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HAKUTO SHOBO Coming Soon BOOK NEWS

宣伝	 ２月上旬配本予定	 初ご案内

セレブリティ・コミュニケーション ［仮］
その効果・リスクの実証研究
朴 正洙 著（駒澤大学准教授）著

有名人を広告に起用する効果やリスクを理論的・実証的に追究。ネットメディアの普
及も踏まえまとめており貴重！
日々、テレビや新聞などの伝統的なメディア、またネットメディアを利用し、セレブリティすなわち

有名人を起用した広告に触れないことはないだろう。このようにセレブリティを広く起用するのは日

本の広告コミュニケーションの特徴と言われている。

本書は、社会心理学などの知見も援用し、近年のネットコミュニケーションの特徴を整理した上で「セ

レブリティ・コミュニケーション」の理論化を試みている。さらに、これを踏まえ、セレブリティ広

告の有効性や、重複出演された際の負の効果、またセレブリティを広く捉え、ゆるキャラなどを含む

キャラクターを用いる広告など、さまざまな事例についても当たり検討している。

セレブリティ・コミュニケーションは、特に日本では重要な広告手法であるにもかかわらず、十分に

実証的な研究がなかった。広告代理店や大手企業の広告担当者などに極めて有用であろう。

目次（仮）
第1章	 セレブリティ・コミュニケーション研究
第2章	 デジタル時代のマーケティング・コミュニ

ケーション
第3章	 セレブリティ・コミュニケーションの理論
第4章	 複合モデルとその他の研究
第5章	 セレブリティ・キャスティング
第6章	 セレブリティ・コミュニケーションの効果

第7章	 セレブリティの重複出演実態と効果
第８章	 東日本大震災とセレブリティ・コミュニ

ケーション
第９章	 キャラクター・コミュニケーション
第１０章	 クリエイティブ戦略における企業のセレブ

リティ・コミュニケーション戦略

978-4-561-66228-0　C3063　/　A5 判　208 頁　/　3000 円＋税（予価）

マーケティング	 ２月下旬配本予定	 初ご案内

マーケティング講義ノート ［仮］	
辻 幸恵（神戸学院大学教授）・滋野英憲（神戸国際大学教授）・他 著

『簿記講義ノート』『マネジメント講義ノート』に続く、大学教科書を意識して編集された「講義ノート」

シリーズ第３弾。基本的なマーケティングの理論を押さえた上で、さまざまな分野へマーケティング

を応用する際の考え方を紹介。自分の領域でもマーケティングを活用したい実務家にもおすすめ。
978-4-561-65227-4　C3063　/　A5 判　224 頁　/　2600 円＋税（予価）
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国際経営/知識移転	 ２月下旬配本予定	 初ご案内

日系グローバル企業の知識移転メカニズム［仮］
マネジメントへの効果と組織境界の影響
西脇暢子（日本大学教授）編著

知識を共有し活用していくことは、共有対象が同じ組織、同じオフィスの中にあったとしても簡単な

ことではないが、このような物理的な制約に限らず、職階や組織が異なることなど、抽象的な「境界線」

を越えて知識共有を進めることも難しい。

本書は知識移転の問題を、その障害となっている境界線をいかに克服するか、という観点から分析す

るべくフレームワークを提示。これに基づき、ＡＳＥＡＮ諸国における日系グローバル企業の事例に

当たりながら課題を明らかにする。高度な研究書ではあるが、知識のうち、特に組織を適切に管理す

るノウハウにも注目し議論が展開されており、グローバル企業で海外子会社や拠点の統括を行ってい

る方、また、現地で管理に携わる方にも有用だろう。
978-4-561-26706-5　C3034　/　A5 判　296 頁　/　3500 円＋税（予価）

有望近刊、注文お済みですか？

チャイナ・エコノミー 
複雑で不透明な超大国	その見取り図と地政学へのインパクト	
Ａ．クローバー 著 / 東方雅美 訳 / 吉崎達彦 解説

オリジナル版刊行（2016年４月）後の地政学的な

変動を踏まえ日本への示唆をまとめた「日本語版

へのあとがき」と、著名エコノミストの解説を収

録。日中関係の改善が期待される中で出版され

る入門概説書の決定版！　[１月末配本予定]

978-4-561-91139-5 / 四六判 420頁 / 2777円＋税（予価）

ビッグデータ時代の会計論 
IT帳簿が変える会計と経営の未来　中村元彦 著

会計帳簿のＩＴ化が実現しうる、極めて広範囲

で大きなポテンシャルを追究。現状を丁寧に押

さえた上で、その実現に向け政策提言。会計業

務責任者や監査業務関係者から、会計ソフト開

発者、簿記・会計教育関係者まで、広く会計業

務に関わる方におすすめ！　[２月末配本予定]

978-4-561-36220-3 / A5判 406頁 / 4500円＋税（予価）

2017年度上半期 注目の売れ筋　２枚目の一覧表で在庫確認を！

特に注目のアイテムはこちら！

グローバルオペレーターが変える
ホテル経営 
マネジメント契約はホテル産業に何をもたらしたか	　　
田尾桂子 著

ホテル業界の現状を振り返りな

がら、統治や業績評価、収益な

どを手がかりに、ホテルのオー

ナーとグローバルオペレーター

の２者間でしばしば用いられる

マネジメント契約の功罪を探る。

978-4-561-26686-0 / A5判 224頁 / 3000円＋税

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　畢 滔滔	著

今、日本でも注目の米国西海岸

の都市ポートランドは、どのよ

うに旧弊を抜け出し変革を遂げ

たのか。70年代からの公・私の

ダイナミズムと住民の選択、関

わった専門家たちの戦略などか

ら明らかに。

978-4-561-96137-6 / A5判 256頁 / 3100円＋税
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『贅沢の法則』が発売早々、２誌に書評・インタビュー掲載！ 
１１月中旬に配本した『贅沢の法則』のパブリシティが続いています。『ダイヤモンド・

チェーンストア』12/1号の書評では、内容を丁寧にご紹介いただき「プレミアム商品」

など小売業界のマーチャンダイジングへの意義を示唆、『宣伝会議』１月号は著者イン

タビューで、これまでのマーケティング論・消費者行動論への問題意識も踏まえ、日

本企業にとっての贅沢の意義を解説しています。

業界誌２誌が発売早々この本を取り上げたことは、「贅沢」が話題のテーマであること

の証明で、これをきっかけに関心を持つ方がさらに増えることが期待されます。
978-4-561-62225-3 / 四六判 290 頁 / 2315 円＋税　（注文書１枚目に掲載）

外商向け今年度上半期カタログ作成しました！ 
外商担当の方の営業に活用いただける、弊社の今年度上半期のカタログ

を作成しました。この半年に刊行したアイテムをご紹介しています。ま

た、大学の教科書選定に合わせ、おすすめ教科書のカタログも折り込ん

でいます。

配布用にご入用の場合、番線でお届けできます。１枚目の注文書の当該

欄に番線印・必要部数をご記入いただきＦＡＸください！

学会賞受賞！ 先月～今月

日本不動産学会著作賞（実務部門）
『すぐわかる物流不動産』

978-4-561-66220-4　2300円＋税
鈴木	邦成（日本大学教授）/
大谷	巌一（イーソーコ株式会社取締役会長）著

広告出稿 今月～来月

日経読書欄	読書人へのおすすめ
12/2	土	 『贅沢の法則』
1/6	土	 『東芝不正会計事件の研究』

日経新聞１面下
1/1	月	 元旦広告

ご案内済みアイテムの配本スケジュール 12/15時点	※刊行予定のタイトルは仮題、定価は予価

配本・刊行済み
東芝不正会計事件の研究
978-4-561-26693-8　3300円＋税

次号までに配本・刊行予定
日本型マーケティングの進化と未来
978-4-561-66226-6　3300円＋税

次号以降の配本・刊行予定
コンテンツとイメージの物語論
978-4-561-56100-2　5000円＋税

チャイナ・エコノミー
978-4-561-91139-5　2777円＋税
証券理論モデルによるブラックマンデーの原因究明
978-4-561-96302-8　6000円＋税

知識移転のダイナミクス
978-4-561-26703-4　3000円＋税

企業アイデンティティへの一体化マネジメント
978-4-561-26704-1　3000円＋税

三船敏郎、この１０本
978-4-561-51101-4　4000円＋税

ビッグデータ時代の会計論
978-4-561-36220-3　4500円＋税

ワーキング心理学
978-4-561-26698-3　6400円＋税

SCM概論　
978-4-561-74204-3　3600円＋税

社会システムのデザイン戦略
978-4-561-26695-2　3000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
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芸術の棚に
　弊社は経営学を中心に出版していますが、時々、それ以外

の分野の本も出版することがあります。

　特に先月号でご紹介した、①『三船敏郎、この１０本』は、そ
の商品力から、すでに映画のコーナーが充実している書店様

を中心に続々とご注文をいただいています。

　この本は、ややもすると黒澤映画の三船敏郎ばかりが語ら

れてしまうところ、三船の、他の映画でも変わらぬ魅力を熱

く語っています。彼の演技のメソッドも深く掘り下げている

ため、三船ファン、日本映画ファンに限らず、俳優や演出家

にもおすすめです。

　今回は、この本の他、芸術の棚にも置いていただけそうな

本をご紹介します。

　この本に先行して刊行した同著者の本が②『成城映画散歩』
です。成城周辺の書店で特に動いていますが、産経新聞の読

書欄に著者インタビュー、また、キネマ旬報に書評が掲載さ

れたこともあり、それ以外の地域でも動きが出ています。

　成城には戦前から東宝の撮影所があったため、特に日本映

画の全盛時代は成城でロケをした映画も多くありました。映

画好きが嵩じて成城大学に進学し、成城大学で働くことになっ

た著者が、それらの映画を、成城の街の移り変わりと重ね合

わせながら紹介しています。

　映画は、俳優あるいは監督に注目が集まりがちですが、実際

の創造活動を支えているのはプロデューサーたちで、映画の製

作にあたっては複数の、〈代替不可能〉なプロデューサーたちが

業務を分担するのが普通です。彼らが協働し映画製作というプ

ロジェクトを推進していく様子を、③『プロデューサーのキャ
リア連帯』は、伊丹十三や周防正行の作品を担当した方たちへ

のインタビューなどを通し描き出しています。

　そして、映画産業の分析を踏まえた上で、本書が描き出した

個人の連帯がどのように組織的な創造性につながっていったの

か、経営学の方法論を用い解き明かしています。

　かつて、特に西欧では、芸術は貴族やブルジョアのもので

したが、複製技術の発達や社会の変化に伴い、大衆のものと

なり、消費されるものとなり、アーティストのありようも、

孤高というより、他者との繋がりを求めるようなものとなっ

ています。④『アート・マーケティング』は、そのような芸術を
めぐる様相をマーケティング的な視点で描き出すとともに、

大学生たちへのアンケートを行い、若者たちのアートに関す

る考え方・感じ方を明らかにしています。初版発行から１０年

以上経ちますが、この本に限らず、理論的・実証的な本は、簡

単には大きく古びませんので、安心してご注文ください。

別添注文書でご注文ください！

①三船敏郎、この１０本 [ 仮 ] 
黒澤映画だけではない、世界のミフネ

高田雅彦	著
A5判　540頁
4000円＋税（予価）
978-4-561-51101-4
来年1月末刊行予定
（カバーデザインは仮）

② 成城映画散歩 
あの名画も、この傑作も、みな東宝映
画誕生の地・成城で撮られた

高田雅彦	著
A5判　288頁
2750円＋税
978-4-561-51097-0
2017年６月刊

③プロデューサーのキャリア連帯 
映画産業における創造的個人の組織戦略

山下	勝・山田仁一郎	
著
A5判　352頁
3800円＋税
978-4-561-26529-0
2010年刊

④アート・マーケティング 
辻	幸恵・梅村修	著
A5判　240頁
2800円＋税
978-4-561-65157-4
2006年５月刊

ロングセラーの深層


