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ラトルズ
好評配信タイトル
同時1アクセス(本体)

いきなりPDF速攻マニュアル
著編者名

阿部 信行

¥3,795

同時3アクセス(本体)

¥5,692

冊子版ISBN

9784899774747

発行年

2018

商品コード

1027173796

企業・法人ユーザをターゲットに14年連続No.1の「いきなりPDFシリーズ」。PDFの生成をはじめ、ページの統合、分割、入れ替え、追加・削除から、注釈、しおり(目次)、
スタンプ刻印、パスワード設定などなど、ひととおりの基本機能が用意されている。さらに3〜4万円台のAdobe Acrobatに対し、同等機能を持つ「COMPLETE Edition」
が7,000円以下と驚異のコストパフォーマンスを誇る!本書は企業の各部署のスタッフなど一般ユーザ向けに、普段よく使う機能について、わかりやすくチュートリアル方
式で解説。本書を片手にすれば「いきなりPDF」をストレスフリーで、より快適に使うことができます。

C++でつくるUnreal Engineアプリ開発for
Windows & macOS ―初歩からプラグイン開発まで―
著編者名

鈴木 晃

同時1アクセス(本体)

¥6,875

同時3アクセス(本体)

¥10,312

冊子版ISBN
発行年

9784899774754
2018

商品コード

1027212501

Unreal EngineのC++は標準のC++から独自に拡張されているため、前提知識のないC++プログラマにはハードルが高いのも事実です。Unreal Engine独自に拡張され
たC++については、公式ドキュメント、Wiki、掲示板、あるいはソースコードなどから情報を得ることで習得できます。しかし、必要な情報があまりにも分散してしまってい
ます。そのためUnreal Engine C++初心者にとってはどこから手を付けていいのかわからない。それが今の状況だと思います。本書はそのようなUnreal Engine C++初
心者や挫折してしまった方に、Unreal Engine C++の最低限の知識を身につけてもらうことを目的に書かれています。

Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテー
ションテクニック
著編者名

長沢 智治

同時1アクセス(本体)

¥6,820

同時3アクセス(本体)

¥10,230

冊子版ISBN

9784899774730

発行年

2018

商品コード

1027327749

本書はスティーブ・ジョブスも愛用した定番プレゼンテーション・ソフトKeynoteの詳細な解説書であるとともに、11年の間、年間100を超えるプレゼンをし続けてきた著者
による、実経験に基づいたプレゼン・ノウハウの指南書でもあります。Keynoteは単なるプレゼン用のスライドを作るだけのソフトではなく、プレゼンする内容の考えをま
とめ、構成を練り、伝えたい人に的確にメッセージを届けるためのツールです。プレゼンの経験が浅い人から、自分のプレゼンを少し見直したいと考えている中級者ま
でを対象とした本書で、プレゼンの作法や心構えと、優れた表現力を持つKeynoteの使いこなし方の両方を同時に学ぶことができます。特典:本書購読者は、本書には
収録しきれなかったKeynoteをより便利に、深く活用するためのテクニックを満載したPDFをラトルズの専用サイトからダウンロードして読むことができます。

作りながら楽しく覚えるPremiere Pro

同時1アクセス(本体)

¥6,820

―映像にテキストを乗せたり、テキストクリップでテロッ
プを作成―

同時3アクセス(本体)

¥10,230

著編者名

小池 拓

冊子版ISBN
発行年

9784899774785
2018

商品コード

1027849826

Adobeの動画編集ソフトPremiere Proをはじめて使う人や、まだ操作になれていない人に向けた解説書です。 Premiere Proはハリウッドなど映画の編集などにも使わ
れる高度な機能を持ったソフトですが、そのため初心者にとってはハードルが高く感じられることも多いと思われます。本書は、デジタルカメラなどで撮影した動画を
Premiere Proに取り込むところから、動画から必要な部分を切り出す方法、音の扱い方、動画の速度を変える方法、動画にエフェクトを加える方法動画の中に動画を
映し出す方法、タイトルなど文字の乗せ方、カラーバランスのとり方、そして最終的に1本の作品としてムービーファイルとして書き出す方法まで、動画編集のワークフ
ローをはじめてPremiere Proを使う人でも困らないように、やさしく解説した書籍です。

同時1アクセス(本体)

Thinkfree office NEO 実践入門
著編者名

¥5,500

同時3アクセス(本体)

¥8,250

冊子版ISBN

9784899774778

発行年

2018

商品コード

1028304198

本書は、ソースネクストの『Thinkfree office NEO 』を構成する、『Cell 』『Word 』『Show 』それぞれの操作方法を解説したガイドブックです。ビジ
ネスで利用できる表やドキュメント、プレゼンテーションが作れるように、基本操作をしっかりと解説しました。本書を利用すれば、どのような表、
ドキュメント、プレゼンテーションでも作れるようになるというわけではありません。しかし、どのようなものでも作れるようになる「基本」がマス
ターできます。

iMovieレッスンノート ―for
Mac/iPad/iPhone―
著編者名

阿部 信行

同時1アクセス(本体)

¥5,087

同時3アクセス(本体)

¥7,631

冊子版ISBN

9784899774792

発行年

2018

商品コード

1028304199

「iLife本では物足りない」「iMovieに絞り込んだ本がほしい」というMac / iPhoneユーザーの声に応えて、iMovieにフォーカスした本をつくりました。
入門者から初中級者まで、幅広いレベルの読者の方に、きっと満足していただける充実の一冊です。もちろん、iPhoneのハウツーも掲載。
iPhoneで撮影した動画をiPhoneで編集したり、Macで完成度を高めたりすることも可能です。レッスン用素材もご用意。さらに完成したサンプル
をYoutubeで見ることもできます。

● 表示価格は税抜きです。 ※本カタログに記載の価格は、2018年11月からの適用価格となります。
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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

好評配信タイトル
12歳からはじめるゼロからのPython
(パイソン) ゲームプログラミング教室
著編者名

大槻 有一郎

同時1アクセス(本体)

¥6,050

同時3アクセス(本体)

¥9,075

冊子版ISBN
発行年

9784899774631
2017

商品コード

1025637506

ミニゲームを作りながら、人工知能で話題のPython を楽しく覚えよう!!プログラミング言語Pythonは、最新コンピューター技術
の研究室で使われていて人気が高く、しかも覚えやすくて書きやすいと評判なので、「これからプログラミング言語を1つ覚え
るならコレでしょ!」と大人気のプログラミング言語です。この本では、簡単なミニゲームを作りながらPythonを楽しく勉強できま
す。

Rhinocerosで学ぶ建築モデリング入門

同時1アクセス(本体)

¥9,900

同時3アクセス(本体)

¥14,850

冊子版ISBN
著編者名

中島 淳雄

発行年

9784899774655
2017

商品コード

1025637507

ちかごろ、世界中の建築家や学生の多くが、「サイ」、つまり「Rhinoceros」(3次元CAD)、「バッタ」、サイの上で走る「Grasshopper」(ビジュアルプログラミング言語)を使ってデザインをす
る。Rhinocerosは、もともと工業製品のデザインのために開発された3次元モデラーだったため、建築の世界ではさほど使われてこなかった。しかし、2007年にGrasshopperがリリース
された。 数値を変えるだけで、一度つくった形状を多様に変化させることができるため、デザインの方法を変えてしまった。Rhinoceros+Grasshopperは、画期的な建築デザインツー
ルとして多くの若い建築家の心をとらえ、またたく間に世界中に広がっていったのだ。いっぽう日本では、バッタは使えても、肝心のサイが苦手で…というユーザーが、今でも少なくな
い。そこで本書では、実在する建物を教材に、サイによる、すぐに使える建築モデリングの手法を解説。日建設計DDLら、サイ(Rhinoceros)のパワー・ユーザーが書き下ろした建築設
計のための渾身の一冊!

達人と作るアナログシンセサイザー自作
入門 2017 ―世界で一台のオリジナル・アナロ
グシンセを作る―改訂版
著編者名

同時1アクセス(本体)

¥7,370

同時3アクセス(本体)

¥11,055

冊子版ISBN
岩上 直樹

発行年

9784899774693
2017

商品コード

1027173792

ソフトシンセではなく、“ 本物" のアナログシンセを作ろう! 「どう作る?」「どう使う?」「なぜ動く?」の3 つの疑問に答えながらア
ナログシンセの作り方をイチから伝授します。 必要なのは安価なパーツと好奇心だけ! * 本書は2011 年2 月に刊行した
「 達人と作るアナログシンセサイザー自作入門」ISBN:978-4-89977-282-8の改訂版です。

After EffectsユーザーのためのCINEMA
4D Lite入門
著編者名

大河原 浩一

同時1アクセス(本体)

¥7,700

同時3アクセス(本体)

¥11,550

冊子版ISBN
発行年

9784899774686
2017

商品コード

1027173793

After Effects には、3DCG 制作の統合ツールであるCinema4D の簡易版「Cinema4D Lite」が付属しています。簡易版ではありますが、3DCG によるテキストアニメー
ションや簡単な3DCG オブジェクトを使ったモーショングラフィックスなど、応用できる範囲は広範囲に及びます。しかし、After Effects ユーザーの中には、3DCG は
ちょっと苦手なのでCimema4D の機能はこれまで使ってなかったと言う人も多数います。本書はそのような3DCG に不慣れな人でもCinema4D を使った3DCG アニメー
ションが作れるように、基本的な考え方や操作を紹介します。また、幾つかの作例を通して、実際にCinema4D Lite で作成したシーンをAfter Effects でどのように利用
するのかも紹介していきます。

12歳からはじめるJavaScriptとウェブ
アプリ
著編者名

TENTO

同時1アクセス(本体)

¥7,095

同時3アクセス(本体)

¥10,642

冊子版ISBN
発行年

9784899774716
2017

商品コード

1027173794

日本ではじめての子どものためのIT/ プログラミングスクール「TENTO」が、実際に小学生・中学生に「楽しいウェブページつくりかた」を伝えて
きた経験を元に、Javascript を学ぶ際、どこでつまずき、どこが分かりにくいのかというポイントを分析し、どのように学べば楽しく確実に覚えら
れるのというノウハウをまとめた、「世界でいちばんわかりやすいウェブプログラミング書」です。はじめてプログラミング言語にふれる小中学生
はもちろん いままでのウェブ・プログラミング参考書で挫折した大人も安心してJavascript を身につけることができます。

モトローラ6800(ろくはちまるまる)伝説

同時1アクセス(本体)

¥5,500

―世界で2番めのマイクロプロセッサを動かして
みた!―

同時3アクセス(本体)

¥8,250

著編者名

鈴木 哲哉

冊子版ISBN
発行年

9784899774723
2017

商品コード

1027173795

世界で2 番めのマイクロプロセッサとして登場したモトローラ6800。先行したインテルの 8080 に「内容で勝って試合に負けた」といわれるもの
の、果たして実態はどうだったのでしょうか。往年の技術者が苦心惨憺した外付け回路も、現在のマイ コンやプログラマブルロジックを利用し
て簡素に組み立てることができます。その製作過程を通じ、6800 の赤裸々な姿と語り継がれるエピソードの真実に迫ります。

● 表示価格は税抜きです。 ※本カタログに記載の価格は、2018年11月からの適用価格となります。

2018年10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）

