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【期待の近刊・好調新刊を再紹介！】 

企業文化 改訂版 
エドガー・ヘンリー・シャイン（ E.H.シャイン、 M I T名誉教授） 著/尾川丈一 監訳・松本美央 訳 

［経営組織］ 

978-4-561-23675-7 C3034 A5判 264p 3000円＋税（予価） 

６月上旬 
配本予定 

３月号で 
ご案内済 

Ｍ＆Ａ（合併・買収）が一般的になり、また、中小企業でも海外への事業展
開が当たり前になってきている中で、＜企業文化＞を考えることの重要性が
高まっています。 
旧版も多方面で高く評価されコンスタントに動いていましたが、本版はIT活用
やグローバル化などの話題も取り上げ図版が充実したことで、さらに売り伸
びることが期待されます！ 
 

イノベーション・ドライバーズ 

IoTについての単なる技術論、夢物語でなく、ビジネス構築
のあり方を骨太に検討！ 
ITとアライアンス（企業連携）を扱った好評書、『コーポレー
トベンチャリング新時代』や『アライアンス・イノベーション』と
併売を！ 

978-4-561-22679-6 C3034 A5変型 320p 2750円＋税（予価） 

６月上旬 
配本予定 

５月号で 
ご案内済 

［イノベーション/ 

提携/経営戦略］ 

文化の仕組みとダイバーシティ 

エドガー・シャインポータルサイトに、発売に合わせ特集コン
テンツを準備中です。 
シャインの同分野のマスターピース、『組織文化とリーダー
シップ』と併売を！ 

氏家 豊（SBFコンサルティング代表取締役） 著 IoT時代の競争力構築の方法 

IoT（モノのインターネット）、またインダストリー4.0（第４次産業革命）は、世界
の産業を大きく変える可能性が高く、続々と関連書が出版されています。 
本書は、実務家として、日本企業特有の強みを生かしたIT活用支援を行っ
てきた著者が、IoT時代ならではの製品企画や企業間データ活用、さまざま
な連携のあり方について説き起こしています。 
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ロジスティクスの歴史物語 
苦瀬博仁（流通経済大学教授） 著 

［ロジスティクス/ 
近現代史］ 

今年４月刊行 

ロジスティクスの第一人者が、江戸時代から現代までの街づくりや廻
船航路、鉄道の整備などの歴史をたどり、意外な事実を明らかに。 
歴史好きにも読まれています！ 

田村正紀（神戸大学名誉教授） 著 

［経営学・社会科学 
研究手法］ 

昨年９月刊行 

水道事業経営の基本 
石井晴夫（東洋大学大学院教授）・宮崎正信（厚生労働省水道課長）・他 著 

［水道事業］ 

技術流出の構図 
藤原綾乃（文科省科学技術・学術政策研究所第２調査研究Ｇ主任研究官） 著 

［国際人的資源管理/ 
知的財産］ 

今年２月刊行 

経営事例の質的比較分析 

日本鉄道業の事業戦略 
那須野育大（富山高専 国際ビジネス学科 専任講師） 著 

［鉄道経営/ 
地域振興］ 

昨年10月刊行 

昨年11月刊行 

978-4-561-71211-4 C3063 A5判 224p 1852円＋税 

978-4-561-76208-9 C3063 A5判 208p 2750円＋税 

978-4-561-76210-2 C3063 A5判 208p 2200円＋税 

978-4-561-26668-6 C3034 A5判 224p 3500円＋税 

978-4-561-26664-8 C3034 A5判 232p 2700円＋税 

地方で鉄道の廃線が続く中、鉄道事業が地域活性化につながるこ
とを示し、鉄道事業への公的支援のあり方を追究。 
特に鉄道ファンに読まれています！ 

水道事業経営の基本を整理した上で、スマートメーターや厚労省の
「新水道ビジョン」などの新しい潮流も紹介。 
官公民問わず、広く水道ビジネスに関わる方に読まれています！ 

日本の電機業界の人材が海外へ流出していく状況と、移籍先すなわ
ちグローバル環境で産み出されるイノベーションのありようを追究。 
多国籍人材を活用した創発に関心のある方におすすめ！ 

少数事例からでも因果関係の把握が可能で、分析手順も一定に定
まった分析手法の入門書。幅広く社会科学で活用可能。 
本邦ではまだあまり知られていない手法を大家が分かりやすく解説！ 

エンジニアたちは世界へとどう動いたか 

鉄道経営と地域活性化 

江戸から平成まで 

スモールデータで因果を探る 
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アジアにおける産業・企業経営 978-4-561-26681-5 2500円＋税 
採用面接評価の理論(仮) 978-4-561-26659-4 3500円＋税 
流通イノベーションへの挑戦(仮)  978-4-561-65219-9 2750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 
「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 
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（5.15時点） 

【次号以降の刊行見込み（定価は予価） 】 

【次号までの配本・刊行見込み（定価は予価）】 
事業承継のジレンマ 978-4-561-26682-2 3200円＋税 
中国知財戦略 （旧） 「中国イノベーションシステム」と知財戦略 978-4-561-25677-9 2750円＋税 
製品開発と市場創造  978-4-561-66218-1 3400円＋税 
イノベーション・ドライバーズ  978-4-561-22679-6 2750円＋税 
体系流通論 新版  978-4-561-65218-1 3400円＋税 
企業文化 改訂版(仮) 978-4-561-23675-7 3000円＋税 
ボーダレス時代のグローバル・ロジスティクス 978-4-561-76213-3 6000円＋税 

【今月～来月の広告出稿】 

【日経サンヤツ】 
５月23日（月曜） 

【日経読書人へのおすすめ】 
５月１日（日曜） 『ロジスティクスの歴史物語』 
６月５日（日曜） 

【配本・発売済】 
医療経営におけるホスピタリティ価値  978-4-561-26674-7 2500円＋税 
組織マネジメントのリアル（旧）経営学白熱教室 978-4-561-25678-6 1850円＋税 

【外商用半期カタログ製作しました！】 

外商の方に好評の、弊社の半期カタログを製
作しました。2015年度下半期分となります。 
今回は挟み込みで、経営・会計の定番書と、
大学の関連学部等の新設が目立つ、「地方
創生」関連書もご紹介しています。 
ご入用の場合は、当新刊案内の注文書１枚
目の当該欄に必要部数をご記入いただき、お
申し込みください！ 
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【ロングセラーの深層－ホスピタリティ】 

別添注文書でご注文ください！ 

③ホスピタリティ・リーダー
シップ 
吉原敬典著 
Ａ５判、248p、2700円＋税 
978-4-561-26428-6 
2005年刊 

 モノの豊かさの追求が一段落した頃から、社会的に人と人
との関わり合いへの注目が高まっています。すなわち教育や
保育、介護・医療などの人的サービス、加えて観光・飲食ビ
ジネスは元より、モノの製造・販売においても付随する人的
サービスの強化が求められるようになってきました。そこで
関心が集まってきているテーマがホスピタリティです。 
 そこで今回、①『医療経営におけるホスピタリティ価値』
が先日発売になったのに合わせ、関連書をご紹介します。こ
の本は、医療事故・過誤がメディアで話題になることが増え
ている中、経営学者でホスピタリティ研究に取り組んでいる
著者がインフォームド・コンセントに焦点を当て追究し、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」の実現が重要と説いてます。 
 
 同じ著者の、ホスピタリティを扱った、②『ホスピタリ
ティマネジメント』、 ③ 『ホスピタリティ・リーダーシッ
プ』も弊社で出版しています。②はホスピタリティにまつわ
るさまざまな概念を分析し整理したうえで、それを、経営に
取り入れることの可能性や、医療・介護を初めとした幅広い
応用を検討しています。特に、建材卸業での顧客との関係性
づくりや、社会の多様性を高めるためのホスピタリティ人財
教育の必要性など、その活用の可能性を意外に思われる方も
多いのではないでしょうか。 
 ③は、ホスピタリティ概念とは何かを明らかにしながら、
その実践、具現化へのプロセス、またそのマネジメントの枠
組などを追究し、経営としてホスピタリティに取り組む際の
示唆を提示しています。 
 
 ④『ホスピタリティ・ビジネスの人材育成』は、ホスピタリ
ティ・ビジネスの本質を検討した上で、そこで必要とされる人材
を、「ＸＹ理論」「ジョハリの窓」、また日本の芸事で言われる
「守破離思想」といった理論、思想を援用し、追究しています。
この本では、一般的にホスピタリティが必要とされる医療や航
空、観光などの業界ごとのホスピタリティのあり方を個別に掘り
下げている点がユニークです。 
 
 ノルディック（北欧）学派は、マーケティング論の観点からホ
スピタリティを考えるのに有用なサービス・マーケティングを起
点に研究を進めており、要注目です。その第一人者の著作
である⑤『サービス・ロジックによる現代マーケティング理論』
は、提供者と顧客の相互作用に着目し、利用価値の実現
への誓約と期待の充足がカギと説きます。 
 本書のタイトルでは「サービス・ロジック」となっていますが、
同じ概念が「サービス・ドミナント・ロジック」とも言われています。 
 
 ⑥『プロセス・コンサルテーション』は、クライアント、また、身
の回りの人を支援するための技法を追究し、医療・福祉分野
でも注目を集める理論をまとめています。この理論に基づく一
般書が、英治出版様より『人を助けるとはどういうことか』『問
いかける技術』として出版されています。コンサルタントとクライ
アントとの相互作用に焦点を当て、真の意味でクライアントに
貢献する、健全な援助関係の実現を追究しています。 

①医療経営におけるホスピ
タリティ価値 
経営学の視点で医師と患者の関係
を問い直す 

吉原敬典著 
Ａ５判、176p、2500円＋税 
978-4-561-26674-7 
2016年４月刊 

⑤サービス・ロジックによ
る現代マーケティング理論 
消費プロセスにおける価値共創へ
のノルディック学派アプローチ 

クリスチャン・グルンルース著 
Ａ５判、304p、3500円＋税 
978-4-561-66212-9 
2015年刊 
 

⑥プロセス・コンサルテー
ション 
援助関係を築くこと 

E.H.シャイン著 
Ａ５判、372p、4000円＋税 
978-4-561-13140-3 
2002年刊 

②ホスピタリティマネジメン
ト 
活私利他の理論と事例研究 

吉原敬典著 
Ａ５判、192p、2500円＋税 
978-4-561-25641-0 
2014年 

④ホスピタリティ・ビジネスの
人材育成 
山上 徹編著 
Ａ５判、180p、1905円＋税 
978-4-561-25598-7 
2012年刊 


