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HAKUTO SHOBO Coming Soon BOOK NEWS

地方創生/経営戦略	 ２月下旬配本予定	 初ご案内

地域産業集積の優位性 ［仮］
成熟産業	復活へのシナリオ
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 著（愛知大学教授）著

同業中小企業の集積がいかに活力を維持、復活できるのかを描き出す！
高度成長期初期に隆盛を誇っていた繊維・アパレル産業は、早々にアジアの後発工業国との競合にさ

らされるようになり、現在は輸出するどころか国内シェアも奪われ、事業をたたむ企業も大変多い。

本書は、このような状況下でも成功を収めている岡山のジーンズ産業と今治のタオル産業、また比較

対象として未だ衰退が止まらない岐阜の婦人アパレル産業を取り上げ、企業ネットワークの観点から

各地の分析を行い、優位性の要因として、「商人的リンケージ企業」という新しい概念を提示する。

繊維・アパレル産業だけでなく電機産業も、グローバルな競争の中で同様の傾向をたどっており、今後、

これらの産業に限らない、幅広い日本の製造業が、その優位性を維持していくにあたり有益な示唆を

提示する。

目次（仮）
序章	 本書の目的と構成
第1章	 産業集積論の系譜と本書の分析枠組み
第2章	 岡山ジーンズ産業集積内ネットワークのメ

カニズム
第3章	 岡山ジーンズ産業集積内ネットワークのダ

イナミズム
第4章	 今治タオル産業集積内ネットワークのメカ

ニズム

第5章	 今治タオル産業集積内ネットワークのダイナ
ミズム１：集積内ネットワークの形成と発展

第6章	 今治タオル産業集積内ネットワークのダイナミ
ズム２：環境変化への対応とセンスメーキング

第7章	 岐阜婦人アパレル産業集積内ネットワーク
のメカニズム

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

終章	 結論

978-4-561-26708-9　C3034　/　A5 判　170 頁　/　3000 円＋税（予価）

商社/マーケティング	 ２月下旬配本予定	 初ご案内

総合商社機能の本質 ［仮］	
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（安田女子大学教授） 著

総合商社は日本独自の業態であり、商社否定論が繰り返し叫ばれたり、冬の時代があっても、変わら

ず我が国経済に大きな貢献をする存在である。本書は、近年、マーケティング分野で注目されている「価

値共創」という概念を用い、その本質に迫る。
978-4-561-26707-2　C3034　/　A5 判　276 頁　/　3700 円＋税（予価）
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テキストマイニング/経営学	 ２月下旬配本予定	 初ご案内

新テキストマイニング入門［仮］
経営研究での「非構造化データ」の扱い方
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（大阪学院大学教授）著

テキストマイニングは文章などのテキストデータをコンピュータで解析する技術である。その初期の

著名な応用事例として、米国企業の年次事業報告書の分析があり、低業績企業では、その原因を天候

のせいにしたり、先行きへの言及が少ないなどの傾向があることを明らかにしている。

本書は、解析の前提となる、内容分析やマイニングソフトウェアなどの周辺知識も押さえながら、研

究への活用を中心に、コンサルティング等の業務での活用も含め、さまざまな事例を紹介する。

バリエーションに富む活用事例も多数紹介しており、応用のための包括的な入門書である本書。研究

者やコンサルタント、またソフトウェア開発関係者におすすめ。
978-4-561-26705-8　C3034　/　A5 判　450 頁　/　4500 円＋税（予価）

環境経済/自動車産業	 ２月下旬配本予定	 初ご案内

【敬愛大学学術叢書】再生の経営学［仮］
自動車静脈産業の資源循環と市場の創造
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（敬愛大学教授）著

新しく作られた製品が廃棄された際、それを再資源化して活用する静脈産業や市場が成立するために

は、「再生の経済」が確立されている必要がある。

本書は、使用済自動車の再資源化を事例として、社会的費用の私的費用化というCSRと、求められる

経営哲学や戦略を追究し、「再生の経済」が成立する社会の実現を目指す。

978-4-561-26709-6　C3334　/　A5判　186頁　/　2800円＋税（予価）

有望近刊の表紙確定、定価も予価より200円安く設定。	
間もなく配本です！

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

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！　翻訳なが

ら読みやすい文章に仕上がり、また、日本語版の特典として下記のコンテンツ

も収録し、一層充実の内容に！

日本語版へのあとがき　オリジナル版刊行（2016年４月）後の、一帯一路、またトラ

ンプ政権の誕生などの地政学的な変動を踏まえ日本への示唆をまとめています。

解説　著名エコノミスト吉崎達彦氏（双日総合研究所チーフエコノミスト）が、日本の

事情も踏まえた、この本の意義と読み方を指南します。

[２月上旬配本予定]

978-4-561-91139-5 　C3033　/　 四六判　416頁　/　定価 2593円＋税
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『三船敏郎、この１０本』ご注文お済みですか？	
寄稿者のお一人が刊行予定をツイートされたところ、映画関係者・愛好家へ多数のリツイートが発生

しており、内容への期待が高いことをうかがわせます。

また、書店様からのご注文も集まっています。

２枚目の注文書を映画担当者様にお渡しください！

978-4-561-51101-4  C1074  /  A5判 540頁  /  4000円＋税　（3月末刊行予定、注文書2枚目）

『ビッグデータから見える韓国』パブリシティ展開中！	
日本でネットをもっとも有効に活用して政治活動をしていると言って過言でない政治家、音喜多 駿氏

（都議会議員）の書評インタビューを弊社サイトで公開しました。

http://www.hakutou.co.jp/news/n22753.html

また、監訳の木村幹氏（神戸大学大学院教授）と津田大介氏（ジャーナリスト／メディア・ア

クティビスト）の対談も現在、某ウェブメディアでの公開に向けての作業が進行中で、

大変興味深い内容になっています。

ご期待ください！

978-4-561-95138-4  /  A5判 196頁 / 2600円＋税　（既刊、注文書１枚目に掲載）

広告出稿	 今月～来月

日経読書欄	読書人へのおすすめ
1/6	土	 『東芝不正会計事件の研究』
2/3	土	 『知識移転のダイナミズム』

日経新聞１面下
2月下旬	 『チャイナ・エコノミー』など有力新刊

ご案内済みアイテムの配本スケジュール	 1/15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
日本型マーケティングの進化と未来
978-4-561-66226-6　3200円＋税

次号までに配本・刊行予定
知識移転のダイナミズム
978-4-561-26703-4　3300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　4000円＋税

チャイナ・エコノミー
978-4-561-91139-5　2777円＋税

次号以降の配本・刊行予定
セレブリティ・コミュニケーション
978-4-561-66228-0　3000円＋税

日系グローバル企業の知識移転メカニズム
978-4-561-26706-5　3500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

コンテンツとイメージの物語論
978-4-561-56100-2　5000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

マーケティング講義ノート
978-4-561-65227-4　2600円＋税

三船敏郎、この１０本
978-4-561-51101-4　4000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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売行好調な受賞作
　ここ1年ほど賞を受賞する本が続いており、その中で売り上

げを伸ばしているものも出ているので、ご紹介します。

　①『グローバル・ブランド・イメージ戦略』は、第21回日本流

通学会奨励賞、2017年度異文化経営学会賞(著書)、2017年

度多国籍経営学会賞(単行本の部)の3賞を受賞しています。

製品のウェブ上のテキストを各国ごとに定量的に比較、分析

を行い、その国の文化により取るべき「グローバル・ブランド・

イメージ戦略」が異なることを示しています。グローバルブラ

ンドのマーケティングに関わる方には必読の書と言えます。

②『製品開発と市場創造』は、平成29年度日本経営学会賞(著作

部門)を受賞しました。新しい市場を作り出すきっかけとなった

製品の開発プロセスに注目しています。近年、製品のコモディ

ティ化が進みやすく価格競争に陥りやすいところ、新しい市場

を創り出す重要性が注目されています。しかしそれは簡単なこ

とではありません。本書は、健康茶飲料、着色汚れ除去ハミガキ、

高級炊飯器という3つの新しい市場創造を題材に追究していま

す。マーケター、研究開発者の方におすすめです。

③『事業承継のジレンマ』は、平成28年度実践経営学会名東賞

受賞と2016年度ファミリービジネス学会賞を受賞していま

す。研究手法・調査手法についてご評価いただいています。

事業承継は、実務書で棚をお持ちのお店が多いと思いますが、

本書は、世代から世代へ、老舗企業が事業承継する際の企業

変革と後継者育成のダイナミズムを、経営学の手法で追究し

ており、 研究者だけでなく、当事者、またその支援にあたる方

におすすめです。

④『すぐわかる物流不動産』は、2016年度日本不動産学会著作

賞（実務部門）を受賞しています。企業戦略を考える上でロジ

スティクスの重要性が高まってきている中、巨大化、高度化

してきている物流センターと、新しい発想で倉庫・物流業を

見直す物流不動産の基礎知識・実務知識を体系的かつやさし

く解説しています。倉庫について、物流・不動産の双方の視

点から、今の課題とソリューションを知ることができます。

⑤『ロジスティクスの歴史物語』は、第９回住田物流奨励賞を受

賞しました。「ロジスティクスという専門用語について解り易

く解説するとともに、物の動きを歴史的事実に基いて整理さ

れた貴重な作品である。江戸時代から現在までの特にロジス

ティクスが深くかかわった歴史を掘り下げ、自らの足で確か

めた数多くの実例を掲げ克明に綴っており、物流関係者以外

の方々にもロジスティクスをやさしく紹介された大変すばら

しい作品である」等と評していただいています。

別添注文書でご注文ください！

①グローバル・ブランド・イメージ戦略 
	異なる文化圏ごとにマーケティングの
最適化を探る

古川裕康	著
A5判　200頁
3000円＋税
978-4-561-66220-4
2016年刊

② 製品開発と市場創造 
技術の社会的形成アプローチによる探求

宮尾	学	著
A5判　232頁
3800円＋税
978-4-561-26680-8
2016年刊

③事業承継のジレンマ 
	後継者の制約と自律のマネジメント

落合康裕	著
A5判　276頁
3200円＋税
978-4-561-26682-2
2016年刊

④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・大谷巌一	著
四六判　176頁
2300円＋税
978-4-561-74209-8
2016年刊

④江戸から平成まで 
ロジスティクスの歴史物語 

苦瀬博仁著
四六判　224頁
1852円＋税
978-4-561-71211-4
2016年刊

ロングセラーの深層


