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グローバル・ブランド・イメージ戦略 

古川 裕康（淑徳大学助教） 著 

［ブランド/グローバルマーケティング］ 

978-4-561-66220-4 C3063  A5判 198p 3000円＋税（予価） 
９月上旬 
配本予定 

これまで日本企業は、良い製品を作ればどのような国や地域でも受け入れら
れ、世界で活躍する企業になれる、という思い込みがちだったが、これまでの
失敗からそれだけでは不十分ということへの認識が高まってきている。特にマー
ケティングにおいては、国・地域ごとで異なる消費者の特性を踏まえた施策の
立案が求められている。 
本書は、その前提となる、文化圏ごとのブランド・コンセプトに対する態度の違
いに基づき、各国ごとに最適化し訴求すべきブランドイメージを、理論的・実証
的に明らかにしている。解析に当たっては、グローバルな日用品の各国ウェブ
サイトのテキスト分析を行うなど、ユニークな手法が使われている。 
高度な分析がなされているが、理論編と実証編と分けられているため実務家
にも読みやすくブランドマネジャーやグローバル・マーケティングの担当者には
大変有用な書といえる。 

産業・組織心理学 改訂版 

978-4-561-26683-9 C3034 A5判 340p 3800円＋税（予価） 

９月上旬 
配本予定 

［産業心理学・組織心理学］ 

馬場 昌雄（元日本大学名誉教授）・馬場 房子（亜細亜大学元教授）・岡村 一成（東京富士
大学名誉教授）監修 
小野 公一（亜細亜大学教授）・関口 和代（東京経済大学教授）編著 

産業・組織心理学は、心理学の知見をもとに、主に、企業・産業、あるいは労働での活用
を目指す、心理学の一分野である。 
本書は、大学のテキストとしてよく利用された旧版を、より編集を工夫し、学習しやすさを追
求している。 
実務者にも有用な内容で、この分野を概観するのに適す。 

序章 海外進出企業の課題 
１章  「良いモノを作れば売れる」は間違い 

第１部 理論編 
２章 Ｇ Ｂ Ｉ 研究と戦略要素 
３章 文化とＧ Ｂ Ｉ 戦略 

第２部 実証編 
４章 機能的訴求の有効性 
５章 観念的訴求の有効性 
 
終章 グローバル・マーケティングへの指針 

平積推奨 

国民文化ごとの特性を踏まえたブランド
訴求のあり方を探る 

（仮） 
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ＩｏＴ時代の情報通信政策（仮） 
福家 秀紀（駒澤大学教授） 著 

［情報通信産業・政策］ 

978-4-561-26684-6 C3034  A5判 272p 3000円＋税（予価） 

９月上旬 
配本予定 

急速で大規模な変化を続けている情報通信市場において昨今、覇権は情報
通信事業者から、グーグルやアマゾンなどの、特にアメリカのＩＴ企業へ移りつ
つある。本書で著者は、その規制が既存の通信業者、また国内のＩＴ企業に
厳しく運用されていることを指摘する。 
また、固定系通信事業者と携帯電話事業者の経営状況のコントラストを比較
しながら、本書は、このような市場構造をもたらしている日本の規制政策とその
問題点、新しい課題を解明しようと試みている。 
長く、情報通信政策の研究を続けてきた著者による、事業者・利用者・規制
当局の議論の活発化を目指した問題提起の書。 

平積推奨 

ボーダレス時代のグローバル・サプライチェーン・ロジスティクス 978-4-561-76213-3 6000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 
グローバル戦略市場経営（旧）グローバル・マーケティング 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（7.15時点） 

【次号以降の配本・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）】 

【今月～来月の広告出稿】 

【日経サンヤツ】 
７月上旬『企業文化』 

【日経読書人へのおすすめ】 
７月３日（日曜） 『企業文化』 
８月７日（日曜） 

【配本・発売済】 
製品開発と市場創造  978-4-561-26680-8 3800円＋税 

トラック運送企業の生産性向上 978-4-561-74214-2  2000円＋税 

交通研究への接近 978-4-561-76212-6  2800円＋税 
採用面接評価の理論(仮) 978-4-561-26659-4 3500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 

第１章 電気通信市場の変化：固定電話からブロー
ドバンド・スマートフォンへ 

第２章 電気通信分野の規制政策の推移と特徴 

第３章 取引費用から見たブロードバンド市場の構造
分離政策 

第４章 規制の透明性の確保：第三者機関化の必
要性 

第５章 国際ローミングの現状と課題 
第６章 電気通信と消費者保護 
第７章 インターネットの変貌と相互接続問題 
第８章 回線開放の歴史的意義と通信の秘密 
第９章 ビッグデータ問題と個人情報保護 
第10章 プラットフォーム機能とTwo-Sided Markets理論 

情報通信産業の構造変化に伴う 
あるべき規制のあり方 
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【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
が出来上がりました。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２

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！ 

『企業文化 改訂版』 
動いています！ 

【受賞情報】 
『環境経営のグローバル展開』（ 金原達夫・村上一真
著）が、2016年環境経営学会学会賞（学術貢献賞）を
受賞しました！ 
日本企業が、その海外子会社の環境経営に与える影響
というテーマに対し、その要因を実証的に明らかにしたとの
評価を得たとのことです。 

広島修道大学学術選書 
環境経営のグローバル展開 
海外事業およびサプライチェーンへの
移転・普及のメカニズム 
Ａ５判、256p、3200円＋税 
978-4-561-26671-6 2015年刊 

６月上旬に配本した、『企業文化 改
訂版』が好評で、各店より補充注文
を頂いています。6/23に続き、7/8に 
日経サンヤツを出稿しました。グローバル化が進み、ま
たダイバーシティの重要性に注目が集まる中、動きが
出ているようです。 
また、弊社で運営事務局をしているエドガー・シャイン
ポータルサイト http://www.edgarschein.jp/ で、「人事のカ
リスマ」海老原嗣生氏による 
「キャリア・アンカー」活用法 ――「企業文化」と合わ
せてマッチングに活かせ」 
も多くのアクセス、いいね！をいただいています。 
E.H.シャイン（エドガー・Ｈ・シャイン）はこの分野のレジェンド
といえる存在で、旧版もロングセラーとなっていましたの
で長くご展開いただけます。 
ぜひご注文ください！ 

日本経済新聞 
７月８日（金）サンヤツ 
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【ロングセラーの深層－エコシステム】 

別添注文書でご注文ください！ 

③コーポレートベンチャリン
グ新時代 
本格化するベンチャーの時代と大手
ICT企業の成長戦略 

湯川 抗著 
A５判、224p、2800円＋税 
978-4-561-23618-4 
2013年刊 

 IT（情報技術）やICT（情報通信技術）の進展、またグロー
バル化が世界の産業構造や市場を大きく変える中で、これま
でにない分業・協業から新たな製品・サービスが次々に生ま
れてきています。この、複数の企業が有機的に連携して機能
する様子が生態系すなわちエコシステムに似ていることから、
この言葉がビジネスでも使われるようになってきました。 
 
 新刊、①『イノベーション・ドライバーズ』は、エコシス
テム形成が競争力戦略の中核に位置付けられるべきと主張し、
日本企業の強みを活かすエコシステムのあり方の具体論を、
具体的な製品・サービスの企画づくりから紐解いています。  
 特に、今後さらなる普及が見込まれるI  o T （インターネッ
ト・オブ・シングズ、モノのインターネット）ではさまざま
な組織のさまざまな機器が連携する必要があり、ビジネスと
なるには、エコシステムが形成されることが必須です。 
 
 来年ないし再来年にiPhoneに搭載になると言われている有
機ELは、その生産技術の開発に時間がかかったこと、また液
晶技術が想定よりも発展したため、基礎技術の確立から実用
化まで紆余曲折がありました。②『企業提携の変容と市場創
造』は、有機EL産業の確立をめぐり、大学と企業の共同研究
に対する大学の取組姿勢の変化や、かつて有効に機能した、
最終製品の開発・販売を行うセットメーカーを中心としたエ
コシステムの有効性が薄れてきたことを、経営学的に描き出
しています。  
 かつて、グローバルに存在感を示してきた日本の大手ICT
企業は、インターネットの発展と反比例するかのように、輝
きを失ってきています。③『コーポレートベンチャリング新
時代』は、日本の大手ICT企業がベンチャー投資と提携、す
なわちコーポレートベンチャリングを通して、現在訪れつつ
ある構造的変化─特にクラウドコンピューティング─へ適応
し、新たな成長を実現する方法を提案します。 
 なお、このような、複数の組織で連携してイノベーション
を創出することをオープンイノベーションといい、エコシス
テムの機能の一つといえます。 
 
 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で、エコシステムの形成・
運用を、その運営者の直接的な収益源としています。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
その一つです。④『マッチングビジネスが変える企業戦略』
では、それを6つの類型に整理し、特徴をまとめています。類
書が少ないせいか、刊行当初からよく動いています。 
 
 メーカー・卸・小売という古典的な流通もエコシステムの
一種で、優れた流通では各段階のアクターが有機的に連携し
ています。新刊の⑤ 『流通イノベーションへの挑戦』は、ま
さに冒頭に書いたような外的環境の変化が流通に及ぼしてい
る影響を理論的・実証的に分析しており、その例として、業
態や物流、PB、グローバル展開を取り上げています。 

①イノベーション・ドライバーズ 
ＩｏＴ時代をリードする競争力構築の
方法 

氏家 豊著 
Ａ５変型、320p、3000円＋税 
978-4-561-22679-6 
2016年６月刊 

⑤流通イノベーションへの挑
戦 
田口冬樹著 
Ａ５判、250p、3000円＋税 
978-4-561-65219-9 
2016年刊 

②企業提携の変容と市場
創造 
有機EL分野における有機的提携 

小関珠音著 
Ａ５判、128p、2750円＋税 
978-4-561-26635-8 
2014年 

④マッチングビジネスが変え
る企業戦略 
情報化社会がもたらす企業境界の
変化 

税所哲郎著 
A５判、248p、3000円＋税 
978-4-561-22673-4 
2016年刊 


