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起業・経営学関連の電子書籍コンテンツを精選してお届け致します 

起業・経営  

スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機
能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

KinoDenのメリット 

書き込みやマークが
出来る!無料アプリ 

※実際の画面をご覧になりたい場合はお気軽に紀伊國屋書店までお問い合わせ下さい 

精選20タイトル 

同時アクセス1： 

 152,083円(税込) 

同時アクセス3： 

 217,969円(税込) 
※1点からご購入可 
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NO 書影 

書名 Product ID 出版社名 
底本刊行 
年月 

フォーマット 
同時アクセス1 
税込価 

同時アクセス2 
税込価 

同時アクセス3 
税込価 

著者 ISBN 内容紹介 

1   

経営人材を育てる！ KP00001755 
慶應義塾大学出
版会 

201310 PDF ￥5,987 - ￥8,981 

慶応義塾大学ビジネス・スクール 9784766420968 

失われた２０年―日本のビジネスはグローバル化の波に乗り遅れている。この国に足りないのは経
営人材。ＣＥＯを量産する慶應ビジネス・スクールが生み出す「地球を眺めてビジネスを創造する
人材」とは？ 

2   

イノベーション・ドライバーズ KP00004472 白桃書房 201606 PDF ￥7,840 ¥9,266 ¥10,692 

氏家豊 9784561226796 

ハードウェアとＩＴの本格融合時代をけん引する３つの基盤戦略。 

3   

コーポレートベンチャリング新時代 KP00004477 白桃書房 201311 PDF ¥7,365 ¥8,672 ¥9,979 

湯川抗 9784561236184 

  

4   

イタリアの起業家ネットワーク KP00004494 白桃書房 200302 PDF ¥9,385 ¥11,167 ¥12,830 

稲垣京輔 9784561263784 

  

5   

日本のイノベーション  
ＷＡＳＥＤＡから３５の提言  
ベンチャーダイナミズム 

KP00004523 白桃書房 201102 PDF ¥8,672 ¥10,216 ¥11,761 

早稲田大学大学院商学研究科
(ビジネス専攻)松田修一研究室、
松田修一【監修】 

9784561265504 

２１世紀に日本が「存在感ある国家」であるため、そのイノベーションエンジンになりうるのはベン
チャー企業である。「環境」「多様性」「新潮流」の３つの視点から日本のベンチャー企業の過去・現
在を俯瞰し、未来への熱き提言を行う。 

6   

日本のイノベーション  
ＷＡＳＥＤＡから３５の提言  
ベンチャー支援ダイナミズム 

KP00004524 白桃書房 201102 PDF ¥8,672 ¥10,216 ¥11,761 

早稲田大学大学院商学研究科
(ビジネス専攻)松田修一研究室、
松田修一【監修】 

9784561265511 

２１世紀を見据えた日本にとって、ベンチャー企業が果たす役割は重要である。そのベンチャー企
業を支援するために何が必要か。「国家の制度設計」「経営＆資金支援」「社会インフラ支援」の
観点から、ケースを交えて具体的に提言する。 

7   

現代中国のＩＣＴ多国籍企業 KP00004853 文眞堂 201703 PDF ¥7,128 - ¥10,692 

夏目啓二/陸雲江 9784830949210 

本書は、現代中国のパソコン企業のレノボ社、通信機器企業のファーウェイ社、インターネット企業
のアリババ社など、世界最大、かつ、グローバル化する現代中国のＩＣＴ多国籍企業を分析。少
数だが巨大な中国ＩＣＴ多国籍企業がいつ誕生し、なぜ、どのように海外進出し始めたか、その
目的はなにかを分析する最新の研究成果。 

8   

キャリアショック KP00005104 東洋経済新報社 200012 EPUBリフロー ¥3,564 ¥4,455 ¥5,346 

高橋俊介 9784492531082 

個人主導のキャリア開発の全体像を初めて体系化。自分でキャリアを切り開く人の「行動」パターン
と「発想」原理がわかる。 

9   

１８０日でグローバル人材にな
る方法 

KP00005139 東洋経済新報社 201202 EPUBリフロー ¥3,564 ¥4,455 ¥5,346 

天野雅晴 9784492044520 

「語学の壁」と「ネットワークの壁」を乗り越えて、世界に通用するビジネスパーソンになる。シリコンバ
レーで起業し、在米３０年の著者が解き明かす新興国も実践するネットワークとイノベーションのノ
ウハウ。 

10   

ソフトウェアの世界でキャリアを築
く 

KP00005751 オーム社 201204 PDF ¥8,316 - ¥9,979 

サム・ライトストーン【著】 
吉平健治【訳】 

9784274068812 
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11   

競争力強化に向けた産学官連
携マネジメント 

KP00005984 中央経済社 200612 PDF ¥14,636 - ¥21,954 

長平彰夫/西尾好司 9784502387104 

産学官連携が注目を集めるようになって数年たち、連携は現在、その成果が問われる新たな段階
に至った。本書は、観念的議論ではなく産学官連携に実際に取り組んでいる「現場からの発想」で
記述することを徹底し、仕組みづくりから研究・開発・事業化のマネジメント手法を具体的に解説。
国、地域、大学、企業すべての競争力強化に直結するイノベーション創出。それを実現するための
地に足のついた“本物の産学官連携”を理論、実務両面からあますところなく考察する。 

12   

ベンチャー企業の成長と戦略 KP00006063 中央経済社 200209 PDF ¥7,128 - ¥8,910 

井上善海 9784502364808 

本書では、「バリュー」「コア・コンピタンス」「マネジメント機能」の３つの観点から、ベンチャー企業の
戦略展開について、理論的・実証的に解明しようと試みている。 

13   

地方のための経営学 KP00007639 千倉書房 201503 PDF ¥5,346 ¥6,652 ¥7,959 

桂信太郎/那須清吾/永野正朗 9784805110621 

高知を舞台に地域ビジネスの創造と事業化のケーススタディをおこない、一連のプロセスに焦点を当
てた地域活性化マネジメントの入門書。バイオマスビジネスをはじめ、「はっぱビジネス」として知名度
の高い株式会社いろどりや名産品ゆずのビジネス展開で知られる馬路村の事例を紹介しつつ、それ
らを具体的に地域ビジネスとして立ち上げていくための理論を紹介する。 

14   

ベンチャー経営論 KP00010071 東洋経済新報社 201802 EPUBリフロー ¥7,128 ¥9,504 ¥10,692 

長谷川博和 9784492502969 

ビジネスアイデアの発見から、成長企業へと至る道のりを平易に解説。学生にも社会人にも使える
一冊。 

15   

マイファーム荒地からの挑戦 KP00013697 学芸出版社 201205 PDF ¥5,702 ¥7,128 ¥8,553 

西辻一真 9784761513061 

高齢化、跡継ぎ不在、税金問題等の理由から、荒れた田畑、いわゆる耕作放棄地が増えている。
農地法の壁や農家の慣習もあり、他人への貸与や転用は難しい。そんな中、付加価値のある農
園等で、一般市民と農をつなげるビジネスを立ち上げた若者がいた。その先に目指すのは農の再興
だ。新しい手法で切り拓く情熱ベンチャー物語。 

16   

起業家の条件 KP00014542 平凡社 200603 EPUBフィックス ¥1,853 - ¥2,779 

黒崎誠 9784582853131 

「イー・アクセス」「ぐるなび」「テンプスタッフ」はなぜ成功したのか。苦しい時代をどのように乗り切ったの
か。勝利したベンチャー企業23社の、汗と涙の起業物語魅力溢れる創業者たちの人間ドラマの中
に、“起業家の条件”を探る起業志願者、サラリーマン必読の、夢とロマンの企業物語。 

17   

ｔｈｅ ｆｏｕｒ ＧＡＦＡ 
四騎士が創り変えた世界 

KP00015473 東洋経済新報社 201808 EPUBリフロー ¥6,415 ¥8,553 ¥9,622 

スコット・ギャロウェイ【著】 
渡会圭子【訳】 

9784492503027 

世界の覇者ＧＡＦＡ。彼らは世界をどう作り替えたのか。私たちはそこでどう生き残ればいいのか。
米国著名教授による衝撃の話題作。Google、Apple、Facebook、Amazon――GAFA。 
GAFAが創り変えた世界の姿とは。激変を予言した著名教授が断言する、次の10年を支配する
ルールとは。 

18   

アントレプレナーの経営学  
戦略・起業・イノベーション 

KP00015994 
慶應義塾大学 
出版会 

201603 PDF ¥11,998 - ¥18,057 

エリック・ボール,ジョセフ・リピューマ 
國領二郎【監修】 
宮地恵美/樺澤哲【編訳】 

9784766422917 

アントレプレナー育成やベンチャー経営に必要な経営学の重要理論と必須知識を徹底した実務志
向で解説。 
ビジネス実践と理論研究を橋渡しする「アントレプレナー」必携テキスト！ 
起業はもちろん、企業内での新規事業創造に対しても豊かな知見を提供してくれる「実務に役立
つ経営学」の決定版。すべてのビジネスリーダーに贈る！ 

19   

アントレプレナーの経営学  
リーダーシップ・組織・新トピック
ス 

KP00015995 
慶應義塾大学 
出版会 

201603 PDF ¥10,692 - ¥16,038 

エリック・ボール,ジョセフ・リピューマ 
國領二郎【監修】 
宮地恵美/樺澤哲【編訳】 

9784766422924 

真にビジネス実践の現場で役立つ経営学理論を再構成・体系化し、各分野で画期をなした重要
文献の概要と論点をコンパクトに整理。 
古典から最新研究まで幅広く渉猟し、名著・重要文献の要点を簡潔に整理した「実務に役立つ
経営学」の決定版。第2巻は「人と組織の動かし方」と「変革者」に焦点を当てた「ビジネスリーダー」
必読の1冊。 

20   

アントレプレナーの経営学 国際 
ビジネス・ファイナンス 

KP00015996 
慶應義塾大学 
出版会 

201603 PDF ¥10,692 - ¥16,038 

エリック・ボール/ジョセフ・リピューマ 
國領二郎【監訳】 
宮地恵美/樺澤哲【編訳】 

9784766422931 

起業はもちろん、企業内での新規事業創造に対しても豊かな知見を提供してくれる「ビジネスリー
ダー」必読の書！MBAの必読文献・重要理論が並ぶ「1ランク上」の経営学テキスト。第3巻は
「ボーン・グローバル」企業をはじめ事業の国際展開と、行動科学も反映した金融論を中心として、
経済・経営理論を「使える知識」として紹介する。 



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

ICT営業本部 電子書籍営業部  
TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


