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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

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

文系ＡＩ人材になる KP00027748 東洋経済新報社 202001 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

野口竜司 9784492762516

１日１分朗読

話し方が上手くなる！声まで良く

なる！

KP00029969 東洋経済新報社 202003 EPUBリフロー ¥4,620 ¥6,160 ¥6,930

魚住りえ 9784492046623

在宅HACKS！ KP00031794 東洋経済新報社 202007 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

小山龍介 9784492046708

武器としての図で考える習慣 KP00032825 東洋経済新報社 202007 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

平井孝志 9784492046685

「食べまくりダイエット」＆

「超時短ゆるガチ筋トレ」
KP00032826 東洋経済新報社 202008 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

安井友梨 9784492046692

「考える技術」と「地頭力」が

いっきに身につく　東大思考
KP00032827 東洋経済新報社 202008 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

西岡壱誠 9784492046715

LIFESPAN（ライフスパン） KP00033061 東洋経済新報社 202009 EPUBリフロー ¥7,920 ¥10,560 ¥11,880

デビッド・Ａ・シンクレア 9784492046746

Think CIVILITY

「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦

略である

KP00033568 東洋経済新報社 202009
EPUB

(固定レイアウト）
¥4,290 ¥5,720 ¥6,435

クリステイィーン・ポラス【原著】
9784492046739

NO 書影

内容紹介

1 専門用語は必要最低限。豊富な業種別事例は「自社での活用」を考えるヒント。「AIとの共働き」スキルを身

につける。英国数理社×AI時代に対応。AI活用の現場から生まれた実践トレーニング本。

2

言葉がスラスラ出てくる！滑舌も良くなる！「いい声」で話せる！電話、プレゼン、会議、スピーチ、飲み会、

デート。仕事・雑談・人間関係全部に効く！究極の「話し方」改善スキル。しかも楽しい！ストレスも解消！

3 自宅が最強のオフィスに変わる。「集中力＆生産性」アップ！「キャリアの可能性」が広がる！「体調＆メンタ

ル」も完璧！超実践的テクニック89。

4 なぜ頭のいい人は図を描いて考えるのか？MBA/Ph.D.×外資系コンサル×大学教授としてビジネスの最前線

で30年考え続けてきた著者が誰でもできる「深く考える」メソッドを体系化！

5
1にちたった10分！糖質カットなし！おやつも2回！予約が取れないセミナーの「秘密の全メソッド」が1冊に！

6
「頭の使い方」を変えるだけで！誰もがうらやむ「冴えた頭脳」が手に入る！

7
人類の若さを左右する長寿遺伝子とは？いつまでも若く健康でいるために今すぐできることとは？山中伸弥教

授の発見が、なぜ若返りを可能にするのか？「病なき老い、老いなき世界」における人生戦略とは？誰もが人

生120年時代を若く生きられる！ついに、最先端科学とテクノロジーが老化のメカニズムを解明。ハーバード大

学の世界的権威が描く衝撃の未来。

8
大手ネット広告代理店で働く佐々木彩花。営業成績がいつもトップクラスの彼女は、課長に抜擢される。しか

し、「理不尽な上司」「周りを見下す部下」に振り回され、思うように結果を出せず最近はジムでのストレス発散

が日課に。そんな彼女が、礼節を身につけて、自らとチームの問題を解決していく！無礼な人への対処法、礼

節の科学。待望のまんが化！



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

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

amazonのすごい会議 KP00034947 東洋経済新報社 202010 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

佐藤将之 9784492503133

世界最高の話し方 KP00035661 東洋経済新報社 202011 EPUBリフロー ¥4,620 ¥6,160 ¥6,930

岡本純子 9784492046777

開始3秒で差がつく

Web会議のコツ
KP00041284 東洋経済新報社 202012 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

三枝孝臣 9784492046791

腸がすべて KP00041289 東洋経済新報社 202012 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

フランク・ラポルト＝アダムスキー 9784492046340

ＡＩ時代に生きる

数学力の鍛え方
KP00041291 東洋経済新報社 202012 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

芳沢光雄 9784492762554

仕事で成果を出し続ける人が最

高のコンディションを毎日維持す

るためにしていること

KP00044070 東洋経済新報社 202102 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

平井孝幸 9784492046838

なぜあの人のジョークは面白い

のか？
KP00045015 東洋経済新報社 202103 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

ジョナサン・シルバータウン 9784492046845

マーケターのように生きろ KP00045016 東洋経済新報社 202103 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

井上大輔 9784492046852

超速PC仕事術 KP00048588 東洋経済新報社 202106 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

木部智之 9784492046883

LEADER'S LANGUAGE

言葉遣いこそ最強の武器

KP00048589 東洋経済新報社 202106 EPUBリフロー ¥6,600 ¥8,800 ¥9,900

L.デビッド・マルケ 9784492046890

NO 書影

内容紹介

18
「言われたとおりにやっただけです」「判断は私の仕事ではないので」こんな残念な言葉を言わせないための6つの

プレーとは？あらゆる組織のリーダーに役立つ、伝え方のパラダイム転換。

15 100以上の傑作ジョークを紹介しつつ、ウケるジョークに共通する知られざる法則を、進化生物学者が解き明か

す！

16
「何者でもない自分」が最強の武器になる生き方。ユニリーバ、アウディ、ヤフー、ソフトバンクで走り続ける筆者

をどん底から救った、生きる知恵としてのマーケティング＝“人生を激変させる思考法”を体系化。

17
パソコンを触っている時間は「仕事」ではなく「作業」。伝説の炎上案件を次々と鎮火させた凄腕プロジェクトマ

ネージャーが教える、人生の可処分時間を増やす53の技。

12
食べ物の「組み合わせ」を変えるだけ！「つらい食事制限」も「キツい運動」も不要！「体と心の健康」は腸で決

まる！世界中で話題！アダムスキー式「最高の腸活」メソッドついに日本初上陸！

13 クリエイティブになるには、数学力を高めるのが早道。試験対策の「暗記数学」では考える力が身につかない！

例題でわかる、ダメな学習法と良い学習法。

14

身体はもっとも重要なビジネスツールです。体調管理はロジカルシンキングやITスキル以上に大切なビジネスの

基礎スキルです。DeNAを健康企業に変えた、ビジネス特化型の健康法58。

9
すぐに決まる！アイデアが生まれる！プロジェクトが進む！ジェフ・ベゾスが生んだマネジメントの技法。これがアマ

ゾンの成長を支えるノウハウだ。

10
リモートにも完全対応。超エリートの凄ワザ。

11 “丁寧な言葉遣いなのに、相手に嫌な顔をされる”“自分の顔が大きく映るので映像を消したくなる”“初めて会

う人との距離をつかみづらい”etc…。Ｗｅｂ会議の悩みをぜんぶ解決！誰からも100％好かれる「映り方」

「話し方」「動き方」を映像のプロに聞きました！

ビジネスパーソン 



企業・起業 

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

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

リード・ザ・ジブン KP00029391 東洋経済新報社 202001 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

宇佐美潤祐 9784492503140

渋沢栄一の折れない心をつくる

33の教え
KP00031409 東洋経済新報社 202006 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

渋澤健 9784492046630

豊田章男 KP00031417 東洋経済新報社 202004 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

片山修 9784492503164

デジタル時代の

人材マネジメント
KP00032834 東洋経済新報社 202007 EPUBリフロー ¥7,920 ¥10,560 ¥11,880

内藤琢磨【編著】 9784492534250

コロナ後に生き残る会社

食える仕事　稼げる働き方
KP00032835 東洋経済新報社 202007 EPUBリフロー ¥4,620 ¥6,160 ¥6,930

遠藤功 9784492261163

ワイズカンパニー KP00033566 東洋経済新報社 202009 EPUBリフロー ¥9,900 ¥13,200 ¥14,850

野中郁次郎 9784492522301

全米ナンバーワン

ビジネススクールで教える

起業家の思考と実践術

KP00035663 東洋経済新報社 202010 EPUBリフロー ¥7,920 ¥10,560 ¥11,880

山川恭弘 9784492534229

知識創造企業　新装版 KP00041288 東洋経済新報社 202012 EPUBリフロー ¥8,580 ¥11,440 ¥12,870

野中郁次郎 9784492522325

NO 書影

内容紹介

22

ファーストリテイリング（ユニクロ）で人材育成機関（FRMIC）担当の執行役員を務めた人物による人材＆

チーム育成術。

25 「withコロナ」を生き抜く人事戦略の決定版。主要企業の成功事例を紹介。

23 20代で何をすべきか。30代で何を決断すべきか。新1万円札の顔！渋沢栄一の夢の叶え方を悩みを抱える

30代に向けて解説する現代版『論語と算盤』！

24
トヨタを牽引する男は何を見ているのか。知られざる内面に初めて迫るビジネス・ノンフィクション。

28

起業を成功に導くために必要なのは、「行動ありき」「失敗ありき」「人を巻き込む」の三原則をひたすら繰り返す

こと。行動（試行錯誤）し、そこから学習（仮説検証）し、改善（軌道修正）する。その反復演習だ―。

29
世界10ヵ国語以上で翻訳。ビジネスにおける知識の重要性を初めて解明した日本発のイノベーション理論。

経営学研究とビジネスの現場に多大な影響を及ぼし、読み継がれる古典的名著。四半世紀ぶりに読みやすく

なって再登場。

26 渾身の書き下ろしで緊急出版！コロナ不況で「生き残る会社、消える会社」「食える仕事、食えない仕事」

「稼げる働き方」を解説！

27
学問を超えた理論と数多くの企業事例から、デジタル時代の人間の生き方と経営を考える。知識から知恵へ、

イノベーションから持続的イノベーションへ。経営学の世界的名著『知識創造企業』著者両氏による四半世紀

ぶりの続編。

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

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

経営コンサルタントでワーキングマ

ザーの私がガンにかかったら
KP00051812 東洋経済新報社 202108 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

山添真喜子 9784492046944

入社1年目から差がつく問題解

決練習帳
KP00051817 東洋経済新報社 202108 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

グロービス 9784492534410

21 日本で最も選ばれているビジネススクールで教える、ちょっとの工夫で大きな成果が出る20の思考技術。問題

形式だから実践力が身につく！本質が見抜ける。スピードが上がる。説得力が高まる。

20 40代の二児の母にして、フル稼働中のプロジェクトマネージャーが白血病に。コンサルスキルを活用して闘病・

入院生活を乗り切る！

NO 書影

内容紹介

ビジネスパーソン 



海外事情 

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

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

新しい地政学 KP00029692 東洋経済新報社 202003 EPUBリフロー ¥7,920 ¥10,560 ¥11,880

北岡伸一 9784492444566

中国が世界を攪乱する KP00031410 東洋経済新報社 202006 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

野口悠紀雄 9784492444573

世界のエリートはなぜ「イスラエ

ル」に注目するのか
KP00031411 東洋経済新報社 202006 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

新井均 9784492503195

NO 書影

内容紹介

40 最強イノベーション国家はなぜ生まれたか。IT業界有数のイスラエル・ウォッチャーが、エリート1万人からトップ

50名を選抜・育成する超エリート教育「タルピオット」の秘密を解き明かす。

38

日本を代表する知性を結集！再び動き始めた「地理」と「歴史」で世界を理解する。

39

2018年以降、米中貿易戦争が世界経済に大混乱をもたらした。2020年、新型コロナウイルスの感染が世界

に広がった。感染源とされる中国では経済活動が徐々に平常化しているが、欧米をはじめ各国では依然、予

断を許さない。これらのできごとを通じて見えてきたものは何か？未来を分権的で自由な社会とするのか、集権

的で管理された社会とするのか。社会の基本原理をめぐる重大な選択がわれわれに突きつけられている。

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

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

プロスポーツクラブのマネジメン

ト　 第3版
KP00041290 東洋経済新報社 202012 EPUBリフロー ¥13,200 ¥17,600 ¥19,800

武藤泰明 9784492503232

築地本願寺の経営学 KP00041292 東洋経済新報社 202011 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

安永雄彦 9784492503225

起業の天才！ KP00044065 東洋経済新報社 202102 EPUBリフロー ¥6,600 ¥8,800 ¥9,900

大西康之 9784492062166

宝塚歌劇団の経営学 KP00045017 東洋経済新報社 202103 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

森下信雄 9784492503263

株式会社規範のコペルニクス的

転回
KP00047071 東洋経済新報社 202104 EPUBリフロー ¥16,500 ¥22,000 ¥24,750

コリン・メイヤー 9784492534342

中小企業M&Aの真実

決定版
KP00048586 東洋経済新報社 202106 EPUBリフロー ¥6,600 ¥8,800 ¥9,900

藤井一郎 9784492534380

ナラティブカンパニー KP00048591 東洋経済新報社 202105 EPUBリフロー ¥7,920 ¥10,560 ¥11,880

本田哲也 9784492558003

持株会社の実務　第9版 KP00050808 東洋経済新報社 202106 EPUBリフロー ¥13,860 ¥18,480 ¥20,790

發知敏雄 9784492558010

NO 書影

内容紹介

32

グーグルの「検索」を先取り。独自の「クラウド・コンピューティング」。読売新聞と「全面戦争」。電通から「広告」

を奪う。日・米・欧を結ぶ「コンピューター・ネットワーク」。世界の「コンピューターの天才」をかき集める…日本に

も、こんな経営者がいた！

33
「タカラヅカ」の100年続く不朽の経営戦略。今まで語られなかった華やかな舞台の裏側とは？

30 Ｊリーグ経営諮問委員長を務めた著者が、豊富な事例とともに普遍的・体系的な知識を解説。最新動向を

反映した第3版。

31

400年の伝統ある築地本願寺でも今、変わらなければ潰れます。人生サポート、KOKOROアカデミー、宿

泊、結婚式、よろず僧談、ランチタイムコンサート。「カンブリア宮殿」で注目！コロナ禍でもオンライン法要で集

客力向上、予約殺到の30万円からの「合同墓」、インスタ映えで大行列のカフェ。

36

ナラティブカンパニーとは何か？ナラティブ（＝物語的な共創構造）を生み出し、その構造の中でマーケティング

や広告・PR活動を行うことで、業績や企業価値の向上を果たしている企業。ビジネス視点でナラティブを解説

する初の「教科書」。

37

会社法改正、コーポレートガバナンス・コード、東証新市場区分、グループ・ガバナンス、グループ通算制度、組

織再編税制等の最新法令・基準を反映し全面改訂！実務のポイントを最新事例で具体的に解説。経営・

法務・税務・会計の各分野からアプローチしている唯一の実務書。

34
世界トップクラスのビジネススクール教授による次世代のための宣言の書。環境、格差、倫理、信頼、社会…

分断をなくすための革命的な企業論。

35 新進気鋭のM&A仲介会社の社長が「売り手」「買い手」「ファンド」「仲介会社」の本音、プレイヤーとして知っ

ておくべきこと、業界の裏事情、すべてを完全公開！

企業・起業 



海外事情 

Newテクノロジー 

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

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

国際協力の戦後史 KP00035658 東洋経済新報社 202011 EPUBリフロー ¥7,920 ¥10,560 ¥11,880

荒木光弥 9784492062159

チャイナテック KP00044067 東洋経済新報社 202102 EPUBリフロー ¥5,610 ¥7,480 ¥8,415

趙瑋琳 9784492503256

ＡＩ・兵器・戦争の未来 KP00045762 東洋経済新報社 202104 EPUBリフロー ¥9,900 ¥13,200 ¥14,850

ルイス・Ａ．デルモンテ 9784492444597

海外M＆A KP00047070 東洋経済新報社 202105 EPUBリフロー ¥10,560 ¥14,080 ¥15,840

松本茂 9784492534373

THE KING　金正恩 KP00047073 東洋経済新報社 202105 EPUBリフロー ¥7,920 ¥10,560 ¥11,880

李正民 9784492212462

教養としてのギリシャ・ローマ KP00048583 東洋経済新報社 202105 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

中村聡一 9784492062173

超加速経済アフリカ KP00048584 東洋経済新報社 202106 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

椿進 9784492212479

41
日本の援助戦略を描いたキーパーソンによる証言。いま明かされる驚愕の秘話。

NO 書影

内容紹介

44
知識創造、モノづくりに続く、競争力の源泉。海外Ｍ＆Ａ成功の法則とは。日本を代表する製造業企業の

ケースを紹介。

45

　金正恩の内政・外交を振り返り、正恩が米韓と周辺国の自由・民主主義・非核化の主張を巧みにかわして

きたことを明らかにする。 　タイトルThe Hermit（隠遁者の、世捨て人の）Kingはその姿勢を表す。正恩が

狂った「ロケットマン」ではなく、計算ずくで独裁者の地位を守ってきたことが示される。その正恩が国内経済の行

き詰まりや海外から忍び寄る自由化を前に岐路に立たされ、今後どのような選択をするか、それが国際政治情

勢との間でどのような相互作用を生むかを考察している。  

42
「世界の工場」から「イノベーション大国」に。かつては、驚異的な経済成長を果たしながらも、技術後進国と見

做されていた中国は、今、生まれ変わり始めています。チャイナテックと呼ばれる最先端の技術力によって、世界

の技術と経済をリードしつつあるのです。デジタル技術基盤の開発や社会実装を担うチャイナテックの実相に迫り

ます。

43
全能兵器の出現で、安全保障の世界は一変する。戦争の終焉か、人類の終焉か米国第一人者による衝撃

のシナリオ！

46
米国エリート教育の原点がここにある！世界的名著の主題を一冊に凝縮。

47
現地情報×ファクトフルネスで知識をリカレントする新感覚ビジネスパーソンの教養書！爆発的な人口増加、

中位年齢19歳、テック系ベンチャーの躍進、モバイルマネー普及率96%、新幹線の開通、ショッピングモール

の登場、住宅開発、ビッグプロジェクト…。13億人の巨大市場で次に何が起こるのか、日本人なら答えを知っ

ている！

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

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

デジタル・ファイナンス革命 KP00027747 東洋経済新報社 202001 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

後藤友彰 9784492602300

2030年の第4次産業革命 KP00029387 東洋経済新報社 202002 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

尾木蔵人 9784492762523

イノベーション全書 KP00029392 東洋経済新報社 202002 EPUBリフロー ¥9,240 ¥12,320 ¥13,860

紺野登 9784492522257

再生可能エネルギー主力電源化と電

力システム改革の政治経済学 KP00029695 東洋経済新報社 202002 EPUBリフロー ¥25,740 ¥34,320 ¥38,610

長山浩章 9784492800898

NO 書影

内容紹介

50

51 再エネ（FIP）、環境価値、原発、揚水、VPP、水素。「日本の電力システム改革」は、今後どこに向かうべ

きか？「欧州再エネ政策」の教訓と課題は？欧州の未来は？「再エネ支援制度（FIT、FIP等）」は将来どこ

に落ち着くか？詳細な解説＆日本・欧州の最新事情＆画期的な提言。1冊で全てわかる完全バイブル。

48

保護主義への回帰、サイバー攻撃、デジタル化…多様化する経営者の課題。今、CFOと経理財務部門に求

められていることが明らかに。

49

アディダスが稼働させたスピード工場の衝撃、製造業のスマート化に取り組むアリババの狙い、情報製造小売業

で世界に挑戦するユニクロ…最新事例を一挙公開。スマートダスト／サイバーフィジカルシステム／マスカスタマ

イズほか、これからの世界はどう変わるのか？日本の第一人者が徹底解説。



Newテクノロジー 

小論文これだけ！ 
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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

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

小論文これだけ！

国際・地域・観光・社会・

メディア 超基礎編

KP00032828 東洋経済新報社 202007 EPUBリフロー ¥3,300 ¥4,400 ¥4,950

樋口裕一 9784492046722

小論文これだけ！

書き方　経済・経営編
KP00035659 東洋経済新報社 202010 EPUBリフロー ¥3,300 ¥4,400 ¥4,950

樋口裕一 9784492046753

小論文これだけ！

経済・経営　超基礎編
KP00051815 東洋経済新報社 202107 EPUBリフロー ¥3,300 ¥4,400 ¥4,950

樋口裕一
9784492046968

待望の新ジャンルが、ついに登場！そのまま使える基礎知識をやさしく解説！国際系、地域系、観光系、社

会系、メディア系の学部・学科の志望者向けに「そのまま使える基礎知識」から「自分で書くコツ」まで、すべて

を解説！「こんな本が欲しかった！」受験生、待望の1冊。

累計30万部！今一番売れている小論文シリーズで特に人気の「経済・経営編」の書き方が登場！

経済・経営系を目指す人は、まずこの１冊から！40万部突破の大人気シリーズ初の「経済・経営」の超入門

書！小論文の基本的な書き方から、経済・経営系の小論文の特徴、合格小論文を書くのに必要な基礎知

識まで、完全網羅！人気の経済・経営系を目指す人に、最初に読んでほしい1冊！

NO 書影

内容紹介

59

60

61

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

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

ＱＲコードの奇跡 KP00029696 東洋経済新報社 202002 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

小川進 9784492534199

決定版　5G KP00031412 東洋経済新報社 202006 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

片桐広逸 9784492581162

DXの真髄に迫る KP00034952 東洋経済新報社 202010 PDF ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

ベイカレント・コンサルティング【監修】 9784492961872

世界一わかりやすいDX入門

GAFAな働き方を普通の日本の会

社でやってみた

KP00035660 東洋経済新報社 202011 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

各務茂雄 9784492396551

デジタルチャンピオン KP00045767 東洋経済新報社 202104 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

PwCあらた 9784492961728

なぜ、DXは失敗するのか？ KP00047075 東洋経済新報社 202104 EPUBリフロー ¥7,920 ¥10,560 ¥11,880

トニー・サルダナ 9784492396599

戦略論とＤＸの交点 KP00051816 東洋経済新報社 202108 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

ベイカレント・コンサルティング 9784492961926

52
トヨタの生産現場、デンソーでの研究開発、ユーザーによる新しい用途開発、そして、世界中のスマートフォン

へ。日本発で国際標準になった稀有なイノベーション、50年の記録。

53
超高速／大容量・超低遅延・同時多数接続をどう使う？これだけ読めばわかる第5世代移動通信システム！

NO 書影

内容紹介

戦略論とDXが「なんとなく」のつながりしか持たずにいる状況を見過ごしてよいのか。企業を真に変革させるため

の決定版テキスト！

54
デジタル変革につまずく企業に対して、DX戦略のノウハウと豊富な具体例を示し、旬な第一人者の提言なども

盛り込んだ1冊。

55

ウィズコロナ時代DXが組織の生命線になる！V字回復、爆速経営、6000人在宅勤務を可能にするデジタル

組織のつくり方。

56

57

58

新たな世界を生き抜くための次世代DXモデルの決定版！突発的なルールチェンジへの対応力こそが鍵とな

る。

DXの70％は失敗している！P&G、ネットフリックス、スペースＸなど豊富な事例に学ぶ、DXを「DNA化」させ

るまでの実践的アプローチ。


