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［地域産業
振興］ 

ハイテク・クラスターの形成とローカル・
イニシアティブ 

978-4-561-26653-2 C3034 A5判 414p 5000円＋税（予価） 

福嶋 路 著 

１月下旬 
配本予定 

テキサス州オースティンの、30年に渡る、民間のイニシアティブによる企業家と
支援者の取り組みが、保守的な大学の変化を促し、全米でも有数のハイテク
企業の立地に変貌するまでの過程を追究。 
第30回組織学会高宮賞（著者部門）などを受賞した論考を弊社で再刊！ 初ご案内 

─有望新刊再掲─ 

コトラーのイノベーション・ブランド戦略 

ライセンス・ビジネス戦略 

978-4-561-24651-0 C3034 A5判 270p 3000円＋税（予価） 

（仮題：みんなの知らないロジスティクス） 

978-4-561-71203-9 C3063 四六判縦組 200p 1852円＋税（予価） 

978-4-561-66211-2 C3063 A5判 352p 4200円＋税 

12月下旬 
配本予定 

１月下旬 
配本予定 

２月上旬 
配本予定 

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い。 

本書は、近年注目を集めるようになってきた、著作権や商標権の二次利用
の許諾にまつわるビジネス、すなわちライセンスビジネスを取り上げ、その概要
から最新事例までを網羅し、分かりやすくまとめている。 
著者はこの分野の第一人者で、現在、東京理科大大学院教授。 

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、分かりやすく解説する。 

【買切】 

ロジスティクスのしくみ 
みんなの
知らない 

暮らしと経済を支える物流の知恵 

コトラー/フェルチ著・杉光訳 

草間文彦著 

苦瀬博仁・金丸真理著 

（東北大学大学院教授） 
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【経営学書ニュース：行く年来る年、注目のキーワード！】 

■ロジスティクス 

■アライアンス/コーポレートベンチャリング 

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 
2014年３月刊 

アライアンスマネジメント 

元橋一之編著 
Ａ５判 224p、2800円＋税 
978-4-561-22625-3 
2014年4月刊 

■ヨーロッパ発ビジネス理論 

 早くも年末となりました。今年話題になったキーワード、あるいは来年話題になりそうな
キーワードをご紹介しながら、弊社の代表的なアイテムや、注目の著者をご紹介します。 
 そもそも、ここ１、２年、経営学という学問が注目されていて、経営学の入門的な本の刊
行点数が増えているように思います。これは2014年11月号で取り上げましたので、バックナ
ンバーをご確認ください。弊社ホームページにもアップロードしておりますのでご参照ください。 
http://www.hakutou.co.jp/news/n10004.html 

 IOT（Internet Of Things、モノが全てインターネットにつながること）の実用化が視野に入って
おりモノの流れが格段に管理しやすくなると考えられます。また、ネット通販が普及する一
方、人の不足も起きており、来年、さらに注目が集まるのは必至と思われます。 
 なお、ロジスティクスでは、単に物を運ぶ物流を意味するだけでなく、物資の調達から生
産・流通を経て消費に至るプロセス全体を研究のテーマとしています。 

 日本では、人口減少に伴う市場の縮小が始まっている中で企業合併、また企業提携
（アライアンス）がさらに進むものと思われます。 
 さらにイノベーションの必要性が高まっている中で、自社で全ての開発を一から行うので
はなく、他社とも柔軟に連携し、創発を実現するオープンイノベーションも注目されています。 
 このような中の状況のもと、企業自身が投資部門を持って、自社の事業との相乗効果
を狙い投資を行うコーポレートベンチャリングが注目されています。 

→注目の著者 ヘンリー・チェスブロウ（CCCメディアハウス・英治出版などから邦訳刊行） 

交渉のメソッド 
ランプルゥ/コルソン著 
奥村訳 
四六判 312p、2750円＋税
978-4-561-23628-3 
2014年5月刊 

 経営学は、アメリカ中心で発展してきましたが、イギリスそしてヨーロッパでも研究されてお
り、ヨーロッパの風土にあった経営学が、アメリカとは異なる形で発展しています。 
 ともするとアメリカの経営学には、合理的で割り切りすぎという批判があります。それに対
し、ヨーロッパの経営学は歴史の重みを踏まえた、様々な対立する考えを包み込むような
ロジックに特徴があると言われています。 

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 
2014年１月刊 

コーポレートベンチャリング
新時代 

湯川 抗著 
Ａ５判 224p、2800円＋税 
978-4-561-23618-4 
2013年11月刊 

アライアンスイノベーショ
ン 

中村裕一郎著 
Ａ５判 224p、3500円＋税 
978-4-561-26620-4 
2013年9月刊 

異文化間のグローバル人材
戦略 

トロンペナールス/ターナー
著・古屋著・監訳 
Ａ５判 352p、3600円＋税 
978-4-561-24609-1 
2013年9月刊 

→注目の著者 
エドガー・シャイン（次頁参照）
も、キャリアはアメリカで積みま
したが、少年期までを欧・露で
過ごしたため、彼の思想はその
影響を受けているようです。 

→ノート 
ロジスティクスは、モノの動きを
伴うビジネスには欠かせないた
め、書店の皆様にもお役に立
つ知見があるでしょう。お時間
のある折に弊社の『ロジスティク
ス概論』、また他社様の入門
書を手にとってみてください。 
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ご案内済みアイテムの配本スケジュール（12・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のしくみ  978-4-561-71203-9 1852円＋税（予価） 
ライセンス・ビジネス戦略  978-4-561-24651-0 3000円＋税（予価） 

今月の広告 

コトラーのイノベーション・ブランド戦略  978-4-561-66211-2 4200円＋税 
決断のプロセス  978-4-561-25650-2 2600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） 
組織・心理テスティングの科学  978-4-561-26648-8 7400円＋税（予価） 
静脈産業とマテリアルフローコスト会計  978-4-561-46176-0 3500円＋税（予価） 
電力システム改革（仮）  978-4-561-86049-5 2700円＋税（予価） 

【次号までの配本・刊行見込み】 

【配本済】 

月１定例の日本経済新聞の広告は、サンヤツを12/24（水）・1/1（木）、日曜書評欄への書
影付きを1/4（日）に予定しています。 

【エドガー・シャイン ポータルサイト公開！】 

知的財産イノベーション研究の展望  978-4-561-22645-7 5800円＋税 
ものづくりは人づくり  978-4-561-25652-6 2000円＋税 

 先回、2014年12月号の「ロングセラーの深層」でご紹介した「エドガー・シャイン ポータルサイト」
（http://www.edgarschein.jp/）を、英治出版様の『問いかける技術』が発売された11月27日にオープ
ンしました。 
 サイトには、『経営戦略全史』などのベストセラーを出されている三谷宏治氏の、シャインについて
のインタビューなどを掲載し、オープン直後は、フェースブックやツイッターなどで大きな話題となりま
した。 
 サイトにコンテンツを継続的に投入していく予定で、この後も口コミで大きく広がることもあると思い
ます。また、英治出版様とフェアも企画中です。引き続き、ご注目ください！ 

トップページ 
三谷宏治氏インタビュー 
ビジネススクール教授が語るエドガー・シャイン 

http://www.edgarschein.jp/ 



【ロングセラーの深層－マーケティング】 
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①コトラーのイノベー
ション・ブランド戦略 
コトラー/フェルチ著・杉光
訳 
Ａ５判、352p、4200円＋税 
978-4-561-66211-2 
2014年12月刊 
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別添注文書でご注文ください！ 

⑥ 共感ブランド 
金森 剛著 
Ａ５判 178p、2500円＋税
978-4-561-66210-5 
2014年8月刊 

② 産業財マーケティン
グ・マネジメント【理論編】 
ハット/スペイ・笠原訳 
A５判 736p、9000円＋税 
978-4-561-66186-3 
2009年10月刊 

④ 日本企業のグロー
バル・マーケティング 
大石芳裕編/グローバル・
マーケティング研究会著 
Ａ５判 274p、2800円＋税
978-4-561-65177-2 
2009年4月刊 

⑤ 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
監訳・高畑・藤井訳 
A5判 440p、3900円＋税
978-4-561-65127-7 
2002年7月刊 

 ①『コトラーのイノベーション・ブランド戦略』
が間もなく配本になりますので、改めてマーケティ
ングについて特集してみます。 
 マーケティングについてはいろいろな定義があり
ますが、簡単にいえば、モノやサービスが効率よく
売れる仕組みを作ることであり、製品開発・流通・
営業体制づくり・広告・ＰＲ・市場調査などをカ
バーします。 
 弊社では入門書・概説書は少なく、基本的なマー
ケティング理論を発展させ、細分化されたマーケ
ティングをテーマにした本が多くなっています。 
 
 ①は最終製品に使われる成分や部材をいかにマー
ケティングするかをテーマにしており、弊社では似
たようなテーマで、以前、②『産業財マーケティン
グ・マネジメント【理論編】』 、③ 『産業財マーケ
ティング・マネジメント【ケース編】』を刊行し、
ロングセラーになっています。この③のケース編は、
それを読んでディスカッションするためのものなの
で、まず理論編から読んでいただく必要があります。 
 なお、産業財マーケティングは、近年、B2Bマーケ
ティングとも言われます。B2BはBusiness to Businessの略
で、法人間ビジネスを意味し、これと対比でB2C
（Business to Consumer、消費財ビジネス）という略語も
使われます。 
 

 現在、日本の経済に占める第３次産業の比率が大
変高い一方、その労働生産性が低いことが問題に
なっています。一因として、事業が十分にマーケ
ティングされていないことがあるのではないかと思
います。発売から10年以上経ちますが、サービス業
ならではの事業特性を踏まえたマーケティングのあ
り方を追究した、④『サービス・マーケティング原
理』がコンスタントに売れ続けています。 
 
 ⑤『日本企業のグローバル・マーケティング』は、
早くから海外進出を果たし、日本の市場を世界の市
場の中の一つと捉えるほどの先進的な10企業の事例
を、グローバル・マーケティングを分析するのにふ
さわしい枠組を整理した上で、紹介しています。 
 
 ⑥『共感ブランド』は、消費者がブランドを経験
し、共感を口コミしていく過程を通して共感が生じ、
差別化につながるメカニズムを提示しており、莫大
な広告費用をかけずに永続的競争優位を確立する
「共感ブランド」を育てる方法を探究しています。
研究書ではありますが、ネットの口コミを利用した
マーケティングに携わる実務者にもお勧めです。 
 なお、マーケティングで言われるブランドは、
グッチやルイ・ヴィトンのようなラグジュアリー・
ブランドとは限らず、利用者から競合と区別される
ことを指します。 

③ 産業財マーケティン
グ・マネジメント【ケース
編】 
ハット/スペイ・笠原解説・訳 
A５判 288p、3800円＋税 
978-4-561-66195-5 
2012年7月刊 


