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マーケティング	 2017年8月刊	 研 		大 		公

グローバル戦略市場経営
グローバル展開とマーケティング・マネジメントの統合
イアン アーロン、ユージン D. ジャッフ 著 ／ 笠原英一 訳

近年、中小企業についてもグローバル展開の必要性が高まっている。本書は、アメ

リカで高い評価を受けているグローバル・マーケティングの大学教科書の邦訳で、 

個々の国におけるマーケティング環境の評価方法に始まり、参入戦略や価格戦略、流

通戦略など、さまざまなマーケティング戦略立案の基本的な考え方を、各大陸にお

ける豊富な事例を交えながら解説する。また、政治・法環境や社会・文化的環境等

の評価にも触れており、経営に関わる方の広く深い関心にも応えることができよう。
ISBN978-4-561-66215-0　A5 判　584 頁　6500 円＋税

マーケティング	 2017年5月刊	 研 		大 		公

グローバル・マーケティング零
大石 芳裕 編著
本書は、「テキストで

0

教える」ための教科書で、理論中心の記述でなく、また特に実務経験のある方から、

さまざまな異論が出ることも想定される作りだが、それこそが深い学びにつながるという。編著者と

著者たちが重要と考える複合化・ブランド・チャネルの３点を踏まえ、９つの事例で持論を展開する。
ISBN978-4-561-65223-6　A5 判　196 頁　2500 円＋税

マーケティング	 2017年7月刊	 研 		大 		公

マーケティング・マインドとイノベーション
田口 冬樹 著
マーケティングの研究・教育に長く携わる著者は、その焦点が顧客や社会のニーズ、変化にあると説き、

本書で取り組みへの心構えから、ネットの普及に対応する新たな手法や考え方を解説。

身近な事例も盛り込まれ、読みやすい。

978-4-561-65224-3　A5判　256頁　3000円＋税

サプライチェーン	 2017年5月刊	 研 		大 		公

サプライチェーン・マネジメント概論
苦瀬 博仁 編著
サプライチェーン・マネジメントの基礎知識を、大学の教科書として使われることを意識し、特に経

営学・工学の双方からの関心に応えられるよう、分かりやすく平易に記述。特に、本書第１章は具体

的な事例を多数紹介し、とっつきやすいつくりで一般の方の入門にも最適。

ISBN978-4-561-75215-8　A5判　316頁　2800円＋税
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監査/ PR	 2017年6月刊	 研 		大 		公

開示不正	その実態と防止策　
八田 進二 編著
本書は日本ディスクロージャー研究学会の研究成果をまとめたもので、近年、日本で

社会的に大きく騒がれた、さまざまな企業・組織の不祥事や不正を取り上げ検証・分

析、それぞれ学ぶべき教訓ないし今後の課題について防止・是正策を提言する。

編著者は会計監査や内部統制研究の第一人者として著名であり、序章において、この

ような問題は企業等のアカウンタビリティー（説明責任）遂行の一環として取り組むべ

きと説いている。

この分野の研究者に限らず、一定の責任を持って業務に携わる方々にもアカウンタビリティーのあり

方について学ぶ良い参考書となろう。 

ISBN978-4-561-46180-7　A5判　290頁　3500円＋税

科学技術者倫理	 2017年3月刊	 研 		大 		公

本質から考え行動する	科学技術者倫理
金沢工業大学・科学技術応用倫理研究所 編
こんにち、多くの人が何らかの専門家や科学技術者であり、特有の倫理的な問題に直面することが多

い。企業から高い評価を受ける金沢工業大学の教科書として作られた本書は、倫理の考え方の基本を

押さえた上で職務に直結する課題を分かりやすく解説。事例討論もあり臨場感をもって学べる。

ISBN978-4-561-25699-1　B5判　186頁　1800円＋税

知的財産	 2017年3月刊	 研 		大 		公

ライセンスビジネスの戦略と実務［第2版］
キャラクター＆ブランド活用マネジメント　
草間 文彦 著
本書で扱う「ライセンス」は、知的財産権のうち、一般消費者としても日々接することの多い著作権や

商標権を指し、「クール・ジャパン戦略」などへの取り組みが進む中、その重要性が高まってきている。

日本における第一人者が分かりやすくまとめたロングセラーが最新データでアップデート！
ISBN978-4-561-24694-7　A5 判　272 頁　3000 円＋税

アライアンス	 2017年4月刊	 研 		大 		

IoT時代のアライアンス戦略 
人工知能の進化とマッチング数理モデルの提案　
冨田 賢 著
新規事業のメイン・フィールドであるIoTの収益化から、人工知能の特性、アライアンスの有用性やマッ

チング数理モデル、新規事業の方向性の探索や推進の仕方までを網羅した、まさにIoT時代のアライ

アンスによる新規事業立ち上げのテキスト。

ISBN978-4-561-26696-9　A5判　248頁　2750円＋税
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韓国政治/メディア論	 2017年10月刊	 研 		大 		公

ビッグデータから見える韓国 アジア発ビジョナリーシリーズ
政治・既存メディア・SNSのダイナミズムが織りなす社会
チョ ファスン、ハン ギュソプ 他著／木村 幹 監訳／藤原 友代 訳
議員の国会における投票行動と自身のＳＮＳでの発言傾向の整合性や、ＳＮＳにお

ける両極化（分極化）の様相などが定量的に解析。世界的に注目されるテーマである、

ネットやＳＮＳの普及に伴う暮らし⇔社会⇔政治の地殻変動を明らかに。

ISBN978-4-561-95138-4　A5判　196頁　2600円＋税

軍事/政治学	 2017年5月刊	 研 		大 		

軍備の政治学 制約のダイナミクスと米国の政策選択
齊藤 孝祐 著
現在米国が抱える軍備の問題の一端を冷戦末期の意思決定に見出した上で、さまざまな公開資料を丁

寧に読み解きながら、どのような議論がなされ政策選択がなされていったのか、そのダイナミズムを

明らかにする。国際政治と科学技術の関係を捉える一事例研究。

ISBN978-4-561-96135-2　A5判　344頁　3700円＋税

米国法/エネルギー行政	 2017年5月刊	 研 		大 		公

米国エネルギー法の研究 経済規制と環境規制の法と政策
草薙 真一 著
米国におけるエネルギー関連法の導入に当たって、そのプロセスと今に至り明らかになった功罪や日

本の関連諸制度との比較などを行う。特にアメリカの政治システムの中でどのようにエネルギー行政

が行われているかを追究している第３部は特に貴重。

ISBN978-4-561-76216-4　A5判　416頁　4000円＋税

組織変革	 2017年5月刊	 研 		大 		公

組織変革のレバレッジ 困難が跳躍に変わるメカニズム
安藤 史江 著者代表
これまでほとんど考えられてこなかった、組織変革の際に起きがちな４つの困難について、４事例に

あたって追究。そして変革のレバレッジ（梃子）となる「切り替えスイッチ」の存在を指摘、その見つ

け方を示唆する。

ISBN978-4-561-26692-1　A5判　268頁　3800円＋税

航空産業	 2017年3月刊	 研 		大 		

Flying Smart with Low-Cost Carriers in Japan
A	Numerical	Analysis	of	Innovative	Business	Strategies	in	the	Aviation	Industry
塩谷 さやか 著

【英文書籍】日本で航空業界への新規参入組の経営の困難さの原因を分析し、処方箋を提示。

ISBN978-4-561-76217-1　A5判　392頁　5000円＋税
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会計基準	 2017年7月刊	 公

よくわかる独立行政法人会計基準実践詳解	［改訂第４版］
新日本有限責任監査法人 編
平成２７年１月に改訂された独立行政会計基準を踏まえ加筆修正された新版。

ISBN978-4-561-34216-8　B5判　564頁　5500円＋税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

財務会計	 2017年４月刊	 大 		公

財務会計［第５版］
平野 秀輔 著
社会人向けに好評の教科書。本版で注や解説の量を大幅に増やし最新の会計基準に対応。

ISBN978-4-561-35213-6　A5判　356頁　3400円＋税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　   

財務会計	 2016年5月刊	 		大 		公

財務管理の基礎知識 財務諸表の見方から経営分析、管理会計まで［第3版］
平野 秀輔 著
財務や経理の実務経験がなくても財務諸表が読め、経営分析の考え方を身に付けるために。
ISBN978-4-561-35215-0　A5 判　196 頁　2100 円＋税

映画	 2017年6月刊	 		公

成城映画散歩 あの映画も、この傑作も、みな東宝映画誕生の地・成城で撮られた
高田 雅彦 著
成城近辺の街や成城学園が映り込んだ50の日本映画を発掘、まちの記憶を紡ぐ。

ISBN978-4-561-51097-0　A5判　288頁　2750円＋税　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　   

受賞作
平成29年度日本経営学会賞(著作部門)

宮尾学著 製品開発と市場創造 
ISBN978-4-561-26680-8　A5判　232頁　3800円＋税

2017年度異文化経営学会賞(著書)
2017年度多国籍経営学会賞(単行本の部)

古川裕康著 グローバル・ブランド・イメージ戦略 
ISBN978-4-561-66220-4　A5判　200頁　3000円＋税

平成28年度実践経営学会名東賞
2016年度ファミリービジネス学会賞（著書の部）

落合康裕著 事業承継のジレンマ
ISBN978-4-561-26682-2　A5判　276頁　3200円＋税

営業部から

第3面でご紹介している『ビッグデータから見え

る韓国』は「アジア発ビジョナリーシリーズ」の

第一弾となります。アジア各国で出版された、

現地の興味深い論考を紹介していく試みで、今

後、このシリーズで欧米圏以外ならではの考え

方を幅広くご提供していきたいと考えています。

取扱店


