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［経営学］ 経営学への招待 新装版 

978-4-561-15182-1 C3034 A5判縦組 314p 2600円＋税 

坂下昭宣（流通科学大学教授）著 

６月末 
配本予定 

初ご案内 

［物流］ 

みんなの知らないロジスティクス（仮） 

978-4-561-71203-9 C3063 四六判縦組 200p 1600円＋税（予価） 

苦瀬博仁（流通科学大学教授） ・岡村真理（ライター）著 

初ご案内 

６月末 
配本予定 

ロジスティクスは、商品の物資の調達から生産と流通を経て、消費に至るプロセスであり、
日々の生活や業務がスムーズに流れるのを支えています。 
本書は、「はこぶ」「ためる」「あわせる」「くらす」「エコ」というテーマで、国内各地のロジス
ティックスの現場を訪ね、そのさまざまな側面を興味深くレポート。コラムでは学問としてのロ
ジスティクスの考え方を紐解き、分かりやすく解説しています。 

企業経営の仕組みを、「戦略をたてる」「組織をつくる」「人を動かす」という3つ
のマネジメントの活動の全体とし、それぞれについて企業経営の実際を織り込
みながら、経営学説に基づいて論述した。 

平積推奨 

競走馬の国際輸送や年賀状配送などの舞台裏を描き
ながら、その仕組みを分かりやすく解説！ 

定評のある大学教科書を、一般の方にも読みやすく
ソフトカバー・縦組に 

ロジスティクスはこんなに暮らしを支えていた！ 

【目次の一部をご紹介】 
第１章 はこぶ（輸送） 
 ジンベエザメの引っ越し 「ロジスティクスと物流機能」 
 現代のペガサス、空を飛ぶ競走馬 「国際物流の４つの要素」 
第３章 あわせる（流通加工・包装・荷役） 
 新聞と折り込みチラシが出会うまで 「商品管理のための流通加工」 
第４章 くらす（都市の大型施設） 
 築地市場にマグロがやってきた 「駐車より重要な荷さばき活動」 
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品薄状態から回復！ 注目の重版！ 

組織文化とリーダーシップ 2刷  
978-4-561-23561-3 

本体4000円 

ロングセラー化間違いなしの2点です。在庫ご確認ください！ 

４～5月のその他、主な重版出来 
コミュニケーション・マーケティング 978-4-561-25475-1 2800円 ２刷 
新グローバル経営論 978-4-561-26466-8 3500円 ５刷 
簿記講義ノート 978-4-561-45111-2 2200円 19刷 
産業・組織心理学 978-4-561-26439-2 3800円 ４刷 
ホスピタリティ・リーダーシップ 978-4-561-26428-6 2700円 ４刷 

食品スーパーの店舗オペレーション・システム 2刷 
競争力構築のメカニズム 

978-4-561-66206-8 

本体3800円 食品スーパーの競争優位を支える店舗運営を追究した、
類書のない一冊！ 
スーパー本部などでのまとめ買いがあり、また、流通研
究者にもご好評いただいています！ 

昨年９月、日経本紙「経営書を読む」で、 「組織文化
論の古典的名著」として４回に渡り取り上げられるなど、
内容には定評があります！ 

［経済学］ 情報通信の規制と競争政策 

978-4-561-96131-4 C3033 A5判 440p 6000円＋税（予価） 

鳥居昭夫（中央大学教授）・岸井大太郎（法政大学教授）編著 

６月末 
配本予定 

市場支配力に注目しながら、欧米の情報通信分野の法規制を比較し、アメリ
カとＥＵの規制類型の混合型と性格づけられる日本法の規制について、その
制度の特徴や問題点、課題を整理した。 初ご案内 

地域ファミリー企業におけるビジネスシス
テムの形成と発展 

978-4-561-26639-6 C3034 A5判 250p 3000円＋税（予価） 

日本の伝統産業における継承と革新 

６月末 
配本予定 

初ご案内 

金 泰旭（広島市立大学教授）編著 

地域経済の担い手として重要な担い手である伝統産業の多くはファミリー
企業で、技術者育成や事業継承、新規事業開発の問題を抱えている。 
本書は、伝統産業に属しながら、革新的な事業展開で全国的な注目を浴
びている企業を対象にマネジメントのあり方を検討した。 

［中小企業/
地域振興］ 



3 TEL:03-3836-4781 FAX:03-3836-9370 白桃書房 新刊図書ニュース 2014.6月号 

ご案内済みアイテムの配本予定（5・15時点） 
【次号までの配本見込み】 
財務会計の現状と展望  978-4-561-36207-4 3600円＋税（予価） 
情報化社会におけるマーケティング  978-4-561-26638-9 2000円＋税（予価） 
中国とベトナムのイノベーション・システム 第2版  978-4-561-25637-3 3300円＋税（予価） 
日本人とCSR  978-4-561-26513-9 4200円＋税（予価） 

４月～５月中旬の配本済み・刊行リスト 
会計学・簿記入門第12版  978-4-561-35205-1 2800円＋税 
ニーサで始めるはじめての株式投資  978-4-561-91130-2 1500円＋税 
企業提携の変容と市場創造  978-4-561-26635-8 2750円＋税 
交渉のメソッド  978-4-561-23628-3 2750円＋税 
財務会計 第４版  978-4-561-35206-8 3300円＋税 
台湾エレクトロニクス産業のものづくり  978-4-561-26621-1 4500円＋税 

【置いて頂いている棚、ご確認のお願い】 

ネット通販と当日配送 
BtoC-ECが日本の物流を変える 
978-4-561-74202-9 

本体1905円 

「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 
978-4-561-26623-5 

本体3500円 

「ネット通販」の棚に置かれて
いることがありますが、基本
的に「物流」の棚にお願いい
たします。 

「グローバル人事」の棚でも
OKですが、BRICS関連の棚が
充実されているようでしたら、
そちらに置くのも良いかもしれ
ません。 

【ツイッター、始めました！】 

２月末より、ツイッターを始めています。 
https://twitter.com/hakutoshobo 
配本情報や、パブリシティ・広告情報など、書店様に
お役に立つ情報を中心に発信する予定です。 
よろしければ、フォローをお願いいたします。 
 
なお、弊社ではフェイスブックページも運用しております。 
https://www.facebook.com/HakutouShobo 
こちらはどちらかと言うと、ツイッターよりも読者を意識し
た情報発信をしていくつもりですが、経営学についてご
関心のある書店様にはお役に立つと思います。よろし
ければ、こちらにも、いいね！をお願いいたします。 



【ロングセラーの深層－企業統治】 
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②グローバル企業の経
営倫理・ＣＳＲ 
小林・高橋編著/日本経
営倫理学会監修 
Ａ５判、280p、3000円＋税 
978-4-561-26600-6 
C3034 2013年刊 
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①アジアのコーポレー
ト・ガバナンス改革 
佐久間・出見世編著 
Ａ５判 180p、2500円＋税 
978-4-561-25631-1 
C3034 2014年刊 

別添注文書でご注文ください！ 

⑤よくわかる経営倫
理・ＣＳＲのケースメ
ソッド 
エシックストレーニングのすすめ 

岡部幸徳著 
Ａ５判、160p、2200円＋税 
978-4-561-24630-5 
C3034 2014年刊 

③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 

樋口晴彦著 
Ａ５判 360p 4000円＋税 
978-4-561-26594-8 
C3034 2012年刊 
2013年日本内部監査協
会青木賞受賞 

 韓国のセウォル号沈没事故では、現場対応に加え、
運航会社の経営姿勢にも大きな問題があったようで
す。日本でも、東京電力やJR北海道などで同様の問
題があり、他山の石ではありません。経営学では
「企業統治（コーポレート・ガバナンス）」がこの
ようなテーマを扱います。今回はその関連書をご紹
介します。 
 

 ①『アジアのコーポレート・ガバナンス改革』は、
日本・中国・韓国を中心に、ベトナム・フィリピン
という東南アジアの２国、さらにインド・ロシアと
いう７ヶ国のコーポレート・ガバナンス改革の進捗
の概略をまとめています。 
 

 ②『グローバル企業の経営倫理・ＣＳＲ』は、グ
ローバル企業が直面しがちな、さまざまなテーマを
集めた論文集です。進出先の国ごとで異なる経営倫
理への取り組み方や、企業のグローバル化に当たっ
てのＣＳＲへの取り組み方を追究しています。合わ
せて、新興国の底辺層に向けてのビジネス(BOP)や
ソーシャル・エンタープライズの可能性も検討して
います。 
 
 なお、ＣＳＲは「企業(C)の社会的(S)責任(R)」の
略で、企業に関わる人たち、ひいては社会にいかに
貢献するのかを扱い、企業統治で実現すべき目標と
言えます。また、経営倫理はＣＳＲの議論の前提と
なる価値観となります。 
 

 ③『組織不祥事研究』は、アウトソーシングや作
業効率の追求など、主要な４つの潜在的な原因が、
どのように不祥事に影響を及ぼしているのかを、経
営学が追究する、組織管理の解明と改善という視点
から、実証的に検討しています。 
 

 高度経済成長期以降、消費者として利用する商品
やサービスが飛躍的に増加した中で数多くの消費者
被害が起き、国や消費者団体などにより、一定の対
策は取られてきましたが、今日においてもまだ発生
は続いています。 
  ④『商品の安全性と社会的責任』では、これら
の問題についてＣＳＲの観点で商品の安全性をどの
ように確保していくのかを論じています。  
 
 理論を学ぶだけではなかなか実務に活かすことが
できないのはよくあることですが、このテーマでは
特に、研修自体も盛り上がりにくいようです。そこ
で、⑤『よくわかる経営倫理・ＣＳＲのケースメ
ソッド』では、実際に直面しそうな題材を扱った
ケースを元に、グループで臨場感を持って考えるこ
とで、経営倫理・CSRについて、考える能力を身に
付けるための手法を丁寧に解説し、また、研修に使
えるケースを多数掲載しています。 

④商品の安全性と社
会的責任 
小野・佐久間編著 
Ａ５判、242p 3000円＋税 
978-4-561-66198-6 
C3034 2013年刊 
日本流通学会設立25周
年記念出版プロジェクト③ 


