
 2004年に翻訳出版された『企業文化』は、やはり名著として名高い『組織文
化とリーダーシップ』の、より実践的な書として高く評価されてきた。 
 今回出版の改訂版は基本的な構成は以前と同じながら、こんにち企業文化
に関連し、グローバル化・IT活用などの進展により具体的に課題となることが増
えたテーマを、より掘り下げて論じている。 
 また、翻訳がより読みやすく図版も充実した上、要所に「読者の皆さんへの質
問」が用意され、論点を自身の問題に引きつけて理解しやすいよう工夫した。 
 まだまだ知られていないエドガー・シャインの組織文化論の入門に最適！ 
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978-4-561-23675-7 C3034 A5判 264p 3000円＋税（予価） 

３月下旬 
配本予定 

企業文化 改訂版 
エドガー・ヘンリー・シャイン（MIT名誉教授）著/尾川丈一監訳/松本美央訳 

［経営組織/企業変革］ 平積推奨 

実務者にも高く評価された名著が、より分かりやすく工夫され、
現代的なトピックも掘り下げ論じる全面改訂！ 

多文化時代のマネジメント：文化の仕組みとダイバーシティ 

初ご案内 

【今月～来月の広告出稿】 

【毎日新聞サンヤツ】 
２月26日（金曜） 『LGBTの子どもに寄り添うための本』 
書影付きで掲載されます。ご期待ください！ 
 
【日経サンヤツ】 
２月18日（木曜） 

【日経読書人へのおすすめ】 
２月７日（日曜）『水道事業経営の基本』 
３月６日（日曜） 

＜以下定例出稿＞ 

第１部 文化の仕組みと中身 
第１章 なぜ、悩むのか？ 
第２章 文化とはいったい何か？ 
第３章 組織文化の要素と次元 
第４章 より深層にある仮定 
第５章 文化を評価する時期と方法 
 
第２部 文化の形成、発展、変革のダイナミクス 
第６章 文化の学習と再学習、そして、変容 
第７章 スタートアップ企業における文化の創造、

進化、変化 

第８章 成熟企業における文化のダイナミクス 
第９章 組織版「中年の危機」と潜在的衰退 
 
第３部 多文化主義の現実 
第10章 文化が出会う時：買収、合併、ジョイント・

ベンチャー等による多文化のコラボレー
ション 

第11章 文化を扱わざるを得ないリーダーにとって
の文化的現実 



 経営者の仕事が何か、は、学生はもとより、社会人でも経営をしていない人に
はよく分からないものである。本書は、経営学の初年度教育で現役経営者を
講師に行われた講義をまとめ、経営そして仕事の難しさと面白さを伝えている。 
 ぐるなびや１０９などの若者にもなじみの深いビジネスの事業責任者から、プロ
レスの興業団体の経営者や政治家、大学の理事など経営のスキルをどう使う
のかイメージしにくい方々も登壇しており、講演者のキャリアを選び取る過程など
も読ませる仕上がりとなっている。 
 学生だけでなく若手ビジネスパースンにもおすすめ。 
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978-4-561-25678-6 C3034 四六判 224p 1850円＋税（予価） 
３月下旬 
配本予定 初ご案内 

経営学白熱教室 
國學院大學経済学部経営学科編 

［経営学入門/企業読み物］ 平積推奨 

現役経営者が語る
経営のリアル 

 製品開発を効果的・効率的に進めるだけでなく、消耗戦に陥りやすいコモディ
ティ化の罠から逃れるため、新製品による市場創造の重要性も増している。しか
し製品開発管理自体が難しい上、市場創造にあたり、信頼できる情報を既存
の市場から得ることも困難である。 
 本書は、確立されて間もない「技術の社会的形成アプローチ」を用い、その
方法論を検証しながら、歯磨きや健康茶飲料などの事例にあたり、製品開発・
イノベーション論とマーケティング論の架橋を目指した。 
 新製品開発に携わる開発者、マーケターにもおすすめ。 

978-4-561-65219-9 C3063 A5判 240p 2750円＋税（予価） 

３月下旬 
配本予定 初ご案内 

流通イノベーションへの挑戦 
田口冬樹（専修大学教授）著 

［流通］ 平積推奨 

 流通は、少子高齢化や労働力人口の減少の進行やＩＣＴ（情報通信技術）
の活用・普及など、さまざまな社会変化の影響を受ける。その一方で、社会を
変化させてもいる。 
 本書は、流通研究の大家が「流通イノベーション」という枠組で、流通にまつ
わるさまざまな事例を、業態・物流・PB・グローバル展開など多様な切り口で理
論的・実証的に分析。 
 流通業で企画等に携わる方にもおすすめ。 

社会と流通のダイナミズム 

978-4-561-66218-1 C3063 A5判 232p 3400円＋税（予価） 

３月下旬 
配本予定 初ご案内 

製品開発と市場創造 
宮尾 学（神戸大学准教授）著 

［商品開発/マーケティング］ 平積推奨 

（仮） 

（仮） 

（仮） 
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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 
「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 
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 

ご案内済みアイテムの配本スケジュール（2.15時点） 

【次号以降の刊行見込み（定価は予価） 】 

【配本・発売済】 
技術流出の構図 978-4-561-26668-6 3500円＋税 
LGBTの子どもに寄り添うための本  978-4-561-51093-2 1852円＋税 

【次号までの刊行見込み（定価は予価）】 

 医療費の抑制が求められている一方、医療事故・過誤がメディアで話題にな
ることが増え、医療に対する社会の視線が厳しくなっていることをうかがわせる。 
 ホスピタリティ研究の第一人者である著者は本書で、今後、直接的な対価で
あるサービス価値を超えた「ホスピタリティ価値」の実現が重要と説き、医師と患
者のあり方の追究にあたりインフォームド・コンセントに焦点を当て理論的・実証
的に検証。経営学者が医療経営に一石を投じた。 

978-4-561-25677-9 C3034 A5判 208p 2500円＋税（予価） 
３月下旬 
配本予定 初ご案内 

「中国イノベーションシステム」と知財戦略 
山田勇毅（日栄国際特許事務所外国部長/弁理士）著 

［中国事情/国際知財実務］ 平積推奨 

 中国のこれまでの急速な経済成長は先進国の技術の模倣だけではなく、現
地市場に適合する製品に改良するのに長けているからで、著者は歴史的な産
業構造も踏まえた取り組みは国家ぐるみと言う。 
 本書は、この「中国イノベーションシステム」のメカニズムを、さまざまな事例も交
え活写。さらに、中国独自の知財制度の整備・活用促進に対応した実務の習
熟が必要と説き、その法制度や知財戦略の考え方を検討し、運用動向を解説
する。中国における知財実務関係者は必読。 

978-4-561-26674-7 C3034 A5判 176p 2500円＋税（予価） 

３月下旬 
配本予定 初ご案内 

医療経営におけるホスピタリティ価値 
吉原敬典（目白大学教授）著 

［医療経営/ホスピタリティ］ 平積推奨 

マーケティングの批判精神 978-4-561-65216-8 2500円＋税 
リサーチ・ビジョン 978-4-561-65217-5 2700円＋税 
わが国政府の会計制度(仮) 978-4-561-36212-8 3500円＋税 
情報戦略とマッチングビジネス(仮) 978-4-561-22673-4 2500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 
ロジスティクスの歴史物語(仮)  978-4-561-71211-1 1852円＋税 

（仮） 
経営学の視点で医師と患者の関係を問い直す 
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【ロングセラーの深層－ブランド】 

別添注文書でご注文ください！ 

②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 
四六判、280p、1852円＋税 
978-4-561-52089-4 2014
年刊 

③コトラーのイノベーショ
ン・ブランド戦略  
ものづくり企業のための要素技術
の「見える化」 

コトラー/ファルチ著・杉光訳 
Ａ５判、384p、4200円＋税 
978-4-561-66211-2 2015
年刊 

④京都とブランド 
京ブランド解明・学生の視点 

辻 幸恵著 
Ａ５判、216p、2800円＋税 
978-4-561-66169-6 
2008年刊 

 ブランドについての本は多く出版されており、棚見出しを
付けられたお店も多いでしょう。 
 ビジネス・経営分野では、グッチやＢＭＷのような「ブラ
ンド」は「ラグジュアリー・ブランド」と呼ばれ、特に断り
のない「ブランド」はより広い意味を持ち、庶民的な「吉野
家」や「ユニクロ」もブランドたりえます。 
 すなわち、ビジョンのもとに販売や製造、人事など、すべ
ての機能を糾合し、ユーザーをも巻き込む、そのビジョンの
ことで、これらの糾合がうまくいくと他社との強い差別化が
可能となり、高い顧客満足・従業員満足などを実現しながら
高い収益を上げることが可能となります。 
 今回はブランドにまつわる本をご紹介します。 
 
 ①『共感ブランド』は、コミュニティ、口コミに関する調
査をもとに、消費者がブランドを経験することを通して共感
が生じ、差別化につながるメカニズムを提示しています。特
に、否定的にとらえられることも多い口コミのうち、共感型
の口コミは消費者の共感を引き出すブランド構築につながる
として、それを活用することで、莫大な広告費用をかけるこ
となく永続的競争優位を確立していく方法を探究しています。 
 
 ②『ドキュメント トヨタの製品開発』はトヨタ版のブラン
ドマネジャー制度である主査制度のダイナミズムを、泥臭い、
かつてのものづくりの現場の描写を通して伝えています。ブ
ランドマネジャー制度は近年注目が高まっており、製品開発
の際の企画・生産・販売という様々な部署を糾合するポジ
ションで、トヨタのこの制度は世界の大手メーカーにも参考
にされたそうです。 
 
 ③『コトラーのイノベーション・ブランド戦略』は独自の
技術を持つものづくり企業に向け、それを見える化しブラン
ド化するための方法論を豊富な事例を交え紹介し、さらに実
務での応用方法をまとめています。防水繊維のゴア・テック
スのように馴染みのある事例が多く、親しみやすいでしょう。 
 日本のものづくり企業は技術力には自信があるもののうま
くビジネスに活かし切れていないと言われていますので、そ
のブランド戦略立案におすすめです。 
 
 ブランドの考え方は企業に限らず活用が可能で、「地域ブ
ランド」も研究され、多くの自治体や地元企業などで確立・
発展への取り組みがなされています。 
 ④『京都とブランド』は、ブランドの概念や企業・地域経
営における位置づけの整理を行った上で、日本有数のブラン
ド力を持つと言える京都ブランドについて、学生が主導した
さまざまな調査を引用し、そのイメージを追究しています。 
 
 ブランドは商標法や不正競争防止法などで保護され、また、
第三者に許諾することでも収益化が可能です。⑤『ライセン
スビジネスの戦略と実務』は、著作権と商標権の二次利用の
許諾にまつわるビジネスの概要から最新事例までを網羅し、
その業務に必要な基本を読みやすくまとめています。入門書
として、また実務者の知識整理に最適です。 

①共感ブランド 
場と物語がつくる顧客参加の仕組み

金森 剛著 
Ａ５判、178p、2500円＋税 
978-4-561-66210-5 
2014年刊 

⑤ライセンスビジネスの
戦略と実務 
キャラクター＆ブランド活用マネジ
メント 

草間文彦著 
Ａ５判、272p、3000円＋税 
978-4-561-24651-0 2015
年刊 


