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2017 年 11 月 17 日 
株式会社インプレス 

話題の「人工知能」「機械学習」関連電子書籍が最大 50%OFF に！ 
『出版社合同「人工知能・機械学習」フェア』が 11 月 17 日（金）より開催 

 

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表

取締役社長：小川 亨）は、電子書籍ストア10店舗にて、11月17日（金）から11月30日（木）の期間で開催

される『出版社合同「人工知能・機械学習」フェア』に参加いたします。本フェアは「eBP（電子書籍を考

える出版社の会）」に所属する出版社9社の電子書籍を対象としたものです。 

 

人工知能や機械学習は、IT業界の枠を超え、製造、医療、金融、マーケティングなど幅広いシーンでの活

用が注目されています。本フェアは、以下の電子書籍ストアが、参加出版社9社の発行する人工知能・機械

学習関連書の電子書籍を通常価格の最大50%OFFで販売するものです。 

対象タイトルは100タイトル以上にのぼり、基礎的な入門書からエンジニアリングのシーンで役立つ設

計・開発書、研究需要に応える技術書、人工知能をビジネスシーンに取り入れるための解説書など幅広く揃

えています。対象タイトルの一覧は別添資料を参照ください。 

■フェアを実施する電子書籍ストア 

 Amazon.co.jp 

https://www.amazon.co.jp/kindle-itfair 
 BookLive! 

https://booklive.jp/feature/index/id/artificial 
 楽天kobo 

https://books.rakuten.co.jp/search/dt/g101/kmerch46202/?&v=1&s=8&spv=2&h=100 
 ReaderStore 

https://ebookstore.sony.jp/stc/article/campaign/1909/ 
 紀伊國屋書店ウェブストア 

https://www.amazon.co.jp/kindle-itfair
https://booklive.jp/feature/index/id/artificial
https://books.rakuten.co.jp/search/dt/g101/kmerch46202/?&v=1&s=8&spv=2&h=100
https://ebookstore.sony.jp/stc/article/campaign/1909/


http://k-kinoppy.jp/kinokuniya/ai_1117/web/ 
 honto 

https://honto.jp/ebook/search.html?relKw=jinkochino1711 
 BOOK☆WALKER（初日11月17日のみ、さらに50%ポイントバック） 

https://bookwalker.jp/tag/1712/ 
 達人出版会 

https://tatsu-zine.com/sales/ebp201711 
 Tech Book Zone Manatee 

https://book.mynavi.jp/manatee/detail/id=87060 
 ヨドバシ.com 

http://www.yodobashi.com/store/150025/ 
 インプレスブックス 

https://book.impress.co.jp/items/ai-fair2017 

※電子書籍ストアによって実施期間、販売価格および対象タイトルが一部異なる場合があります。 

▼ 参加出版社（50音順） 

 株式会社インプレス 

 株式会社インプレスＲ＆Ｄ 

 SBクリエイティブ株式会社 

 株式会社エムディエヌコーポレーション 

 株式会社近代科学社 

 株式会社秀和システム 

 株式会社 日経BP 

 株式会社 マイナビ出版 

 株式会社リットーミュージック 

 
以上 

 
【株式会社インプレス】 http://www.impress.co.jp/ 

シリーズ累計 7,000 万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期

雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress 

Watch」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」、「SmartGridニューズレター」、「Web 担当者 Forum」

等の企業向け IT関連メディアブランドを総合的に展開、運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、

及びデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。 

 

【インプレスグループ】 http://www.impressholdings.com/ 

株式会社インプレスホールディングス(本社：東京都千代田区、代表取締役：唐島夏生、証券コード：東証 1 部

9479)を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「モバイルサービス」を主要テー

マに専門性の高いコンテンツ＋サービスを提供するメディア事業を展開しています。2017 年 4 月 1 日に創設 25

周年を迎えました。 

 

 

【本件に関するお問合せ先】 

http://k-kinoppy.jp/kinokuniya/ai_1117/web/
https://honto.jp/ebook/search.html?relKw=jinkochino1711
https://bookwalker.jp/tag/1712/
https://tatsu-zine.com/sales/ebp201711
https://book.mynavi.jp/manatee/detail/id=87060
http://www.yodobashi.com/store/150025/
https://book.impress.co.jp/items/ai-fair2017
http://www.impress.co.jp/
http://www.impressholdings.com/
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添付資料：出版社合同「⼈⼯知能・機械学習」フェア 対象タイトル⼀覧 2017年11⽉17⽇
株式会社インプレス

出版社 ISBN タイトル
株式会社インプレス 9784295000778 2020年、⼈⼯知能は⾞を運転するのか 〜⾃動運転の現在・過去・未来〜
株式会社インプレス 9784295001256 いちばんやさしい⼈⼯知能ビジネスの教本 ⼈気講師が教えるAI・機械学習の事業化
株式会社インプレス 9784295001539 マンガでわかる⼈⼯知能
株式会社インプレス 9784295001546 エンジニアのためのAI⼊⾨
株式会社インプレス 9784295002000 TensorFlow機械学習クックブック Pythonベースの活⽤レシピ60+
株式会社インプレス 9784295002048 パソコンで楽しむ⾃分で動かす⼈⼯知能
株式会社インプレス 9784295002055 Rではじめる機械学習 データサイズを抑えて軽量な環境で攻略法を探る
株式会社インプレス 9784295002086 いちばんやさしいPythonの教本 ⼈気講師が教える基礎からサーバサイド開発まで
株式会社インプレス 9784844338918 CUDA C プロフェッショナル プログラミング
株式会社インプレス 9784844380153 基礎Python
株式会社インプレス 9784844380603 Python機械学習プログラミング 達⼈データサイエンティストによる理論と実践
株式会社インプレス 9784844381280 Deep Learning Javaプログラミング 深層学習の理論と実装
株式会社インプレスＲ＆Ｄ 9784802090810 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！
株式会社インプレスＲ＆Ｄ 9784844397465 インターネット⽩書2017
株式会社インプレスＲ＆Ｄ 9784844397533 ゲームを作りながら楽しく学べるPythonプログラミング
株式会社インプレスＲ＆Ｄ 9784844397571 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
株式会社インプレスＲ＆Ｄ 9784844397618 20年後、私たちはどんな⾃動⾞に乗っているのか？
株式会社インプレスＲ＆Ｄ 9784844397694 Thinking Machines  機械学習とそのハードウェア実装
株式会社インプレスＲ＆Ｄ 9784844397786 サイバーファースト
SBクリエイティブ株式会社 9784797370263 絵でわかる⼈⼯知能
SBクリエイティブ株式会社 9784797382242 Pepper スタートブック
SBクリエイティブ株式会社 9784797384499 Pepperプログラミング
SBクリエイティブ株式会社 9784797388084 データ分析のための機械学習⼊⾨
SBクリエイティブ株式会社 9784797388213 ＡＩ時代の⼈⽣戦略
SBクリエイティブ株式会社 9784797389364 ロボット解体新書
SBクリエイティブ株式会社 9784797389463 みんなのPython 第4版
SBクリエイティブ株式会社 9784797391695 ⼈⼯知能解体新書
SBクリエイティブ株式会社 9784797393064 AIが神になる⽇
株式会社エムディエヌコーポレーション 9784844366768 データ・スマート Excelではじめるデータサイエンス⼊⾨
株式会社近代科学社 9784764903562 新⼈⼯知能の基礎知識
株式会社近代科学社 9784764903876 バイオ統計の基礎―医薬統計⼊⾨ バイオ統計シリーズ1 
株式会社近代科学社 9784764903906 サバイバルデータの解析―⽣存時間とイベントヒストリデータ バイオ統計シリーズ3
株式会社近代科学社 9784764903913 ゲノム創薬のためのバイオ統計―遺伝⼦情報解析の基礎と臨床応⽤ バイオ統計シリーズ6
株式会社近代科学社 9784764904019 光計算：ナチュラルコンピューティング・シリーズ
株式会社近代科学社 9784764904026 DNAナノエンジニアリング：ナチュラルコンピューティング・シリーズ
株式会社近代科学社 9784764904149 マルチンゲール理論による統計解析 ＩＳＭシリーズ：進化する統計数理
株式会社近代科学社 9784764904224 可逆計算：ナチュラルコンピューティング・シリーズ
株式会社近代科学社 9784764904286 フィールドデータによる統計モデリングとAIC ＩＳＭシリーズ：進化する統計数理
株式会社近代科学社 9784764904309 臨床試験のデザインと解析―薬剤開発のためのバイオ統計 バイオ統計シリーズ2 
株式会社近代科学社 9784764904323 カオスニューロ計算：ナチュラルコンピューティング・シリーズ
株式会社近代科学社 9784764904330 あたらしい数理最適化: Python⾔語とGurobiで解く
株式会社近代科学社 9784764904514 Excelで学ぶオペレーションズリサーチ
株式会社近代科学社 9784764904545 チューリング：コンピュータ理論の起源［第1巻］
株式会社近代科学社 9784764904637 法廷のための統計リテラシー：合理的討論の基盤として ＩＳＭシリーズ：進化する統計数理
株式会社近代科学社 9784764904644 医療・臨床データチュートリアル―医療・臨床データの解析事例集 バイオ統計シリーズ4 
株式会社近代科学社 9784764904712 万能コンピュータ：ライプニッツからチューリングへの道すじ
株式会社近代科学社 9784764904743 製品開発のための統計解析⼊⾨：JMPによる品質管理・品質⼯学 ＩＳＭシリーズ：進化する統計数理
株式会社近代科学社 9784764904804 ⾦融実務講座 マルチンゲールアプローチ⼊⾨
株式会社近代科学社 9784764904811 ⼀⼈称研究のすすめ
株式会社近代科学社 9784764904842 知のデザイン ―⾃分ごととして考えよう
株式会社近代科学社 9784764904866 量⼦計算：ナチュラルコンピューティング・シリーズ
株式会社近代科学社 9784764904873 深層学習 Deep Learning
株式会社近代科学社 9784764904880 ⾃然計算へのいざない：ナチュラルコンピューティング・シリーズ
株式会社近代科学社 9784764904897 ⼈⼯知能とは（監修：⼈⼯知能学会）
株式会社近代科学社 9784764904903 データサイエンティスト・ハンドブック
株式会社近代科学社 9784764904989 データ分析とデータサイエンス
株式会社近代科学社 9784764905054 観察データの多変量解析―疫学データの因果分析 バイオ統計シリーズ5 
株式会社近代科学社 9784764905085 システムのレジリエンス
株式会社近代科学社 9784764905153 極値統計学 ＩＳＭシリーズ：進化する統計数理
株式会社近代科学社 9784764905160 Python⾔語によるビジネスアナリティクス：実務家のための最適化・統計解析・機械学習
株式会社近代科学社 9784764905184 世界標準MIT教科書 Python⾔語によるプログラミングイントロダクション 第2版：データサイエンスとアプリケーション
株式会社近代科学社 9784764905191 モデリングの諸相：ORと数理科学の交叉点 (シリーズ:最適化モデリング)
株式会社近代科学社 9784764905245 データ市場：データを活かすイノベーションゲーム
株式会社近代科学社 9784764905276 Rubyで数独：AIプログラミング⼊⾨
株式会社近代科学社 9784764905290 超実践 アンサンブル機械学習
株式会社近代科学社 9784764905320 ⾔語処理システムをつくる：実践・⾃然⾔語処理シリーズ1
株式会社近代科学社 9784764905375 アンサンブル法による機械学習: 基礎とアルゴリズム
株式会社近代科学社 9784764905429 ロバスト統計：外れ値への対処の仕⽅ ISMシリーズ：進化する統計数理
株式会社近代科学社 9784764905436 現場主義統計学のすすめ：野外調査のデータ解析 統計スポットライト・シリーズ
株式会社秀和システム 9784798043159 Pythonプロフェッショナルプログラミング 第2版
株式会社秀和システム 9784798044859 はじめてのPython AIプログラミング
株式会社秀和システム 9784798046877 図解⼊⾨ 最新 ⼈⼯知能がよーくわかる本
株式会社秀和システム 9784798047331 これから始まる⾃動運転 社会はどうなる!?
株式会社秀和システム 9784798048161 Pythonプログラミング パーフェクトマスター
株式会社秀和システム 9784798048635 ⾃然会話ロボットを作ろう！ Raspberry PiとArduinoで作る⼈⼯知能
株式会社秀和システム 9784798049618 フリーライブラリで学ぶ機械学習⼊⾨
株式会社秀和システム 9784798049793 世界でいちばん簡単な Pythonプログラミングのe本
株式会社秀和システム 9784798050454 「⼈⼯超知能」 −⽣命と機械の間にあるもの−
株式会社 ⽇経BP 9784822236472 さわってわかる機械学習 Azure Machine Learning 実践ガイド
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出版社 ISBN タイトル
株式会社 ⽇経BP 9784822236564 この1冊でまるごとわかる ⼈⼯知能＆IoTビジネス
株式会社 ⽇経BP 9784822236861 グーグルに学ぶディープラーニング
株式会社 ⽇経BP 9784822239152 ＩＴと熟練農家の技で稼ぐ AI農業
株式会社 ⽇経BP 9784822249212 機械との競争
株式会社 ⽇経BP 9784822250324 スマートマシンがやってくる
株式会社 ⽇経BP 9784822250997 ザ・セカンド・マシン・エイジ 
株式会社 ⽇経BP 9784822251413 ⼈⼯知能は敵か味⽅か パートナー、主⼈、奴隷――⼈間と機械の関係を決める転換点
株式会社 ⽇経BP 9784822251628 AI時代の勝者と敗者 
株式会社 ⽇経BP 9784822251895 量⼦コンピュータが⼈⼯知能を加速する
株式会社 ⽇経BP 9784822271923 ⽂系でもわかる ⼈⼯知能ビジネス
株式会社 ⽇経BP 9784822271978 世界トップ企業のAI戦略
株式会社 ⽇経BP 9784822273965 ⾃動運転 ライフスタイルから電気⾃動⾞まで、すべてを変える破壊的イノベーション
株式会社 ⽇経BP 9784822279257 この1冊でまるごとわかる！ ⼈⼯知能ビジネス
株式会社 ⽇経BP 9784822285401 AIは「⼼」を持てるのか
株式会社 ⽇経BP 9784822296421 Pepperの衝撃！
株式会社 ⽇経BP - 驚愕の量⼦コンピュータ（⽇経BP Next ICT選書）
株式会社 ⽇経BP - 機械学習⾰命（⽇経BP Next ICT選書）
株式会社 ⽇経BP - ⼈⼯知能技術 ディープラーニングの衝撃（⽇経BP Next ICT選書）
株式会社 マイナビ出版 9784839952969 OpenCV 3 プログラミングブック
株式会社 マイナビ出版 9784839953461 恋するプログラム―Rubyでつくる⼈⼯無脳
株式会社 マイナビ出版 9784839959135 画像処理・機械学習プログラミング OpenCV 3対応
株式会社 マイナビ出版 9784839960247 実践⼒を⾝につける Pythonの教科書
株式会社 マイナビ出版 9784839960582 ⼈狼知能で学ぶAIプログラミング
株式会社 マイナビ出版 9784839960889 TensorFlowで学ぶディープラーニング⼊⾨
株式会社 マイナビ出版 9784839961169 ⼩さな会社でも実践できる！AI×ビッグデータマーケティング
株式会社 マイナビ出版 9784839961503 C++で学ぶディープラーニング
株式会社 マイナビ出版 9784839962258 ニューラルネットワーク⾃作⼊⾨
株式会社 マイナビ出版 9784839962517 詳解 ディープラーニング
株式会社 マイナビ出版 9784839962548 囲碁AI新時代
株式会社 マイナビ出版 9784839962807 進化を続けるアルファ碁 最強囲碁AIの全貌
株式会社 マイナビ出版 9784839962999 依⽥流アルファ碁研究 ―よみがえる呉清源、道策
株式会社リットーミュージック - ⼈とロボットが共⽣する未来社会 ⽴東舎デジタル講義録
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