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いちばんやさしい5Gの教本

出版社 インプレス

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 9784295008262 

著編者名 藤岡 雅宣 発行年 2020 商品コード 1031340563

2020年春に日本でサービスが開始される5G。4Gに比べて通信速度100 倍（10Gbps）、同時接続数100倍、遅延
1/10という大きな技術革新であり、幅広い産業分野、そしてライフスタイルのパラダイムシフトが進むといわれて
います。社会や産業への影響は？といったビジネス関連から、その変革はどのようなテクノロジーに支えられて
いるのか？といった技術的な内容まで、一般向けに解説します。

5G教科書 ―LTE/IoTから5Gまで―

（インプレス標準教科書シリーズ）

出版社 インプレス

同時1アクセス(本体) ¥18,150 

同時3アクセス(本体) ¥36,300 

冊子版ISBN 9784295003779 

著編者名 服部 武 発行年 2018 商品コード 1028700620

低遅延／超高速／大量接続を実現する5Gの全貌を解説！2018年6月に仕様が確定した5Gの最新技術（第1
フェーズ）と標準動向についてまとめた解説書です。本書『5G教科書』は、第一線で活躍されている著者陣に
よって執筆され、LTE/IoTから5Gまでの全貌が見える一冊となっています。さらに、複雑かつ難解な技術につい
て、豊富な図面を使ってわかりやすく解説されています。

企業リスクを避ける押さえておくべき
IoTセキュリティ
―脅威・規制・技術を読み解く!―

出版社 インプレス

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 9784295005414 

著編者名 荻野 司 発行年 2018 商品コード 1029684274

本書では、IoTセキュリティに関する最新の脅威トピックとして、第1章では社会インフラに関わる事例、第2章で
はビジネスに影響する事例、そして第3章ではAI技術を利用した技術トピックについて紹介しています。第4章で
は米国、EU、日本の政策動向を紹介し、第5章では拡がるIoT機器や多様なIoT機器を活用したサービスにおけ
るセキュリティの考え方やポイントを解説しています。今や企業は、ボーダレス化されたIoTセキュリティの脅威へ
の対策は避けて通れません。本書は、企業や組織の経営層やビジネスリーダーには必読の一冊です。
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Web技術速習テキスト
―手を動かしながら理解を深めよう―

（Future coders）

出版社 インプレスR&D

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 9784844398769 

著編者名 田中 賢一郎 発行年 2019 商品コード 1030682595

好評を博したWeb技術セミナーのテキストを大公開

Web技術速習テキスト実践編
（NextPublishing , Future Coders）

出版社 インプレスR&D

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 9784844378174 

著編者名 田中 賢一郎 発行年 2019 商品コード 1031338985

Webアプリを作ってみよう

実践Expo ―React NativeとFirebaseで、

SNSアプリを最速ストアリリース!―
（New thinking and new ways）

出版社 インプレスR&D

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 9784844398752 

著編者名 前田 翼 発行年 2018 商品コード 1030447028

Expoで最速黒スラットフォームアプリをリリース！
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Pythonと複雑ネットワーク分析
―関係性データからのアプローチ―

（ネットワーク科学の道具箱 2）

出版社 近代科学社

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 9784764906020 

著編者名 林 幸雄 発行年 2019 商品コード 1031274441

現代の膨大な社会データは「ネットワーク型の関係性データ」と呼ばれる。本書はまずデータ分析に役立つPython
ツールを解説し、経済システムの分析、コミュニティの効率的抽出、口コミ影響力の解析といった内容に続く。複雑
ネットワークはAI技術だけで解決できる分野ではなく、研究の重要性は年々上がっている。Web系のマーケターや
データ分析エンジニア、データサイエンティストを目指す学生を読者対象に位置づける。

ネットワーク科学の道具箱
―つながりに隠れた現象をひもとく―

出版社 近代科学社

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 9784764903463 

著編者名 林 幸雄 発行年 2007 商品コード 1023746041

いまや、社会や経済を見るための基本的な視点となっている「ネットワーク」。新進気鋭の研究者たちが、複雑ネッ
トワークの基本から解析方法までを解説する。

自己組織化する複雑ネットワーク
―空間上の次世代ネットワークデザイン―

出版社 近代科学社

同時1アクセス(本体) ¥8,910 

同時3アクセス(本体) ¥17,820 

冊子版ISBN 9784764904606 

著編者名 林 幸雄 発行年 2014 商品コード 1023746040

社会的な緊急課題、大震災に備えたネットワーク設計はここからはじまる! 現実問題を扱った複雑ネットワークの創
発的な構成法と原理を解説した入門書。組織論、都市計画、生物行動に関連する話題にも触れる。

情報通信ネットワーク
（ファーストステップ）

出版社 近代科学社

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 9784764903685 

著編者名 浅井 宗海 発行年 2011 商品コード 1022526844

ネットワークの種類やそれぞれの仕組み、通信手順、プロトコルをわかりやすく解説。セキュリティーの必要性と
ネットワークのリテラシーについても重点をおいて説明する。練習問題、総合演習も収録。書き込み欄あり。

複雑ネットワーク
―基礎から応用まで―

出版社 近代科学社

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 9784764903630 

著編者名 増田 直紀 発行年 2010 商品コード 1023746039

人間関係、経済、インターネット、交通網、生態系…。すべての事象における「つながりを科学する」複雑ネットワー
ク。その最新の理論、基礎と応用、実データを解説。プログラムによるアルゴリズム集なども掲載。
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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

Linuxサーバ入門 CentOS8対応 大津 真 2020 9784295008712 ¥8,250 ¥16,500 1031616195 

CentOS8 実践ガイド [システム管理編]  古賀政純 2020 9784295008453 ¥11,880 ¥23,760 -

Ruby on Rails 6 実践ガイド［機能拡張編］ 黒田 努 2020 9784295008873 ¥10,560 ¥21,120 1031670302 

Ruby on Rails 6 実践ガイド 黒田 努 2019 9784295008057 ¥11,550 ¥23,100 1031274434 

クラウドネイティブ・アーキテクチャ
―可用性と費用対効果を極める次世代設計の原則―

Tom Laszewski 2019 9784295007753 ¥12,870 ¥25,740 1031137145 

Ansible実践ガイド 第3版 北山 晋吾 2019 9784295007647 ¥11,220 ¥33,660 1030990098 

Amazon Web Servicesインフラサービス活用大全
―システム構築/自動化、データストア、高信頼化―

Michael Wittig 2019 9784295006657 ¥15,180 ¥45,540 1030831441 

Kubernetes実践ガイド = A practical guide to cloud native 
application deployment with Kubernetes ―クラウドネイティブ
アプリケーションを支える技術―

北山 晋吾 2019 9784295006633 ¥11,550 ¥23,100 1030593789 

Docker実践ガイド ―コンテナ環境の構築・運用・活用―第2版 古賀 政純 2019 9784295005520 ¥12,540 ¥37,620 1029728121 

Kubernetes完全ガイド 青山 真也 2018 9784295004806 ¥12,540 ¥25,080 1028499588 

Microsoft Azure実践ガイド 真壁 徹 2017 9784295002796 ¥11,550 ¥23,100 1026888925 

Windowsコンテナー技術入門 真壁 徹 2017 9784295000952 ¥8,250 ¥16,500 -

Impress top gear
「impress top gear」シリーズは、「IT技術の先端」をテーマにした技術解説書です。21世紀のIT時代に求められる新たな
トレンドを紹介しているので、企画・開発・運用・研究の現場で活用できます。 先端技術を吸収し、新しい領域に挑戦し
続ける意欲的な方々が、「トップギア」へとシフトチェンジできるような書籍を提供していきます。

クラウド・サーバー・ネットワーク関連
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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

Nuxt.jsとPythonで作る！ぬるさくAIアプリ開発入門 深野 嗣 2020 9784844378129 ¥7,920 ¥15,840 -

現役公認会計士が解説！GASで自動化する経営管理 稲垣 大輔 2020 9784844378402 ¥5,280 ¥10,560 -

実践Firestore 福田 雄貴 2020 9784844378525 ¥5,280 ¥10,560 -

実践入門 Kubernetesカスタムコントローラーへの道 磯 賢大 2020 9784844378549 ¥6,600 ¥13,200 -

もっと実践！サーバーサイドKotlin FORTE 2020 9784844378631 ¥6,600 ¥13,200 -

LaravelとNuxtではじめるSNSシェアアプリ開発 寺田 晃大 2020 9784844378662 ¥6,600 ¥13,200 -

スターティングgRPC 武上 将樹 2020 9784844378457 ¥6,600 ¥13,200 -

Vue CLIがわかる！使える！TDDでつくるアプリ開発入門 窓川 ほしき 2020 9784844378532 ¥5,280 ¥10,560 -

AWS音声活用術！Amazon Connect実践入門 Bladean Mericle 2020 9784844378655 ¥6,600 ¥13,200 -

kubectl完全逆引きリファレンス 太田 佳敬 2020 9784844378709 ¥6,600 ¥13,200 -

実践Opal 大崎 瑶 2020 9784844378822 ¥5,940 ¥11,880 -

技術の泉 シ リ ー ズ
（NextPublishing）
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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

速習Azure Administrator 土田 晃令 2020 9784844378785 ¥5,940 ¥11,880 -

JavaScriptCoreで遊ぼう 熊谷 友宏 2020 9784844378839 ¥6,600 ¥13,200 -

Vimが好きになる本 ゴリラ 2020 9784844378792 ¥6,600 ¥13,200 -

GitHub Actions 実践入門 宮田 淳平 2020 9784844378716 ¥6,600 ¥13,200 -

レベルアップNode.js 佐々木 勝広 2020 9784844378587 ¥6,600 ¥13,200 -

KnativeとIngress Gateway 杉田 寿憲 2020 9784844378723 ¥6,600 ¥13,200 -

初心者でも大丈夫!!IonicとFirebaseでゼロからはじめるアプリ開発 柳原 新 2019 9784844398707 ¥5,280 ¥10,560 1030360998 

Netlifyで始めるサーバーレス開発 竹本 雄貴 2019 9784844398738 ¥5,280 ¥10,560 1030361001 

Chrome Developer Tools入門 渋田 美里 2019 9784844398882 ¥5,280 ¥10,560 1030361003 

How to Develop Flutter Apps 南里 勇気 2019 9784844396888 ¥5,940 ¥11,880 -

Firebaseによるサーバーレスシングルページアプリケーション 小島 佑一 2019 9784844398998 ¥5,280 ¥10,560 1030682597 

技術の泉 シ リ ー ズ
（NextPublishing）
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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

後悔しないためのVueコンポーネント設計 中島 直博 2019 9784844398691 ¥5,280 ¥10,560 1030682603 

実践Helm
―自作アプリをKubernetesクラスタに簡単デプロイ!―

磯 賢大 2019 9784844378051 ¥6,600 ¥13,200 1030682608 

Elasticsearch next step 樋口 慎 2019 9784844398981 ¥5,280 ¥10,560 1030682598 

ゼロから始めるNetlify 渡邊 達明 2019 9784844396895 ¥5,280 ¥10,560 1031339003 

ほぼPythonだけでサーバーレスアプリをつくろう 長谷場 潤也 2019 9784844398974 ¥5,940 ¥11,880 1031339010 

PHPでもサーバーレス!AWS Lambda Custom Runtime入門 木村 俊彦 2019 9784844378068 ¥5,280 ¥10,560 1031338978 

実践Terraform AWSにおけるシステム設計とベストプラクティス 野村 友規 2019 9784844378136 ¥7,260 ¥14,520 1031338982 

雰囲気で使わずきちんと理解する!整理してOAuth2.0を使う
ためのチュートリアルガイド

Auth屋 2019 9784844378181 ¥5,280 ¥10,560 1031338986 

0から始める!簡単!FreeNAS構築チュートリアル! 仲亀 拓馬 2019 9784844398288 ¥5,280 ¥10,560 1031339006 

Try PWA 渋田 達也 2019 9784844396963 ¥5,280 ¥10,560 1031339005 

迷わない!困らない!レガシーフロントエンド安全改善ガイド 麦島 一 2019 9784844378075 ¥5,280 ¥10,560 1031338979 

技術の泉 シ リ ー ズ
（NextPublishing）
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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

やさしく学べるWeb Components 大木 尊紀 2019 9784844378419 ¥5,280 ¥10,560 1031339001 

Elastic Stackで作るBI環境 Ver.7.4対応改訂版 石井 葵 2019 9784844378341 ¥5,280 ¥10,560 1031338998 

NuxtとGoではじめるWebアプリ開発 寺田 晃大 2019 9784844378396 ¥5,280 ¥10,560 1031339000 

入門!実践!サーバーサイドKotlin 横山 恭大 2019 9784844378426 ¥5,280 ¥10,560 1031339002 

Vue.jsとFirebaseで作るミニWebサービス 改訂新版 渡邉 達明 2018 9784844398615 ¥5,280 ¥10,560 1028860016 

ネコミミでもわかるフロントエンド開発環境構築 汐瀬 なぎ 2018 9784844398592 ¥4,620 ¥9,240 1028860014 

テスト駆動で作る!初めてのAzureアプリ 窓川 ほしき 2018 9784844398554 ¥5,280 ¥10,560 1030447015 

サーバーレスでお手軽自動化!Google Apps Script活用入門
2018年最新改訂版

中山 貴幸 2018 9784844398561 ¥5,280 ¥10,560 1030447019 

Flutter×Firebaseで始めるモバイルアプリ開発 下畑 翔 2018 9784844398783 ¥5,280 ¥10,560 1030447020 

GoとSAMで学ぶAWS Lambda 杉田 寿憲 2018 9784844398813 ¥5,280 ¥10,560 1031339008 

比較して学ぶRxSwift入門 高橋 凌 2018 9784844398790 ¥5,280 ¥10,560 1030447024 

技術の泉 シ リ ー ズ
（NextPublishing）


