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研究所
My way of life and Thinking
= 私の行き方考え方 【EPUBリフロー版】
松下 幸之助 著

2011年発行

自叙伝『私の行き方 考え方』の英文版。数多くのエピソードを
交えながら事業成功の秘訣を語る半生の記。
同時1アクセス(本体)

¥3,000

冊子版ISBN

9784569800967

商品コード

1031547646

NURTURING DREAMS : my path in life
= 夢を育てる : わが歩みし道 【EPUBリフロー版】
松下 幸之助 著

The Million-Dollar Knack for Successful Management
= 経営のコツここなりと気づいた価値は百万両 【EPUBリフロー版】

2012年発行

松下 幸之助 著

『経営のコツここなりと気づいた価値は百万両』
の英文版。パナソニック創業から六十年にわた
る事業体験を通して商売のコツ、経営のコツを
披露したビジネスパーソンへのメッセージ。

生い立ちからパナソニックの会長を退くまでの
軌跡を自ら語る自伝的エッセイ。『夢を育て
る』に、新たな写真と年表を加えたもの。
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

¥3,000
9784569804774
1031547647

Career Essentials ＝ 社員心得帖 【EPUBリフロー版】
松下 幸之助 著

同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

冊子版ISBN
商品コード

2012年発行

松下 幸之助 著

松下 幸之助 著

同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

冊子版ISBN
商品コード
● 表示価格は税抜きです。

¥2,200
1031547650

The Heart of Management
= 経営のものさし 【EPUBリフロー版】

1982年発行

『人間を考える』の英文版。９歳から実業一筋
に歩んできた著者が、周りからの意見と自らの
経験を交え「人のあり方」を提唱したロングセ
ラーの書。
同時1アクセス(本体)

2014年発行

『商売心得帖』の英文版。本書には“商売人・
松下”の考え方の真髄が詰まっている。物が
売れない時代に商売の原点を見詰め直すた
めの絶好の一冊。

¥2,750
9784569807836
1031547649

Thoughts on Man = 人間を考える 【EPUBリフロー版】

¥2,750
9784569804781
1031547648

Business Essentials
＝ 商売心得帖 【EPUBリフロー版】

『社員心得帖』の英文版。新入社員から中堅、
幹部まで、自らの能力を高めるためになすべき
ことを説いた豊かなキャリア形成のための一冊。
同時1アクセス(本体)

2012年発行

¥6,501
9784569512235
1031547651

●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。

松下 幸之助 著

2007年発行

『経営のものさし』の英文版。経営理念・経営
者・責入者・組織・体制・商品開発・製造・販
売・営業など職能的分野における考え方をす
べて開陳。
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

¥3,751
9784569691121
1031547652
2020年3月
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Zest for Management
= 松下幸之助の経営問答 【EPUBリフロー版】
松下 幸之助 著

People Before Products The Human Factor in
Business 【EPUBリフロー版】

2001年発行

松下 幸之助 著

「人材育成のコツは？」「組織活性化のポイン
トは？などの課題について、松下幸之助がそ
の質問に答えてくれる一冊。『松下幸之助の
経営問答』の英文版。
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

松下 幸之助 著

『人事万華鏡』の英文版。事業一筋に生きる著
者が、人を生かし、育てる心得を説きあかす。

¥6,999
9784569614625
1031547653

同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

Corporate Social Responsibility
= 企業の社会的責任とは何か 【EPUBリフロー版】

冊子版ISBN
商品コード

¥4,999
9784569537047
1031547654

Practical Management Philosophy = 実践経営哲学
【EPUBリフロー版】

2011年発行

松下 幸之助 著

『企業の社会的責任とは何か』の英文版。産
業がもたらす発展や、人と人とのつながり、企
業が果たすべき役割、松下幸之助の信念が
詰まった一冊。
同時1アクセス(本体)

1992年発行

2011年発行

『実践経営哲学』の英文版。幾多の苦境、体
験の中からつかんだ独自の経営観、経営哲
学がわかりやすく説かれた一冊。

¥2,500
9784569644103
1031547655

同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

¥2,376
9784569800974
1031547656

Peace and Happiness through Prosperity
プロ野球ビジネスのダイバーシティ戦略 【EPUBリフロー版】 砂漠化する中国の水環境問題 【EPUBリフロー版】
改革は辺境から。地域化と多様化と独立リーグと
小林 至 著/武藤 泰明 監修

中国乾燥地域の黒河流域における地下水涵養機構と水利用に関する研究

2019年発行

秋山 知宏 著

プロ野球ビジネスが地域密着に活路を見出
す術を、アメリカのマイナーリーグ球団経営に
学びながら、現地取材をもとに説き明かす。
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

重要なのは地下水涵養と、河川水と地下水との
交流関係だった！ 長期にわたった現地での
調査で、深刻化する乾燥地域を明らかにする。

¥8,500
9784569843704
1031547660

同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

心理学的経営 【EPUBリフロー版】

¥899
1031547657

コミュニティオフィス・2005 【EPUBリフロー版】

個をあるがままに生かす

自由時間都市ネットワークの提案
大沢 武志 著

1993年発行

核都市問題研究会 著/小栗 幸夫 編集

組織における人間の「感情」や「個性」を深く
追求した著者30年の実務と研究に基づく全く
新しい経営論。四半世紀の時を越え、電子書
籍・プリントオンデマンドで遂に復刊。
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード
● 表示価格は税抜きです。

2018年発行

¥3,250
9784569541365
1031547659

転機に立つ現代都市文明への大胆な提案。都心の異
常な地価高騰と周辺部への波及。そして深刻化する長
距離通勤――生産と効率を優先してきた社会に、さま
ざまな問題が生じてきた。現代人を時間の奴隷から解
放し、新しいライフ・スタイルのもとでのビジネスのあり
方を探る、新・職住接近の構想とは！

同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN
商品コード

●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。

1989年発行

¥3,250
9784569523880
1031547658
2020年3月
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