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978-4-561-76206-5 C3034 A5判 224p 2750円＋税 

5月下旬 
配本予定 

初ご案内 

サンフランシスコのさまざまなマイノリティの街の歴史と
今を活写しながら、その街づくり、観光への意義を提示！ 

チャイナタウン、ゲイバー、レザーカルチャー、ビート、 

そして街は観光の聖地となった 
─「本物」が息づくサンフランシスコ近隣地区 

畢 滔滔（びい たおたお、立正大学経営学部教授）著 

［観光/まちづくり/サブカル
チャー/サンフランシスコ事情］ 

平積推奨 

 
 

序章 サンフランシスコのマイノリ
ティの近隣地区と観光産業 

第1章 サンフランシスコの観光産業 
第2章 チャイナタウン 
第3章 サンフランシスコ：ゲイたち

の「都」 

第4章 サウスオブマーケット：レ
ザーサブカルチャーのメッカ 

第5章 ノースビーチ：ビート巡礼の
聖地 

第6章 本物の場所と都市観光 

 個人の関心の多様化に合わせ観光は、アミューズメントパークや地元文化
を小ぎれいにまとめた展示館のようなところに団体で押しかける、というものから、
目的地で地元の住民たちと同じように街を歩き、食事し、エンタテインメントを楽
しむというものが中心になりつつある。 
 
 このような流れの中で、サンフランシスコには 150年の歴史を持つチャイナタ
ウンがあり、世界的なゲイの「都」があるなど、マイノリティの人たち、また彼らに
関心がある人たちにとってかけがえのない街（近隣地区）がいくつもあり、観
光・街づくりの柱となっている。しかし、そのサンフランシスコもかつては大規模
開発・コンベンション誘致を中心とした大資本寄りの観光施策が中心だった。 
 
 本書は、このようなサンフランシスコ市の観光施策の変遷を振り返りながら、
４つのユニークな近隣地区の、街の取り壊しや個々人への差別など当局や
偏見との戦いの歴史なども、さまざまな資料や現地への幾度もの訪問調査に
基づき丁寧に描き、観光・街づくりへの含意を提示する。 
 
 観光・街づくりについての研究書として執筆されているため、著述されている
各近隣地区の激烈な闘いの描写は、クールさが保たれ読みやすい。一方で、
その分厚い記述から、彼の地に息づくサブカルチャーに関心のある方達にも
強くおすすめできる一冊となった。 



TEL:03-3836-4781 FAX:03-3836-9370 白桃書房 新刊図書ニュース 2015.5月号 2 

今月の主な重版（4.15時点） 
流通論の講義  978-4-561-65164-2 2400円＋税 第4刷 
中国企業のもの造り  978-4-561-26472-9 3000円＋税 第4刷 
流行と日本人  978-4-561-66118-4 2200円＋税 第8刷 
ファミリービジネス  978-4-561-23583-5 2800円＋税 第2刷 

変化の経営学 戦略・組織・経営者(仮) 

［経営戦略/
企業変革］ 

978-4-561-26657-0 C3034 A5判 348p 4200円＋税 

 昨今、『経営戦略全史』を始めとして、ビジネスパーソン向けの経営戦略概
説書がベストセラーになることが多く、改めてその注目度がうかがわれる。 
 本書で著者は、経営戦略論が企業変革をうまく議論することができないと言
い、これまで経営戦略論で支配的な分析枠組みだった戦略内容－プロセス
論を批判的にレビューしながら、戦略の策定・遂行を実際に行っている経営組
織・経営者の働きについて探究。そのダイナミズムも含め理論化している。 
 気鋭の研究者が、経営学におけるさまざまな議論の統合を試みた意欲的な
研究であり、アサヒビールやタカラなどの事例研究、また、昨今、経営の手段
として関心の高まる提携と合併についての付論も興味深い。 

高度で大部の研究書ながら、経営戦略に関心をもつビジネ
スパーソンの課題にも応える問題提起の書！ 

平積推奨 

林 淳一（名古屋学院大学准教授）著 

第Ⅰ部 戦略 
第1章 問題意識 
第2章 戦略論学説史 
第3章 戦略内容論 
 
第Ⅱ部 組織 
第4章 戦略プロセス論 
第5章 変化の理論 
 

第Ⅲ部 経営者 
第6章 経営者 
第7章 戦略変化論 
第8章 戦略変化の本質 
第9章 結論 
 
付論Ⅰ 提携と合併 
付論２ 事例研究：タカラ 

５月末 
配本予定 

［国際経営］ 体系的な新国際ビジネスのコミュニケーション 

978-4-561-75207-3 C3063 A5判 154p 2000円＋税 

岡本祥子（神奈川大学教授）・亀山修一（外資系食品メーカー海外担当マネジャー）著 

５月末 
配本予定 

 商品貿易取引を中心とした、国際ビジネスで必要とされる15の業務をピックアッ
プ。これらの業務の解説を行いながら、そこで使われるビジネス英文が学べる。大
学テキストを意識し編集されているが、実践的な内容で英文例もリアルであり、新
しく実務担当になった方にもおすすめ。 
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ご案内済みアイテムの配本スケジュール（4・15時点） 
【配本・刊行済】 

【次号以降の刊行見込み】 
観光革新戦略(仮) 978-4-561-76205-8 3000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） 
SCMの構築(仮)  978-4-561-74204-3 3200円＋税（予価） 

【新聞広告の予定】 
 月１定例の日本経済新聞の広告は、サンヤツを4/23（木）、日曜書評欄への書影付きを5/3（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 Management and Earnings Quality  978-4-561-36210-4 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  978-4-561-26649-5 3500円＋税 
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 2300円＋税 
【次号までの配本・刊行見込み】 
戦略的人的資源管理論 978-4-561-25656-4 2750円＋税 
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  978-4-561-66212-9 3500円＋税（予価） 
現地に寄り添うアジアビジネスの教科書 灼熱のアジアへ(改題) 978-4-561-22654-3 2500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） 

［ＭＯＴ 
（技術経営）］ 

中小企業技術経営Ⅱ（仮) 

978-4-561-26658-7 C3034 A5判 640p 5000円＋税 

日本工業大学大学院技術経営研究科監修 

５月末 
配本 

 中堅・中小企業への人材供給を目指し設立された専門職大学院の
教員の、中小企業を対象とした研究論文をまとめた。 

［経営学］ 経営学への扉 第５版 

978-4-561-15183-8 C3034 A5判 376p 2800円＋税 

明治大学経営学研究会 編 

買切 
刊行済 

 定評のある大学教科書の最新版。新たに非営利組織の章を追加！ 
 ケースやキーワード等の立体的な構成によりつつ、基礎的，理論的な内容の
バランスを保ったベーシック・ブック。 

パブリシティ・広告 
【著者インタビュー掲載されました！】 
 ３月上旬に刊行した『ライセンスビジネスの戦略と実務』（978-4-561-24651-0、本
体3000円＋税）の著者、草間文彦氏の著者インタビューが４月１日発売の宣伝会
議５月号の新刊コーナーに掲載されました。 
  この本で言うライセンスビジネスは著作権・商標権を指しています。そして、日本の
アニメ・漫画、またキャラクタービジネスが盛んなことを考えると、特許権に比べるとあ
まり注目されていないライセンスビジネスには大きな可能性があると語っており、この本
で、このビジネスに関わる人が増えれば、とのことです。 



【ロングセラーの深層－アジアへのビジネス展開】 
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別添注文書でご注文ください！  アジア諸国へ進出したり、進出を検討している企業
が大変多い昨今、このテーマは日本の経営学でも大変
注目されており、弊社でも毎年何点か出版しています。 
 今回ご紹介の中心となっている、現地事情の調査・
研究をまとめた本は事例が多いため読みやすく、さら
に、内容の客観性が高いため実務家にも大変貴重な情
報となります。 
 
 ①『中国製造業の基盤形成』は、金型産業を対象とし
た現地調査を元に、中国の地域多様性を踏まえた産業
発展プロセスを描き出しています。特に金型産業は製
造業の基盤となる産業であり、この把握が中国経済理
解の一助となるとともに、新興国市場で、彼らと競争
しながらもパートナーとして協調することも考えられ
る我が国の産業界にも有益な示唆を与えます。 
 
 反日感情が高いこと、所得水準の高まりから中国の
工場としての魅力は薄れているかもしれませんが、中
国の市場としての魅力はますます高まっています。 
 ②『中国流通のダイナミズム』は巨大市場である中国市
場の独特の取引慣行、また中国資本・日系・その他外
資の、製造業・小売企業、各々の戦略を明らかにし、
さらに、上海の消費者行動についても調査。中国市場
のプレーヤーの今後の方向を展望しています。 
 
 中国で製造したり、輸入した製品を流通させる上で
は、広大な国土、抱えている人口の多さから物流がカ
ギとなり、③『中国物流産業論』の冒頭で「物流を制す
れば中国ビジネスを制する」と言われていることを紹
介しています。物流産業の概要、物流の手段別、物流
企業別の３部からなる本書は、実務家の方にも有用な、
中国物流産業の最新の動向を伝えます。 
 
 ④『中国・東南アジアにおける流通・マーケティング革新』
は、中国に加え、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経済成長を続ける東南ア
ジア諸国について、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
た論文集です。 
 
 ⑤『アジアの投資環境・企業・産業』では、アジア７ヶ国
の投資環境について、各国の専門家が丁寧に論じてお
り、アジア経済圏への投資・進出戦略立案に役立つで
しょう。 
 
 ⑥『現地に寄り添うアジアビジネスの教科書』は以上の本
とは毛色の異なる本で、進出のノウハウを一般の方に
も分かりやすくコンパクトにまとめています。アジア
ビジネスのための、経営的な検討事項、築いておくべ
き経営能力等が一冊で分かります。 
 さらに類書にない貴重な内容として、新興国に特有
のBOP(底辺層)向けビジネスガイドを、その支援を行っ
ているJICA（国際協力機構）の担当者が執筆しています。 

⑥わかりやすい現地に寄り
添うアジアビジネスの教
科書 市場の特徴から「BOPビ

ジネス」の可能性まで 
（『灼熱のアジア』改題） 

黒田秀雄編著 
Ａ５判、224p、2500円＋税 
978-4-561-22654-3 
2015年５月末配本予定 

②中国流通のダイナミズ
ム 内需拡大期における内資系
企業と外資系企業の競争 

渡辺達朗・公財流通経済
研究所編 
Ａ５判、218p、3500円＋税 
978-4-561-66201-3 
2013年刊 

③中国物流産業論 高度

化の軌跡とメカニズム 

李 瑞雪著 
Ａ５判、218p、2800円＋税 
978-4-561-65208-3 
2014年刊 

⑤アジアの投資環境・企
業・産業─現状と展望─ 

小林 守編著 
A5判 224p 2800円＋税 
978-4-561-26606-8 
2013年刊 

④中国・東南アジアにお
ける流通・マーケティング
革新 
渡辺達朗編著 
Ａ５判、168p、2300円＋税 
978-4-561-66213-6 
2015年刊 

①中国製造業の基盤形
成 金型産業の発展メカニズム 

李瑞雪・天野倫文・金容
度・行本勢基著 
Ａ５判、304p、3500円＋税 
978-4-561-26649-5 
2015年刊 

準備中 


