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2018年新規配信タイトル！ 

再生の経営学 ―自動車静脈産業の資源循

環と市場の創造―（敬愛大学学術叢書） 

同時1アクセス(本体) ¥6,820 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784561267096  

著編者名 粟屋 仁美 発行年 2018 商品コード 1028304184 

本書は、使用済自動車の再資源化を事例として、社会的費用の私的費用化というＣＳＲ（企業の社会
的責任）の考え方と、そこに求められる経営哲学や戦略を追究。「再生の経済」が成立する社会の実
現を目指す 

ファミリービジネスのイノベーション 

同時1アクセス(本体) ¥5,610 

同時3アクセス(本体) ¥7,700 

冊子版ISBN 9784561257110  

著編者名 玄場 公規 発行年 2018 商品コード 1028304188 

ファミリービジネスは、一般的に創業家の一族が経営に深く関与している企業であり、近年、その優位性に
改めて注目が集まっている。本書は、特にそのイノベーション能力に注目している。イノベーションを成功さ
せるには、長期的な視点を持ち強いリーダーシップを発揮する必要があり、ファミリービジネスではその実
現が容易である可能性があるためである。実務家にも読みやすく、学びやすく編集されている。 

IT会計帳簿論 ―IT会計帳簿が変える経営と

監査の未来― 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784561362203  

著編者名 中村 元彦 発行年 2018 商品コード 1028304189 

非常に広汎で大きな便益を引き出すため、会計そして会計に関連する内部統制や監査のあり方、ひ
いては会計の究極の目的である経営、そして新たな会計実務を担える会計人育成のあり方まで、会
計を取り巻くさまざまな社会システムの現状を丁寧に整理しながら政策提案を行う。 

証券理論モデルによるブラック・マン
デーの原因究明 

同時1アクセス(本体) ¥9,680 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784561963028  

著編者名 佐藤 猛 発行年 2018 商品コード 1028304190 

金融の現場で1987年のブラックマンデーを体験した著者が、その原因究明と、それに派生した課題や
影響の分析を行う。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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総合商社の本質 ―「価値創造」時代のビジ

ネスモデルを探る― 

同時1アクセス(本体) ¥9,020 

同時3アクセス(本体) ¥12,210 

冊子版ISBN 9784561267072  

著編者名 垰本 一雄 発行年 2018 商品コード 1028304192 

総合商社は日本独特の業態であり，商社否定論が繰り返し叫ばれても，変わらず我が国経済に大き
な貢献をする存在である。本書は，近年，マーケティング分野で注目されている「価値共創」という概念
を用い，その本質に迫る 

日本型マーケティングの進化と未来 ―
ビジネスパラダイムの変革とマーケティングの戦
略的変革― 

同時1アクセス(本体) ¥7,810 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784561662266  

著編者名 新津 重幸 発行年 2017 商品コード 1028304185 

戦後直後に生を受け、まさにそのプロセスを実感してきた著者が、実務者そして研究者として、高度経
済成長期から成熟社会、低成長社会、並行成長社会と移り変わる中で取り組んできた日本型マーケ
ティングの変遷をたどる 

イノベーションと内部非効率性 ―技術変

化と企業行動の理論― 

同時1アクセス(本体) ¥8,030 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784561267027  

著編者名 關 智一 発行年 2017 商品コード 1028304186 

イノベーションは、経済学的な視点と経営学的な視点からみることができる。著者は本書で、シュン
ペーターやクリステンセンらが立脚する経営学的視点でなく、経済学的な視点からその本質に迫る 

ファーウェイの技術と経営 

同時1アクセス(本体) ¥8,030 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784561267010  

著編者名 今道 幸夫 発行年 2017 商品コード 1028304187 

ファーウェイは創業から30年の間に目覚ましい成長を遂げてきた。言うまでもなくこのような劇的な成功は、
中国においても、通信業界のみならず他の産業でも稀なものである。本書は、まず、この分野で起きた飛躍
的な技術変革とそれに伴う市場変動の様相を丁寧に洗い出した上で、その波への的確な対応を可能にした
ユニークな人的資源管理手法を明らかにし、その将来を展望する 

贅沢の法則 ―消費ユートピアの透視図― 

同時1アクセス(本体) ¥5,610 

同時3アクセス(本体) ¥7,700 

冊子版ISBN 9784561622253  

著編者名 田村 正紀 発行年 2017 商品コード 1028304191 

高度成長を経て必需品が一通り行き渡った日本では、マーケティングを考える上で「贅沢」は永らく、重
要なキーワードとなっている。この本で、マーケティング研究で日本の学界を牽引してきた著者は、贅
沢や消費に関連する古典や資料を渉猟し、贅沢の法則を提示する。 

2018年新規配信タイトル！ 
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2018年新規配信タイトル！ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

IoT時代の情報通信政策 = Info-communication policy in the IoT 
era 

福家 秀紀 2017 9784561266846 ¥7,260 ¥9,900 1026556733 

「日系人」活用戦略論 ―ブラジル事業展開における「バウンダ
リー・スパナー」としての可能性― 

古沢 昌之 2013 9784561266235 ¥8,470 ¥11,550 1026556731 

IT投資マネジメントの変革 松島 桂樹 2013 9784561245995 ¥6,292 ¥8,580 1026556734 

MOT教育の総合的研究 （明治大学社会科学研究所叢書） 大石 芳裕 2013 9784561266051 ¥11,523 ¥15,714 1026556735 

アジアの投資環境・企業・産業 ―現状と展望―（専修大学商学
研究所叢書 12） 

小林 守 2013 9784561266068 ¥6,776 ¥9,240 1026556736 

アライアンス・イノベーション ―大企業とベンチャー企業の提携 : 
理論と実際― 

中村 裕一郎 2013 9784561266204 ¥8,470 ¥11,550 1026556737 

イノベーションの普及における正当化とフレーミングの役割 ―
「自分へのご褒美」消費の事例から― 

鈴木 智子 2013 9784561266129 ¥8,470 ¥11,550 1026556738 

グローバル企業の経営倫理・CSR 小林 俊治 2013 9784561266006 ¥7,260 ¥9,900 1026556740 

ケースでまなぶ財務会計 ―新聞記事のケースを通して財務会
計の基礎をまなぶ―第7版 

永野 則雄 2013 9784561352020 ¥6,776 ¥9,240 1026556741 

コーポレートベンチャリング新時代 ―本格化するベンチャーの時
代と大手ICT企業の成長戦略― 

湯川 抗 2013 9784561236184 ¥6,776 ¥9,240 1026556742 

こだわりと日本人 ―若者の新生活感 : 選択基準と購買行動― 辻 幸恵 2013 9784561652021 ¥6,776 ¥9,240 1026556743 

コンテンツの多様性 ―多様な情報に接しているのか― 浅井 澄子 2013 9784561762010 ¥8,228 ¥11,220 1026556744 

ストック・オプション会計 山下 克之 2013 9784561362012 ¥8,712 ¥11,880 1026556745 

パズル理論 ―意思決定にみるジグソーパズル型と知恵の輪型
― 

前川 佳一 2013 9784561266136 ¥7,260 ¥9,900 1026556746 

わかりやすい消費者行動論 黒田 重雄 2013 9784561652038 ¥6,292 ¥8,580 1026556749 

経営の解釈学 稲垣 保弘 2013 9784561161806 ¥7,986 ¥10,890 1026556756 

仕事のコミュニケーション論 ―人間関係の基本と自信を身につ
ける― 

川村 稲造 2013 9784561256243 ¥6,292 ¥8,580 1026556759 

商品ビジネス開発のケースブック 見目 洋子 2013 9784561652076 ¥5,761 ¥7,857 1026556762 

小売商業の事業継承 ―日韓比較でみる商人家族―（和歌山大
学経済学部研究叢書 22） 

柳 到亨 2013 9784561266037 ¥7,986 ¥10,890 1026556763 

食品スーパーの店舗オペレーション・システム ―競争力構築の
メカニズム― 

岸本 徹也 2013 9784561662068 ¥9,196 ¥12,540 1026556764 

新規事業開発のマネジメント ―社外からの著名効果の分析― 伊藤 嘉浩 2013 9784561266020 ¥8,712 ¥11,880 1026556765 

人にやさしい会社 ―安全・安心、絆の経営― 田中 宏司 2013 9784561216117 ¥5,761 ¥7,857 1026556766 

人材イノベーション ―ワーク・ライフ施策,組織コミットメントおよび
企業業績― 

咸 惠善 2013 9784561266013 ¥9,680 ¥13,200 1026556767 

戦略的協働の経営 = Management of strategic collaboration 後藤 祐一 2013 9784561265894 ¥6,776 ¥9,240 1026556768 
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2018年新規配信タイトル！ 
書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

多国籍企業の戦略経営 佐久間 信夫 2013 9784561266075 ¥6,776 ¥9,240 1026556770 

宅急便を創った男小倉昌男さんのマーケティング力 中田 信哉 2013 9784561612056 ¥4,147 ¥5,656 1026556771 

地域の再生と流通・まちづくり （日本流通学会設立25周年記念
出版プロジェクト 1） 

佐々木 保幸 2013 9784561661962 ¥7,260 ¥9,900 1026556772 

中国流通のダイナミズム ―内需拡大期における内資系企業と
外資系企業の競争― 

渡辺 達朗 2013 9784561662013 ¥8,470 ¥11,550 1026556773 

二重性のダイナミクス ―組織変革の構造― 渡辺 伊津子 2013 9784561266105 ¥6,776 ¥9,240 1026556774 

専門技能とキャリア・デザイン （日本のキャリア研究） 金井 寿宏 2013 9784561265665 ¥8,470 ¥11,550 1026556775 

組織人のキャリア・ダイナミクス （日本のキャリア研究） 金井 寿宏 2013 9784561265658 ¥9,196 ¥12,540 1026556776 

不安定と格差の住宅市場論 ―住宅市場のガバナンスのために
―（和歌山大学経済学部研究叢書 23） 

大泉 英次 2013 9784561860488 ¥7,744 ¥10,560 1026556780 

変革マネジメントの理論と実践 ―プロジェクトリーダーシップの役
割―（和歌山大学経済学部研究叢書 24） 

野間口 隆郎 2013 9784561266044 ¥7,986 ¥10,890 1026556781 

利用と搾取の経済倫理 ―エクスプロイテーション概念の研究―
（神奈川大学経済貿易研究叢書 第25号） 

山口 拓美 2013 9784561860471 ¥9,680 ¥13,200 1026556783 

「設計施工」の効率性研究 ―建設産業は設計施工によって効率
化されたのか― 

登坂 敏晴 2012 9784561761976 ¥7,260 ¥9,900 1026556730 

ICTの進展と情報活用能力 ―変容する組織と個人の関係性― 小豆川 裕子 2012 9784561265641 ¥7,744 ¥10,560 1026556732 

イノベーターの知財マネジメント ―「技術の生まれる瞬間」から
「オープンイノベーションの収益化」まで― 

渡部 俊也 2012 9784561265917 ¥9,680 ¥13,200 1026556739 

ファミリービジネス ―知られざる実力と可能性― 後藤 俊夫 2012 9784561235835 ¥6,776 ¥9,240 1026556747 

ホスピタリティ・ビジネスの人材育成 山上 徹 2012 9784561255987 ¥4,610 ¥6,286 1026556748 

営業トヨタウェイのグローバル戦略 塚田 修 2012 9784561225928 ¥5,761 ¥7,857 1026556750 

海外市場開拓のビジネス ―中国市場とアメリカ市場―第2版 中野 宏一 2012 9784561741985 ¥6,050 ¥8,250 1026556751 

環境変化とリスクマネジメントの新展開 （専修大学商学研究所叢
書 11） 

上田 和勇 2012 9784561265849 ¥6,776 ¥9,240 1026556752 

観光地のアメニティ ―何が観光客を引きつけるか― 田村 正紀 2012 9784561761969 ¥8,470 ¥11,550 1026556753 

企業事故の発生メカニズム ―「手続きの神話化」が事故を引き
起こす― 

谷口 勇仁 2012 9784561265825 ¥6,776 ¥9,240 1026556754 

競争優位の戦略 ―サプライネットワーク・マネジメント― 水嶋 康雅 2012 9784561245957 ¥6,534 ¥8,910 1026556755 

現代トップリーダーとイノベーション 池内 守厚 2012 9784561255734 ¥5,761 ¥7,857 1026556757 

現代組織の情報セキュリティ・マネジメント ―その戦略と導入・策
定・運用― 

税所 哲郎 2012 9784561255901 ¥7,986 ¥10,890 1026556758 

仕事の経営学 ―職務の機能と進路を考える― 川村 稲造 2012 9784561255932 ¥6,292 ¥8,580 1026556760 

事例で学ぶ経営学 改訂版 今口 忠政 2012 9784561151784 ¥6,776 ¥9,240 1026556761 

組織不祥事研究 ―組織不祥事を引き起こす潜在的原因の解明
― 

樋口 晴彦 2012 9784561265948 ¥9,680 ¥13,200 1026556769 

日本企業の収益不全 ―収益性向上のための最適成長速度― 平井 孝志 2012 9784561265962 ¥7,260 ¥13,200 1026556778 

入門現代経済学要論 第2版 青木 孝子 2012 9784561951254 ¥5,761 ¥7,857 1026556779 

問題解決のコミュニケーション ―学際的アプローチ― 鈴木 健人 2012 9784561951278 ¥6,292 ¥8,580 1026556782 

日本の社会階層とそのメカニズム ―不平等を問い直す― 盛山 和夫 2011 9784561961246 ¥6,776 ¥9,240 1026556777 
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