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交渉のメソッド 
［ビジネススキル］ 

 ＜交渉＞はあらゆる場所で行われており、当事者がそうと意識していなくても交渉
として捉えられるものがあると言う。 
 さらに今日の社会では、上からの規範でほとんどのことが決まるタテ型の構造から、
利害関係者たちが自分たちで規範を構築するヨコ型の構造へと変化しているため、   
交渉の重要性は以前よりさらに高まっている。 
 研究者・教育者・交渉実務家として経験を積んできた著者たちが、いくつもの学
問領域の成果を踏まえつつも理論だけでなく、実際の交渉に使えるコンセプトとツー
ルをまとめた。 

A.レンペラール/A. コルソン著 
奥村哲史 他訳 

初ご案内 

978-4-561-23628-3 C3034 四六判  200p 2800円＋税（予価） 

平積推奨 

1月下旬配本予定 

実践を意識してまとめられた交渉術の教科書。英語圏以
外でも翻訳出版された名著、待望の日本語版刊行！ 
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～直感を越えて～ 【著訳者紹介】 
レンペラールは米ブランディス大学主任教授 
コルソンは仏エセックビジネススクール准教授 
奥村は名古屋市立大学教授。弊社から『交渉の認知心理学』
（訳）、『ロースクール交渉学 第２版』（共著）の他、ダイヤ
モンド社・東洋経済新報社から交渉関連の書籍を多数翻訳。 

序 
１ 交渉する前に、問い直す…直感型を越える
ために 

２ 交渉に入る「前に」準備する…プロセス、問
題、人への計画の立て方 

３ 明白なことよりもまず大切なことから…プロセ
スをどう処理するか 

４ 切り分ける前にジョイントバリューを最大にする
…問題に対処するか 

５ 話す前に聞く…人にどう対処するか（１） ア
クティブ・コミュニケーション 

６ 問題解決の前に感情を受けとめる…人にど
う対処するか（２） 

７ 複雑性にぶつかる前にメソッドを深める…複
層交渉、他者間交渉、多文化間交渉をど
う管理するか 

８ 締めくくる「前に」合意を明確な形にする…
交渉の成果をどう収穫するか 

結論 実践に移る前に、理論を自分のものに
する…交渉スキルをどう改善し続けるか 

目次（案） 
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下記２点の返品お願いします！ 

日本企業の心理的契約 

増補改訂版（978-4-561-
26622-8）を、9月末配本しま
した。 

978-4-561-26559-7 

テキスト国際会計基準 
第５版 

第６版（978-4-561-35204-
4）を、１０月頭に配本しました。 

978-4-561-35192-4 2011年刊の旧版をご返品く
ださい。 2010年刊の第5版をご返品く

ださい。 

ご案内済みアイテムの配本予定（12・10時点） 

組織セラピー 978-4-561-26608-2 1905円＋税 

【刊行延期書籍】 

【前号からの配本済】 

【次の号までの配本見込み】 

仕事のコミュニケーション論  978-4-561-25624-3 2500円＋税（予価） 
ネット通販と当日配送  978-4-561-74202-9 2500円＋税（予価） 
中国物流産業論  978-4-561-65208-3 2800円＋税 
経営学における組織論の位置づけとその理論的展開  978-4-561-26619-8 3100円＋税 

【次々号以降の配本見込み】 

「日系人」活用戦略論  978-4-561-26623-5 3500円＋税（予価） 
台湾エレクトロニクス産業のものづくり  978-4-561-26621-1 4700円＋税 
アライアンス・マネジメント  978-4-561-22625-3 2500円＋税（予価） 

［提携/M&A/ 
イノベーション］ アライアンスマネジメント 

978-4-561-22625-3 C3034 A5判 212p 2500円＋税（予価） 

元橋一之編著（東京大学教授） 

期待の新刊を再度ご紹介 

米の業界団体が監修した提携管理の方法論に基づく、客観性・網羅性が高い記述。
オープンイノベーション実現のマニュアル！ 

 イノベーションに対するスピード・コストの追求のため、
他社の力も借りるオープンイノベーション、すなわち他
社とのアライアンスの必要性が高まっている。 
 日本の事例を中心に取り上げながら、基本的な考 

来年１月上旬配本予定 

え方や具体的なノウハウまでを、アメリカのアライアン
スの業界団体が監修したワークブックに準拠しつつま
とめる。また、その経営学的な意味合いも合わせて検
討。実務に使いやすいチェックリストなどを収録。 

コンテンツの多様性  978-4-561-76201-0 3400円＋税（予価） 
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【ロングセラー化確実－在庫ご確認ください！」】 

［人事・キャリア］ 

978-4-561-26565-8 C3034 A5判 320p 3800円＋税 

日本のキャリア研究 
組織人のキャリア・ダイナミクス 
専門技能とキャリア・デザイン 

978-4-561-26566-5 C3034 A5判 288p 3500円＋税 

金井壽宏一門で執筆した日本のキャリア研
究の金字塔！ 編著の鈴木竜太神戸大教
授が今年の日経賞受賞。 

［経営組織・人
事・キャリア］ 

組織論レビューⅠ・Ⅱ 

Ⅰ978-4-561-26616-7 C3034 A5判 256p 3000円＋税 
Ⅱ978-4-561-26617-4 C3034 A5判 248p 3000円＋税 

キャリア・スタッフ・経営組織の論文執筆・テー
マ探索に欠かせない２冊！ ビジネス実務にも
興味深い示唆を含む。  

978-4-561-23561-3 C3034 A5判 516p 4000円＋税 

エドガー・H・シャイン著 

日経朝刊キャリアアップ面「経営書を読む」で「組織文化論の
古典的名著」との評！ 
経営学・経営組織の棚のある書店さんに特におすすめの、この
分野の基本書。 

組織文化とリーダーシップ ［経営学・経営組織］ 

I 組織とスタッフのダイナミズム 
II 外部環境と経営組織 

［グローバル人事・
経営］ 

異文化間のグローバル人材戦略 
多様なグローバル人材の効果的マネジメント 

978-4-561-24609-1 C3334 A5判 360p 3600円＋税 

新興国の発展に伴い、重要性の増すテーマ。ケーススタディと
図解が多く現場での活用にも配慮。さらに日本の事例も多数掲
載。著者の一人、トロンペナールス氏は「世界のビジネス思想家
50人2013」の一人に選出！ 

F・トロンペナールス他著 

重版出来 

重版中 



【小社ロングセラーの深層－「サービス・おもてなし」】 
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 今年の流行語大賞に「おもてなし」が選ばれました。東
京オリンピック招致プレゼンテーションにおいて、印象的
なキーワードとなったこともさることながら、このところ、
ディズニーやリッツ・カールトンなどの高いサービスを
テーマにした本が多数刊行されていて、流行しやすい素地
がありました。 
 先進国では、モノがあふれ、その品質もたいてい一定レ
ベル以上となってコモディティ化が進んだため、人による
サービスが差別化の大きな要因になってきています。ある
いは、ものづくりのサービス化が求められるようになって
いきています。これを受け、＜サービス＞は経営学でも注
目のテーマになっています。今月は弊社の、サービス・お
もてなしをテーマにした本をご紹介します。 
 

 ①『アフターマーケット戦略』は、建設機械でグローバ
ル市場で大きなシェアを持つコマツの事例を中心に、戦略
的な保守サービスへの取り組みを研究しています。コマツ
はICT（情報通信技術）を使い、販売後も個々の建機の稼働
状況を自動的に把握できるようにしました。これにより建
機のメンテナンスが容易になり稼働率を上げることに成功
し、高い顧客満足度を獲得するのとともに、建機の実際の
販売業務を行う代理店のアフターサービス業務の収益化を
実現しました。 
 

 宅急便が始まる以前、個人を対象とした配送サービスは
とても不便でした。②『宅急便を創った男 小倉昌男さん
のマーケティング力』は、生前の小倉氏を直接知る物流・
マーケティングの泰斗が、さまざまな小倉氏との会話やエ
ピソードを振り返りながら、運送のサービス化を実現した
過程やそのビジネスモデルを、親しみやすい筆致で読み解
いています。先日、住田物流奨励賞を受賞しました。 
 

 おもてなしの求められるサービス産業をテーマにした③
『ホスピタリティ・ビジネスの人材育成』は、どのような
人材がホスピタリティ・ビジネスに求められているのか、
どのように育てるのかを検討しています。また、特におも
てなしが求められる観光・医療・ホテル・航空ビジネスに
ついて個別のホスピタリティや人材育成のあり方を追究し
ています。 
 

 ④『サービス・マーケティング原理』はアメリカのビジ
ネススクールのサービスビジネスの教科書として書かれま
した。単に、そのマーケティングのことだけでなく、人の
管理・オペレーションも合わせて取り上げた包括的な内容
となっています。 
 10年以上前の刊行ではありますが、基本的な理論をまと
めたものなので、内容は古びていません。 

①アフターマーケット戦略  
倉重光宏・平野真監修 
長内 厚・榊原清則編著 
四六判、208p、1895円＋税 
978-4-561-22578-2 
C3034 2012年刊 

11～１2月の主な重版 
日本のキャリア研究 組織人のキャリア・ダイナミクス 978-4-561-26565-8 3800円 ２刷 
日本のキャリア研究 専門技能とキャリア・デザイン 978-4-561-26566-5 3500円 ２刷 
技術革新の戦略と組織行動 978-4-561-25301-3 3500円＋税 11刷 
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③ホスピタリティ・ビジネスの
人材育成 
山上 徹編著 
Ａ５判 180p 1905円＋税 
978-4-561-25598-7 
C3034 2012年刊 

別添注文書でご注文ください！ 

②宅急便を創った男 小
倉昌男さんのマーケティ
ング力 
中田信哉著 
四六判、232p、1714円＋税 
978-4-561-61205-6 
C3034 2013年刊 

④サービス・マーケティング原
理 
ラブロック/ライト著 
小宮路雅博監訳 
Ａ５判 440p 3900円＋税 
978-4-561-65127-7 
C3034 2002年刊 


