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978-4-561-76205-8 C3063 A5判 272p 3000円＋税（予価） 

４月末 
配本予定 

初ご案内 

観光立国が叫ばれているが、これまでの観光ビジネスでは、多彩な
旅行ニーズに応えられない。本書はこれまでの＜ツーリズム＞でなく、
個々人の多様な旅行目的を踏まえ、各地域への滞在を支援する
＜トラベリズム＞への転換が必要と説き、そのために必要な地域ビジ
ネスのあり方、着型観光ビジネスのあり方を提案する。 

観光革新戦略 
原田保（多摩大学客員教授）・板倉宏昭（香川大学大学院教授）・
加藤文昭（日本能率協会社長） 編著 

［観光産業］ 平積推奨 

［各国事情/
流通］ 

中国・東南アジアにおける流通・ 
マーケティング革新 

978-4-561-66213-6 C3063 A5判 168p 2300円＋税（予価） 

渡辺達朗（専修大学教授）編著 

４月末 
配本予定 

政治的なリスクがありながらも依然として市場として大きな魅力を持つ中国、そ
して市場が、所得や文化、宗教などで多様に細分化されながらも急速な成
長を続ける東南アジア諸国。この２つの地域について、流通・マーケティングの
革新がどのように進んでいるのか、具体的な状況を明らかにした論文集。 

初ご案内 

［経営戦略/人
的資源管理］ 

戦略的人的資源管理論 

978-4-561-25656-4 C3034 A5判 256p 2750円＋税（予価） 

松山一紀（近畿大学教授）著 

４月末 
配本予定 

これまで人事管理は、専ら目の前の問題やニーズに応えることが多く、組織の
全体活動に、十分に位置付けられてこなかった。本書は、人事施策を戦略的
に企画立案できるよう検討しつつ、人事施策の経営戦略への貢献について評
価する方法を探究した。研究書ではあるが、実務にも大いに参考になる示唆を
多く含み、大企業の人事担当者に大きく貢献するであろう。 

初ご案内 

 
 
序章 地域デザインとライフデザインによる

コンテクスト転換 
 
第Ⅰ部 旅行ビジネスの分析編 
第1章 旅行の歴史と未来～人は旅に何を望む

のか 
第2章 旅行と観光に関する研究の現状と課題

～観光学からの脱却へ向けて 
 
第Ⅱ部 旅行ビジネスの理論編 
第3章 デスティネーション指向へ、そして地

域指向や精神指向へ 
第4章 地域デザインとライフデザインを捉え

た旅行ビジネス理論 
 
第Ⅲ部 期待領域の展開編 
第5章 コンテクストトラベリズムのための戦

略転換 
第6章 地域ビジネスとしてのコンテクストト

ラベリズム 
第7章 社会貢献活動としてのコンテクストト

ラベリズム 
第8章 共同体験ビジネス指向コンテクストト

ラベリズム 
終章 ライフデザインから捉えた旅行のコン

テクスト転換 

“脱”観光・“脱”ツアーの可能性（仮） 
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今月の主な重版 
グローバル・ニッチトップ企業論 978-4-561-26629-7 2750円＋税 第5刷 
財務会計論・簿記論入門 第2版  978-4-561-35146-7 4800円＋税 第2刷 
基礎簿記論 改訂版  978-4-561-45170-9 2600円＋税 第5刷 
簿記原理 改訂第2版  978-4-561-45166-2 2700円＋税 第3刷 
組織の解釈学  978-4-561-25350-1 3200円＋税 第6刷 
新訂 体系流通論  978-4-561-65149-9 3400円＋税 第10刷 
会計学・簿記入門第12版  978-4-561-35205-1 2800円＋税 第4刷 

研究書を多く発行する弊社では、例年、複数の書籍が、さまざまな学会等の賞を受賞して
います。今年度は３点が、延べ４つの賞を受賞しましたのでご紹介します。 

★2014年 第2回清成忠男賞 書籍部門 
★平成26年度 中小企業研究奨励賞 経済部門准賞 
江島由裕著 
創造的中小企業の存亡 生存要因の実証分析 

Ａ５判、272p、3700円＋税 978-4-561-26626-6 2014年刊 

中小企業は必ずしも脆弱な企業であるわけではなく、独自の技術や事業創造活
動を通して、地域経済や一国経済の発展にも寄与するような「創造的中小企業」
も多くある。しかしその実態はあまり知られていない。 
本書は、長期間に渡り多数の創造的中小企業を調査し、存続・非存続を分けた
「企業家的な戦略指向性（ＥＯ）」と、それを支える「環境適応」と「協働の仕組み」
の相互作用を論じ、日本の中小企業支援政策への問題提起を行っている。 

★第7回（2014年度）住田物流奨励賞 
李 瑞雪著 
中国物流産業論 高度化の軌跡とメカニズム 

「物流を制すれば中国ビジネスを制する」と言う。本書は、フィールドリサーチを多
用し、中国物流産業の最新の動向を分厚く記述しており、実務家にも貴重な情
報を提供する。第1部では、高度化した中国物流産業を概観。2部ではトラック、
水上、鉄道とモード別に考察を展開。3部はいくつかの具体的な物流企業の、
SCMへの対応などサービスの高度化に伴う組織能力構築の事例研究を行った。 
Ａ５判、218p、2800円＋税 978-4-561-65208-3 2014年刊 

★第29回（2013年度）テレコム社会科学賞奨励賞 
栗山 敏著 
情報システムを成功に導く経営者の支援行動 
失敗する情報システム構築に共通する社長の行動 

 

Ａ５判、216p、2600円＋税 978-4-561-26615-0 2013年刊 

今日の情報システムに関するプロジェクトは、情報システム構築を伴なう経営改革
プロジェクトと言え、従って、格段に高まったプロジェクトの難易度に対処するために、
経営者の適切な支援行動が必須となる。 
本書は、プロジェクト・マネジメントの管理対象から外れてしまうが、プロジェクトの成
否を握る経営者のサポートのあり方を経営学的な視点から検討。研究者のみなら
ず、ITプロジェクトに携わる実務者・経営者にも読まれるべき書。 

【今年度受賞書籍の紹介】 
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【エドガー・シャイン ポータルサイト運用中！】 
 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』が発売された昨年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。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/ 

ご案内済みアイテムの配本スケジュール（3・15時点） 

ライセンスビジネス戦略  978-4-561-24651-0 3000円＋税 
ハイテククラスターの形成とローカル・イニシアテティブ  978-4-561-20653-8 5000円＋税 

【次号までの配本・刊行見込み】 

【配本・刊行済】 

【次号以降の刊行見込み】 
大学生のための産業・組織心理学入門（仮)  978-4-561-25655-7 2500円＋税（予価） 
サービス・ロジックによる現代マーケティング理論(仮)  978-4-561-66212-9 3500円＋税（予価） 
よくわかる国立大学法人会計基準第7版  978-4-561-36209-8 6000円＋税（予価） 
灼熱のアジアへ(仮)  978-4-561-22654-3 2500円＋税（予価） 
SCMの構築(仮)  978-4-561-74204-3 3200円＋税（予価） 
中国の水資源と環境保全(仮)  978-4-561-96132-1 3200円＋税（予価） 

今月の広告 
月１定例の日本経済新聞の広告は、サンヤツを3/26（木）、日曜書評欄への書影付きを4/5（日）に
予定しています。 

グローバルリーダーの育成  978-4-561-23643-6 2500円＋税 
Earnings Quality and Earnings Management  978-4-561-36210-6 3600円＋税 
電力システム改革の検証  978-4-561-86049-5 2750円＋税 
みんなの知らないロジスティクスのしくみ  978-4-561-71203-9 1800円＋税 
中国製造業の基盤形成(仮)  978-4-561-26649-5 3500円＋税（予価） 
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別添注文書でご注文ください！  地方の活性化は長く社会的・政治的課題とされてき
ており、特に現政権が「地方創生」を最重要課題の一
つに掲げています。そのためか、注目度が高まってい
るようで、 『里山資本主義』(角川oneテーマ21)や『地
方消滅』(中公新書)等のベストセラーが生まれています。 
 一般的に地域問題や街づくりの本は建築・土木の棚
に分類されたり、行政・地方自治の棚に分類されるこ
とが多いと思います。しかし経営学でも、地域経営あ
るいは地域産業振興というような観点でこのテーマを
探究しており、今回はそのような本をご紹介します。 
 
①『地域ブランド戦略と雇用創出』は、アンテナ
ショップ、ご当地グルメ等の施策を支え、地域再生の
キーコンセプトとして注目される地域ブランドについ
て、九州を中心とした具体的な事例や関係者アンケー
トを交え、理論的・実証的な研究をまとめています。 
 
②『ネットワーク化が生み出す地域力』は、地域固有
の強みとＩＴ化やグローバル化という機会を活かすこ
とで、いかにこれまでの地域独占に依存する経済構造
を脱し活性化を実現するのか、医療やテレワークなど
の事例を通して検討しています。 
 
 一千年以上の歴史を持つ京都には、老舗企業が多い
一方、京セラあるいは「はてな」のような先端金業が
共存しています。このように、幅広くユニークな企業
が本拠を置く京都という地域のダイナミズムを③
『ケースブック京都モデル』は追究しています。 
 
 地域経済を支える重要な伝統産業はファミリー企業
が担っていることが多く、しばしば技術者育成や事業
継承、新規事業開発の問題を抱えています。 
 ④『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』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探究しています。 
 
 ⑤『地域の再生と流通・まちづくり』は日本流通学
会25周年記念出版プロジェクトの一巻目として刊行さ
れた本です。流通と地域活性化をめぐる政策と歴史、
地域再生に接近するための理論を整理した上で、現在
このテーマで重要な論点となっている大型店の撤退や
環境・高齢化への対応などを追究しています。 
 
 今月初ご案内の近刊『観光革新戦略』(１ページ目に
掲載)は、観光の概念を広く捉えることによる地域活性
化の実現を目指しています。⑥『観光地のアメニ
ティ』は、マーケティング的視点、すなわち、さまざ
まな観光地がある中で、観光地の魅力とは何なのか、
さらに、観光客の行動について分析しています。その
上で、観光地の魅力を維持するために必要なさまざま
な事業のネットワーク化、観光コストを下げるための
需要の平滑化などの検討を行なっています。 

①地域ブランド戦略と
雇用創出 
大分大学経済学部編 
Ａ５判、224p、3000円＋税 
978-4-561-64194-0 
2010年刊 

②ネットワーク化が生み
出す地域力 
板倉宏昭他著 
Ａ５判、208p、2381円＋税 
978-4-561-24501-8 
2009年刊 

③ケースブック京都モ
デル そのダイナミズムとイノ
ベーション・マネジメント 

北 寿郎・西口泰夫編著 
Ａ５判、268p、3000円＋税 
978-4-561-25507-9 
2009年刊 

⑤地域の再生と流通・ま
ちづくり 
日本流通学会監/佐々木保
幸・番場博之編著 
Ａ５判、234p、3000円＋税 
978-4-561-66196-2 
2013年刊 

④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 
金 泰旭編著 
Ａ５判、244p、3000円＋税 
978-4-561-26639-6 
2014年刊 

⑥観光地のアメニティ 
田村正紀編著 
A5判 280p 3500円＋税 
978-4-561-76196-9 
2012年刊 


