
白桃書房 新刊図書ニュース 

2016.10月号 

TEL:03-3836-4781 FAX:03-3836-9370 白桃書房 新刊図書ニュース 2016.10月号 

http://www.hakutou.co.jp/ 

1 

ホテル経営の潮流 
田尾桂子（立教大学観光研究所研究員） 著 

［ホテル経営］ 

978-4-561-26686-0 C3034  A5判 220p 3000円＋税（予価） 
10月下旬 
配本予定 

「グローバルオペレーター」と言う言葉はあまり知られていないが、マリオット、ヒル
トンなどのホテルチェーン名を知らない人は少ないだろう。これらは実はグローバ
ルオペレーターのブランドである。 
この業態はホテルの土地や建物を所有するホテルオーナーとは別の経営主体
として、ホテルマネジメント契約の下に管理・運営を行っている。ホテル経営では、
不動産に資金が必要な一方、運営手腕も必要なため、それぞれの得意分野
に特化した機能分化が進み、米国を始め、グローバルに展開されてきた。 
それに伴い、オーナー側とオペレーター側の利害対立もしばしば見られるように
なってきており、マネジメント契約以外での契約も増えてきている。 
本書は、ホテル業界の現状や歴史を振り返りながら、ガバナンスや業績評価、
収益などを手がかりに２者間のマネジメント契約の功罪を探っている。 
博士論文をもとにした本ではあるが、マネジメント契約の内実に関する情報や豊
富な図表は、ホテル産業に関わる実務者にも貴重な資料となろう。 

序章  本書の狙い 
第１章 世界のホテル産業 
第２章 ホテルマネジメント契約の史的展開 
第３章 ホテルアセットマネジメントとガバナンス問

題 

第４章 ホテルマネジメント契約の特異性 
第５章 マネジメント契約がもたらした成果の検討 
第６章 グローバルオペレーターの競争力 

平積推奨 

(仮) 

環境経営（仮） 

978-4-561-25687-8 C3034 A5判 204p 2800円＋税（予価） 

10月下旬 
配本予定 

［環境経営/

教科書］ 

トヨタがプリウスで大きな成功を得たことは、環境を意識することから本業としての収益を上げ
ていくことが可能なことを示しており、企業は、つい陥りがちな、環境対応はコストがかかる、と
いう考え方を排し、本業が環境貢献であることを目指していかなくてはならない。 

本書は、大学における環境経営の教科書を意識して執筆されており、こんにち環境経営の
前提となる考え方や、そのためのさまざまな認証、また実際の取り組み事例などを紹介する。 
実務家にも、必要な事項がコンパクトにまとまっており有用。 
 

本業で環境貢献するための 

グローバルオペレーターから見る 

金 恵珍（龍谷大学アジア研究所客員研究員） 著 
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【売行良好の新刊・話題の近刊ご紹介】 

経営事例の物語分析 ［研究手法］ 

978-4-561-26685-3 A5判 200p 2600円＋税 

『リサーチ・デザイン』・『経営事例の質的比較分析』に続く、経営学研究方法
論テキスト３部作の掉尾を飾る一冊。 
「物語分析」は、研究者だけでなく実務家の興味も引く研究を可能にします。 

田村正紀（神戸大学名誉教授）著 

 10月上旬刊行 

イノベーション・ドライバーズ ［ＩＴビジネス/経営戦略］ 

978-4-561-22679-6 A5判 320p 3000円＋税 

さまざまなアクターが連携しイノベーションを生み出していくビジネス生態系（エコシ
ステム）。ＩｏＴによる具体的なサービスの提供・普及にはその醸成が必要です。 
シリコンバレーやアジア各地で実際に取り組んできた著者が語る方法論とは。 

氏家 豊（コンサルティング会社ＣＥＯ）著 

 好評発売中 

企業盛衰のダイナ
ミクスをつかむ 

IoT時代をリードする競争力構築の方法 

企業文化 改訂版 ［経営組織］ 

978-4-561-23675-7 A5判 272p 3500円＋税 

名著として知られる『組織文化とリーダーシップ』のビジネス版として評価されてき
た著作の改訂版。今回、グローバル化やＩＴ活用などのテーマも掘り下げ、さら
に、要所に「読者の皆さんへの質問」を用意し、図版も充実！ 

E.H.シャイン著（MITスローン校名誉教授）/尾川丈一監訳・松本美央訳 

 ２刷出来 

マッチング・ビジネスが変える企業戦略 ［ＩＴビジネス］ 

978-4-561-22673-4 A5判 248p 3000円＋税 

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。本書で、その典型的な例の一つであるマッチング・ビジネスを６つの類
型に整理し、その類型ごとの特徴を理論的・実証的にまとめた！ 

税所哲郎（国士舘大学教授）著 

 好評発売中 

ダイバーシティと文化の仕組み 

情報化社会がもたらす企業境界の変化 

特に大学内書店での動きを期待しています！ 

今後、ますます注目の集まるテーマです！ 

たちまち重版！ ロングセラー化必至！ 

類書がほとんどなく、実務家にも好評！ 
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【雑誌『組織科学』刊行遅れのお詫び】 

『組織科学』2016年９月号（第50巻1号）は、諸般の事情により、通常の９月20日の配本がで
きない見込みとなりました。 
現在、１０月上旬の配本予定で進行しています。 
定期購読をご利用いただいている書店様、読者の方々には多大なご不便をおかけし、誠に
申し訳ありません。 
どうぞご承知おきいただき、ご容赦いただけますようお願い申し上げます。 

【『高速道路と自動車』に書評掲載！】 

江戸から平成まで 

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 
四六判、224p、1852円＋税 
978-4-561-71211-4 
2016年３月刊 

『江戸から平成まで ロジスティクスの歴史物語』の書評が『高
速道路と自動車』９月号に掲載されました。福井大学学術研究
院工学系部門教授の川上洋司氏のご執筆で、 
「わが国ロジスティック分野の第一人者である著者が（中略），そ
の将来のあるべき方向を見定めようとして 

記した歴史物語」 
「ロジスティクスに関わる実務者，研究者 
はもとより，都市計画や交通計画に関わ 
る方々にもぜひ手にとってほしい書」 
と評していただいています。 

軍事力形成の政治学 978-4-561-96135-2  4000円＋税 

グローバル・ブランド・イメージ戦略 978-4-561-66220-4  3000円＋税 

産業・組織心理学 改訂版 978-4-561-26683-9  3800円＋税 

IoT時代の情報通信政策 978-4-561-26684-6 3000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概論  978-4-561-74204-3 3600円＋税 

ご案内済みアイテムの配本スケジュール（9.15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】 
９月２３日（金） 直近の新刊・近刊を紹介 

【日経読書人へのおすすめ】 
９月４日（日） 『製品開発と市場創造』 
10月２日（日） 『「意味マップ」のキャリア分析』 

交通研究への接近 978-4-561-76212-6  2800円＋税 
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 
トラック運送企業の生産性向上 978-4-561-74214-2  2000円＋税 

経営事例の物語分析 978-4-561-26685-3  2600円＋税 

採用面接評価の科学 978-4-561-26659-4 3500円＋税 

【配本・発売済】 
「意味マップ」のキャリア分析 978-4-561-26672-3  3500円＋税 
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【ロングセラーの深層－物流・ロジスティクス】 

別添注文書でご注文ください！  光文社新書の７月の新刊『物流ビジネス最前線』は、弊社
からも何冊か刊行された神奈川大学経済学部の齋藤実教授の
著作で、まずまず動いているようです。まもなく弊社から有
望な物流・ロジスティクスの新刊が２点刊行されますので、
合わせてここ数年の書籍をご紹介します。 
 なお、「ロジスティクス」は近年、使われる頻度が増えて
きた言葉で、物流を広げた概念として、その前後にある工程
である貯蔵・保管・包装などの業務も含み、さらに、「物流
を制する者がビジネスを制する」と言われるように、経営戦
略としての位置づけも持っています。 
 
 ①『トラック運送企業の生産性向上』は、トラック輸送業
務におけるさまざまな効率化の実現ノウハウをまとめていま
す。現在、トラック輸送業では人不足が問題になっている上
に、企業の社会的責任（ＣＳＲ）の強化なども求められてお
り、経営環境がますます厳しくなっています。本書は物流
ジャーナリストが自ら取材した、高付加価値のトラック輸送
を実現している事例を多数紹介しています。 
 
 「サプライチェーン」もよく聞くようになってきた用語で
す。直訳すれば供給網という意味で、産業が高度化し業務の
効率化が求められる中で、それが国内だけでなく世界に広が
りつつあります。中小企業でもその例外でなく、また、その
管理は難しくなっています。②『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』は、産学共同の幅
広い研究をまとめているため大部ですが、実務家の事例も盛
り込まれ読みやすくなっています。 
 
 ③『すぐわかる物流不動産』は、さまざまな物流ニーズへ
の対応、また規制緩和も進む中で巨大化、高度化する物流セ
ンターや、不動産と倉庫のハイブリッドである物流不動産の
基礎知識・実務知識を、ロジスティクスの研究者と実務の第
一人者が体系的かつやさしく解説しています。  
 ④『みんなの知らないロジスティクス』は、前ページでも
紹介している流通経済大学の苦瀬教授の共著で、ジンベエザ
メの捕獲から水族館での展示まで、また、年賀ハガキ関連業
務が集荷配達の１年も前から始まることなど、日本のきめ細
やかなロジスティクスの現場を取材、レポートしています。 
 
 ⑤『中国物流産業論』は、中国物流産業の最新の動向を分
厚く記述し、実務家にも貴重な情報が豊富に掲載されていま
す。高度化した中国物流産業を概観した上で、またトラック、
水上、鉄道の種別に考察を展開。さらにいくつかの具体的な
物流企業のＳＣＭへの対応など、サービスの高度化に伴う組
織能力構築の事例調査を行っています。  
 ⑦『小倉昌男さんのマーケティング力』の著者は、宅急便
を開発した小倉昌男氏と三十年近く交流があり、小倉氏の自
著『経営学』でもマーケティングの師として触れられていま
す。本書は、日本を代表するイノベーション事例である宅急
便という物流サービスができるまでの歴史、またその本質を、
マーケティング的観点から語ったエッセイです。 

②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（仮） 
著者代表：黒須・岩間 
Ａ５判、480p、6000円＋税 
978-4-561-76213-3 
2016年９月末刊行予定 

③すぐわかる物流不動産 
倉庫から物流センターへと進化し
たサプライチェーンの司令塔 

鈴木邦成・大谷厳一著 
四六判、176p、2300円＋税 
978-4-561-74209-8 
2016年刊 

①トラック運送企業の生
産性向上（仮） 
高付加価値経営を実現するため
の考え方 

森田富士夫著 
四六判、200p、2000円＋税 
978-4-561-74214-2 
2016年刊９月末刊行予定 

④みんなの知らないロジス
ティクスの仕組み 
暮らしと経済を支える物流の知恵 

苦瀬博仁・岡村真理著 
四六判、184p、1800円＋税 
978-4-561-71203-9 
2015年刊 

⑤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 
第7回住田物流奨励賞受賞 

⑥宅急便を創った男 小倉
昌男さんのマーケティング力 
中田信哉著 
四六判、240p、1714円＋税 
978-4-561-61205-6 
2013年刊 
第６回住田物流奨励賞受賞 

制作中 

制作中 


