で本格
化した最新の日本ストア市場を分析― 

OnDeck編集部 2013 9784844395874 ¥24,750 ¥49,500 1020238006 

黒船特許の正体 ―Apple、Amazon、Googleの知財戦略を読み解く― 松倉秀実 2012 9784864780032 ¥2,138 ¥4,276 1028546355 

知らないと始められない電子出版最新用語集  hon. jp 2012 9784844395232 ¥3,141 ¥6,283 1020238028 

日本の電子出版を創ってきた男たち ―この声を聞かずして、電子出版を語るなかれ。― OnDeck編集部 2012 9784864780025 ¥3,078 ¥6,157 1020238027 

契約が10倍取れる！メール術 

同時1アクセス（本体） ¥2,640 

同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784802090902  

著編者名 石井秀幸 発行年 2016 商品コード 1028546354 

本書ではビジネスメールの書き方について基本的な解説を行います。どうすれば「契約が取れる」ビジネスメール
が書けるのか、豊富なサンプルを使って、懇切丁寧に解説をします。  また、ネットの問い合わせをいかに契約に
結びつけるか、その実践的なノウハウも紹介しています。 

赤鉛筆とキーボード 
 デジタル時代の編集者 

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 9784802090513  

著編者名 井芹昌信 発行年 2015 商品コード 1028546357 

電子出版専門誌『OnDeck』の連載を書籍化！ 電子出版を勉強せざるを得なくなった紙の本の編集者のみなさん、
インターネットで仕事をしていたら電子書籍の仕事をやらなければならなくなったウェブ関係のみなさん、出版社に
入社して目下奮闘中のあなた、おすすめです！ 
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好評配信中タイトル 

Ken's Home Page 

同時1アクセス（本体） ¥990 

同時3アクセス（本体） ¥1,980 

冊子版ISBN 9784844398240  

著編者名 
インプレスグループ25周年 
特別企画プロジェクト 

発行年 2018 商品コード 1028546195 

日本初のメール新聞「INTERNET Watch」、パソコン入門書の定番「できるシリーズ」を生み出した山下憲治氏
が、亡くなる直前まで自身のホームページに書きためたメッセージ集。 
自身の身の回りの体験談、社会の問題点、そして編集者としての心構えなどが書かれています。 
インターネット草創期を駆け抜けた山下氏の最期のメッセージ、出版活動を行う方はもちろん、コンテンツビジ
ネスに携わる方すべてにおすすめします。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

世界の再生可能エネルギーと電力システム 電力システム編  安田 陽 著 2018 9784844398257 ¥2,970 ¥5,940 1028546283 

今年の申告で将来が決まる!仮想通貨の税務対策 ―2018年3月確定申告対応版― 浜部 理恵 2018 9784844398189 ¥3,300 ¥6,600 1028546272 

ロマンとそろばん  高橋 啓介 2018 9784844398318 ¥4,950 ¥9,900 1028546257 

マイコンボードで学ぶ楽しい電子工作  榊 正憲 2018 9784844398509 ¥5,280 ¥10,560 1028546251 

プログレッシブウェブアプリＰＷＡ開発入門  柴田 文彦 著 2018 9784844398196 ¥5,280 ¥10,560 1028546248 

はじめての技術書ライティング－ＩＴ系技術 ―IT系技術書を書く前に読む本― 向井 領治 著 2018 9784844397977 ¥5,280 ¥10,560 1028546243 

おとなの法律事件簿 家庭編 弁護士が教え  蒲 俊郎 著 2018 9784844398172 ¥5,940 ¥11,880 1028546217 

センサーシティー 都市をシェアする位置情 （#xtech-books） 神武 直彦 監修 2017 9784844397816 ¥3,960 ¥7,920 1028546318 

シビックテックイノベーション 行動する市民エンジニアが社会を変える （#xtech-books） 松崎太亮 2017 9784844397991 ¥4,950 ¥9,900 1028546317 

サイバーファースト デジタルとリアルの逆 ―デジタルとリアルの逆転経済―（#xtech-
books） 

江〓浩 2017 9784844397786 ¥4,290 ¥8,580 1028546316 

Transforming your organization with G Suite Tips and best practices Yoshiki Sato 2017 9784844397878 ¥4,950 ¥9,900 1028546315 

未来を変える通貨 ビットコイン改革論 新版 斉藤賢爾 2017 9784844397526 ¥4,620 ¥9,240 1028546299 

生活用ＩｏＴがわかる本 ―暮らしのモノをインターネットでつなぐイノベーション― 野城智也 2017 9784844397632 ¥5,280 ¥10,560 1028546285 

初めてのＷｅｂサーバ「Ａｐａｃｈｅ」ＣｅｎｔＯＳ ７編  大津真 2017 9784844397755 ¥3,696 ¥7,392 1028546278 

自宅・ノートPCインスタンス構築ガイド ―マストドンを持って街へ出よう!― 児島新 2017 9784844397953 ¥3,300 ¥6,600 1028546276 

再生可能エネルギーのメンテナンスとリスクマネジメント  安田 陽 2017 9784844397984 ¥5,940 ¥11,880 1028546273 

簡単にできるWeb開発－CSP入門  山本 和子 2017 9784844397960 ¥5,940 ¥11,880 1028546269 

ロボホンといっしょ。  シャープ株式会社 2017 9784844397779 ¥3,960 ¥7,920 1028546256 

マストドンつまみ食い日記 ITmedia NEWS編集部 2017 9784844397823 ¥2,310 ¥4,620 1028546252 

ベネマ集客術式 毎日１分Ｗｅｂ集客のツボ  Ｔｉｇｅｒ 著 2017 9784844398066 ¥5,610 ¥11,220 1028546249 

プログラミングの基本がJavaScriptで学べる本  佐藤 信正 2017 9784844397847 ¥2,970 ¥5,940 1028546247 

システム導入のためのデータ移行ガイドブック ―コンサルタントが現場で体得したデータ
移行のコツ― 

久枝 穣 著 2017 9784844398011 ¥3,960 ¥7,920 1028546232 

あなたの会社がＭ２Ｍ／ＩｏＴでつまづく２５の理由  和田篤士 2017 9784844397717 ¥3,960 ¥7,920 1028546205 

Ｅｌａｓｔｉｃ Ｓｔａｃｋで作るＢＩ環境 ―誰でもできるデータ分析入門― 石井葵 2017 9784844397809 ¥3,960 ¥7,920 1028546190 
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（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

２０年後、私たちはどんな自動車に乗っているのか？ 
 ―電気自動車・ハイブリッド車・燃料電池車、そして自動― 

石川憲二 2017 9784844397618 ¥3,960 ¥7,920 1028546187 

おとなの法律事件簿職場編 
 ―弁護士が答える企業のトラブルシューティング―（おとなの法律事件簿） 

蒲俊郎 2016 9784844397403 ¥5,940 ¥11,880 1028546363 

これからインターネットに起こる『不可避な12の出来事』 ―今後の社会・ビジネスを破壊
的に変える「新たなるデジタルテクノロジー」を読み解く―（NEXT VISION） 

ケヴィン・ケリー 2016 9784844397410 ¥2,970 ¥5,940 1028546343 

電子出版時代の著作権入門 （JEPA Books） 村瀬 拓男 2016 9784802090681 ¥1,980 ¥3,960 1028546337 

電子辞書のすべて （JEPA Books） 
日本電子出版協会レ
ファレンス委員会 

2016 9784802090667 ¥2,310 ¥4,620 1028546336 

OpenStack Swiftによるオブジェクトストレージ入門 （Cloudシリーズ） 山縣 陽 2016 9784844396222 ¥5,940 ¥11,880 1028546326 

日本はなぜ負けるのか ―インターネットが創り出す21世紀の経済力学―新版 藤原 洋 2016 9784844397434 ¥2,970 ¥5,940 1028546291 

子どもをうつから救う！ ―家族のための症例別対応ガイド― 武田浩一 2016 9784802090629 ¥2,970 ¥5,940 1028546275 

プライバシー影響評価ガイドライン実践テキスト  瀬戸 洋一 2016 9784802090858 ¥7,260 ¥14,520 1028546246 

フェアユースは経済を救う ―デジタル覇権戦争に負けない著作権法― 城所 岩生 2016 9784844397335 ¥5,280 ¥10,560 1028546245 

こんなにスゴイ！ 地図作りの現場  片岡 義明  2016 9784844397274 ¥4,950 ¥9,900 1028546230 

ゲーム開発が変わる! Google Cloud Platform 実践インフラ構築  野下 洋 2016 9784802090612 ¥4,620 ¥9,240 1028546224 

オリンピックITの挑戦 ―システムが支える大会の舞台裏― 田崎雅彦 2016 9784802090582 ¥4,950 ¥9,900 1028546218 

エンタープライズアジャイルの可能性と実現への提言 
 アンチパターンとその克服事例  

エンタープライズアジャ
イル勉強会 

2016 9784844397281 ¥4,620 ¥9,240 1028546213 

イベンターノートが声優にインタビューしてみました 
 データと生の声で探る声優イベントの世界  

イベンターノート 2016 9784802090766 ¥3,960 ¥7,920 1028546207 

イベンターノートがアニサマ出演アーティストにインタビューしてみました  アニメロサマーライブ 2016 9784844397397 ¥3,300 ¥6,600 1028546206 

「ブレない」自分のつくり方 
 格差時代のサバイバル読書術 （サヤマ・ペーパーバックス） 

佐山一郎 2015 9784844396659 ¥2,640 ¥5,280 1028546364 

「原発再稼働、なぜ?」－国・行政が出した一つの結論 （インプレスR&D・OKWAVE） 
インプレスR&D・
OKWAVE特別編集部 

2015 9784802090506 ¥2,310 ¥4,620 1028546362 

『テクニウム』を超えて ―ケヴィン・ケリーの語るカウンターカルチャーから人工知能の未
来まで―（NEXT VISION） 

服部 桂  2015 9784844396680 ¥1,980 ¥3,960 1028546342 

私、カミンチュの「たまご」なんです。押し掛け旦那は、ワガママな3人の“神様” （NEXT 
PLEASURE） 

とよみ 2015 9784844396727 ¥1,980 ¥3,960 1028546341 

「極道乱れ恋唄～仁義なき恋愛抗争～」護崎龍牙編 シリーズ3「極道の女」 
 （NEXT PLEASURE ） 

松雪綾 2015 9784844396710 ¥1,980 ¥3,960 1028546340 

「極道乱れ恋唄～仁義なき恋愛抗争～」護崎龍牙編 シリーズ2「兆候」 
 （NEXT PLEASURE ） 

松雪綾 2015 9784844396703 ¥1,980 ¥3,960 1028546339 

「極道乱れ恋唄～仁義なき恋愛抗争～」護崎龍牙編 シリーズ1「静かなる男」 
 （NEXT PLEASURE ） 

松雪綾 2015 9784844396697 ¥1,980 ¥3,960 1028546338 

Objective-Cの要点 
 ―iOSアプリ開発の基本中の基本―（iOSプログラミングの要点シリーズ） 

柴田 文彦 2015 9784844396147 ¥4,290 ¥8,580 1028546335 

Premiere Pro & Media Encoder自動化サンプル集 （Adobe JavaScriptシリーズ） 古籏一浩 2015 9784802090476 ¥6,930 ¥13,860 1028546321 

僕が伝えたかったこと、古川享のパソコン秘史  古川 享 2015 9784802090100 ¥4,620 ¥9,240 1028546297 

驚異！デジカメだけで月面や土星の輪が撮れる 
—ニコンCOOLPIX P900天体撮影テクニック  

山野泰照 2015 9784802090155 ¥3,960 ¥7,920 1028546270 

みおふぉん公式ガイド ＺｅｎＦｏｎｅ２／５編  向井 領治 2015 9784844396604 ¥2,640 ¥5,280 1028546254 

【オンデマンド版】みおふぉん公式ガイド iPhone編 改訂新版 
インターネットイニシア
ティブ 

2015 9784802090162 ¥2,640 ¥5,280 1028546253 

ベルウッドの軌跡  奥和宏 2015 9784802090537 ¥4,620 ¥9,240 1028546250 

テレワークが未来を創る 働き方改革で実現するトランスボーダー社会  日本テレワーク学会 2015 9784802090186 ¥5,940 ¥11,880 1028546237 

オープンデータ時代の標準Web API SPARQL  加藤 文彦 2015 9784802090438 ¥4,620 ¥9,240 1028546214 

アイデアソンとハッカソンで未来をつくろう  
G空間未来デザインプ
ロジェクト 

2015 9784802090360 ¥4,290 ¥8,580 1028546204 

アイデアスケッチの教科書  ArtistHAL_ 2015 9784802090483 ¥3,960 ¥7,920 1028546203 

Mware導入ガイド－MacでWindowsを使う  向井領治 2015 9784844396574 ¥2,640 ¥5,280 1028546202 

Kinect v2楽しいプログラミング入門  大田 昌幸 2015 9784844396772 ¥2,970 ¥5,940 1028546196 

JavaScriptでインタラクティブ3Dコンテンツを作ろう 
 ―Kinect+jThree+Milkcocoaを使って東北ずん子と踊る― 

大田昌幸 2015 9784802090261 ¥5,940 ¥11,880 1028546194 

2019年1月 

好評配信中タイトル 

23 



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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年1月 

好評配信中タイトル 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 
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同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

Cypherクエリー言語の事例で学ぶグラフデータベースNeo4j  李 昌桓 2015 9784802090490 ¥3,960 ¥7,920 1028546189 

Ｂｏｏｔ Ｃａｍｐ導入ガイド ―ＭａｃでＷｉｎｄｏｗｓを使う― 向井 領治 2015 9784844396581 ¥2,640 ¥5,280 1028546188 

闘技場の人 （サヤマ・ペーパーバックス） 佐山一郎 2014 9784844396628 ¥4,620 ¥9,240 1028546365 

SDN/OpenFlowで進化する仮想ネットワーク入門 改訂新版（Ciscoシリーズ） 伊勢 幸一 2014 9784844396253 ¥5,280 ¥10,560 1028546323 

米光一成ブックレビュー Vol.2  米光一成 2014 9784844396512 ¥1,815 ¥3,630 1028546296 

米光一成ブックレビュー Vol.1  米光一成 2014 9784844396505 ¥1,815 ¥3,630 1028546295 

文具王・高畑正幸とカラクリ大好き・大谷和利が見つけた3DプリンタCellPの楽しみ方 
 ―デスクトップ・ファクトリーの時代がやってきた― 

高畑正幸 2014 9784844396321 ¥4,620 ¥9,240 1028546294 

日本人が知らない中国ネットトレンド2014 
 ―スマートデバイスの普及動向からネット言論規制まで― 

山谷 剛史 2014 9784844396284 ¥5,280 ¥10,560 1028546293 

実践クラウドソーシング 
 ―アイデア･発想をすぐビジネスにするためのオンライン人材活用術― 

松浦 拓平 2014 9784844396208 ¥3,960 ¥7,920 1028546277 

花のパソコン道 パソコンでいきいきライフ ―熟年さんのパソコン物語― 若宮正子 2014 9784844396420 ¥3,960 ¥7,920 1028546259 

クラウドソ－シングの衝撃 ―雇用流動化時代の働き方・雇い方革命― 比嘉邦彦 2014 9784844395850 ¥4,158 ¥8,316 1028546223 

おとなが読んで・知って・まもる こどもiPad  吉田メグミ 2014 9784844396000 ¥2,970 ¥5,940 1028546215 

インターネット私史 その礎を築いた友たちへ  高橋 徹 2014 9784844396529 ¥3,960 ¥7,920 1028546209 

ITの正体 なぜスマホが売れるとクルマが売れなくなるのか？  湧川 隆次 2014 9784844396116 ¥4,620 ¥9,240 1028546192 

「花子とアン」のふるさとから 夫婦で歩く馬込文士村ガイド  佐山一郎 2014 9784844396536 ¥2,805 ¥5,610 1028546185 

イーサネットファブリックとOpenFlow （Interop Tokyoセミナー） 濤川 慎一 2013 9784844396062 ¥3,300 ¥6,600 1028546334 

SDNの実践技術 （Interop Tokyoセミナー） 伊勢 幸一 2013 9784844396031 ¥3,630 ¥7,260 1028546333 

企業システムのためのパブリッククラウド入門 （Cloudシリーズ） 加藤 章 2013 9784844395775 ¥4,950 ¥9,900 1028546328 

CloudStack実践ガイド 後編 （Cloudシリーズ） 大削 緑 2013 9784844395973 ¥4,950 ¥9,900 1028546325 

CloudStack実践ガイド 前編 （Ciscoシリーズ） 大削 緑 2013 9784844395928 ¥5,940 ¥11,880 1028546324 

Internet of Everythingの衝撃 IoT/M2M基盤上で人・モノ・データ・プロセスがつながる 
（Ciscoシリーズ） 

シスコシステムズ合同会社 
IoTインキュベーションラボ 

2013 9784844396024 ¥3,960 ¥7,920 1028546322 

日本のIT なんか変? 次世代のデジタル産業を担う若者たちへ  木内里美 2013 9784844395669 ¥4,224 ¥8,448 1028546290 

日本のICT教育にもの申す! ―教育プラットフォームによる改革への提言― 関島 章江 2013 9784844395942 ¥3,960 ¥7,920 1028546289 

調査統計データのリテラシー超入門  衣袋 宏美 2013 9784844395812 ¥3,300 ¥6,600 1028546287 

仕事で使う人のためのNexus 7セキュリティ入門 BYOD時代のタブレットセキュリティガ
イド  

塩田 紳二 2013 9784844395980 ¥3,630 ¥7,260 1028546274 

ひと目で伝わる！ ワンランク上のグラフ作成術  衣袋 宏美 2013 9784844395805 ¥3,300 ¥6,600 1028546244 

おとなのIT法律事件簿 弁護士が答えるネット社会のトラブルシューティング  蒲 俊郎 2013 9784844395768 ¥3,960 ¥7,920 1028546216 

Visual BasicによるKinect基本プログラミング  薬師寺 国安 2013 9784844395799 ¥5,280 ¥10,560 1028546201 

MacでWindowsを使う本  向井 領治 2013 9784844396017 ¥3,960 ¥7,920 1028546197 

iPadでは物足りない人のためのNexus 7スピード入門 Nexus 7(2012)/(2013)・Android 
4.3対応  

塩田 紳二 2013 9784844395911 ¥3,630 ¥7,260 1028546191 

オープンクラウド入門 CloudStack、OpenStack、OpenFlow、激化するクラウドの覇権争
い （Cloudシリーズ） 

林 雅之 2012 9784844395249 ¥4,715 ¥9,431 1028546327 

日本人が知らない中国インターネット市場[2011.11-2012.10] 現地発ITジャーナリストが
報告する5億人市場の真実  

山谷 剛史 2012 9784844395300 ¥5,280 ¥10,560 1028546292 

電子書籍端末の最新技術 Kindle、koboの読書機能から次世代端末に求められる要素
技術まで  

藤原 隆弘 2012 9784844395270 ¥5,940 ¥11,880 1028546288 

ロンドン五輪でソーシャルメディアはどう使われたのか 
 ―データで読むソーシャリンピック元年― 

野々下 裕子 2012 9784844395355 ¥3,082 ¥6,164 1028546258 

モチベーションを科学する チームメンバーの成長欲求を引き出す12の法則  大塚 雅樹 2012 9784844395256 ¥2,640 ¥5,280 1028546255 

インターネット・サイエンスの歴史人物館 情報通信技術の礎を築いた科学者たち  岩山 知三郎 2012 9784844395287 ¥3,630 ¥7,260 1028546208 

24 


