
         

東洋経済新報社の好評新刊&ロングセラーの 

電子書籍コンテンツを精選してお届け致します 

東洋経済新報社 

好評新刊＆ロングセラー 

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23タイトル 

同時アクセス１ 

 134,640円(本体価) 

 ※1点からご購入可 

No.KD0046 

2019年4月 



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

木下サーカス四代記 KP00018816 東洋経済新報社 201901 EPUBリフロー ¥6,600 ¥8,800 ¥9,900

山岡淳一郎 9784492503058

日本人の勝算 KP00019282 東洋経済新報社 201901 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

デービッド・アトキンソン 9784492396469

右脳思考 KP00018522 東洋経済新報社 201901 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

内田和成 9784492557860

西洋の自死 KP00018815 東洋経済新報社 201812 EPUBリフロー ¥9,240 ¥12,320 ¥13,860

ダグラス・マレー【著】

中野剛志【解説】町田敦夫【訳】
9784492444504

ファンタジーランド　上 KP00019283 東洋経済新報社 201901 EPUBリフロー ¥6,600 ¥8,800 ¥9,900

カート・アンダーセン【著】

山田美明/山田文【訳】
9784492444528

ファンタジーランド　下 KP00019284 東洋経済新報社 201901 EPUBリフロー ¥6,600 ¥8,800 ¥9,900

カート・アンダーセン【著】

山田美明/山田文【訳】
9784492444542

中央銀行 KP00018029 東洋経済新報社 201810 EPUBリフロー ¥14,850 ¥19,800 ¥22,275

白川方明 9784492654859

ＡＩ×人口減少　これから日本で何が

起こるのか
KP00018026

東洋経済新報社 201811 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

中原圭介 9784492396438

日本史で学ぶ経済学 KP00016919 東洋経済新報社 201810 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

横山和輝 9784492444474

銀行デジタル革命　決定版 KP00016549 東洋経済新報社 201809 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

木内登英 9784492681459

ＨＵＭＡＮ＋ＭＡＣＨＩＮＥ

人間＋マシン
KP00018513

東洋経済新報社 201812 EPUBリフロー ¥6,600 ¥8,800 ¥9,900

ポール・Ｒ・ドーアティ/

Ｈ・ジェームズ・ウィルソン
9784492762462

10

メガバンクがデジタル通貨発行を検討。海外ではフィンテックを駆使したキャッシュレス化が進展。金融界を襲う大変化

を大胆予測。技術力とアイデアにモノをいわせたフィンテック企業が、決済、貸出など銀行の牙城とされてきた業務に進

出。顧客のビッグデータもフィンテック企業に集まっていく。危機感を抱いた銀行は、自らデジタル通貨の発行を検討。

キャッシュレス化の流れは、日本経済全体をも大きく変える。

11

製造、サプライチェーン、会計、R＆D、営業、マーケティング―ヒトと人工知能との「協働」が始まる。GE、マイクロソフ

ト、BMW、グーグル、アマゾン…先進企業に学ぶ「これまでと違う仕事」と「これまでと違う仕事のやり方」。

8
これから日本で何が起こるのか。もっとも予測が当たる経済アナリストによる最新の未来予測。

9

宋銭を知れば仮想通貨がわかる？　働き方改革は徳川吉宗に学べ？　歴史を読み解きながら経済学の知識を身に

つける知的冒険の書。仮想通貨と鎌倉・室町時代に流通した中国銭が似ている？織田信長はプラットフォームビジネ

スの先駆者？一見無関係に見える過去の史実と現代の経済問題が、実は密接な関係にあり、大いに学ぶべきことが

あることは、珍しいことではない。歴史は、考えるヒントの宝庫だ。経済学の基本や最先端の経済問題を、過去の史実

から学ぶことは、ためになるだけでなく、面白い。気鋭の経済学者が織り成す、「ビジネスのヒント」と「教養」がいっきに身

につく歴史経済絵巻、ここに誕生！

6

9.11同時多発テロ、金融資本主義：投資家の王国、GAFA：現代の四騎士、1％vs．99％：超格差社会、ト

ランプ現象：ポスト真実―アメリカとは何か！？Amazonレビュー、500件超！

7

日本銀行入行後から総裁就任前まで、セントラルバンカーとしてのバックボーンを形成した時期を扱う第1部。総裁就

任後、経済・金融面で生じた重要事件に対する決定と背後にあった判断、真の論点、自身の思いを分析する第2

部。中央銀行のあり方を中心に、望ましい通貨管理制度をグローバルな視点で考察する第3部。

4

欧州リベラリズムの死に方。気鋭のジャーナリストが、今まで誰も書けなかったタブーに挑んだ大問題作。英国『サン

デー・タイムズ』紙のナンバーワンブック、『イブニング・スタンダード』紙のブックオブザイヤー。

5

ニューイングランド幻想、ジェファーソン：独立宣言、西部開拓：フロンティア精神、フォード：大量生産モデル、ディズ

ニー：夢の王国建設、ケネディ：宇宙計画―狂信者の国家の物語。全米で話題のベストセラー！

2

在日30年、日本を愛する伝説のアナリスト×外国人エコノミスト118人だから書けた！大変革時代の生存戦略。

3

優れたビジネスマンは勘で仕事する。「なんか、変だぞ」「これは面白い」…本物の経営者が当たり前に実践する思考

法。

NO 書影

内容紹介

1

木下サーカスとは、どんな共同体なのか。百余年の風雪に耐え、現代人を惹きつける根源に何があるのか。木下家四

代にわたる経営者の軌跡から、旅興行を実業に変えた執念と、波乱に富む人生が浮かび上がる。
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丹羽宇一郎　習近平の大問題 KP00018818 東洋経済新報社 201812 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

丹羽宇一郎 9784492444498

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 ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

スコット・ギャロウェイ【著】渡会圭子【訳】 9784492503027

「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく

東大読書
KP00013602

東洋経済新報社 201806 EPUBリフロー ¥4,620 ¥6,160 ¥6,930

西岡壱誠 9784492046258

ＡＩ　ｖｓ． 教科書が読めない子ども

たち
KP00011460

東洋経済新報社 201802 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

新井紀子 9784492762394

ＳＨＯＥ　ＤＯＧ（シュードッグ） KP00007604 東洋経済新報社 201711 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

フィル・ナイト【著】大田黒奉之【訳】 9784492046173

ストーリーとしての競争戦略 KP00018039
東洋経済新報社 201005 EPUBリフロー ¥6,160 ¥7,700 ¥9,240

楠木建 9784492532706

仮説思考 KP00005321 東洋経済新報社 200603 EPUBリフロー ¥3,520 ¥4,400 ¥5,280

内田和成 9784492555552

知識創造企業 KP00005265 東洋経済新報社 201306 EPUBリフロー ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

野中郁次郎/竹内弘高【著】

梅本勝博【訳】
9784492520819

デービッド・アトキンソン新・観光立国論 KP00005351 東洋経済新報社 201506 EPUBリフロー ¥3,300 ¥4,125 ¥4,950

デービッド・アトキンソン 9784492502754

ヤバい経済学〔増補改訂版〕 KP00013229 東洋経済新報社 200705 EPUBリフロー ¥6,600 ¥8,800 ¥9,900

スティーヴン・D・レヴィット/

スティーヴン・J・ダブナー【著】

望月衛【訳】

9784492313787

ロジカル・シンキング KP00005147 東洋経済新報社 200105 EPUBリフロー ¥4,840 ¥6,050 ¥7,260

照屋華子/岡田恵子 9784492531129

レバレッジ・リーディング KP00005259 東洋経済新報社 200612 EPUBリフロー ¥3,190 ¥3,987 ¥4,785

本田直之 9784492042694

22

本書の狙いは、体系立った、しかもシンプルで実践的なロジカル・コミュニケーションの技術を習得することにある。あえて

これを「技術」と呼ぶのは、これまでの経験から訓練を積めば誰でも身に付けられると確信するからだ。

23

なぜ「速読」より「多読」なのか？訓練不要であなたの思考が劇的に変わる。1日1冊のビジネス書を効率的・戦略的

に読みこなす投資としての読書法。

20

外国人観光客8200万人、GDP成長率8％！日本の進むべき道がここにある！

21

アメリカに経済学ブームを巻き起こし、170万部のベストセラーとなった話題の書。若手経済学者のホープが、日常生

活から裏社会まで、ユニークな分析で通念をひっくり返します。犯罪と中絶合法化論争のその後や、犬のウンコ、臓器

売買、脱税など、もっとヤバい話題を追加した増補改訂版。

18

仮説から始めれば作業量は激減する。BCGコンサルタントが3倍速で仕事を進められる秘訣。

19

世界に示した初の日本発「経営理論」。

16

世界最高のブランド、ナイキを創った男。

17
戦略の神髄は、思わず人に話したくなるような面白いストーリーにある。多くの事例をもとに「ストーリー」という視点から

究極の競争優位をもたらす論理を解明。

14
速く読める。論理の流れを追える。一言で説明できる。多面的に解釈できる。ずっと忘れない。東大生だけが知ってい

る、究極の読書術！勉強にも仕事にも効く！「こんな読み方、あったんだ」

15
大規模な調査の結果わかった驚愕の実態―日本の中高校生の多くは、中学校の教科書の文章を正確に理解でき

ない。多くの仕事がAIに代替される将来、読解力のない人間は失業するしかない…。気鋭の数学者が導き出した最

悪のシナリオと教育への提言。

12

現実を知らずに嫌中を叫ぶな！いま中国で起きていること、これから起こることを中国をよく知る元大使が感情論抜き

に大胆に語る！中国のいまを知るビジネスマン、政治家、専門家に聞いてわかったメディアが伝えない真実！

13
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。



◆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。（30日有効期限） 

◆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。 


