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グローバル ・ マーケティング零 （仮）

大石芳裕（明治大学教授）編著

平積推奨 [ マーケティング ]

978-4-561-65223-6 A5判 200p 2500円＋税(予価)C3063

　一昨年刊行の『マーケティング零』は、マーケティングの速習用に基本をまとめ好評
を得ている。
　グローバル・マーケティングを対象とした本書は、『零』とは異なり、「テキストで

0

教
える」ための教科書として構想され、特に実務経験のある方からはさまざまな異論が出
ることも想定されるが、それらこそがより深い学びにつながるという。
　そのために、本書は理論中心でなく、編者・著者たちがグローバル・マーケティング
で重要と考える複合化・ブランド・チャネルの３点を踏まえつつも、９つの事例から各
著者が持論を展開している。また、取り上げた事例は製造業が中心となっているが、今、
注目の集まっている越境 EC や、さらに TV ショッピング、雑誌メディアも含まれる。
　学生のみならず、実務者も思考のレンジを広げ深めるのに役立つだろう。

978-4-561-35214-3 A5判 338p 2800円＋税(予価)C3034

会計学 ・ 簿記入門 第13版 [ 会計 ]

３月下旬
配本予定初ご案内

新田忠誓（一橋大学名誉教授）・佐々木隆志（一橋大学教授）・石原裕也（専修大学教授）・溝上達也（松山大学教授）・神納樹史
（新潟大学教授）・西山一弘（東海大学准教授）・西舘　司（愛知学院大学准教授）・吉田智也（埼玉大学准教授）・中村亮介（筑波
大学准教授）・松下真也（松山大学准教授）・金子善行（帝京大学准教授）著

　定評のある大学教科書の新版。会計数値の全体の流れが理解できるように，損益計算書アプロー
チを採用し、解説。韓国語・中国語の財務諸表および索引も掲載。

978-4-561-26696-9 A5判 240p 3000円＋税(予価)C3034

IoT時代のアライアンス戦略
[ 経営戦略 ]

冨田 賢（ティーシーコンサルティング社長）著

３月下旬
配本予定初ご案内

　直近の約８年で 170 社以上の新規事業立ち上げのコンサルティングを行ってきた著者は、自らの
実務経験を元に企業間アライアンスの数理モデルを構築し、博士号を取得した。アライアンス先の
探索や複数のアライアンス先から最適の相手を選ぶのに役立つという。
　本書は、この、数理モデルを、今後新規事業立ち上げが大きく増加すると思われる IoT 分野を中
心に適用し解説する。オープンイノベーションなども注目される中で、経営企画部門など提携業務
に携わる方に有用。

（仮）

初ご案内
４月上旬
配本予定

人工知能の進化とマッチング数理モデルの提案
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（仮）それがポートランドだった
畢 滔滔 （立正大学経営学部教授）著

978-4-561-96137-6 A5判 256p 3000円＋税(予価)C3033

平積推奨 [ まちづくり / 地方創生 ]

　米国オレゴン州ポートランド市は、住みやすい街として日本でも広く知られ、人気
も高く、その魅力を伝える雑誌やムック、書籍も多数出版されている。
　ポートランドで特に興味深いのは、そのやや北に位置しグローバルな発展もしてい
るシアトルの方が経済的に豊かであるにもかかわらず、ここしばらくポートランドの
人口増加率はシアトルを若干上回っていることである。
　本書は、このようにユニークな発展を見せるに至った、1970 年代に始まるポートラ
ンドの「都市レジーム」の変化、すなわち、公的セクターと私的セクターのダイナミ
ズムと、それをもたらした住民の選択やリーダーシップを取った人たちの戦略などを
丁寧な調査から明らかにし、ポートランドの魅力の源泉を描き出している。
　日本においても、何も魅力がないと嘆く地方都市で、まちを変えたいと強く願う方々
に貴重な資料となろう。

３月下旬
配本予定初ご案内

ライセンスビジネスの戦略と実務 第２版 [ 知的財産 ]

草間文彦（東京理科大学大学院大学教授）著

978-4-561-24694-7 A5判 272p 3000円＋税(予価)C3034
３月下旬
配本予定初ご案内

社会システムのデザイン戦略

キャラクター＆ブランド活用マネジメント

菊池純一（青山学院大学大学院教授）編著

978-4-561-26695-2 A5判 280p 3000円＋税(予価)C3034
３月下旬
配本予定初ご案内

[ 知的財産 ]

　ロングセラーが、最新データでアップデート！
　本書で取り上げる「ライセンス」は、知財（知的財産）権のうち、特許や実用新案権のような「技
術型知的財産権」ではなく、一般消費者としても日々接することの多い著作権や商標権であり、「クー
ル・ジャパン戦略」などへの取り組みが進む中、その重要性が高まってきている。
　日本における第一人者が分かりやすくまとめた本書は、キャラクターやブランドについての許諾
の基本から実際の法務、戦略立案までを体系的に扱い実務家に好評。

　青山学院大学大学院法学研究科の「デザインの法と実務」の内容に基づき編纂された本書は、社
会システムにおける「デザイン」の重要性に着目し、その基本となる考え方を解説する第Ⅰ部と、
それを具体的に社会に展開する際の課題をまとめた第Ⅱ部からなる。
　経営におけるデザイン思考が注目される中、その前提となる価値観や世界観を踏まえながら取り
組むための第一歩となる。

知的財産の観点から見る

「みんなが住みたい町」 をつくった市民の選択

なんの変哲もない、 取り立てて魅力もない地方都市

（仮）

まちづくり関連書を最終ページで紹介しています！
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【今月～来月の広告出稿】

【ご案内済みアイテムの配本スケジュール（2・15時点）】

キャリア・カウンセリングの進め方　978-4-561-24690-9  1800円＋税　
トラック運送企業の生産性向上入門　978-4-561-74214-2  2000円＋税
IoT時代の情報通信政策　978-4-561-26684-6　3000円＋税
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
本業と一体化した環境経営 　978-4-561-25687-8　2900円＋税
産業・組織心理学 改訂版　978-4-561-26683-9  3800円＋税
非連続イノベーションへの解 　978-4-561-26688-4　3500円＋税

組織変革のレバレッジ　978-4-561-26692-1　3300円＋税
マネジメント論講義ノート　978-4-561-26693-8　2500円＋税
財務会計 第5版　978-4-561-35213-6　3500円＋税
地域商業の＜底力＞を探る　978-4-561-66222-8　3400円＋税
金融と経済　978-4-561-96136-9　4000円＋税
アジア・オセアニアのリスクマネジメント　978-4-561-26691-4　2600円＋税
子どもの「遊びこむ」姿を求めて　978-4-561-56096-8　4500円＋税
サプライチェーン・マネジメント概論　978-4-561-75215-8　2600円＋税
マーケティング論 改訂版　978-4-561-65221-2　2600円＋税　
軍事力形成の政治学　978-4-561-96135-2  4000円＋税
巨大災害のディスクロージャーと資本市場 　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

【日経読書人へのおすすめ】
2/5（日）『グローバル・サプライチェーンロジス
ティクス』
3/4（土）『トラック運送企業の生産性向上入門』

978-4-561-24697-8 A5判 100p 1800円＋税 （予価）C3034

組織開発と人的資源管理の進め方
プロセス ・ コンサルテーションと対話型組織開発

[ 組織開発 ]
E.H.シャイン・尾川・石川著/
松本・小沼訳

４月上旬刊行
注文のみ初ご案内

　『プロセス・コンサルテーション』（弊社刊、2002 年刊）は、人と関わるための理論・技法で、
日本では看護分野でも注目されるなどしており、ロングセラーとなっている。
　しかし、そもそもこの技法の目的だった組織開発で活用する際には、合わせて考慮されるべき、
スタッフのキャリア設計（シャインの著作では『キャリア・アンカー』『キャリア・サバイバル』な
ど）や組織文化（『組織文化とリーダーシップ』『企業文化』）との関係が分かりにくくなっている。
　本書はこの問題に応えるべくシャイン自身の講演をまとめたもので、組織開発に携わる方向けに
人をめぐるさまざまな側面も押さえ、その考え方や手順を解説している。幅広く豊富な実例も交え
られ読みやすく、活用しやすい内容となっている。

【刊行済み】

【次号以降の配本・刊行見込み（タイトルは仮題、定価は予価） 】

【次号までに刊行予定】
産業クラスター戦略による地域創造の新潮流 　978-4-561-26689-1　3600円＋税
旧：地域創造による産業クラスター戦略の新潮流

シャイン博士
が語る
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【ロングセラーの深層─まちづくり】
別添注文書でご注文ください！

①

畢 滔滔 著　A5判
256p、3000円＋税（予定）
978-4-561-96137-6
2017年3月刊行予定

④旅行革新戦略 
地域デザインとライフデザインによる
コンテクスト転換

地域デザイン学会 監/原田 保・
板倉宏昭・加藤文昭編著
A5判、282p、3600円＋税
978-4-561-76205-8
2015年刊

　我が国において、まちづくりは重要な課題となって久し
い一方、行政や民間が強くコミットしている割にはあまり
うまくいかないことが多いことも問題とされるようになっ
てきました。このような中、木下 斉氏や藻谷浩介氏らの本
が次々ベストセラーになっています。弊社でも有望な近刊
が揃いましたので、既刊のものも含めご紹介します。

　今月ご紹介の①『それがポートランドだった』は、日本
商業学会奨励賞を受賞した②『そして街は観光の聖地となっ
た』の著者の新刊で、前作と同様、魅力あるまちづくりには、
住民が自らその意思を示し、汗をかかなくてはいけないこ
とを、豊富な資料やインタビューから明らかにしています。
特に、さまざまな反対もありながらもまちが作り上げられ
ていく過程を丹念に描いているところが貴重です。

　先月ご紹介の③『地域商業の＜底力＞を探る』は、さま
ざまな商業関連施策の光と影を、地方４つ、首都圏２つの
商店街の事例から辿っており、必ずしもうまく行っていな
いケースも紹介しているところが貴重です。
　さらに、この本は商業の文化発信力に着目しており、モ
ノを通して「価値ある経験」を作り出し、地域社会と価値
共創している４つの個店を紹介、そのまちづくりにおける
役割を明らかにしています。

　近年まちづくりにおいて、特に観光のもたらす影響が注
目され、国全体にもその経済効果は大きいと主張するデー
ビッド・アトキンソン氏の著作もよく売れています。関連
して④『旅行革新戦略』を刊行しています。観光へのニー
ズが多様化する中で、心や意識にまで踏み込む旅が期待さ
れているとして、「地域デザイン」と「ライフデザイン」と
いう２つの視角から旅のあり方を検討し、地域とその生活
者のための旅行価値の創造を追究しています。

　日本商業学会の設立 25 周年記念出版のうちの１つ、⑤『地
域の再生と流通・まちづくり』では、理論や歴史、流通政
策の役割を整理した上で、大型店撤退問題や商店街の経営
者・消費者の高齢化問題などの今日的で具体的な問題を取
り上げています。

　このように見てくると、商業・まちづくりが単に産業・
経済の問題であるだけでなく、社会や個人のこころの問題
でもあることが分かります。
　品揃え、フェア展開等のお役に立てば幸いです。

（仮）

②チャイナタウン、 ゲイバー、 レザーサブカル

チャー、 ビート

そして街は観光の聖地となった
「本物」 が息づくサンフランシスコ近隣地区

【2016 年日本商業学会賞奨励賞】

畢 滔滔 著　A5判
224p、2750円＋税
978-4-561-76206-5
2015年5月刊

⑤地域の再生と流通 ・ ま
ちづくり
日本流通学会設立25周年記念出版プロジェクト１

日本流通学会 監/佐々木保幸・
番場博之 編著　A5判
234p、3000円＋税
978-4-561-66196-2
2013年刊

なんの変哲もない、 取り立てて魅力もない地方都市

それがポートランドだった
「みんなが住みたい町」 をつくった市
民の選択

③地域商業の<底力>を探る
商業近代化からまちづくりへ

矢作敏行・川野訓誌・三橋重昭 
編著　A5判
258p、3400円＋税（予定）
978-4-561-66222-8
2017年３月刊行予定

準備中

準備中

（仮）


