
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。 

紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501 Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

白桃書房 

職場の現象学  
（¥7,260、9784561217398、2020/03、KP00035128） 

働く人が職場で無意識に感じている抑圧感や圧迫感、雰囲気を現象学という哲学を通して分析する。創造的
な職場の実現のためには、すぐ使える「ノウハウ」ではなく、人間関係の「成り立ち」を知ることの必要性を示す。 

書影左上より、タイトル（同時アクセス1本体価、ISBN、底本出版年月、ProductID） 

キャリア・アンカー 
（¥1,980、9784561225027、2009/05、KP00035113） 

自分らしく働きたい、生きたいと思う人が、キャリアを歩むうえで何があっても犠牲にしたくないもの、大切にし続けた
いもの（キャリア・アンカー）を探ることにより、自らの人生において拠り所を見つけるエクササイズ。 

「働く」ことについての本当に大切なこと 
（¥5,610、9784561217268、2019/03、KP00035111） 

リクルートグループに長年在籍する著者が、「働くことを通じた『生き残り』と『幸福』の両立」がこれからの私たちに必
要だとし、働く意味や目的をもう一歩深く考え、その図り方を考えていく「働く」ことの本質を自身の経験も踏まえな
がら語る１冊。 

体系流通論 新版第2版  
（¥8,250、9784561652342、2020/03、KP00035130） 

21世紀に入って、一層激しく変動する日本の流通の仕組みをわかりやすく理解できるように、体系的な視点と原
理的な解明を特徴としてまとめられた。流通、マーケティングに携わる、実務家や研究者、学生に勧める。 

ライセンスビジネスの戦略と実務 第3版 
（¥7,260、9784561247449、2020/05、KP00035122） 

キャラクターやブランドのライセンスビジネスについて,その発生から歴史,法務から戦略立案までを,体系的にわかり
やすく紹介するプロパティ活用のための決定版。業界状況をその最新の各種データでアップデート！ 
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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 

＊旧版もお取り扱いございます。詳しくは弊社営業担当までお問合せください。 

白桃書房 新タイトル一覧 

ProductID ISBN タイトル 著者 
底本 

出版年月 

同時 
アクセス1 
本体価 

同時 
アクセス2 
本体価 

同時 
アクセス3 
本体価 

フォー 
マット 

KP00035127 9784561561002 情報物語論 
小方孝/川村洋次/ 
金井明人 

201806 ¥12,100  ¥14,300  ¥16,500  PDF 

KP00035111 9784561217268  「働く」ことについての本当に大切なこと 古野庸一 201903 ¥5,610  ¥6,600  ¥7,590  PDF 

KP00035125 9784561860518 経済成長の誕生 谷沢弘毅 201903 ¥9,680  ¥11,440  ¥13,200  PDF 

KP00035131 9784561860525 大恐慌期の米国金融政策 西戸隆義 201909 ¥7,480  ¥8,910  ¥10,230  PDF 

KP00035119 9784561227175 
名著17冊の著者との往復書簡で読み解く  
人事の成り立ち 

海老原嗣生/荻野進介 201810 ¥5,610  ¥6,600  ¥7,590  PDF 

KP00035117 9784561257219 
世のため人のため，ひいては自分のための 
経営論 

磯辺剛彦 201905 ¥5,610  ¥6,600  ¥7,590  PDF 

KP00035121 9784561267256 ベンチャーの経営変革の障害 樋口晴彦 201902 ¥6,050  ¥7,150  ¥8,250  PDF 

KP00035113 9784561225027 キャリア・アンカー 1 
エドガー.H.シャイン【著】 
金井壽宏/髙橋潔【訳】 

200905 ¥1,980  ¥2,200  ¥2,530  PDF 

KP00035112 9784561247135 VRICマップ 藤原武 201811 ¥5,170  ¥6,050  ¥7,040  PDF 

KP00035116 9784561267201 進化的イノベーションのダイナミクス 小沢一郎 201911 ¥8,580  ¥10,120  ¥11,660  PDF 

KP00035132 9784561267034 知識移転のダイナミズム 中西善信 201801 ¥8,030  ¥9,460  ¥10,890  PDF 

KP00035129 9784561267249 組織人間たちの集合近眼 築達延征 201905 ¥6,050  ¥7,150  ¥8,250  PDF 

KP00035128 9784561217398 職場の現象学 露木恵美子/山口一郎 202003 ¥7,260  ¥8,580  ¥9,900  PDF 

KP00035126 9784561266594 採用面接評価の科学 今城志保 201611 ¥9,240  ¥10,890  ¥12,540  PDF 

KP00035115 9784561352198 ケースでまなぶ 財務会計 第8版 ＊ 永野則雄 201803 ¥6,820  ¥8,030  ¥9,240  PDF 

KP00035118 9784561362128  政府公会計の理論と実務 
山浦久司【監修】 
東信男【著】 

201603 ¥8,250  ¥9,680  ¥11,220  PDF 

KP00035124 9784561267140 経営者と研究開発 栗原道明 201809 ¥9,240  ¥10,890  ¥12,540  PDF 

KP00035134 9784561762164 米国エネルギー法の研究 草薙真一 201705 ¥9,680  ¥11,440  ¥13,200  PDF 

KP00035122 9784561247449 ライセンスビジネスの戦略と実務 第3版 草間文彦 202005 ¥7,260  ¥8,580  ¥9,900  PDF 

KP00035133 9784561256779 中国知財戦略 山田勇毅 201606 ¥6,820  ¥8,030  ¥9,240  PDF 

KP00035135 9784561267331 
エフェクチュエーションと認知科学による  
製造業のサービス・イノベーション 

藤岡昌則 201909 ¥7,700  ¥9,130  ¥10,560  PDF 

KP00035114 9784561662150 グローバル戦略市場経営 
イアン・アーロン/ユージン.D.ジャッ
フ/ドナータ.ヴィアネッリ【著】 
笠原英一【訳】 

201709 ¥15,730  ¥18,590  ¥21,450  PDF 

KP00035123 9784561652175 リサーチ・ビジョン 辻幸恵 201603 ¥6,050  ¥7,150  ¥8,250  PDF 

KP00035130 9784561652342 体系流通論 新版第2版 田口冬樹 202003 ¥8,250  ¥9,680  ¥11,220  PDF 

KP00035120 9784561742210 トラック運送企業の働き方改革 森田富士夫 201910 ¥4,840  ¥5,720  ¥6,600  PDF 
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