
 ＰＣ、さらにはスマートフォンなどの普及により、さまざまな産業分野において、情
報通信技術（ＩＣＴ）を活用したビジネスモデルを展開することが可能となり、続々
と新たな事業が生まれている。 
 ICTの活用が進む情報化社会を経営学的・システム的に捉える研究を行って
きた著者は、本書で、その典型的な例の一つであるマッチングビジネスについて
６つの類型に整理し、その類型ごとに特徴を理論的・実証的にまとめている。 
 本格的にマッチングビジネスを取り上げた本がほとんどない中で、研究者のみ
ならず、その立ち上げを考える実務家にも役立つだろう。 
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978-4-561-36212-8 C3034 A5判 276p 3500円＋税（予価） 

２月下旬 
配本予定 

わが国政府の会計制度 
山浦久司（明治大学大学院教授）監修・東信男（会計検査院情報分析官）著 

［財政/公会計論］ 平積推奨 

 国の財政について危機が叫ばれ久しいが、国あるいは自治体の会計制度に
は、企業に適用されるような包括的な会計基準がなく、その実態は極めて理解
しにくいのが現状である。 
 本書は、独立行政法人を含め現行制度の解説を丁寧に行った上で、本邦
制度の、国際公会計基準（IPSAS）、さらに、発生主義会計を取り入れ公会計
改革で先行する、英国の公会計制度を紹介する。また、大学の教科書として
使うことも念頭に入れ執筆されたため、分かりやすい記述がなされている。 
 財政再建を議論する上での重要な要素である、日本の公会計制度の全体
像が分かるのとともに、一つのあるべき姿を描いている。 
  

日本の会計制度を解説し、国際公会計基準を踏まえ課題剔出 

(仮) 
国の予算執行，財産管理および政策評価 

978-4-561-22673-4 C3034 A5判 244p 2500円＋税（予価） 

２月下旬 
配本予定 初ご案内 

情報戦略とマッチングビジネス 
税所哲郎（群馬大学教授）著 

［ビジネスモデル/ＩＴ経営］ 

初ご案内 

平積推奨 
情報化社会における 

※：マッチングビジネスは、そのままでは出会わない売り手・買い手、あるいは貸し手・借り手など
を結びつけることで＜紹介料＞を得て収益を上げるビジネス。近年、メディア等でよく取り上げら
れるクラウドファンディングもその一つである。 

(仮) 



 昨年、渋谷区においてパートナーシップ証明書の発行が始まるなど、セクシュ
アリティについての社会的な注目がとみに高まっています。 
 本書は、LGBTの子どもたちを支援するサイトを運営する著者が、自身の体験だ
けでなく、サイトを通して接した子どもたちの経験も元に、大人はどのようにカミング
アウトに向き合い、その健やかな成長を支えてゆけるのか、実践的にまとめてい
ます。 
 ユーモアも散りばめられ、翻訳書ながらたいへん読みやすく仕上がりで、親御
さんだけでなく教育関係者にもおすすめです。 
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978-4-561-65217-5 C3063 A5判 240p 2700円＋税（予価） 

3月上旬 
配本予定 初ご案内 

リサーチ・ビジョン 
辻 幸恵（神戸学院大学教授）著 

［マーケティング/ 
マーケティング・リサーチ］ 

平積推奨 

 これまで、社会調査法を紹介したり、アンケートの作り方をまとめた本は多く出
版されてきているが、その設計・集計・解析、そしてそれに基づく考察や提案、今
後の課題に至るまでの一連の流れを示したものは少ない、と著者は言う。 
 本書は、大学生の行動と心理を中心に、ファッション・キャラクター・雑貨など
をテーマに著者が行ったリサーチを元に、調査対象の選定や背景を加筆する
ことで、リサーチに求められるものを広く示しながら、その実務の組み立て方の理
解を深めることを目指している。 
 マーケティング・リサーチを学ぶ学生のみならず、リサーチ実務に携わることに
なったビジネスパーソン、また、取り上げられた、服飾・小物などのテーマに関心
を持つ方におすすめ。 

マーケティング・リサーチの実際 

978-4-561-51093-2 C3036 A5判 212p 1852円＋税（予価） 

２月下旬 
配本予定 初ご案内 

ＬＧＢＴの子供を持つ親に 
Ｄ． Ｏ = リード/Ｃ． ルッソ（両名でサイト  Ｅｖｅｒｙone  Iｓ Gayを運営）著、金成 希訳 

［マイノリティ/家庭教育］ 平積推奨 

＜ゲイ＞の子供とよい関係を保ちながら育てるための実践ガイド 

(仮) 

(仮) 

【広告出稿予定】 
【日経サンヤツ】 
１月19日（火曜） 

【日経読書人へのおすすめ】 
１月３日（日曜）『新興国における人事労務管理と現地経営』 
２月７日（日曜、予定） 

※：LGBTはレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの略 

LGBTアクティビストで著名な東小雪さんの推薦文もオビに掲載！ 



ロジスティクスの歴史物語(仮)  978-4-561-71211-1 1852円＋税 
巨大災害のディスクロージャーと資本市場(仮)  978-4-561-36211-1 4800円＋税 
すぐにわかる物流不動産ビジネス 978-4-561-74209-8 1852円＋税 
採用面接評価の理論(仮) 978-4-561-26659-4 3500円＋税 
グローバル・マーケティング(仮) 978-4-561-66215-0 7500円＋税 
SCMの構築(仮)  978-4-561-74204-3 3200円＋税 
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ご案内済みアイテムの配本スケジュール（1.15時点） 

【次号以降の刊行見込み（定価は予価） 】 

【好評！ ご担当に一冊、経営・経済分野キーワード集！】 

 書店のご担当者向けに、経営・経済分野の、
知っているようで知らない基本的なキーワード
や、最近急に流行りだしたキーワードなどをまと
めた「経営・経済分野キーワード集」について、
あちこちの書店様から「とても参考になる」「足り
ないので担当者全員分をコピー・製本して配っ
た」というお声をいただいております。 
 キーワード集を作成した担当者は、このような
反応に「大変励みになります。あまり頻繁にアッ
プデートはできませんが、ぜひ何年かに一度は
更新させていただきます」と申しておりました。 
 なお、このキーワード集は、11月号の「法経会
新刊ニュース」に１部を同梱いたしましたが、さら
にキーワード集をご希望の方は、１枚目の注文 

書の当該欄に番線印を押し注文数をご記入いただき、お申込ください。 
 また、新しい版を作る際に参考になりますので、bookstore@hakutou.co.jp、ある
いはページ下の連絡先に電話・FAXで感想をお寄せいただけますと幸いです。 

環境経営のグローバル展開 978-4-561-26671-6 3200円＋税 
現代の貨幣 978-4-561-96134-5 3300円＋税 

【配本・発売済】 

【旧版在庫、残っていませんか？】 

企業および企業人 
七訂版 

鍵山・太田著 
Ａ５判 4500円＋税 
978-4-561-23666-5 
2015年10月刊 

日本型賃金 
2016年版 

太田 滋著 
Ａ５判 4200円＋税 
978-4-561-23669-6 
2015年11月刊 

国立大学法人会計基準 
第七版 

新日本有限責任監査法人編 
Ａ５判 5800円＋税 
978-4-561-36209-8 
2015年７月刊 

 下記が新版になります。旧版在庫をご確認ください。 

技術流出の構図(仮) 978-4-561-26668-6 3000円＋税 
「意味のマップ」を使ったキャリア分析(仮) 978-4-561-26672-3 3200円＋税 
マーケティングの批判精神(仮) 978-4-561-65216-8 2500円＋税 

【次号までの刊行見込み（定価は予価）】 



【ロングセラーの深層－ここ半年の有力新刊を振り返る】 
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別添注文書でご注文ください！  昨年の下半期に出版した本を中心に、有力な新刊を
改めてご紹介します。 
 
 公益事業関連で２点、売れ行き好調となっています。 
  ① 「水道事業経営の基本」は、人口減少のみならず、
電気や都市ガスの小売自由化の影響も受けると想定さ
れる中、改めて水道事業経営の基本をまとめながら新
しいトレンドも詳しく紹介しており、発売早々重版が
かかりました。 
 ②『電力システム改革の検証』は、今年４月に電力
小売りの自由化が迫る中で注目のテーマと言えます。
こちらも発売から半年で重版がかかっています。 
 
 ③『経営事例の質的比較分析』は、これまであまり
日本で活用されてこなかった「質的比較分析（QCA）」
を、実際の調査・研究における活用法も含めて分かり
やすく解説しています。 
 経営学に限らず、社会科学全般で活用可能なよう書
かれており、幅広く、研究者を中心に大変な評価をい
ただいています。 
 
 サービス・マーケティングやリレーションシップ・
マーケティングが注目されてきている中で、北欧で発
展したノルディック（北欧）学派は、それらを統一的
に扱えることから重要性が増しています。④ 『サービ
ス・ロジックによる現代マーケティング理論』は、そ
の第一人者として知られるグルンルースの論文集で、
『広告批評』にも書評が載るなど、実務家の関心も呼
んでいます。 
 
 ⑤『マーケティング零（ゼロ）』は、マーケティン
グの＜基本的な考え方＞を速習するための教科書で、
「徹底的に初学者向けに」書かれつつも、その全体像
をまとめた上で、近年、話題のトピックであるコー
ズ・マーケティングなども取り上げています。 
 マーケティングで使われる用語は知っていても腹に
落ちておらず使いこなせていないビジネスパーソンに
も、入門書の次の１冊としておすすめです。 
 
 「キャリア・アンカー」はキャリア・カウンセリン
グを行う上で必須の概念となっており、弊社では以前、
『キャリア・アンカー』（978-4-561-23385-5、2003年
刊）、『キャリア・アンカー セルフアセスメント』
（978-4-561-22502-7、2009年刊）を刊行し、長く売れ
続けています。 
 昨年出版した『キャリア・マネジメント』は、 最新
版の原書に基づく翻訳で、より幅広く、今のビジネス
トレンドも踏まえて活用できるような改訂がなされて
います。 
 ⑥『セルフ・アセスメント』は診断用ワークシート、
⑦『パーティシパント・ワークブック』が、キャリア
について自分で考える際に必要な理論がやさしくまと
められています。また、⑧『ファシリーテーター・ガ
イド』は、キャリア・カウンセラーのような方が、自
分のクライアントのキャリア理解を支援するのに役立
ちます。 
 なお、上記でご紹介した２つの『キャリア・アン
カー』も、ワークショップ等のテキストとしてお使い
になるケースが多いため、引き続き流通させています。 

①水道事業経営の基本 
石井・宮崎・一柳・山村著 
Ａ５判、208p、2200円＋税 
978-4-561-76210-2 2015
年12月刊 

④サービス・ロジックによ
る現代マーケティング理論 
グルンルース著・蒲生訳 
Ａ５判、304p、3500円＋税 
978-4-561-66212-9 
2015年7月刊 

③経営事例の質的比較
分析 
田村正紀著 
Ａ５判、232p、2700円＋税 
978-4-561-26664-8 2015
年9月刊 

⑤マーケティング零（ゼロ） 
大石芳裕編著 
Ａ５判、240p、2500円＋税 
978-4-561-65214-4 
2015年7月刊 

キャリア・マネジメント  
変わり続ける仕事とキャリア 

シャイン/V=マーネン著・木村監訳、B5判 
プロセス・コンサルテーション刊行・白桃
書房発売 2015年６月刊 
⑥セルフ・アセスメント 
978-4561-25660-1 36p 864円 
⑦パーティシパント・ワークブック 
978-4-561-25661-8 136p 3240円 
⑧ファシリテーター・ガイド 
978-4-561-25662-5 56p 3780円 
⑨３冊セット 
978-4-561-25663-2 7884円 

②電力システム改革の検
証 
山内弘隆・澤 昭裕編 
Ａ５判、184p、2750円＋税 
978-4-561-86049-5 2015
年4月刊 


