








いろいろな企業を回っていると「それまだ手書きなんですね」「それ、もっと簡単にで
きる方法が……」と、思わず言ってしまいたくなります。そう、本書で紹介している
FileMakerを使えば、手書きで行っている業務処理や日々のルーチンワークを電子
化、自動化して「簡単に」することができるのです。しかもワープロのように簡単に
レイアウトができ、ブロックを組み立てるように自動化のスクリプトを組むことができ
ます。入門のハードルは低く、できることは非常に広範囲。業務ワークフローの中に
FileMakerを取り込んで、日々の仕事をもっと楽にしてみましょう！

矢橋司

住所録や台帳などPCを使ってデータを管理する際、最も利用されているのがエクセ
ルなどの表計算ソフトです。購入したPCにバンドルされていたので使っている…など
愛用者も多い表計算ソフトですが、本格的にデータ管理をするならデータベースソフ
トの方が最適です。ところが残念ながら、データベースソフトは表計算ソフトほどポ
ピュラーではありません。本書は、データベースソフトの定番「FileMaker Pro」を
使ってデータ管理を行うためのいわば入門書に相当するものです。単に使い方を説
明したリファレンス的な内容ではなく、表計算ソフトのエクセルを利用している人が
FileMaker Pro に移行することを目的として作られています。ぜひ本書を使って、表
計算ソフトからデータベースソフトへのステップアップに挑戦してください。

松山茂
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データベース
ソフトの概念

表計算ソフト
との違い

操作の
ポイント

　日々の仕事の中で出てきたデータを、あなたはどのよ
うにして残しているでしょうか。例えば取引先のリストは
表計算ソフトに記入して記録しているかもしれません。
日々の営業日報はテキストデータにして別々のファイル
で保存していたり、納品した会社への売上記録は売り
上げ管理ソフトを使ったり、手書き納品書という紙ベー
スのものを使っているところもあります。
　しかしそれぞれのデータを別の方法で保存している
と、いざ必要なデータを探しだそうとして苦労したこと
がありませんか？ ○月×日のA社の売上伝票と営業記録

を参照したいとき、売上伝票をめくったりPCのファイル
を検索したりして、見つけ出すのに時間がかかっていま
せんか？ 取引先も営業日報も売上データもひとつのフ
ァイルでまとめて検索できたら。取引先のデータから日
報も売上データも同時に参照できればいいのに……そ
んなことを実現するのがデータベースソフトの役割で
す。いくつかの関連情報をひとつのソフトにまとめるこ
とでデータを集約でき、検索で素早く表示したり、並べ
かえて見やすくすることができるようになります。

記録して残しておきたいデータをひとつにまとめて整理し、必要なとき
は簡単に取り出して閲覧、利用できるのがデータベースソフトの基本的
な機能です。

データベースソフトとは？

●データベースソフト

データベースを
使っていないと…

データベースを
使えば！

目的のデータを探すのに一苦労。残業も増えて大変。 データベースを使えばいくつもの関連データをひとつにまと
めて管理し、検索できます。
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Sec 01●表計算ソフトとデータベースソフトの違い

表計算ソフト

データベースソフト

　一般的に業務で使われることが多いのは表計算ソフ
トでしょうか。表計算ソフトの基本はセル上に入力された
数値を使った計算、分析ですが、セルを使って各項目を
並べて1行1データで管理し、必要なときには検索して
絞り込みができるデータベースのような機能を持ってい
ます。しかし複数のデータを関連付けて参照して利用す
るときは、ファイルの位置やセルの位置がずれたりする
と動かなくなるなど苦手な部分があります。また日本の
企業ではよくあるExcelを方眼紙のように使って印刷フ
ォームを作る「Excel方眼」と呼ばれるファイルは、1
シートに1データになり検索性も表形式への変換性も悪
く、データを活用したいときには最も避けるべき利用方

法です。
　データベースソフトも同じように入力された数値を使
って計算、分析を行いますが、データの整理や並び換え
が主な機能です。データベースではどのような表示形
式であっても1データ1行であり、フォーム形式のデータ
が100あれば表計算でいうところの100行分のデータ
として検索が容易です。また複数データ、複数ファイル
の関連付けが可能で、必要なデータを他のファイルから
持ってきて扱うことができます。フォーム形式では印刷
イメージそのままにレイアウトを作ることができるので、
紙ベースで業務を行っている会社がPCに移行するとき
にもイメージ通りのものを利用することができます。

●表形式で一覧になっているファイルであれば1行1デ
　ータで見やすく、データ分析ができます。
●取引先などひとつの内容のデータをまとめるのには
　便利ですが、取引先の売上など他のデータと関連付
　けするのが苦手です。

●Excelと同じような表形式のデータを取り扱うこと　
ができ、検索、並び換え機能が優れています。
●取引先の色々なデータを関連付けて表示して利用で
　きるため、まとめてデータ管理が可能です。

● 俗に「Excel方眼」と呼ばれる形式のファイルは1
データ1シートで検索性が低く、絞り込みも難しくなり
ます。

●あとから一覧にまとめたりする場合の変換効率も悪
　く、最近では使われなくなりつつあります。

●表形式のデータをフォーム形式にレイアウトし直すこ
　とができるので、検索性はそのままに見やすいレイア
　ウトで利用できます。
●レイアウトはセルなどの制約を受けないため、ワープ
　ロのように自由に配置できます。
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FileMakerとは？
FileMakerは個人や中小企業、大企業の一部署などさまざまな環境で
利用できるデータベースソフトです。Windows、Macだけでなく
iPhone、iPadでも使用可能です。

FileMaker
とは

FileMakerの特徴
　FileMaker社はアップルの100％子会社で、現在は
データベースソフト「FileMaker Pro」シリーズのみを
作っています。FileMaker Proの歴史は古く、現在の
バージョンは「13」。かつてはパーソナルデータベース
と言われたFileMaker Proも、今は中小零細企業など
スモールビジネスや、大企業の一部署が簡単に扱うこと
ができない基幹システムのデータベースの代わりに、自
分たちで使うツールとして活用される場面が増えてきま
した。
　FileMaker Proの最大の特徴は扱いやすいことでし
ょう。データベースソフトというと、最初の設計が難しい
とか後から機能を追加しようとすると面倒など、扱いが
難しいという印象があります。しかしFileMaker Proな
ら基本的なテクニックを覚えてしまえば、ワープロを使う

感覚でデータベースを作ることができ、しかもあとから
どんどん機能を拡張していくことが可能です。例えば普
段使っているExcelデータや手書き伝票を見たままの状
態でFileMaker Proに置き換えていき、さらにそれらを
連携させてシステムをグレードアップしていくことができ
ます。
　また大企業では基幹システムにOracleやSQLなど
大きなデータベースが入っているのが普通ですが、これ
らのデータベースは項目をひとつ追加したり、フォーム
を修正したりするたびに追加予算が必要になります。
FileMaker Proはこれらの基幹データベースのデータ
を自分のデータベースソースとして直接扱うことができ
ます。基幹システムの取引先一覧データを使って部署の
営業資料などをまとめたりという使い方が可能です。

基幹系システム FileMaker

全社内で利用するメインデータベース
○  顧客管理、販売管理、請求など重要な情報を扱え
る強固なシステム

×手軽にデータ修正などができない
×データベースの作成、修正には経費がかかる

【運用先】
ある程度規模の大きな会社のメインシステム

個人でも作れるデータベース
○  個人で作成、修正が可能
○  あとから機能を追加できる
○  基幹系システムと同じような運用も可能
○  社内の一部署で作ったDBに、基幹系DBのデー
タを組み込んで利用できる

【運用先】
中小零細企業で使うシステム
基幹システムを補助するサブシステム
営業・事務ツールを作るためのソフトウェア

FileMakerの
種類



011

FileM
aker

と
は
？

Sec 02

FileMakerの種類
　FileMakerの現在のバージョンは「13」で、Windows
では7以降、OS Xでは10.7以降のOSで動作可能で
す。データベース作成、使用環境としてFileMaker 

Pro、FileMaker Pro Advancedがあり、iOS用にも
FileMaker Goがあります。さらにネットワークで使用す
るためのサーバとしてFileMaker Serverがあります。

複数購入はボリュームライセンスで
社内でネットワークを使ってデータベースに同時アクセスするなら
FileMaker ServerとFileMaker Proの購入が基本ですが、この購入
方法ならFileMaker社のサイトからボリュームライセンスの購入が便利
です。年契約の年間ライセンスもあり、こちらは価格も抑えられてお得
です。

知っておこう

FileMaker Pro 13 FileMaker Pro 
Advanced 13 FileMaker Go 13 FileMaker

Server 13

価格（税別） 38,000 円 63,000 円

無料 99,000 円バージョン
アップ価格
（税別）

22,800 円 37,800 円

ハードウェア
（Windows）

CPU :1GHz 以上　　　
RAM :1GB（推奨 2GB） ― CPU : Dual Core

（推奨 4-Core）
RAM : 4GB
（推奨 8GB）
HDD : 80GB以上

ハードウェア
（Mac）

CPU :  64ビット Intelプロセッサを搭載したMac
RAM : 2GB（推奨 4GB） ―

システム条件 Windows 7以上　　
Mac OS X 10.7以上 iOS 6 以上

Windows 7
Professional SP1

以上
Mac OS X 10.8以上

互換性 FileMaker 12 以上

ネットワーク
利用

FileMaker Pro をホストにして
同時に5台までアクセスが可能

FileMaker Server
へのアクセスが可能・
同時接続にはアカウン
トが必要

FileMaker Pro/Go
からのアクセスは無制
限。FileMaker Web 
Directからは50台ま
で

注意事項 ― ― FileMaker Server
が必須 ―

https://store.filemaker.com/JP/JPN/LIC/
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FileMakerを使うべき理由
なぜ表計算ソフトではなくFileMakerなのでしょうか？FileMaker
が表計算ソフトと比べて仕事に便利な点を、いくつか例を挙げて見てみ
ましょう。

FileMakerの
利点

検索、並べ替えがしやすい

検索がしやすい！

 Excel

 Excel

FileMaker

FileMaker

1

並べ換えがしやすい！2

データベースソフトの基本はデータの検索、抽出、並べ替えです。FileMakerは簡単にそれらを行い、データを活用
できます。

❷検索モードから検索したい場所にテキストを
入れ、そのままEキーを押して検索できます。
複数条件の検索なども簡単です。

❶FileMakerでは検索ボタンを押
すだけで検索モードに入ります。

列を基準に並べ替えをしますが、セル単位なので
指定列だけを並べ替えてしまうことがあります。

Excelの場合、
検索して絞り込
むときは「フィル
ター」を使いま
す。列に対して
設定する必要が
あり、解除もフィ
ルターを使う必
要があります。

ソートボタンで並べ替条
件を呼び出して実行しま
す。レコード単位の並べ
替え(1レコード＝1行）な
ので、バラバラになって
しまうことはありません。
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レイアウトが複数利用でき、作成も簡単
データを見やすいように複数のレイアウトを作成して利用可能です。レイアウトもワープロのようにパーツを配置して
いくだけで作りやすくなっています。

複雑な表組やレイ
アウトをするために
は、Excelのセル
を細かく加工する
必要があり、かなり
面倒です。

ページボタンでレコードの前後を表示します。一覧
データの表示がフォーム形式になっただけで全デー
タがこのファイルに入っています。

マウスでフィールドを自由
に動かして配置できます。
ダイナミックガイド表示で
位置関係が分かります。

新規レイアウトをいくつでも追加できま
す。PC用、タッチデバイス用、印刷用
などのフォームを使って作成可能です。

テーマを適用することで、表示されたレイア
ウトを一度に変更できます。見栄えの良いレ
イアウトを作成可能です。

FileMakerの場合、1ファイルの中にいくつも
のレイアウトを作ることができ、同じレコードでも
レイアウトを切り替えて見ることができます。

FileMaker

1レコード1シート、あるいは1ファイルになり、デー
タが分散して検索、再利用が難しくなります。
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計算式が利用できる
表計算ソフトと同じようにフィールドを使って計算できるので、数量や金額の計算、条件付けのための計算など様々な
形で利用できます。

Excelと同じsumや
averageの他、たく
さんの関数を使うこ
とができます。 グラフ表示が可能です。

FileMakerでの基本的用語
　FileMakerでは、Excelとは違う馴染みのない用
語が出てきます。これらはFileMakerの基本部分で、
各機能の解説部でも出てくるので、押さえておきまし
ょう。
　まず1件分のデータのことを「レコード」と言いま
す。1件分とはリスト表示での1行分のことで、複数
のデータを含んでいます。またデータを入力する部
分のことを「フィールド」と呼びます。さらにレコード
が並んでいるパートを「テーブル」、関連付けること
を「リレーション」と言います。

知っておこう

レコードフィールド

フィールドに数字を入力すれば、自動的
に計算されます。印刷すれば請求書にな
り、記録はレコードとして残ります。

フィールド設定で計算を選び、フィールド同士を
呼び出して計算式を書いて計算します。

FileMaker

関数一覧
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複数データを関連付けて扱える
複数のレコードやファイルを関連付けるコードを使ってリンクし、計算や表示に使用できます。リンクされたファイル間
で新規データ作成や削除なども行えます。

FileMakerとAccessの違いは？知っておこう

Excelでは他のシートやファイルからリンクして
持ってきても、位置関係が変わったりするだけでエ
ラーが表示されます。

複数のテーブルをひとつのファイル内に持つことが
できるので、位置が変わって見失うことがありません。

他のテーブルからのデータはこのように表示されま
す。ここからデータを追加することも可能です。

FileMakerではファイル同士をリンクしてしっかり
結びつけます。

FileM
aker

を
使
う
べ
き
理
由

Sec 03

データベースソフトと言えばMicrosoft Accessもあ
りますが、どのように違うのでしょうか。Accessはマ
クロがVisual Basicで書く必要があったり、レイアウ
トをしっかり作り込む必要があったりと、かなり手間が
かかります。対するFileMakerはレイアウトをテーマ
で自由に変更可能でスクリプトも日本語で簡単に組む

ことができるなど、詳しい知識がなくても始めることが
できる割に、かなり大きなシステムにも対応できます。
AccessがWindows専用なのに対してMacやiOSで
も動作するマルチプラットフォームなのもポイントで
す。

 Excel FileMaker
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スクリプトが書きやすい
難しい言語ではなく、日本語を使ったスクリプトを使えるため、文章を書くようにプログラムを書いてボタンで実行させ
ることができます。

Excelのマクロは
Visual Basicと
いうプログラム言
語を使うため、専
門知識がないと理
解できないところ
があります。

スクリプト一覧が並んでおり、クリックして右側に呼
び出して条件を設定していきます。

スクリプトに追加されました。条件を設定しましょう。

ボタンをレイアウト上に配置して、

スクリプト一覧から設定すれ
ば、ボタンをクリックしてスク
リプトを利用可能です。

指定したフィールド
にデータを入力す
る、データを修正す
るといった動作が
あったときに

スクリプトを自動で走らせることができます。

スクリプトトリガ画面 スクリプト一覧

条件分岐用のIf、処理を繰り返すLoopなど
非常にたくさんのスクリプトが利用可能です。

クリック

FileMakerの
スクリプトの多く
は日本語による
もので、分かり
やすくなってい
ます。

 Excel FileMaker
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機能をあとから追加しやすい
フィールドやテーブルを追加したり、あとから他のファイルとの接続したりすることが簡単なので、必要なものから作り
始めることができます。

かなり細かく作り込まれたExcelシートでは、新し
くセルを追加するのは大変です。

フィールド設定画面

レイアウトの追加 ファイルのインポートではcsv、Excelファ
イルをそのまま読み込んで、FileMakerの
データベースにすることもできます。

Excel方眼画面

リレーションシップタブテーブル管理画面

追加したテーブル
はリレーションシッ
プを設定すれば、
他のテーブルとす
ぐ連携できます。

テーブルの追加も名前を書いて
作成ボタンを押すだけです。

追加したいフィールドを
記入して作成ボタンを押
すだけで、新しいフィール
ドを追加できます。

FileM
aker

を
使
う
べ
き
理
由

Sec 03

 Excel FileMaker

必要な情報だけを表示するレイアウトも
あとから追加が簡単です。
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iPhone・iPad・Webブラウザから利用可能
FileMaker Goを使うことで、iPhone/iPadでも同じデータベースを操作してデータの加工ができます。また
FileMaker Serverを使えばWebブラウザからも利用可能です。

iPhone

iPadではExcelアプリが日本では利用で
きないため代替アプリなどで開く必要があ
り、レイアウトなども崩れてしまいます。

iPhoneでは表示できる領域
が限られるため、専用レイアウ
トを用意するのが普通です。

iPadではデスクトップとほぼ同じレイアウトで利用
可能です。機能やスクリプトもほぼそのままです。

FileMakerはWebブラウ
ザからも利用可能です（要
FileMaker Server）。

クライアントソフトから利用するのと同じレイアウト
で、ツールバーなども表示され、ほぼ同じ機能を利
用できます。

カスタムWebも利用できます
FileMakerはWebページのバックグラウンドで動
くデータベースエンジンとして利用可能です。ただ
しXSLTスタイルシートを使って記載する必要があ
り、専門の知識が必要です。

CHECK!!

iPhone、iPadで使うレイアウトは新規レイアウト
で選択することで、領域を確認して作成可能です。

FileMaker Go iPad Excel
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グループで共有できる
FileMaker Proを使っていれば、ひとつのファイルを5人まで同時に参照してデータの加工ができます（一部制限は
あります）。

同じファイルを開く

同じファイルを開こうとすると
エラー表示が出て加工するこ
とができません。

同じレコードを加工しようとするとエラーが表示され
るので注意しましょう。

FileMakerでは開いているファイルに対して他の人
がアクセスする方法で、同じファイルを加工できます。
1クライアントに対して5名までアクセスできます。

5名以上で利用したいときは、
FileMaker Serverを利用し
ます。PCの処理能力に依存し
ますが、ユーザ数は無制限でア
クセスできるようになります。

共有ファイル開く

iPhone、iPadで共有
データを使いたい場合、
Serverが必要です。

iPadからアクセス

WebブラウザからFileMakerを利用する場合も
Serverが必要になります。

FileM
aker

を
使
う
べ
き
理
由

Sec 03

FileMaker

FileMaker Server
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FileMakerを使うべきなのはこんな業務
　データベースソフトと言われると敷居が高いと感じ
るかもしれませんが、FileMakerはその名前に身構
えないといけないような難しいソフトではありません。
Excelなど表計算ソフトでも最初見たときはどう使う
か分からなかったように、FileMakerも覚えてしまえ
ばワープロや表計算ソフトと同じ感覚で使うことがで

きるようになります。
　ただ考えるのは「そのソフトは自分の仕事に適して
いるの？」という点。新たにソフトを覚える手間をかけ
たのに、結局自分の仕事の役には立たなかったという
のは面白くないでしょう。そこでどのような仕事が
FileMakerには適しているかを考えてみましょう。

COLUMN

　PCの普及で多くの会社が販売管理ソフトや会計ソ
フトを使うようになりましたが、仕事内容やPCスキル
の問題、さらには予算から未だに手書き伝票を使った
業務を行っている会社があります。販売管理ソフトで
は対応できないフレキシブルな運用などをしている場
合もこれに含まれるでしょう。

　FileMakerは市販ソフトの価格でスタートして、手
書き伝票を電子化（Chapter4）したり、自分の好み
にカスタマイズすることができるという利点がありま
す。スクリプト（Chapter7）を駆使すれば作業を自動
化でき、市販ソフトと同じようにPCスキルが高くない
人でも利用することができるようになります。

手書き伝票がメインで業務が動いている1

　例えば販売管理表などをExcelで作っている場合、
営業部全体でその表を共有したいことがあります。
Excelデータをネットワーク上で共有した場合、この
ファイルは一人が開くと何もできなくなってしまいま
す。FileMakerにはファイル共有機能（Chapter10）
があり、FileMaker Proだけでも5台のPCでファ
イルを共有して開くことができます。FileMaker 

Serverを使えばさらに多くの人が利用でき、iPadや
Webブラウザを使ってデータベースの操作も可能に
なります。
　社内で営業情報を共有するグループウェア的なも
のもパッケージで導入するのにはそれなりのコストが
かかりますが、FileMakerで作ることでコストを抑え
ることができるでしょう。

少人数でデータを共有して使いたい2

　大きな会社ではSQLを使った基幹システムが動い
ているところが多いでしょう。しかしこのデータベース
は会社のメインデータであるため、例えば総務部でそ
の中の一部の数字だけ、あるいは顧客情報だけを使
った小データベースを作るといったことが難しくなっ
ています。かといって基幹システムに機能を追加する
には、項目をひとつ増やすだけで数十万という見積が
上がってきます。
　FileMakerにはSQLのデータテーブルを呼び出し

て、FileMakerのデータのように扱う機能があります。
これを使って部内のみで使うデータベースシステムを
組み、メインデータには影響を与えることなく運用す
ることができます。
　そしてもちろん個人で使う場合にも、FileMaker
は便利に活用できます。Excelを表計算ではなくデ
ータ管理として使っている人なら、まず次の章の
Excelからデータベースを作るという手順を使ってデ
ータベースの基礎を学んでみましょう。

大企業の一部門のデータ管理に3
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022 Excelの住所録をFileMakerに変換してみよう
024 実際にFileMakerを開いてみよう
026 住所録の書類をFileMakerで開いてみよう
028 FileMakerを使ってみよう
 ～検索編～
030 FileMakerを使ってみよう　
 ～レコード操作編～
032 FileMakerを使ってみよう　
 ～レイアウト操作編～
034 ［コラム］Excel表はどうやって読み込む?

Excelから
データベースを作ってみよう

Chapter 2
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Excelで作成した
住所録の準備

住所録の
形式を確認

1行目に
項目名を記述

操作の
ポイント

Chapter

2
Section

01

Excelで作成した住所録の内容をチェック！

Excelの住所録を
FileMakerに変換してみよう
FileMakerには、既存のファイルからFileMakerのデータベースを作
成する機能があります。Excelの書類も簡単にデータベース化できま
す。

住所録を用意する！1 Excel書類の形式2

住所録の並び順3

❶Excelの書類を用意します。書類の位置はPCの
どこにあっても構いません。

❷Excel 97からExcel 2003（xls）、それ以降
のExcelで作成した形式（xlsx）どちらでもデータ
ベースに変換できます。

❸FileMakerではExcel同様、住所録の内容を並び替えたり
できるので、どんな順番で書き込んであっても問題ありません。
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劇 的 にプレゼンが 変 わ る!
目からウロコのテクニックが満載
ちょっとしたPowerPointのテクニックで、いつものプレゼ
ンが劇的に変わります。たとえばスライドがゴチャゴチャし
ている場合、「4分割は魔法のレイアウト! 4つに区切れば
必ずスッキリする」のように、本書は“今日から使える”75
個ものテクニックを紹介。スライドデザイン／文字／色使
い／表／グラフ／図解／写真・イラスト／動き／プレゼン
本番のカテゴリで、それぞれ使えるテクニック・押さえてお
くべきポイントを解説します。

魅せるPowerPoint
テクニック

マイナビ出版
野々山美紀（著者）
240 ページ
価格：2,138 円（PDF）

プレゼン
テーション

企画立案やスライド作成など、
ブレゼンを行う前に検討すべきポイントを解説

Excelの機能をフル活用して効率
化＆高速化！
請求書を発行したり、売上管理を行ったりと、仕事のさま
ざまなシーンで使うエクセルは、煩雑で時間がかかる作業
が多いもの。でもエクセルには、そうした面倒な作業を効
率化する機能がたくさん用意されているのです。本書は「複
数シートを別々に作業するのが大変」「表の体裁をすばや
く整えてスッキリ見せる」「ピボットテーブルでパパッと集計
する」などのシーンに分けて、身につければ作業時間を減ら
せる時短テクを解説します。

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 
インプレス
尾崎裕子・タトラエディット（著者）
128 ページ
価格：972 円（PDF）

表計算・
ワープロソフト

すぐに試したい
時短テクニック

を

数多く用意。面
倒な作業を

効率化しよう

とっつきやすいイラストで、読み手の理解をサポート!

スライド作りの
カギは、

レイアウト、カ
ラーリング、

図解作成



資料の見栄えがアップ ! 
幅広く役立つWord 解説書
表計算・
ワープロソフト

Excelデータ分析の手法を
わかりやすく解説 !

表計算・
ワープロソフト

広告のプロが明かす
プレゼンが“通る”理由
プレゼン
テーション

Access 2016を初歩から
幅広く理解できる1冊 !

初心者にもわかりやすく
Access VBAを網羅的に説明

Access・
FileMaker
ほか

複雑な計算はExcel 任せ !
実務に統計の手法を活かす
表計算・
ワープロソフト

速効 !ポケットマニュアル
 Word 基本ワザ＆仕事ワザ
2016＆2013＆2010＆2007

Word を使い、いかにして相手に伝わる文書にす
るか、魅せるデザインに仕上げるか……。それに
はセンスが必要に思われるかもしれませんが、実
はちょっとしたコツで見栄えのいい資料が作成で
きるようになります。 

マイナビ出版
速効 !ポケットマニュアル編集部（著者）

192ページ　価格：842 円（PDF）

Excel2013/2010 限定版
データを「見える化」する
Excelデータ分析大事典

社内で埋もれている大量のデータは、可能性を秘
めています。何らかの法則を引き出せれば、厳し
い競争から抜け出すチャンスになります。本書は
主にピボットテーブルとグラフを駆使して、新たな
分析手法を実行します。

シーアンドアール研究所
寺田裕司（著者）

312ページ　価格：2,722 円（PDF）

プロフェッショナルプレゼン。
相手の納得をつくる

プレゼンテーションの戦い方。
博報堂の名クリエイティブディレクターが、35 年
のキャリアで培ったプレゼンの方法を公開。「フ
レーズ主義」の企画書、「シンボリックデータ」
の使い方など、納得をつくり出すプレゼンのやり
方を書き下ろしました。

インプレス
小沢正光（著者）

208 ページ　価格：1,337 円（EPUB）

速効 !図解 
Access 2016 総合版
Windows 10/8.1/7 対応

Access は概念が難しいソフトです。本書は用語
の意味から解説し、データベースの基本が理解で
きます。テーブルの設計・作成をはじめ、クエリ、
フォーム、レポート、マクロの作成・応用まで順
を追って説明しています。

マイナビ出版
国本温子（著者）

496 ページ　価格：2,138 円（PDF）

Access VBA 逆引きハンドブック

Access VBA の機能を目的から探せる「逆引き」
構成になっている一冊です。各機能は豊富なプロ
グラミング例を使い、初心者にもわかりやすく、
かつ網羅的に解説しました。Access VBA の基
礎についても説明しています。

シーアンドアール研究所
蒲生睦男（著者）

873 ページ　価格：3,694 円（PDF）

できるやさしく学ぶExcel 統計入門
難しいことはパソコンにまかせて仕事
で役立つデータ分析ができる本

統計は「難しそう」と敬遠されがちですが、複雑
な計算はパソコンが行ってくれます。そこで本書
は、問題解決のために何をすべきか、どういう手
法で統計の結果を求めるかを豊富な図解とイラス
トで丁寧に解説します。

インプレス
できるシリーズ編集部（編集）、羽山博（著者）

240 ページ　価格：1,620 円（PDF）
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