リックテレコム 注文一覧表 ２０２１年 １１月
帳合

備考

書 名

様
ISBNは、無印=978-4-89797- 、◆ =978-4-86594-の略です。
売筋

本体価格

書名

ISBN

在庫数 注文数

●ビジネス書
10/下 コールセンター白書2021

12,000 ◆304-7

戦略的コールセンターのすすめ
“顧客の声”分析・活用術
コールセンターの経営学
サービスの価値を高めて豊かになる
聞くスキル聞き出すスキル
督促OLコールセンターお仕事ガイド
世界に響け 職人の心意気
コールセンター・マネジメントの教科書
クレーマーと闘う
AI時代に進化する FAQの活用と実践
地域で活きる実践IoT 自治体、農業、倉庫・工場の活用事例
地域の課題解決へ実践ICT 人手不足対策～
一次産業の課題解決へ

地域IoT

地域活性化へ 文化・芸術のデジタル活用
ネット社会と闘う 〜ガラケー女と呼ばれて〜
11/上 中小企業・社長の実践ガイド

激動の時代、会社をどう変えていくか

2,300

963-2

2,200

797-9

FAX 03-3832-8337
本体価格

ISBN

クリーンなコードへのSonarQube即効活用術

2,000 ◆224-8

Kubernetes on AWS

3,600 ◆235-4

ソフトウェアとしてのRFID-メカニズムと開発手順-

3,000 ◆219-4

GCPの教科書II 【コンテナ開発編】
使ってわかったAWSのAI

2,800 ◆241-5

21Stepで体得 Vue.jsハンズオン

3,380 ◆229-3

AIソフトウェアのテスト─答のない答え合わせ [4つの手法]

2,800 ◆291-0

XAI(説明可能なAI)--そのとき人工知能はどう考えたのか?

2,600 ◆292-7

実践 データ分析の教科書
プライベートワイヤレスネットワーク入門

2,600 ◆300-9

GCPの教科書Ⅲ 【Cloud AI ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ編】

4,200 ◆316-0

在庫数 注文数

売筋

2,600 ◆246-0

◎
◎
◎
10/中
11/下

2,200 ◆296-5

2,300 ◆012-1
2,300 ◆064-0

●情報処理試験他

1,800 ◆074-9
1,200 ◆076-3

基本情報大滝先生のかんたんアルゴリズム第４版

2,000 ◆232-3

1,400

合格対策 AWS認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト

2,200 ◆043-5

7,800 ◆136-4

アジャイル検定公式テキスト

1,800 ◆087-9

1,800 ◆142-5

基本情報技術者 表計算 とっておきの解法

1,780 ◆138-8

2,300 ◆174-6

AWS認定アソシエイト3資格対策

2,300 ◆199-9

1,400 ◆179-1

AZ-900:

2,200 ◆231-6

894-9

1,600 ◆194-4

Microsoft Azure Fundamentalsテキスト&問題集

AWS認定ソリューションアーキテクト-プロフェッショナル

◎
〇
〇
◎
◎
◎
◎
◎
◎

2,700 ◆248-4

1,800 ◆213-2

ディープラーニングG検定 ジェネラリスト 対策テキスト

2,500 ◆274-3

1,800 ◆263-7

AWS認定ソリューションアーキテクト-アソシエイト問題集

2,300 ◆303-0

1,300 ◆278-1

AZ-104: Microsoft Azure Administratorテキスト&演習問題

2,400 ◆308-5

1,700 ◆310-8

●工事担任者試験（試験実施：5月、11月）
●コンピュータ・ネットワーク・セキュリティ
○
○
〇
〇
〇
〇

パケットキャプチャ入門 第4版
パケットキャプチャ実践技術 第2版
モバイルシステム技術テキスト 第９版
モバイル基礎テキスト 第７版

2,800 ◆139-5

モバイルシステム技術テキストエキスパート編第８版

4,600 ◆239-2

IoT技術テキスト 第３版

2,800 ◆277-4

ワイヤレスIoTプランナーテキスト［基礎編］
NGN時代のIP電話標準テキスト
ＺｉｇＢｅｅ開発ハンドブック
メインフレーム実践ハンドブック

2,000 ◆260-6

◎ いきなりはじめるPHP ﾜｸﾜｸ･ﾄﾞｷﾄﾞｷの入門教室
ＮＯＳＱＬの基礎知識～ビッグデータに備えるこれからのＤＢ技術

◎ 気づけばプロ並みPHP 改訂版
◎ システム設計のセオリー
遊べる! わかる! みんなのプログラミング入門
教えて♪ プログラミング
Kotlinスタートブック
関数型プログラミングの基礎
Unityではじめる おもしろプログラミング入門
Kotlin Webアプリケーション
初めてのTensorFlow─数式なしのディープラーニング
◎ だまし絵を描かないための──要件定義のセオリー
PyTorchで始める深層学習
〇 システム構築の大前提──ITアーキテクチャのセオリー
ソニー開発のNeural Network Console入門【増補改訂・クラウド対応版】

◎ インフラ設計のセオリー-要件定義から運用・保守まで全展開
Autoware 自動運転ソフトウェア入門
ひとり情シスのためのRPA導入ガイド
GCPの教科書
機械学習のための「前処理」入門
ブロックチェーン 仕組みと理論 増補改訂版
Java新入門～学習環境BlueJでスイスイ～

3,400 ◆097-8
3,600 ◆276-7
2,200 ◆238-5

3,400

824-6

2,500

646-4

8,800

823-9

1,800

885-7

2,400

887-1

※2021春試験より各資格名称が変更されました。

2021秋 第2級デジタル通信 実戦問題
2021秋 総合通信 実戦問題
2021年版 第1級デジタル通信 実戦問題
第2級デジタル通信 標準テキスト
第2級アナログ通信 標準テキスト
第1級デジタル通信 標準テキスト
総合通信 標準テキスト
科目別テキスト わかる全資格［基礎］
科目別テキスト わかる全資格［法規]
科目別テキスト わかる総合通信［技術・理論]

◎
◎
◎
◎
〇
〇
◎
〇
〇
◎

2,300 ◆301-6
2,850 ◆302-3
2,850 ◆266-8
2,400 ◆268-2
2,400 ◆269-9
2,800 ◆267-5
3,400 ◆270-5
2,200 ◆271-2
2,200 ◆272-9
2,800 ◆273-6

2,700 ◆065-7
3,300 ◆005-3

●その他

1,800 ◆013-8

Ａｒｄｕｉｎｏスーパーナビゲーション

3,600

879-6

1,600 ◆023-7

2,200

948-9

3,500 ◆039-8

みんなのArduino入門
みんなのRaspberry Pi入門 第４版

2,800 ◆059-6

二足歩行ロボット 工作&プログラミング

2,700

1,800 ◆070-1 僅少

かしこくカワイイmicro:bit入門

2,200 ◆137-1

3,000 ◆066-4

2,200 ◆209-5

2,500 ◆068-8

みんなのM5Stack入門
みんなのobniz入門
ラズパイZero 工作ブック

2,800 ◆130-2

ラズパイの新常識

3,620 ◆294-1

2,200 ◆105-0

しくみと応用テクニック

○

2,700 ◆113-5

ブロックプログラミングと電子工作

995-3

2,600 ◆216-3
2,700 ◆164-7

Node-REDでノーコード/ローコード電子工作

3,000 ◆116-6
2,400 ◆167-8
2,700 ◆188-3
3,000 ◆187-6
1,800 ◆183-8
3,600 ◆195-1
2,800 ◆196-8
3,200 ◆163-0
2,600 ◆208-8

15Stepで習得 Dockerから入るKubernetes

3,800 ◆161-6

15Stepで踏破 自然言語処理アプリケーション開発入門

3,000 ◆132-6

ひとり情シス「セキュリティ寺」へ駆け込む!

2,000 ◆218-7

※お品切れの場合は、ご了承ください。
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