
書　　　名 定 価 会 場 価 格 ご購入
check一般 個人スポンサー

1 カイゼン・ジャーニー たった1人からはじめて、「越境」するチームをつくるまで ¥2,484 ¥2,200 ¥1,700 
2 もっとプログラマ脳を鍛える数学パズル アルゴリズムが脳にしみ込む70問 ¥2,786 ¥2,500 ¥2,000 
3 プログラマ脳を鍛える数学パズル ¥2,786 ¥2,500 ¥2,000 
4 プログラマのためのGoogle Cloud Platform入門 ¥3,240 ¥2,900 ¥2,300 
5 技術者のための基礎解析学 ¥2,808 ¥2,500 ¥2,000 
6 アルゴリズム図鑑 ¥2,570 ¥2,300 ¥1,800 

一般の方 定価
より10%OFF 個人スポンサー様 定価

より30%OFF 5000円以上
お買い上げの方送料無料

7 Pythonの絵本 Pythonを楽しく学ぶ9つの扉 ¥1,922 ¥1,700 ¥1,300 
8 独習C 新版 ¥3,240 ¥2,900 ¥2,300 
9 React本格入門 導入からテストまで高速で描写するための開発手法 ¥3,218 ¥2,900 ¥2,300 
10 基礎＆応用力をしっかり育成！ Androidアプリ開発の教科書 なんちゃって開発者にならないための実践ハンズオン ¥2,970 ¥2,700 ¥2,100 
11 More Effective C# 6.0/7.0 ¥3,672 ¥3,300 ¥2,600 

割引価格で販売中!!
Developers Summit 2018 会場限定

翔泳社の本

12 プログラマーとお仕事をするということ ¥2,484 ¥2,200 ¥1,700 
13 人工知能システムのプロジェクトがわかる本 企画・開発から運用・保守まで ¥3,024 ¥2,700 ¥2,100 
14 はじめての人工知能 ¥2,462 ¥2,200 ¥1,700 
15 あたらしい人工知能の教科書 ¥2,808 ¥2,500 ¥2,000 
16 Pythonで動かして学ぶ！あたらしい機械学習の教科書 ¥2,894 ¥2,600 ¥2,000 
17 おうちで学べる人工知能のきほん ¥2,138 ¥1,900 ¥1,500 
18 最強囲碁AI アルファ碁 解体新書 ¥2,808 ¥2,500 ¥2,000 
19 データ・アナリティクス実践講座 ¥2,808 ¥2,500 ¥2,000 
20 クローリングハック ¥2,894 ¥2,600 ¥2,000 
21 システム開発 受託契約の教科書 ¥2,678 ¥2,400 ¥1,900 
22 エンジニアのためのデザイン思考入門 ¥2,678 ¥2,400 ¥1,900 
23 エンジニアが生き残るためのテクノロジーの授業 ¥2,138 ¥1,900 ¥1,500 
24 先輩がやさしく教えるシステム管理者の知識と実務 ¥1,922 ¥1,700 ¥1,300 
25 エンジニアを説明上手にする本 ¥2,376 ¥2,100 ¥1,700 
26 Eric Sink on the Business of Software ¥3,024 ¥2,700 ¥2,100 
27 BEST SOFTWARE WRITING ¥3,218 ¥2,900 ¥2,300 
28 ワインバーグの文章読本 ¥2,376 ¥2,100 ¥1,700 
29 SCRUM BOOT CAMP THE BOOK ¥2,592 ¥2,300 ¥1,800 
30 アジャイル開発とスクラム ¥2,160 ¥1,900 ¥1,500 
31 アジャイルソフトウェア要求 ¥5,616 ¥5,100 ¥3,900 
32 DevOps導入指南 ¥3,240 ¥2,900 ¥2,300 
33 ビヨンド ソフトウェア アーキテクチャ ¥4,104 ¥3,700 ¥2,900 
34 エッセンシャル スクラム ¥4,104 ¥3,700 ¥2,900 
35 組織パターン ¥4,104 ¥3,700 ¥2,900 
36 ディシプリンド・アジャイル・デリバリー エンタープライズ・アジャイル実践ガイド ¥5,616 ¥5,100 ¥3,900 
37 エリック・エヴァンスのドメイン駆動設計 ¥5,616 ¥5,100 ¥3,900 
38 実践ドメイン駆動設計 ¥5,616 ¥5,100 ¥3,900 
39 レガシーソフトウェア改善ガイド ¥4,104 ¥3,700 ¥2,900 
40 レガシーコード改善ガイド ¥4,536 ¥4,100 ¥3,200 

著者サイン会あります！

デブサミ先行発売！

好評既刊！



書　　　名 定 価 会 場 価 格 ご購入
check一般 個人スポンサー

41 ルビィのぼうけん こんにちは！プログラミング ¥1,944 ¥1,700 ¥1,400 
42 ルビィのぼうけん コンピューターの国のルビィ ¥1,944 ¥1,700 ¥1,400 
43 親子で楽しく学ぶ！マインクラフトプログラミング ¥1,944 ¥1,700 ¥1,400 
44 ビスケットであそぼう ¥1,944 ¥1,700 ¥1,400 
45 プログラムの絵本 ¥1,922 ¥1,700 ¥1,300 
46 先生のための小学校プログラミング教育がよくわかる本 ¥1,814 ¥1,600 ¥1,300 
47 その理屈、証明できますか？ ¥3,024 ¥2,700 ¥2,100 
48 その数式、プログラムできますか？ ¥2,808 ¥2,500 ¥2,000 
49 低レベルプログラミング ¥5,184 ¥4,700 ¥3,600 
50 独習C# 新版 ¥3,888 ¥3,500 ¥2,700 
51 Spring徹底入門 ¥4,320 ¥3,900 ¥3,000 
52 RxJavaリアクティブプログラミング ¥3,888 ¥3,500 ¥2,700 
53 Xamarinネイティブによるモバイルアプリ開発 ¥3,758 ¥3,400 ¥2,600 
54 スラスラわかるPython ¥2,484 ¥2,200 ¥1,700 
55 Pythonによるクローラー＆スクレイピング入門 ¥3,240 ¥2,900 ¥2,300 
56 Python 1年生 ¥2,138 ¥1,900 ¥1,500 
57 Ruby on Rails 5の上手な使い方 ¥3,456 ¥3,100 ¥2,400 
58 JavaScript 1年生 ¥2,138 ¥1,900 ¥1,500 
59 Effective SQL ¥3,780 ¥3,400 ¥2,600 
60 Akka実践バイブル ¥5,184 ¥4,700 ¥3,600 
61 おうちで学べるセキュリティのきほん ¥2,376 ¥2,100 ¥1,700 
62 暗号技術のすべて ¥3,780 ¥3,400 ¥2,600 
63 Webセキュリティ担当者のための脆弱性診断スタートガイド ¥3,456 ¥3,100 ¥2,400 
64 ブラウザハック ¥4,968 ¥4,500 ¥3,500 
65 擬人化でまなぼ！ITインフラのしくみ ¥2,138 ¥1,900 ¥1,500 
66 擬人化でまなぼ！ネットワークのしくみ ¥2,138 ¥1,900 ¥1,500 
67 絵で見てわかるクラウドインフラとAPIの仕組み ¥2,786 ¥2,500 ¥2,000 
68 Ansible徹底入門 ¥3,758 ¥3,400 ¥2,600 
69 プログラマのためのDocker教科書 ¥3,240 ¥2,900 ¥2,300 
70 Amazon Web Servicesではじめる新米プログラマのためのクラウド超入門 ¥3,218 ¥2,900 ¥2,300 
71 Apache Spark入門 ¥3,456 ¥3,100 ¥2,400 
72 エンジニアのためのGitの教科書 ¥2,376 ¥2,100 ¥1,700 
73 Nutanix Hyper Converged Infrastructure入門 ¥3,758 ¥3,400 ¥2,600 
74 自分でパパッとできる事業計画書 ¥1,814 ¥1,600 ¥1,300 
75 スモール・リーダーシップ ¥1,728 ¥1,600 ¥1,200 
76 ジョイ・インク 役職も部署もない全員主役のマネジメント ¥1,944 ¥1,700 ¥1,400 
77 プロジェクト・デザイン・パターン ¥2,376 ¥2,100 ¥1,700 
78 新エバンジェリスト養成講座 ¥1,728 ¥1,600 ¥1,200 
79 イノベーションのジレンマ 増補改訂版 ¥2,160 ¥1,900 ¥1,500 
80 ビジネスモデル・ジェネレーション ビジネスモデル設計書 ¥2,678 ¥2,400 ¥1,900 
81 バリュー・プロポジション・デザイン ¥3,024 ¥2,700 ¥2,100 
82 ビジネスモデル for Teams ¥3,024 ¥2,700 ¥2,100 
83 ビジネスモデル・ナビゲーター ¥2,376 ¥2,100 ¥1,700 
84 ハッキング・マーケティング ¥2,376 ¥2,100 ¥1,700 
85 エスケープ・ベロシティ ¥2,160 ¥1,900 ¥1,500 
86 キャズム Ver.2 ［増補改訂版］ ¥2,160 ¥1,900 ¥1,500 
87 ライフサイクル イノベーション ¥2,160 ¥1,900 ¥1,500 
88 デザインイノベーション ¥2,376 ¥2,100 ¥1,700 
89 やってはいけないデザイン ¥1,944 ¥1,700 ¥1,400 
90 ドローンビジネス参入ガイド ¥2,138 ¥1,900 ¥1,500



書　名 会場価格 ご購入
check

1 数理的発想法 ¥1,700 
2 世界ハッカースペースガイド ¥2,100 
3 『シェル芸』に効く！ AWK処方箋 ¥2,100 
4 ITは本当に世界をより良くするのか？ ¥2,100 
5 デベロッパーのキャリアと働き方を語ろう vol.1 ¥1,500 
6 デベロッパーのキャリアと働き方を語ろう vol.2 ¥1,500 
7 ブロックチェーン・エコノミクス 分散と自動化による新しい経済のかたち ¥1,700 
8 作って学ぶIoTサービス開発の基本と勘所 ¥2,100 
9 紛争事例に学ぶ、ITユーザの心得 【契約・費用・法律編】 ¥2,100 
10 紛争事例に学ぶ、ITユーザの心得 【提案・開発・プロジェクト編】 ¥2,100 
11 SAP HANA入門 ¥4,100 
12 HTML5とApach Cordovaで始めるハイブリッドアプリ開発 ¥2,500
13 デザインサンプルで学ぶCSSによる実践スタイリング入門 ¥2,100

オンデマンド印刷書籍
一部書店でしか買えない限定版も特別価格で販売!!POD

Print On-Demand

福袋 この機会にぜひ、おまとめ買いを！

お得な書籍セット
書　　　名 定価 特価

1 エンジニアのための
デザイン思考入門 2,678 2,100 

2 BEST SOFTWARE 
WRITING 3,218 2,600 

3 Eric Sink on 
the Business of Software 3,024 2,400 

4 ワインバーグの文章読本 2,376 1,900 

5 キャズム Ver.2 
［増補改訂版］ 2,160 1,700 

6 ライフサイクル 
イノベーション 2,160 1,700 

7 エスケープ・ベロシティ 2,160 1,700 

8 プログラマーと
お仕事をするということ 2,484 2,000 

4,161        円 お得！定価合計
20,261円

福袋特価合計

16,100円

書　　　名 定価 特価

1 はじめての人工知能 2,462 2,000 

2 あたらしい人工知能の
教科書 2,808 2,200 

3 おうちで学べる
人工知能のきほん 2,138 1,700 

4 最強囲碁AI アルファ碁 
解体新書 2,808 2,200 

5 Pythonによるクローラー＆
スクレイピング入門 3,240 2,600 

6 技術者のための
基礎解析学 2,808 2,200 

7 人工知能システムの
プロジェクトがわかる本 3,024 2,400 

3,989        円 お得！定価合計
19,289円

福袋特価合計

15,300円

書　　　名 定価 特価

1
ルビィのぼうけん 
こんにちは！
プログラミング

1,944 1,600 

2
ルビィのぼうけん
コンピューターの国の
ルビィ

1,944 1,600 

3
親子で楽しく学ぶ！
マインクラフト
プログラミング

1,944 1,600 

4 ビスケットであそぼう 1,944 1,600 

5 プログラムの絵本 1,922 1,500 

6
先生のための
小学校プログラミング教育
がよくわかる本

1,814 1,500 

2,113  円 お得！定価合計
11,513円

福袋特価合計

9,400円

［デブサミ書店 店長おススメ］

エンジニアに読んでもらいたい
読み物 8 冊セット

［デブサミ書店 店長おススメ］

人工知能 7 冊セット
［デブサミ書店 店長おススメ］

子どもプログラミング
6 冊セット



1
1 人でも始められる
業務改善の手法から、
チームマネジメントの
手法まで解説。

2
全国のプログラマを悩
ませたパズル集の第 2
弾！問題を解きなが
ら、楽しくアルゴリズ
ムを身につけよう。

3
70 の問題を解くこと
で、アルゴリズムが身
につき、シンプルで高
速なコードが書けるよ
うになります。

4
GCP（Google Cloud 
Platform）でシステ
ム、アプリケーション
を構築するための実践
的な入門書。

5
機械学習に関連する数
学の最も基礎となる解
析学・微積分を順序立
てて学習できる 1 冊。

6
基本的な 26 のアルゴ
リズム＋ 7 つのデー
タ構造をすべてイラス
トで解説。

7
「プログラミングにつ
いて何も知らないこ
と」を前提に、基本か
ら Python を解説。

8
独学で C 言語につい
て学びたい人に最適の
学習書。

9
React の概念からデプ
ロイまでモダン Web
アプリケーション開発
のずべてを解説。

10
サンプルプログラムを
作りながら、Android
アプリ開発に必要な知
識が学べる 1 冊。

11
API 設計、非同期プロ
グラミング、動的プロ
グラミング、並列処理
をクールに使い倒す
50 の方法を解説。

12
非プログラマー管理者
たちが、自身のプロ
ジェクトを円滑に進め
るためのヒントを詰め
込んだ 1 冊。

13
人工知能システムを企
画・開発し、運用・保
守したい人向けに、一
連のプロセスのノウハ
ウを解説。

16
学習環境の準備から始
まり、Python の基本
および数学の基本まで
を丁寧に解説。

22
ものづくりの主役であ
るエンジニアに向け
て、数多くの実践事例
を交えながらデザイン
思考の方法論を紹介。

著者サイ
ン会

著者サイ
ン会

先行発売

先行発売 先行発売 先行発売 先行発売

著者サイ
ン会

著者サイ
ン会 著者サイ

ン会
著者サイ

ン会

会場でぜひご覧ください！オススメ書籍

日付 時間 参加者 場所

15 日

12：40 − 13：05
市谷 聡啓、 新井 剛 （『カイゼン・ジャーニー（翔泳社）』著者）

［ 2F ］
華しらべ

和田 卓人 （『テスト駆動開発（オーム社）』訳者）

13：50 − 14：10 中井 悦司 （『技術者のための基礎解析学（翔泳社）』著者）

18：45 − 19：15 石田 保輝、 宮崎 修一  （『アルゴリズム図鑑（翔泳社）』著者）

16 日 12：40 − 13：05 増井 敏克 （『もっとプログラマ脳を鍛える数学パズル（翔泳社）』著者） ［ 2F ］
華しらべ

著者・訳者サイン会のご案内
当日会場で本をご購入いただいた方および、すでに本をお持ちの方が対象となります。


