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978-4-561-66211-2 C3063 A5判 352p 4600円＋税（予価） 

11月末 
配本予定 

初ご案内 

部材メーカーが自社の製品を最終製品に採用してもらうために必要なことは、
ともすればベタな営業を展開することと短絡的に考えられがちであるが、それは
消耗戦につながりやすく、韓国・中国、また人件費などの諸コストが圧倒的に
低い新興国に対抗していくことがますます難しくなる。 
本書は、1990年代～2000年代にかけて爆発的な成功を果たしたインテルの
「インテル・インサイド」のような、部材メーカーであっても最終製品の魅力を高め
るのに貢献した、インブランド構築のためのさまざまな事例を紹介しながら、その
実践にあたっての幅広い問題も取り上げている。 
元気の良い部品メーカーが多く存在する日本に極めて有用性が高く、産業
財マーケティングの教科書となるべき書。 

コトラーの 
イノベーション・ブランド戦略 

フィリップ・コトラー（米・ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院特別教授）・ 
ヴァルデマール・ファルチ（独・フォルツハイム大学准教授）著 
杉光一成（K.I.T.虎ノ門大学院教授）訳 

待望の邦訳、ついに刊行！ 

［BtoBマーケティ
ング/ブランド］ 

平積推奨 

─目次─ 
第1章 イングリーディエントのブラ

ンディング 
第2章 インブランドの基礎 
第3章 インテル・インサイド－イン

ブランドの成功事例 
 
 

第4章 社内でのインブランディング
の実行 

第5章 インブランディングの成功例 
第6章 成功したインブランドの詳細

な実例 
第7章 インブランドのマネジメント

とその評価 

製造業のためのイングリーディエント・ブランド 

部材メーカーが下請けを脱するために極めて有益な理論書 
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［会計学］ 静脈産業とマテリアルフローコスト会計 

978-4-561-46176-0 C3034 A5判 304p 3500円＋税（予価） 

木村眞実（沖縄国際大学准教授）著 

11月末 
配本予定 

マテリアルフローコスト会計（MFCA）は、生産プロセスで発生する廃棄物を物量
情報と金額情報で把握することで、経済・環境負荷の両面で工程や投入原
料の見直しを可能にする環境管理会計の一手法である。 
本書は、廃棄物の再利用を行うことで資源循環型社会を支える静脈産業が、
廃棄物の削減に貢献していることをMFCAを用い理論的・実証的に明らかにする。 

初ご案内 

978-4-561-26648-8 C3034 Ａ５判 624p 7400円＋税（予価） 

11月末 
配本予定 

初ご案内 

項目反応理論は、テストの項目と受検者の関係を切り離し評価できる、確率
論を取り入れた測定理論で、以前は、学校教育などでの利用が中心だった。 
しかし、1999年に刊行した『組織心理測定論』は、この理論自体があまり知ら
れていなかった当時、経営組織への応用を試みた結果、組織心理学研究に
おける測定論の基本図書となり、研究者や実務家の間で広く参照された。 
本書は、 『組織心理測定論』を元にしながら、新たに11章を書き下ろすことで、
経営環境の変動による、ビジネスニーズや研究テーマの変化に対応し、組織
心理学と心理測定論の新たな架け橋となることを目指し執筆された。 

組織・心理テスティングの科学 

渡辺直登（慶應義塾大学大学院教授）・野口裕之（名古屋大学大学院教授）編著 

注目の理論による経営組織研究・ビジネスへの応用を探究 

［組織心理学/
経営組織］ 

平積推奨 

－目次の一部をご紹介－ 
第Ｉ部 理論編 
第Ⅱ部 基礎編 
第3章 興味の測定1：職業興味 
第4章 興味の測定2：職業興味 
第5章 職務態度の測定1：職務満足 
第6章 職務態度の測定2：組織コミット

メント 
第7章 組織・職場認知の測定1：組織公

平性 
第8章 組織・職場認知の測定2：組織ス

トレス 
第9章 傾性の測定1：中核的自己評価 
第10章 傾性の測定2：TCI気質・性格尺度 
 

 
第Ⅲ部 応用編 
第11章 適応型テストへの応用：CAT方式

による識別性検査 
第12章 多面評価の測定的等価性分析 
第13章 国際比較研究への応用1：MAACL-

R 感情査定尺度の翻訳等価性分析 
第14章 国際比較研究への応用2：CES-D

抑うつ尺度の国際評価 
第15章 国際比較研究への応用3：ERI努力

－報酬不均衡尺度の国際比較 
第16章 国際比較研究への応用4：組織コ

ミットメントの日米比較 
第Ⅳ部 展開編 
第Ⅴ部 実践編 

項目反応理論による組織行動の探究 
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ご案内済みアイテムの配本スケジュール（10・15時点） 

【次号以降の配本・刊行見込み】 
みんなの知らないロジスティクス（仮）  978-4-561-71203-9 1600円＋税（予価） 

意味解釈のマーケティング（仮）  978-4-561-66209-9 4200円＋税（予価） 

電力システム改革（仮）  978-4-561-86049-5 2700円＋税（予価） 

今月の広告 

経営学への招待 新装版  978-4-561-15182-1 2600円＋税 
ヒューマン・エレメント・アプローチ【個人編】  978-4-561-22646-8 1800円＋税 
ヒューマン・エレメント・アプローチ【組織編】  978-4-561-22647-5 1800円＋税 
知的財産イノベーション研究の展望  978-4-561-22645-7 5000円＋税（予価） 

【次号までの配本・刊行見込み】 

知財のビジネス法務リスク  978-4-561-25644-1 2500円＋税 
【配本済】 

月１定例の日本経済新聞の広告は、サンヤツを10/31（金）、日曜書評欄への書影付きを
11/2（日）に予定しています。 

【不定期更新、経営学書ニュース】 

～経営学についての本が続々ベストセラーに！～ 
このところ、経営学についての本が多く出版され、ベストセラーになるものも出ています。教養ブームの影響
が及んできたこと、また、『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』（２０09
年12月刊）、『ストーリーとしての競争戦略』（2010年４月刊）が大ベストセラーになったことによって経営学へ
の関心の裾野が広がったことなどが考えられると思います。今回、主要なアイテムをまとめてみました。 
 

英治出版 世界の経営学者はいま何を考えているのか 入山章栄著 
 978-4-86276-109-5 本体1900円＋税 2012年11月刊 

東洋経済新報社 ヤバい経営学 フリーク ヴァーミューレン著 
 978-4-492-50246-4 本体1600円＋税 2013年３月刊 

ディスカヴァー 経営戦略全史 三谷宏治著 
 978-4-7993-1313-8 本体2800円＋税 2013年４月刊 

ディスカヴァー ビジネスモデル全史 
 978-4-7993-1563-7 本体2800円＋税 2014年９月刊 

日経BP社 ブラックスワンの経営学 井上達彦著 
 978-4-8222-5029-4 本体1800円＋税 2014年７月刊 

日経文庫 仕事に役立つ経営学 日本経済新聞社篇 
 978-4-532-11314-8 本体860円＋税 

かんき出版 「マーケティング」大全 
 978-4-7612-7023-0 本体3200円＋税 2014年９月 
 

なお弊社の本で経営学についての本としては、上記のものより専門度は高いのですが、経営組織論につ
いての10の研究テーマのこれまでと今後の見通しをまとめた 

組織論レビューI・II 組織学会編 
 I:978-4-561-26616-7 II::978-4-561-26617-4 2013年６月刊・本体3000円＋税 
また、日本におけるキャリア研究を扱った 

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 金井壽宏・鈴木竜太編著 

 組織人:978-4-561-26565-8 本体3800円＋税 専門:978-4-561-26566-5 本体3500円＋税 
などがあります。フェアなどの参考になれば幸いです。 
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① ネット通販と当日配
送 
森田 富士夫著 
Ａ５判、148p、1905円＋税 
978-4-561-74202-9 
C3063 2014年１月刊 
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別添注文書でご注文ください！  あっという間に2014年も終わりが近づいてき
ています。弊社の2014年度上期の売行良好書を
まとめてみました。 
  
 まずは、一般書店様でよく動いた本をご紹介
します。 
 ①『ネット通販と当日配送』は、ネット通販
の普及に伴いBtoC物流が大きく変わりつつある現
状と、さらなるシェアの拡大でBtoB物流などにも
多大な変化が起きるという未来図を、経験豊富
な物流ジャーナリストが取材を元に議論してい
ます。 
 
 ②『グローバル・ニッチトップ企業論』は中
小・中堅企業でありながら、競争力の高い独自
製品を有し、独立性の高いものづくりをする企
業を「ニッチトップ型企業」と名付け、40の事
例を基に、その特徴を抽出し、さらにそこから、
グローバルな展開をしている企業と国内中心の
企業の違いも明らかにしています。 
 政策的な対応も含めた、強い中小企業のあり
方を体系的に論じています。 
 
 ③『ドキュメント トヨタの製品開発』はトヨ
タの製品開発で重要な役割を果たす主査制度に
着目しながら、石油危機の下で小型上級車シェ
ア50％獲得という無謀にも見える目標に挑んだ
技術者たちのドキュメンタリーです。 
 トヨタの主査制度は、近年注目されてきてい
るブランドマネジャー制度の先駆け的なもので、
世界の大手メーカーも参考にしており、マーケ
ティングの棚でも動くかもしれません。 
 
 ④以降は教科書です。 
 ④『中堅・中小組織の内部監査』は漁協・農
協での教科書として採用され、即重版がかかり
ました。内部監査は大組織だけでなく中小組織
でも有用という著者たちが、その理論と実践を
まとめています。 
 
 ⑤『会計学・簿記入門第12版』は毎年新版を
出していますが、今年は、採用校・受講者数が
多く、重版がかかりました。帝京大・一橋大・
松山大・東海大学湘南キャンパスなどで大きな
数が動きました。 
 
 ⑥『ロジスティクス概論』は、想定より受講
生が多く、重版がかかりました。専修大学生田
キャンパス、日大経済学部、関西大学で大きな
数が動きました。 
 ①の売行が良いことも含め、ロジスティクス
自体への世の中の関心が高まっているのかもし
れません。 

② グローバル・ニッチ
トップ企業論 
細谷祐二著 
Ａ５判 228p、2750円＋税
978-4-561-26629-7 
C3063 2014年３月刊 

③ ドキュメント トヨタの
製品開発 
トヨタ主査制度の戦略、開発、
制覇の記録 

安達瑛二著 
Ａ５判 280p、1852円＋税 
978-4-561-52089-4 
C3063 2014年９月刊 

④ 中堅・中小組織の
内部監査 
近江正幸・中里拓哉著 
Ａ５判 284p、3200円＋税
978-4-561-45177-8 
C3063 2013年10月刊 

⑤ 会計学・簿記入門
第12版 
新田忠誓著 
Ａ５判 344p、2800円＋税
978-4-561-35205-1 
C3063 2014年４月刊 

④ ロジスティクス概論 
苦瀬博仁編著 
Ａ５判 230p、2600円＋税
978-4-561-75200-4 
C3063 2014年３月刊 


