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【別紙】インプレス コンテンツ一覧 

タイトル名 ジャンル 雑誌概要 

活動量計＆アクティビ

ティトラッカー 完全ガ

イド 

家電・デジタル・AV 

「ちょっと太ってきたかも」「ダイエットしたい！」など、

自分のカラダを変えたいと思っている人にピッタリな

のが、スマートフォンやパソコンなどと連携して利用

できる「アクティビティトラッカー」（活動量計）です。ア

クティビティトラッカーを使えば、1 日の活動量がモニ

タリングされ数値化。日頃の運動量や睡眠の状態な

どがすぐにわかり、カラダの改善へと導きます。本誌

ではそんなアクティビティトラッカーを徹底解説！本

誌を読めば、アクティビティトラッカーの特徴やイチ押

しモデル、活用のポイントがすべてわかります。 

知らなくても困らない

けど iPhone がもっと

もっと使いやすくなる 

特選テ ク ニ ッ ク 本 

iPhone 6/6 Plus/5s対

応 

家電・デジタル・AV 

iPhone を購入し、操作にも慣れたユーザーに、普段

の操作が極快になるテクニックを数多く解説。

iPhone は普通に使えていても、本書を読めば、ちょ

っとした工夫や設定がわかり、ますます iPhoneが手

放せなくなります。たとえば、新しい iPhoneに機種変

しても、バッテリーのもちは気になるもの。節電に関

するテクもバッチリ紹介しています。ウェブやマップな

ど普段からよく使うアプリの使いこなし、写真をより美

しく暗いところでもきれいに撮る方法、Siriの楽しい使

い方、iCloudを使ったマルチデバイス連携、Officeフ

ァイルも表示くずれなく使う方法など、すべての

iPhone ユーザーにおすすめの特選テクニックが満

載です！ 

世界一やさしいウィン

ドウズ 8.1 
家電・デジタル・AV 

「世界一やさしい」お得なパソコン入門ムックが新登

場！大きな文字と大きな画面で、ウィンドウズ 8.1 で

大きく変わった 2 つの画面やタッチ操作をはじめ、イ

ンターネットやメール、写真整理、デスクトップの設定

などひととおりの操作をやさしく解説します。特別付

録として、キーボードが苦手な方も安心な「かんた

ん！ キーボード活用ブック」の小冊子を付属。ホー

ムポジションやローマ字 50音入力表など、手元に置

いておくと便利な内容が集められています。この春に

新しいパソコンを買った、買い替えた方にぴったりの

1冊です。 

世界一やさしいエクセ

ル 2013 
家電・デジタル・AV 

「世界一やさしい」お得なパソコン入門ムックが新登

場！大きな文字と大きな画面で、エクセルを基本か

ら解説します。エクセルはとても多機能なソフトで、仕

事だけでなくいろいろなところで使われています。本

誌では「表を作る」「売り上げを計算してグラフを作

る」「データベースを操作する」という 3つの実践的な

サンプルを通じて、エクセルの基本操作をバランス

良く身につけられます。特別付録として、「よく使う関

数ミニ辞典」の小冊子を付属。エクセルを一から始め

たい方におすすめの 1冊です。 

 

 

 



 

Press Release 
 

 

世界一やさしいワード 

2013 
家電・デジタル・AV 

「急に人に見せる文書を作らなければならなくなっ

た」という方に。「世界一やさしい」お得なパソコン入

門ムックが新登場！ 大きな文字と大きな画面で、ワ

ードの文書作成を一から解説します。ワードは、段落

や箇条書きなど独特のルールがあります。本誌で

は、「シンプルな案内状」「カラフルな写真入りの

POP」「罫線入りのビジネス文書」の 3 つのサンプル

を通じて、ワードの基本操作を手軽にマスターできま

す。特別付録として、「もっと快適に！ 文字入力便利

ブック」の小冊子を付属。特殊な入力や効率の良い

変換方法など、切り離して手元に置いておけます。 

達人が教えるワザとア

プリ満載！iPad 自由

自在 

家電・デジタル・AV 

ビジネスにも、SNSや音楽、ナビにも、すべて iPad1

台で OK！せっかく手に入れた iPad、これから手に

入れようとしている iPad、今ひとつ使い方がはっきり

していない人もいるのでは!?iPadの使い方は千差万

別！本誌は、バリバリ使っている iPad の達人たちを

数多く取材。使い方のヒントもアプリ紹介も満載で

す！ 

iPhone ユーザーのた

めの Mac はじめてガ

イド OS X Yosemite

＆iOS8 対応 

家電・デジタル・AV 

あなたが iPhone ユーザーでパソコンの購入を考え

ているなら、なんといってもMacがおすすめです。ま

ず、iPhone と Mac は画面と標準アプリアイコンのデ

ザイン・操作感が同じなので、違和感なく使いこなせ

ます。さらに、iPhone の最新 OS（iOS 8）と Mac の

最新OS（OS X Yosemite）の連係で、カレンダー、メ

モ、マップなどの共有ができたり、iPhone を経由で

Macから電話をかけられたり、iPhoneでの作業を自

動的に Mac に引き継げたりもできます。これ以外に

も、Mac の基本操作からインターネット、メール、写

真、音楽、動画の利用法まで、わかりやすく解説して

います。 

ドローン空撮入門 家電・デジタル・AV 

話題の「ドローン」といわれるマルチコプターは、これ

まで撮影できなかった場所や高さから、動画や写真

撮影を楽しめるホビーグッズ。大空に飛ばす楽しさに

プラス、「絶景写真」が自分の手で撮影できる！ 本

誌はこの「ドローン」の基本知識や選び方、ルールや

マナー、飛ばし方に加え、空撮方法を丁寧に解説。

DJI 社の最新ドローン「Phantom 3」を使い、動画や

写真を撮影する方法が初心者でもわかるように解

説！「安全に」飛行させるための基本操作は、DVD

ビデオでも解説。今からドローンをはじめる入門者必

読の 1冊。 

世界一やさしいフェイ

スブック 
家電・デジタル・AV 

フェイスブックを使えば家族や友達など、大事な人と

もっと深くつながれます。でも、気にはなるけど難し

そう、少し怖いと感じている人も多いと思います。「実

名で登録して個人情報は大丈夫？」「知らない人から

連絡がきたりしない？」「苦手な人とはつながりたくな

い」 本誌は、そんな不安や心配を解決して、安心し

てフェイスブックをはじめられる世界一やさしいフェイ

スブック入門書です。 
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世界一やさしい LINE 家電・デジタル・AV 

LINE をはじめてみたいけれど、少し怖い。そう思って

いませんか？本誌は、そんな方のための「世界一や

さしい」LINE 入門書です。つながりたくない人を友だ

ちに追加しない安心設定、ちょっとした「スタンプ」の

使い方のコツなど、これからはじめる方が気になるこ

とをていねいに解説しています。 

絶対に失敗しない 

Windows 10 無料アッ

プグレード 

家電・デジタル・AV 

2015年 7月 29日から、Windows 7/8.1ユーザー向

けに無料アップグレードが始まったWindows 10。「予

約したのにアップグレードが始まらない」、「アップグレ

ードしたら周辺機器が使えなくなった」といったトラブ

ルに見舞われないためには、予備知識と下準備が大

切だ。本書では、Windows 7/8.1の環境別アップグレ

ード手順を詳しく紹介するとともに、予約なしで今すぐ

アップグレードする方法やクリーンインストールの手

順なども解説する。※本書は 2015年 7月 29日の正

式リリース後の環境で検証しています。 

世界一やさしいウィン

ドウズ 10  
家電・デジタル・AV 

「世界一やさしい」Windows 10 入門ムックが新登

場！ 大きな文字と大きな画面で、ウィンドウズ 10の

基本を解説します。切り離して使える小冊子「かんた

ん！ ウィンドウズ 10 無料アップグレードガイド」も

付属。Windows 10 の基本操作を身につけたい方だ

けでなく、新機能をさっと知りたい方にもぴったりな 1

冊です。 

い ま す ぐ わ か る 

iPhone iPhone 6s/6s 

Plus対応 

家電・デジタル・AV 新"触"感！3D Touch 搭載の新 iPhone 詳報！最速

iOS 9 完璧ガイド登場！「唯一変わったのは、そのす

べて。」と発表されたキャッチブレーズも嘘じゃない！

二段階の強さで押すと動作するディスプレイは、

iPhone が常にスマホの新しい時代を作っていること

の何よりの証拠。本誌は、その iPhone 6s/6s Plusに

搭載される iOS 9の押さえておきたい初期設定から、

リニューアルされた標準アプリ、LINE や Facebook、

Instragram などのおすすめアプリの紹介、さらに、

iPhone がさらに便利になる快適操作やトラブルシュ

ーティングまで丁寧に解説！ 

あなたと家族のスマホ

代がサクッと半額以下

になる本 

家電・デジタル・AV スマホの料金は高いとは思いませんか？ この本は

そんなあなたのスマホをどうしたら安くできるのかを

まとめた本です。スマホはどういった流れで乗り換え

ればよいのか、メールのデータはどう保存しておけば

よいのか、友人や知人へのお知らせはどう書けばよ

いのかなど、実用的にまとめています。安くする方法

はいくつかコースを設定し、まねをしやすいものにし

ました。あなたのスマホはきっと安くなります。この本

でスマホを乗り換えてみましょう。 
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世 界 一 や さ し い 

iPhone 6s＆6s Plus 

家電・デジタル・AV 「iPhoneは自分には難しそう」と思っていませんか？

本誌は、はじめて iPhone を使う方に向けてタッチ操

作の基本からやさしく解説しています。電話やメール

といった基本機能はもちろん、高画質なカメラや目的

地まで案内してくれるマップ、予定を入れたら知らせ

てくれるカレンダーなど、iPhoneならではの使い方も

満載！ とじ込み付録に「iPhone 超カメラ活用講座」

を収録。困ったときのQ＆Aもあるので、いざというと

きも安心。はじめての iPhone が少し不安という方に

おすすめの 1冊です。 

PC 自作・チューンナッ

プ虎の巻 二〇一六 

家電・デジタル・AV 最新 PC 自作のすべてを結集した 1 冊、堂々完成。

質・量ともに他を圧倒する 500ページ超の大ボリュー

ムでおとどけ！■最新 CPU“Skylake”と Windows 

10 で激変した PC 自作を完全解説■最新製品情報

とベンチマーク■静音、冷却、小型自作などのノウハ

ウ■懇切丁寧な自作入門■Windows 10と自作■自

作資料集など大量収録 

"iPhone きほんと使い

か た  iPhone 6s/6s 

Plus対応" 

家電・デジタル・AV iPhone 6s/6s Plusに対応！ 電話やメールはもとよ

り、ホーム画面や文字入力、ブラウザー、写真、マッ

プや音楽など標準アプリの使い方から、アプリダウン

ロードや、Wi-Fiの設定方法、指紋認証の設定方法、

データのバックアップ方法など、知っておくと役立つ

iPhoneの使い方までをわかりやすく解説。また、

LINEや Instagramをはじめ、今っぽい SNSの使い

かたや、iPhoneでちょっと差のつく写真テクも伝授

♪ 巻末には人気が高いアプリもまとめて紹介！本

誌で iPhoneが堪能できる！ 

自作 PCパーツパーフ

ェクトカタログ 2016 

家電・デジタル・AV PC自作専門誌「DOS/V POWER REPORT」が贈

る、PC自作ファンのための PCパーツ“専門”の超

特大カタログが今年も登場！ 現在市場に流通する

20ジャンルの PCパーツの情報を 300ページに凝

縮。網羅的な製品カタログに加え、本誌おなじみの

執筆陣による最新トレンド分析、2015年を語るうえ

で欠かせない製品のレビューも一挙掲載。これから

PC自作に挑戦してみようという初心者の方に役立

てていただきたい、最新パーツ＆最新OSによる最

新 PC自作の手順解説もお届け。Windows 10、そし

て Skylake時代の PC自作の今が見える!! 

今日からすぐに使え

る！ Surface Book & 

Pro 4 スタートガイド 

家電・デジタル・AV 「究極」とうたわれる Surface Bookが、いよいよ国内

で発売！Surface Book と Surface Pro 4の魅力を

最大限に引き出すスタートガイド。普通のパソコンと

して使うだけじゃもったいない！使い方に合わせたカ

スタマイズ設定やビジネスシーンでのタッチ活用、エ

ンタメの満喫やクリエイティブな作品作りまで、

Surfaceならではの活用法が満載です。新しく

Surface Bookまたは Pro 4に乗り換えたという方に

ぴったりの 1冊。 
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キヤノン EOS M3 完

全ガイド 

家電・デジタル・AV 本ムックの前半はおもに EOS M3の製品特徴、メニ

ュー内容、トピックとなる新機能などを紹介。EOS M3

の操作方法や写真の撮り方について解説する。中盤

以降は EOS M3を使った実践的な撮り方について紹

介。被写体別テクニックでは、「旅スナップ」「自然風

景」「ポートレート」「夜景」「街スナップ」を披露。プロカ

メラマンの必殺技を学ぶ。また、「EOS M3活用講座」

パートでは、屋外に持ち出したときに出合う、さまざま

な被写体をどんな機能を使って撮影していくのかに注

目する。 

LINE のきほんと使い

かた 

家電・デジタル・AV 周りの人が使いはじめ、自分もいよいよ LINEを使わ

ないといけない雰囲気になってきた人におすすめ！ 

なんとなく不安に感じている個人情報などのセキュリ

ティ面や、自動的にスマホの電話帳が使われている

のでは？ など、使いはじめ、使い込んでいく中での

素朴な疑問、困った！が解消できます。LINEのいち

ばんの醍醐味であるトークやグループ、タイムライン

機能をはじめ、便利で楽しいスタンプについても丁寧

に解説。自撮り写真をもっとステキにする撮影・加工

方法など、LINEを安心して楽しめる方法が満載で

す！ 

 


