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コンテンツID

タイトル

TN

通常価格 学術価格
（税込）
（税込）

分野

Darden Business Publishing
1 CCJB-UVA-12109-02

アップショップ・インク

◎

¥648

¥518 経営・戦略

2 CCJB-UVA-80019-01

ノースロップ・グラマン・インフォメーション・テクノロ
ジーにおける合併後の経営統合

NA

¥864

¥691 経営・戦略

3 CCJB-UVA-10017-01

雪印乳業（A）： 再生の可能性を見極める

◎

¥864

¥691 国際経営

4 CCJB-UVA-10018-01

雪印乳業（B）： 改革と再生への取り組み

◎

¥756

¥604 国際経営

5 CCJB-UVA-10019-01

雪印乳業（C）： 2009年－残された課題

◎

¥648

¥518 国際経営

6 CCJB-UVA-70238-01

ウォーレン E. バフェット （2005年）

◎

¥972

¥777 財務

◎

¥864

¥691 財務

◎

¥756

¥604 財務

◎

¥864

¥691 財務

7 CCJB-UVA-17048-01
8 CCJB-UVA-17049-01
9 CCJB-UVA-70233-01

エンピリカル・ケミカルズ（A）： マージーサイド・プ
ロジェクト
エンピリカル・ケミカルズ（B）： マージーサイド・プ
ロジェクトとロッテルダム・プロジェクト
マイクロストラテジー社： PIPE

Harvard Business Publishing
10 CCJB-HBS-70035-01

1968年から1997年までのインテル

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

11 CCJB-HBS-70088-01

1992年のバイオテクノロジー戦略

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

12 CCJB-HBS-12033-01

2000年のドイツ金融システム

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

13 CCJB-HBS-13040-01

2003年のウォルマート・ストアーズ（要約版）

NA

¥1,360

¥842 経営・戦略

14 CCJB-HBS-70239-02

2005年のマイクロソフト

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

15 CCJB-HBS-10016-01

2006年のエドワード・ジョーンズ： 成功に向き合う

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

16 CCJB-HBS-15018-01

2014年のグーグル（要約版）

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

17 CCJB-HBS-13014-01

21世紀の製薬業界における戦略： メルクとファイ
ザー

〇

¥1,468

¥928 経営・戦略

18 CCJB-HBS-80053-01

RCA レコード： デジタル革命

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

19 CCJB-HBS-80122-01

アイス・フィリ

〇

¥1,414

¥928 経営・戦略

20 CCJB-HBS-10074-01

IBMの新事業創出（A）

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

21 CCJB-HBS-12003-01

IBMの体質転換

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

22 CCJB-HBS-70017-05

アサヒビール

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

23 CCJB-HBS-70002-01

アセア・ブラウン・ボベリ

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

24 CCJB-HBS-13028-01

アップル 2012年

〇

¥1,414

¥928 経営・戦略

25 CCJB-HBS-70083-02

アップルコンピュータ 2002年

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

26 CCJB-HBS-70226-03

アップルコンピュータ 2006年

〇

¥1,414

¥928 経営・戦略

27 CCJB-HBS-70041-01

アメリカの航空産業： 1995年の状況

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

28 CCJB-HBS-00014-02

アリババのタオバオ（A）

〇

¥1,501

¥1,004 経営・戦略

29 CCJB-HBS-80030-01

EMIとCTスキャナー （A）

〇

¥1,144

¥756 経営・戦略

30 CCJB-HBS-80031-01

EMIとCTスキャナー （B）

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

31 CCJB-HBS-12028-01

イノセンティブ・ドットコム（A）

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。
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コンテンツID

通常価格 学術価格
（税込）
（税込）

分野

タイトル

TN

32 CCJB-HBS-14017-01

インテュイットのクイックブックス： 製品からプラット
フォームへ

NA

¥1,306

¥842 経営・戦略

33 CCJB-HBS-70240-02

ウィンテル （A）： 協力か対立か？

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

34 CCJB-HBS-70241-02

ウィンテル （B）： NSPからMMXへ

〇

¥691

¥453 経営・戦略

35 CCJB-HBS-70242-01

ウィンテル （C）： MMXからインターネットへ

〇

¥691

¥453 経営・戦略

〇

¥691

¥453 経営・戦略

〇

¥691

¥453 経営・戦略

〇

¥691

¥453 経営・戦略

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

〇

¥1,414

¥928 経営・戦略

36 CCJB-HBS-70243-01
37 CCJB-HBS-70244-01
38 CCJB-HBS-70245-01
39 CCJB-HBS-16011-02
40 CCJB-HBS-70227-02
41 CCJB-HBS-12106-01

ウィンテル （D）： インターネットから複数市場の調
整へ
ウィンテル （E）： 複数市場でのコンタクトから複数
地域でのコンタクトへ
ウィンテル （F）： 複数地域でのコンタクトからオー
プンソースへ
ウーバー： 世界の移動手段を変革する
ウォルト・ディズニー・カンパニー： エンタテイメント
の王様
ウォルト・ディズニー・カンパニーとピクサー： 買収
すべきか否か

42 CCJB-HBS-70036-02

ウォルマート・ストアーズ

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

43 CCJB-HBS-70127-03

ウォルマート・ディスカウント事業

〇

¥1,144

¥756 経営・戦略

44 CCJB-HBS-70116-02

運動靴の国際調達： ナイキとリーボック

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

45 CCJB-HBS-70037-01

AOLタイムワーナー

NA

¥1,360

¥842 経営・戦略

46 CCJB-HBS-17043-01

AKB48のグローバル展開（A）

NA

¥1,544

¥1,080 経営・戦略

47 CCJB-HBS-17044-01

AKB48のグローバル展開（B）

NA

¥826

¥675 経営・戦略

48 CCJB-HBS-13042-01

エーザイの知識創造

NA

¥1,306

¥842 経営・戦略

49 CCJB-HBS-70118-01

ABBの継電器事業： グローバル・マトリックスの構
築と管理

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

50 CCJB-HBS-17007-01

エコノミスト

NA

¥1,360

¥842 経営・戦略

NA

¥1,306

¥842 経営・戦略

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

〇

¥691

¥540 経営・戦略

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

51 CCJB-HBS-10067-01
52 CCJB-HBS-12046-01
53 CCJB-HBS-12047-01
54 CCJB-HBS-80038-01

NTTドコモ（A）： ワイヤレス・インターネットの未
来？
エンロン・ディベロップメント・コーポレーション： イ
ンド、マハラシュトラ州ダボール発電プロジェクト
エンロン・ディベロップメント・コーポレーション： イ
ンド、マハラシュトラ州ダボール発電プロジェクト
オンラインの覇者（A）： バーンズ・アンド・ノーブル
対アマゾン・ドット・コム

55 CCJB-HBS-14018-01

ガゼル 2012年

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

56 CCJB-HBS-70065-01

株式会社NTTドコモ： モバイルFeliCa

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

57 CCJB-HBS-70084-02

グッチ・グループ N.V. （A）

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

58 CCJB-HBS-70085-02

グッチ・グループ N.V. （B）

〇

¥691

¥453 経営・戦略

59 CCJB-HBS-80121-01

グッチ・グループ N.V. （C）

〇

¥691

¥540 経営・戦略

60 CCJB-HBS-12001-01

クラウン・コルク・アンド・シール・カンパニー（縮約
版）

NA

¥1,306

¥842 経営・戦略

61 CCJB-HBS-70132-02

クラウン・コーク・アンド・シール社

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

NA

¥1,306

¥842 経営・戦略

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

62 CCJB-HBS-70187-02
63 CCJB-HBS-70038-01
64 CCJB-HBS-12113-01

激化するコーラ戦争： 1990年代のコーク対ペプシ
の行方
コーク対ペプシの百年戦争（1890年代～1990年
代）
コーラ戦争は続く： 2010年のコカ・コーラ対ペプシ

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。
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通常価格 学術価格
（税込）
（税込）
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65 CCJB-HBS-70121-02

コカ・コーラ対ペプシコーラと清涼飲料業界

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

66 CCJB-HBS-15008-02

コマツ： グローバル化の取り組み

NA

¥1,360

¥842 経営・戦略

67 CCJB-HBS-17038-01

コロンビア号最後のミッション

NA

¥1,414

¥928 経営・戦略

68 CCJB-HBS-80054-01

サーチ＆サーチ・カンパニー：企業戦略

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

69 CCJB-HBS-90032-01

サムスン電子

〇

¥1,539

¥1,020 経営・戦略

70 CCJB-HBS-70082-02

ZARA： ファースト・ファッション

〇

¥1,414

¥928 経営・戦略

71 CCJB-HBS-80057-01

酸性雨： サザン・カンパニー （A）

〇

¥1,036

¥669 経営・戦略

72 CCJB-HBS-70190-01

酸性雨： サザン・カンパニー （B）

〇

¥1,144

¥756 経営・戦略

73 CCJB-HBS-70131-02

GE－1981年に於ける戦略的地位

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

74 CCJB-HBS-12054-01

GEのイマジネーション・ブレークスルー： Evoプロ
ジェクト

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

75 CCJB-HBS-70081-01

GEの成長戦略： イメルトの施策

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

76 CCJB-HBS-10053-01

GEのタレントマシン：CEOを作る

〇

¥1,414

¥928 経営・戦略

77 CCJB-HBS-12052-01

GE： よいものに生命を吹き込み、よい生活を（A）

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

78 CCJB-HBS-12053-01

GE： よいものに生命を吹き込み、よい生活を（B）

〇

¥691

¥453 経営・戦略

79 CCJB-HBS-70188-02

CFモーターフレイト 1992年

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

80 CCJB-HBS-13031-01

JPモルガン・チェースとCIOの損失

NA

¥1,144

¥756 経営・戦略

81 CCJB-HBS-16003-01

シブステッド

NA

¥1,965

¥1,425 経営・戦略

82 CCJB-HBS-70189-04

シャープ株式会社： 技術戦略

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

83 CCJB-HBS-70117-02

ジャック・ウェルチ： ゼネラル・エレクトリックの革
命児

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

84 CCJB-HBS-70129-02

ジョンソン・エンド・ジョンソン （A）： 理念と文化

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

〇

¥1,144

¥756 経営・戦略

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

85 CCJB-HBS-70130-02
86 CCJB-HBS-12004-01

ジョンソン・エンド・ジョンソン （B）： ホスピタル・
サービス社
ジョンソン・エンド・ジョンソン： ホスピタル・サービ
ス

87 CCJB-HBS-12006-01

新生銀行（A）

NA

¥1,306

¥842 経営・戦略

88 CCJB-HBS-12007-01

新生銀行（D）

NA

¥1,306

¥842 経営・戦略

89 CCJB-HBS-12120-01

シンドラー・インドでのシルビオ・ナポリ（A）

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

90 CCJB-HBS-12121-01

シンドラー・インドでのシルビオ・ナポリ（B）

〇

¥691

¥453 経営・戦略

91 CCJB-HBS-70113-02

スカンディアAFS－知的資本の世界的構築

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

92 CCJB-HBS-70078-01

スミダコーポレーションのガバナンス

NA

¥1,360

¥842 経営・戦略

93 CCJB-HBS-70115-02

3Mオプティカル・システムズ： 企業内起業家精神
の管理

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

94 CCJB-HBS-70016-02

スリーエム： 革新する企業の横顔

NA

¥1,252

¥756 経営・戦略

95 CCJB-HBS-00005-01

セメックスのグローバリゼーション

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

96 CCJB-HBS-00015-01

ダイエーの再建

NA

¥1,144

¥756 経営・戦略

97 CCJB-HBS-10062-01

タタ・ナノ－人々のための自動車

NA

¥1,360

¥842 経営・戦略

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。
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98 CCJB-HBS-16004-01

ダナハー・コーポレーション

〇

¥1,846

¥1,360 経営・戦略

99 CCJB-HBS-13038-01

中国のヤフー！（A）

NA

¥1,360

¥842 経営・戦略

100 CCJB-HBS-13039-01

中国のヤフー！（B）

NA

¥691

¥453 経営・戦略

101 CCJB-HBS-70073-02

中国を美しく： 資生堂と中国市場

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

102 CCJB-HBS-14020-02

テスラモーターズ

NA

¥1,598

¥1,134 経営・戦略

103 CCJB-HBS-70033-01

デル・コンピュータ

〇

¥1,414

¥928 経営・戦略

104 CCJB-HBS-10047-02

デルタ航空（A）： 格安航空会社の脅威

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

105 CCJB-HBS-10048-01

デルタ航空（B）： ソングの立ち上げ

〇

¥691

¥540 経営・戦略

106 CCJB-HBS-12040-01

デルを再生する

NA

¥1,360

¥842 経営・戦略

107 CCJB-HBS-12034-01

ドゥカティ

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

108 CCJB-HBS-70213-01

トヨタ自動車： プリウスの誕生

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

109 CCJB-HBS-15017-01

ナイキのソーシャルメディア戦略

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

〇

¥1,144

¥756 経営・戦略

〇

¥691

¥453 経営・戦略

110 CCJB-HBS-70034-02
111 CCJB-HBS-90036-01

苦い競争： オランダ・スイートナー対ニュートラス
イート （A）
苦い競争： オランダ・スイートナー対ニュートラス
イート （B）

112 CCJB-HBS-80045-02

日産自動車、2002年

NA

¥1,360

¥842 経営・戦略

113 CCJB-HBS-80056-01

日本の金融システム： 戦後から新ミレニアムへ

〇

¥1,414

¥928 経営・戦略

114 CCJB-HBS-12096-01

ニューウェル・カンパニー： 企業買収戦略

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

115 CCJB-HBS-10025-01

ネットフリックス

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

116 CCJB-HBS-14013-01

ノバルティス： グローバル企業を導くということ

NA

¥1,360

¥842 経営・戦略

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

117 CCJB-HBS-16019-01
118 CCJB-HBS-17039-01
119 CCJB-HBS-70249-02

バズフィード（BuzzFeed）―ネイティブ広告の可能
性
バリー・ウェーミラーの「真に人間的なリーダー
シップ」
パワープレイ （A）： 任天堂と8ビット・ビデオゲー
ム

120 CCJB-HBS-80036-01

パワープレイ（B）： セガと16ビット・ビデオゲーム

〇

¥1,144

¥756 経営・戦略

121 CCJB-HBS-80037-01

パワープレイ（C）： 3DOと32ビット・ビデオゲーム

〇

¥1,144

¥756 経営・戦略

122 CCJB-HBS-10026-01

パンドラ・ラジオ： 儲けにならない顧客は切り捨て
る？

〇

¥1,144

¥756 経営・戦略

123 CCJB-HBS-70234-01

P&Gジャパン： SK-II グローバル化プロジェクト

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

124 CCJB-HBS-13044-01

東日本大震災（A）

NA

¥1,036

¥669 経営・戦略

125 CCJB-HBS-13045-01

東日本大震災（B）： ファーストリテイリンググルー
プの対応

NA

¥799

¥626 経営・戦略

126 CCJB-HBS-13046-01

東日本大震災（C）： 石巻港湾病院の対応

NA

¥799

¥626 経営・戦略

127 CCJB-HBS-13047-01

東日本大震災（D）： ローソンの対応

NA

¥799

¥626 経営・戦略

128 CCJB-HBS-13048-01

東日本大震災（E）： ヤマト運輸の対応

NA

¥799

¥626 経営・戦略

129 CCJB-HBS-12049-01

ビベンディ（A）： フランスのコングロマリット企業の
再活性化

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

130 CCJB-HBS-13043-01

ファーストリテイリンググループ

NA

¥1,544

¥1,026 経営・戦略

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。

［2018年4月版］

日本語ケース取り扱いリスト 5/20

コンテンツID

通常価格 学術価格
（税込）
（税込）

分野

タイトル

TN

131 CCJB-HBS-80058-01

ファイザー：世界市場における知的財産権の保護

NA

¥1,360

¥842 経営・戦略

132 CCJB-HBS-00006-01

ファルマシアス・シミラレス：メキシコにおけるBOP
（社会経済的ピラミッドの底辺）に対する官民それ

NA

¥1,571

¥1,053 経営・戦略

133 CCJB-HBS-80039-01

フィリップス・グループ： 1987年

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

134 CCJB-HBS-10010-01

フィリップスと松下電器： 競争は続く

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

135 CCJB-HBS-80123-01

フィンランドとノキア： 世界で最も競争力のある経
済を築く

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

136 CCJB-HBS-12051-01

富士フイルム： 第二の創業

〇

¥1,414

¥928 経営・戦略

137 CCJB-HBS-70089-01

ブリガム・アンド・ウィメンズ・ホスピタル 1992

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

〇

¥799

¥626 経営・戦略

138 CCJB-HBS-80040-01
139 CCJB-HBS-80060-01
140 CCJB-HBS-80061-01

プロクター＆ギャンブル・ヨーロッパ： ヴィジアの発
売
プロクター・アンド・ギャンブル： オーガニゼーショ
ン 2005 （A）
プロクター・アンド・ギャンブル： オーガニゼーショ
ン 2005 （B）

141 CCJB-HBS-70196-02

プロクター＆ギャンブル・ジャパン （B）

NA

¥691

¥453 経営・戦略

142 CCJB-HBS-70197-02

プロクター＆ギャンブル・ジャパン （C）

NA

¥907

¥712 経営・戦略

143 CCJB-HBS-70198-02

プロクター＆ギャンブル・ジャパン （D）

NA

¥691

¥453 経営・戦略

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

〇

¥691

¥453 経営・戦略

144 CCJB-HBS-00011-01
145 CCJB-HBS-00012-01

プロクター・アンド・ギャンブル・ブラジル（A）： 2
1/2の立て直し
プロクター・アンド・ギャンブル・ブラジル（B）： 成功
にならう

146 CCJB-HBS-15010-01

プロダクション・アイジー： 現状への挑戦

NA

¥1,458

¥993 経営・戦略

147 CCJB-HBS-13012-01

ホールフーズマーケット

〇

¥1,414

¥928 経営・戦略

148 CCJB-HBS-70119-02

ボディショップ・インターナショナル

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

149 CCJB-HBS-13032-01

ホンダ（A）

〇

¥1,144

¥756 経営・戦略

150 CCJB-HBS-13033-01

ホンダ（B）

〇

¥691

¥540 経営・戦略

151 CCJB-HBS-70014-01

マッキンゼー： 知識と学習の管理運営

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

152 CCJB-HBS-70124-02

松下電器産業（MEI）、1987年

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

153 CCJB-HBS-15007-01

松下電器産業の変革（要約版）

NA

¥1,306

¥842 経営・戦略

154 CCJB-HBS-15005-02

メイヨー・クリニック： 2020年構想

NA

¥1,706

¥1,220 経営・戦略

155 CCJB-HBS-80013-01

もっと輝く笑顔を人々に―コルゲートvs. P&G

〇

¥1,252

¥756 経営・戦略

156 CCJB-HBS-12031-01

ヤフー！： インターネット時代のビジネス

〇

¥1,414

¥928 経営・戦略

〇

¥1,036

¥669 経営・戦略

〇

¥691

¥453 経営・戦略

〇

¥907

¥712 経営・戦略

157 CCJB-HBS-70031-03
158 CCJB-HBS-80005-02
159 CCJB-HBS-70032-02

ヨーロッパをめぐる熾烈な戦い - ライアンエア
（A）
ヨーロッパをめぐる熾烈な戦い - ライアンエア
（B）
ヨーロッパをめぐる熾烈な戦い - ライアンエア
（C）

160 CCJB-HBS-15009-01

楽天

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

161 CCJB-HBS-70012-01

リンカーン・エレクトリック： 海外進出に賭ける

〇

¥1,306

¥842 経営・戦略

162 CCJB-HBS-80034-01

ルーセント・テクノロジー： ニュー・ベンチャー・グ
ループの未来

NA

¥1,252

¥756 経営・戦略

163 CCJB-HBS-70214-01

ルノー・日産アライアンス

NA

¥1,360

¥842 経営・戦略

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。
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タイトル

TN

通常価格 学術価格
（税込）
（税込）

分野

164 CCJB-HBS-16012-01

レゴ

〇

¥1,360

¥842 経営・戦略

165 CCJB-HBS-17006-01

レゴ（A）： 危機

〇

¥1,144

¥756 経営・戦略

166 CCJB-HBS-70040-01

ロバート・モンダヴィの競争戦略

NA

¥1,306

¥842 経営・戦略

167 CCJB-HBS-80014-01

ワールプールの変革 （A）

NA

¥1,252

¥756 経営・戦略

168 CCJB-HBS-80015-01

ワールプールの変革 （B）

NA

¥799

¥626 経営・戦略

169 CCJB-HBS-80016-01

ワールプールの変革 （C）

NA

¥799

¥626 経営・戦略

〇

¥799

¥626 国際経営

〇

¥1,252

¥756 国際経営

170 CCJB-HBS-15024-01
171 CCJB-HBS-12041-01

イケアにおけるグローバル調達への挑戦： インド
のラグマットと児童労働（B）
ガーバー・プロダクツ・カンパニー： 新生ポーラン
ドへの投資

172 CCJB-HBS-12035-01

WTO論争に関するノート： 五つの主要なケース

NA

¥1,144

¥756 国際経営

173 CCJB-HBS-12119-02

レベンダリー・カフェ：中国での挑戦

〇

¥1,144

¥756 国際経営

174 CCJB-HBS-70144-02

アロー・エレクトロニクス・インク

〇

¥1,306

¥842 マーケティング

175 CCJB-HBS-10021-01

インサイド・インテル・インサイド

〇

¥1,360

¥842 マーケティング

〇

¥1,755

¥1,236 マーケティング

〇

¥1,306

¥842 マーケティング

176 CCJB-HBS-90012-02
177 CCJB-HBS-10049-01

インドにおけるユニリーバ： ヒンダスタン・リーバの
プロジェクト・シャクティ
インド・マドゥライのアラヴィンド眼科病院： 視力へ
の貢献

178 CCJB-HBS-70076-01

NOK 株式会社 （A）

NA

¥1,306

¥842 マーケティング

179 CCJB-HBS-70077-01

NOK 株式会社 （B）

NA

¥691

¥540 マーケティング

180 CCJB-HBS-70212-01

NTTドコモ： iモードのマーケティング

〇

¥1,798

¥1,279 マーケティング

181 CCJB-HBS-70165-03

オートバイテル・ドットコム

〇

¥1,306

¥842 マーケティング

182 CCJB-HBS-70164-02

オプチカル・ディストーション （A）

〇

¥1,144

¥756 マーケティング

183 CCJB-HBS-80059-01

オプチカル・ディストーション （C）：1988年の再発
売

〇

¥928

¥583 マーケティング

184 CCJB-HBS-80101-01

オムニテル・プロント・イタリア

〇

¥1,306

¥842 マーケティング

185 CCJB-HBS-70075-02

過渡期の高島屋

NA

¥1,414

¥928 マーケティング

186 CCJB-HBS-00013-01

カフェ・デ・コロンビア

NA

¥1,360

¥842 マーケティング

187 CCJB-HBS-00010-01

カラーキネティクス社 （A）

NA

¥1,252

¥756 マーケティング

188 CCJB-HBS-70149-02

キャリックス＆カローラ

〇

¥1,414

¥928 マーケティング

189 CCJB-HBS-70142-02

ケースメソッド授業での討論の振付

NA

¥1,036

¥669 マーケティング

190 CCJB-HBS-17045-01

ゴディバ・ジャパン： 地域で考え、グローバルに展
開する

NA

¥1,350

¥961 マーケティング

191 CCJB-HBS-13027-01

コンピュートロン 2006年

NA

¥1,036

¥669 マーケティング

192 CCJB-HBS-90004-01

サイワールド： ソーシャルネットワークにおける価
値の創造と獲得

〇

¥1,582

¥1,117 マーケティング

193 CCJB-HBS-70229-02

サムスン電子： グローバル・マーケティング

〇

¥1,414

¥928 マーケティング

194 CCJB-HBS-70194-03

ザラ （ZARA）

〇

¥1,560

¥1,042 マーケティング

195 CCJB-HBS-70160-02

サンキスト・グロワーズ社

〇

¥1,306

¥842 マーケティング

196 CCJB-HBS-70095-02

スターバックス： 顧客サービスの提供

〇

¥1,306

¥842 マーケティング

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。
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コンテンツID
197 CCJB-HBS-70151-02
198 CCJB-HBS-80011-01
199 CCJB-HBS-70145-02

タイトル

ゼロックス： 顧客満足プログラム
ソニーAIBO： 世界初のエンターテインメント・ロ
ボット
ソニー・コーポレーション： カーナビゲーション・シ
ステム

TN

通常価格 学術価格
（税込）
（税込）

分野

〇

¥1,306

¥842 マーケティング

〇

¥1,609

¥1,144 マーケティング

〇

¥1,414

¥928 マーケティング

200 CCJB-HBS-14015-02

ダヴ： ブランドの進化

NA

¥1,144

¥756 マーケティング

201 CCJB-HBS-80050-01

デル・オンライン

〇

¥1,360

¥842 マーケティング

202 CCJB-HBS-80117-01

ドキュメンタム Inc.

〇

¥1,360

¥842 マーケティング

203 CCJB-HBS-13035-01

トヨタのリコール（A）： 急停止

NA

¥1,360

¥842 マーケティング

204 CCJB-HBS-13036-01

トヨタのリコール（B）： 豊田氏、ワシントンへ行く

NA

¥691

¥540 マーケティング

205 CCJB-HBS-13037-01

トヨタのリコール（C）： 前途多難

NA

¥691

¥540 マーケティング

〇

¥1,679

¥1,182 マーケティング

〇

¥1,468

¥928 マーケティング

〇

¥691

¥453 マーケティング

206 CCJB-HBS-16005-01
207 CCJB-HBS-80099-01
208 CCJB-HBS-80100-01

日本におけるがん検診： マーケットリサーチとセ
グメンテーション
ネスレ冷蔵食品（NRFC）： コンタディーナ・パスタ
及びピザ（A）
ネスレ冷蔵食品（NRFC）： コンタディーナ・パスタ
及びピザ（B）

209 CCJB-HBS-10064-01

バーバリー

〇

¥1,587

¥1,123 マーケティング

210 CCJB-HBS-90005-02

バイオコン： インドで新しい抗がん剤を発売

〇

¥1,252

¥756 マーケティング

NA

¥1,641

¥1,177 マーケティング

NA

¥1,306

¥842 マーケティング

〇

¥1,144

¥756 マーケティング

211 CCJB-HBS-90011-02
212 CCJB-HBS-70150-01
213 CCJB-HBS-80051-01

バックチャンネルメディア： テレビを「クリック可能」
にする
バルコ・プロジェクション・システムズ （A）： 世界の
ニッチ市場へのマーケティング
プライスライン・ドット・コム：自分で価格を指定しよ
う

214 CCJB-HBS-70028-02

ブラック＆デッカー株式会社 （A） ： 動力工具部門

〇

¥1,144

¥756 マーケティング

215 CCJB-HBS-70143-02

フリーマーケッツ・オンライン

〇

¥1,306

¥842 マーケティング

216 CCJB-HBS-70146-02

ベトナム： 市場参入の意思決定

〇

¥1,252

¥756 マーケティング

217 CCJB-HBS-80049-01

ポリグラム・クラシックス

NA

¥1,360

¥842 マーケティング

218 CCJB-HBS-12114-01

マーケティング戦略に関するノート

NA

¥1,252

¥756 マーケティング

219 CCJB-HBS-00007-01

マイクロソフトのアンリミテッド・ポテンシャル （A）

NA

¥1,306

¥842 マーケティング

220 CCJB-HBS-14016-01

マイクロフリッジ： コンセプト

〇

¥928

¥583 マーケティング

221 CCJB-HBS-10063-01

マクドナルド

〇

¥1,144

¥756 マーケティング

222 CCJB-HBS-10022-01

メタバイカル： 減量薬新製品の価格設定、パッ
ケージング、そして需要予測

〇

¥1,036

¥669 マーケティング

223 CCJB-HBS-70027-02

ランド・ローバー・ノース・アメリカ

〇

¥1,819

¥1,333 マーケティング

224 CCJB-HBS-70163-01

レッグズ・プロダクツ株式会社 （要約版）

NA

¥1,306

¥842 マーケティング

225 CCJB-HBS-10023-01

レノボ： グローバル・ブランドの構築

〇

¥1,933

¥1,447 マーケティング

〇

¥1,144

¥756 マーケティング

〇

¥1,252

¥756 マーケティング

226 CCJB-HBS-80120-01
227 CCJB-HBS-80048-01

ローズウッド・ホテルズ＆リゾーツ： 顧客の収益性
と生涯価値を高めるブランド設定
ロータス・デベロップメント チャネル選択： 直販対
流通業者

228 CCJB-HBS-70157-02

ロックタイト社： 業務用製品グループ

〇

¥1,252

¥756 マーケティング

229 CCJB-HBS-10057-01

アクテリオンでのイノベーションと成長

NA

¥1,306

¥842 組織行動・人的資源管理

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。
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コンテンツID

タイトル

TN

通常価格 学術価格
（税込）
（税込）

分野

230 CCJB-HBS-70021-01

アズダ （A）

〇

¥1,252

¥756 組織行動・人的資源管理

231 CCJB-HBS-70022-01

アズダ （B）

〇

¥907

¥712 組織行動・人的資源管理

232 CCJB-HBS-80113-02

エヴェレスト－1996年の出来事

〇

¥1,306

¥842 組織行動・人的資源管理

233 CCJB-HBS-70024-01

SMA－マイクロエレクトロニクス製品事業部 （A）

〇

¥1,252

¥756 組織行動・人的資源管理

234 CCJB-HBS-70025-01

SMA－マイクロエレクトロニクス製品事業部 （B）

〇

¥1,144

¥756 組織行動・人的資源管理

235 CCJB-HBS-15021-01

言語とグローバル化： 楽天の「英語化」（A）

〇

¥1,252

¥756 組織行動・人的資源管理

236 CCJB-HBS-15022-01

言語とグローバル化： 楽天の「英語化」（B）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

237 CCJB-HBS-13053-01

コーチK： ハートの問題

〇

¥1,144

¥756 組織行動・人的資源管理

238 CCJB-HBS-13052-01

コーチ・ナイト： 勝利への熱意

〇

¥1,252

¥756 組織行動・人的資源管理

239 CCJB-HBS-10071-01

コロニアル・フード・サービス・カンパニー

〇

¥1,036

¥669 組織行動・人的資源管理

240 CCJB-HBS-70138-01

作業グループの分析フレームワーク

NA

¥1,306

¥842 組織行動・人的資源管理

241 CCJB-HBS-00017-01

GSKによるサートリス買収： 独立か統合か

〇

¥1,306

¥842 組織行動・人的資源管理

242 CCJB-HBS-10072-01

ジェームズ・クランストン

〇

¥1,036

¥669 組織行動・人的資源管理

243 CCJB-HBS-17010-01

職場における「違い」： アリー（A）

〇

¥928

¥583 組織行動・人的資源管理

244 CCJB-HBS-17011-01

職場における「違い」： アリー（B）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

245 CCJB-HBS-17012-01

職場における「違い」： アリー（C）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

246 CCJB-HBS-17008-01

職場における「違い」： アレックス（A）

〇

¥928

¥583 組織行動・人的資源管理

247 CCJB-HBS-17009-01

職場における「違い」： アレックス（B）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

248 CCJB-HBS-17031-01

職場における「違い」： ウィル（A）

〇

¥928

¥583 組織行動・人的資源管理

249 CCJB-HBS-17032-01

職場における「違い」： ウィル（B）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

250 CCJB-HBS-17016-01

職場における「違い」： エミリー（A）

〇

¥928

¥583 組織行動・人的資源管理

251 CCJB-HBS-17017-01

職場における「違い」： エミリー（B）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

252 CCJB-HBS-17018-01

職場における「違い」： エミリー（C）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

253 CCJB-HBS-17019-01

職場における「違い」： エリカ（A）

〇

¥928

¥583 組織行動・人的資源管理

254 CCJB-HBS-17020-01

職場における「違い」： エリカ（B）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

255 CCJB-HBS-17029-01

職場における「違い」： サミール（A）

〇

¥928

¥583 組織行動・人的資源管理

256 CCJB-HBS-17030-01

職場における「違い」： サミール（B）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

257 CCJB-HBS-17027-01

職場における「違い」： サム（A）

〇

¥928

¥583 組織行動・人的資源管理

258 CCJB-HBS-17028-01

職場における「違い」： サム（B）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

259 CCJB-HBS-17021-01

職場における「違い」： ジェイソン（A）

〇

¥928

¥583 組織行動・人的資源管理

260 CCJB-HBS-17022-01

職場における「違い」： ジェイソン（B）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

261 CCJB-HBS-17023-01

職場における「違い」： ジェニー（A）

〇

¥928

¥583 組織行動・人的資源管理

262 CCJB-HBS-17024-01

職場における「違い」： ジェニー（B）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。
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263 CCJB-HBS-17013-01

職場における「違い」： ベン（A）

〇

¥928

¥583 組織行動・人的資源管理

264 CCJB-HBS-17014-01

職場における「違い」： ベン（B）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

265 CCJB-HBS-17015-01

職場における「違い」： ベン（C）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

266 CCJB-HBS-17025-01

職場における「違い」： マーティン（A）

〇

¥928

¥583 組織行動・人的資源管理

267 CCJB-HBS-17026-01

職場における「違い」： マーティン（B）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

268 CCJB-HBS-70193-02

新生銀行： 一体化への取り組み

〇

¥1,306

¥842 組織行動・人的資源管理

269 CCJB-HBS-80010-01

新生銀行： 一体化への取り組み （B）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

270 CCJB-HBS-10020-01

ストーン・フィンチ： 新部門、旧部門

〇

¥1,144

¥756 組織行動・人的資源管理

271 CCJB-HBS-13029-01

ゼネラル・エレクトリックの経営者報酬（A）

〇

¥1,306

¥842 組織行動・人的資源管理

272 CCJB-HBS-13030-01

ゼネラル・エレクトリックの経営者報酬（B）

〇

¥691

¥540 組織行動・人的資源管理

273 CCJB-HBS-12009-01

ゼネラル・ダイナミクス： 報酬と戦略（A）

NA

¥1,306

¥842 組織行動・人的資源管理

274 CCJB-HBS-12008-01

デルファイ・コーポレーション（A）

NA

¥1,306

¥842 組織行動・人的資源管理

275 CCJB-HBS-16010-01

トーマス・グリーン： 権力、社内政治、危機に陥る
キャリア

〇

¥1,144

¥756 組織行動・人的資源管理

276 CCJB-HBS-10055-01

ニコラス・ピラマルのマイケル・フェルナンデス

〇

¥1,252

¥756 組織行動・人的資源管理

277 CCJB-HBS-10070-01

ノードストロム： 従業員の意見の相違？（A）

〇

¥1,306

¥842 組織行動・人的資源管理

278 CCJB-HBS-12056-01

ノードストロム： 従業員の意見の相違？（B）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

NA

¥1,360

¥842 組織行動・人的資源管理

NA

¥799

¥626 組織行動・人的資源管理

NA

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

NA

¥691

¥540 組織行動・人的資源管理

NA

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

NA

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

279 CCJB-HBS-12012-01
280 CCJB-HBS-12013-01
281 CCJB-HBS-12014-01
282 CCJB-HBS-12015-01
283 CCJB-HBS-12016-01
284 CCJB-HBS-12017-01

ヒューレット・パッカードのサンタローザ・システム
事業部（A）： 過去を引きずる試行錯誤
ヒューレット・パッカードのサンタローザ・システム
事業部（A1）： プロファイリング・プロセスと未来モ
ヒューレット・パッカードのサンタローザ・システム
事業部（A2）： タスクフォースへの対応
ヒューレット・パッカードのサンタローザ・システム
事業部（A3）： 組織再編の効果
ヒューレット・パッカードのサンタローザ・システム
事業部（A4）： 長旅の進展
ヒューレット・パッカードのサンタローザ・システム
事業部（B3）： 組織の適合力プロファイリングの評

285 CCJB-HBS-70023-01

ヒューレット・パッカードの人材 （A）

〇

¥1,360

¥842 組織行動・人的資源管理

286 CCJB-HBS-90009-02

フェーズ・ゼロ： IDEO による新サービス導入 （B）

〇

¥691

¥540 組織行動・人的資源管理

287 CCJB-HBS-10075-01

フォード： ピーターセンの経営改革

〇

¥1,252

¥756 組織行動・人的資源管理

288 CCJB-HBS-10076-01

ベスト・バイ（A）： 革新者の旅

NA

¥1,306

¥842 組織行動・人的資源管理

289 CCJB-HBS-70026-01

変革を先導する

NA

¥1,036

¥669 組織行動・人的資源管理

290 CCJB-HBS-70097-02

フェーズ・ゼロ： IDEO による新サービス導入 （A）

〇

¥1,144

¥756 組織行動・人的資源管理

291 CCJB-HBS-70092-02

メルクの葛藤と改革

NA

¥1,360

¥842 組織行動・人的資源管理

292 CCJB-HBS-10073-01

ユージーン・カービー（A）

〇

¥1,036

¥669 組織行動・人的資源管理

293 CCJB-HBS-12055-01

ユージーン・カービー（B）

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

〇

¥1,306

¥842 組織行動・人的資源管理

〇

¥691

¥453 組織行動・人的資源管理

294 CCJB-HBS-12010-01
295 CCJB-HBS-12011-01

ルディ・ガスナーとBMGインターナショナルの経営
執行委員会（A）
ルディ・ガスナーとBMGインターナショナルの経営
執行委員会（B）

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。
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タイトル

TN

296 CCJB-HBS-70020-01

GEの過去20年の体質転換： ジャック・ウェルチの
リーダーシップ

〇

¥1,360

¥842 技術・情報管理

297 CCJB-HBS-70074-02

新生銀行におけるITとイノベーション

NA

¥1,144

¥756 技術・情報管理

298 CCJB-HBS-70195-01

ドラッグストア・ドットコム

〇

¥1,306

¥842 技術・情報管理

299 CCJB-HBS-70011-01

リー・アンド・ファン （A） ： インターネット問題

〇

¥1,306

¥842 技術・情報管理

300 CCJB-HBS-12029-01

ITT オートモーティブ： 1994 年のグローバル製造
戦略

〇

¥1,306

¥842 生産・業務管理

301 CCJB-HBS-70250-02

IBMの企業再建

〇

¥1,306

¥842 生産・業務管理

302 CCJB-HBS-70029-01

アメリカン・コネクター・カンパニー （A）

〇

¥1,252

¥756 生産・業務管理

NA

¥928

¥583 生産・業務管理

NA

¥1,414

¥928 生産・業務管理

303 CCJB-HBS-12021-01
304 CCJB-HBS-12057-01

イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール・アンド・カンパ
ニー（B）
イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール・アンド・カンパ
ニー（A）

305 CCJB-HBS-80041-01

イーライリリー： エビスタ・プロジェクト

〇

¥1,306

¥842 生産・業務管理

306 CCJB-HBS-10044-02

IDEO

〇

¥1,555

¥1,090 生産・業務管理

307 CCJB-HBS-12022-01

インキャット

NA

¥1,522

¥1,015 生産・業務管理

308 CCJB-HBS-70248-01

NECプリンストン基礎研究所

〇

¥1,306

¥842 生産・業務管理

309 CCJB-HBS-80000-02

株式会社ワールドのサプライチェーン管理

〇

¥1,306

¥842 生産・業務管理

〇

¥1,306

¥842 生産・業務管理

〇

¥691

¥540 生産・業務管理

310 CCJB-HBS-70177-03
311 CCJB-HBS-80124-01

グラクソ・スミスクライン： 医薬品探索の再編成
（A）
グラクソ・スミスクライン： 医薬品探索の再編成
（B）

312 CCJB-HBS-15015-01

GEとインダストリアル・インターネット

〇

¥1,522

¥1,015 生産・業務管理

313 CCJB-HBS-70182-03

ジェンザイム： オーファンドラッグ市場を作り変え
る

NA

¥1,306

¥842 生産・業務管理

314 CCJB-HBS-12019-01

シスコ・システムズ： 買収後の製造部門統合（A）

〇

¥1,360

¥842 生産・業務管理

315 CCJB-HBS-12020-01

シスコ・システムズ： 買収後の製造部門統合（B）

〇

¥691

¥453 生産・業務管理

316 CCJB-HBS-80029-01

心拍数に挑む破壊的技術： エクトン

〇

¥1,252

¥756 生産・業務管理

317 CCJB-HBS-70174-02

スタインウェイ・アンド・サンズ

〇

¥1,252

¥756 生産・業務管理

318 CCJB-HBS-80032-01

3M コーポレーションにおけるイノベーション（A）

〇

¥1,306

¥842 生産・業務管理

〇

¥1,252

¥756 生産・業務管理

NA

¥1,144

¥756 生産・業務管理

319 CCJB-HBS-80033-01
320 CCJB-HBS-12026-01

戦略と技術革新を結ぶ： マテリアルズ・テクノロ
ジー
台湾セミコンダクター： 分散型革新を目指したプ
ラットフォームの構築

321 CCJB-HBS-10045-01

チーム・ニュージーランド（A）

〇

¥1,463

¥966 生産・業務管理

322 CCJB-HBS-10046-01

チーム・ニュージーランド（B）

〇

¥982

¥637 生産・業務管理

〇

¥1,144

¥756 生産・業務管理

〇

¥691

¥540 生産・業務管理

〇

¥691

¥453 生産・業務管理

〇

¥691

¥453 生産・業務管理

323 CCJB-HBS-00023-02
324 CCJB-HBS-00024-02
325 CCJB-HBS-00025-02
326 CCJB-HBS-00026-02

チャレンジャー打ち上げ決定のグループプロセス
（A）
チャレンジャー打ち上げ決定のグループプロセス
（B）
チャレンジャー打ち上げ決定のグループプロセス
（C）
チャレンジャー打ち上げ決定のグループプロセス
（D）

327 CCJB-HBS-12024-01

チャン・ショー

NA

¥1,360

¥842 生産・業務管理

328 CCJB-HBS-70180-02

ディアコニス・グローバー病院 （A）

〇

¥1,306

¥842 生産・業務管理

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。
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329 CCJB-HBS-70200-02

ディアコニス・グローバー病院 （B）

〇

¥691

¥540 生産・業務管理

330 CCJB-HBS-12030-01

ディスプレイ・テクノロジー株式会社

NA

¥1,306

¥842 生産・業務管理

331 CCJB-HBS-15025-01

TESSEI（テッセイ）の苦境

〇

¥1,533

¥1,036 生産・業務管理

332 CCJB-HBS-70169-02

デロイト&トゥシュ・コンサルティング・グループ

〇

¥1,144

¥756 生産・業務管理

333 CCJB-HBS-70173-02

ナショナル・クランベリー協同組合（縮訳版）

NA

¥1,144

¥756 生産・業務管理

334 CCJB-HBS-90010-01

ノバルティスAG： サイエンスに基づくビジネス

NA

¥1,566

¥1,101 生産・業務管理

335 CCJB-HBS-70221-02

バンク・オブ・アメリカ （A）

〇

¥1,306

¥842 生産・業務管理

336 CCJB-HBS-70222-01

バンク・オブ・アメリカ （B）

〇

¥691

¥453 生産・業務管理

337 CCJB-HBS-70168-02

バンデレイ・インダストリーズ

〇

¥1,252

¥756 生産・業務管理

338 CCJB-HBS-10050-01

BMW AG： デジタルカー・プロジェクト（A）

〇

¥1,306

¥842 生産・業務管理

339 CCJB-HBS-10051-01

BMW AG： デジタルカー・プロジェクト（B）

〇

¥691

¥453 生産・業務管理

340 CCJB-HBS-70215-02

ヒューレット・パッカード： キティホーク （A）

NA

¥1,252

¥756 生産・業務管理

341 CCJB-HBS-70216-03

ヒューレット・パッカード： キティホーク （B）

NA

¥691

¥453 生産・業務管理

342 CCJB-HBS-80006-01

ヒューレット・パッカード： シンガポール （A）

〇

¥1,252

¥756 生産・業務管理

343 CCJB-HBS-80007-01

ヒューレット・パッカード： シンガポール （B）

〇

¥691

¥453 生産・業務管理

344 CCJB-HBS-80008-01

ヒューレット・パッカード： シンガポール （C）

〇

¥691

¥453 生産・業務管理

345 CCJB-HBS-70167-02

フォード自動車： サプライチェーン戦略

〇

¥1,036

¥669 生産・業務管理

346 CCJB-HBS-12023-01

ブッシュ・ボーク・アレン

〇

¥1,360

¥842 生産・業務管理

347 CCJB-HBS-12027-01

フレクストロニクス・インターナショナル

〇

¥1,252

¥756 生産・業務管理

348 CCJB-HBS-70171-02

米国トヨタ自動車

〇

¥1,306

¥842 生産・業務管理

349 CCJB-HBS-12025-01

マクドナルド・コーポレーション（要約版）

NA

¥1,144

¥756 生産・業務管理

350 CCJB-HBS-70172-02

マンサナ保険フルーツベイル支店（抄本）

〇

¥1,144

¥756 生産・業務管理

351 CCJB-HBS-70256-02

ユニリーバのバター・ビーター： バター代替品開
発のための、グローバル・イノベーション戦略

〇

¥1,306

¥842 生産・業務管理

352 CCJB-HBS-70178-02

ライフサイエンス革命： テクニカル入門書

NA

¥1,144

¥756 生産・業務管理

353 CCJB-HBS-70224-02

ランガー研究室： 科学の商業化

NA

¥1,414

¥928 生産・業務管理

354 CCJB-HBS-80052-01

ワイス・ファーマシューティカルズ： メトリクスで科
学的創造性を刺激する

〇

¥1,360

¥842 生産・業務管理

355 CCJB-HBS-10066-03

アップルのデザイン哲学とイノベーション

〇

¥1,252

¥756 起業

356 CCJB-HBS-70126-02

イングヴァル・カムプラッドとイケア

〇

¥1,306

¥842 起業

357 CCJB-HBS-13034-01

グーグルを「グーグルらしく」保つ

〇

¥1,306

¥842 起業

358 CCJB-HBS-17046-01

CIC： 起業エコシステムを触媒する（A）

〇

¥1,306

¥842 起業

359 CCJB-HBS-17047-01

CIC： 起業エコシステムを触媒する（B）

〇

¥691

¥540 起業

360 CCJB-HBS-90016-01

Zipcar： ビジネスモデルの改良

〇

¥1,306

¥842 起業

361 CCJB-HBS-90021-02

トロールテック（ノルウェー）―セナピオはクリスマ
スを奪い去るのか

NA

¥1,306

¥842 起業

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。
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362 CCJB-HBS-15011-01

日本人起業家 稲盛和夫

〇

¥1,468

¥928 起業

363 CCJB-HBS-80073-01

ニューエコノミーへの反トラスト法適用： アメリカ合
衆国対マイクロソフトの分析

NA

¥1,414

¥928 起業

364 CCJB-HBS-90017-01

ノット（The Knot）

〇

¥1,306

¥842 起業

365 CCJB-HBS-80017-02

松井証券の変革

NA

¥1,306

¥842 起業

366 CCJB-HBS-70008-02

1980年のマッシー・ファーガソン

〇

¥1,252

¥756 財務

367 CCJB-HBS-10040-01

1990年のフリートウッド・エンタープライゼス

〇

¥1,252

¥756 財務

〇

¥1,414

¥928 財務

〇

¥691

¥540 財務

368 CCJB-HBS-70112-02
369 CCJB-HBS-90029-01

アペックス・インベストメント・パートナーズ （A）：
1995年4月
アペックス・インベストメント・パートナーズ （B）：
1995年5月

370 CCJB-HBS-10039-01

アメリカン・ホーム・プロダクツ・コーポレーション

〇

¥1,036

¥669 財務

371 CCJB-HBS-70106-01

アルンデル・パートナーズ： 続編映画プロジェクト

〇

¥1,306

¥842 財務

372 CCJB-HBS-17050-01

アンタミナ鉱山の入札

〇

¥1,144

¥756 財務

373 CCJB-HBS-70006-03

イー・アイ・デュポン・デ・ネモア： 二酸化チタン

〇

¥1,036

¥669 財務

374 CCJB-HBS-70105-02

インテュイット社

NA

¥1,252

¥756 財務

375 CCJB-HBS-13017-01

インテル 1992年

〇

¥1,306

¥842 財務

〇

¥1,306

¥842 財務

〇

¥691

¥453 財務

376 CCJB-HBS-14006-01
377 CCJB-HBS-14007-01

エアバスA3XX： 世界最大の民間ジェット機の開
発（A）
エアバスA3XX： 世界最大の民間ジェット機の開
発（B）

378 CCJB-HBS-70003-01

FPLグループの配当政策 （A）

〇

¥1,252

¥756 財務

379 CCJB-HBS-70104-02

MWペトロリアム・コーポレーション （A）

〇

¥1,252

¥756 財務

380 CCJB-HBS-80047-02

MWペトロリアム・コーポレーション （B）

〇

¥1,252

¥756 財務

381 CCJB-HBS-70211-01

オーストラリア・ジャパン・ケーブル： プロジェクト
会社の構築

〇

¥1,252

¥756 財務

382 CCJB-HBS-70009-01

ガルフ・オイル・コーポレーション： テイクオーバー

〇

¥1,144

¥756 財務

383 CCJB-HBS-12111-03

クリフォード・チャンス： 木を別の鉢に植え替える

NA

¥1,036

¥669 財務

384 CCJB-HBS-12104-01

シーゲイト・テクノロジーのバイアウト

〇

¥1,306

¥842 財務

385 CCJB-HBS-70004-02

シールド・エアー・コーポレーションのレバレジッド・
リキャピタリゼーション （A）

〇

¥1,306

¥842 財務

386 CCJB-HBS-70109-03

シモンズ・ジャパン

〇

¥1,144

¥756 財務

387 CCJB-HBS-17037-01

スタンレー・ブラック・アンド・デッカー

〇

¥928

¥583 財務

388 CCJB-HBS-10041-01

タイムのエンターテインメント産業への参入（A）

〇

¥1,306

¥842 財務

389 CCJB-HBS-70079-01

たゆまざる旭硝子の改革： EVAの導入

〇

¥1,360

¥842 財務

390 CCJB-HBS-70110-02

日産自動車

NA

¥1,306

¥842 財務

391 CCJB-HBS-80046-02

ネルソン製紙

NA

¥1,252

¥756 財務

392 CCJB-HBS-10054-01

ノルウェーがウォルマートを売却

〇

¥1,306

¥842 財務

393 CCJB-HBS-70010-01

パイオニア・ペトロリアム・コーポレーション

〇

¥1,036

¥669 財務

394 CCJB-HBS-17004-01

BPアモコ（A）： プロジェクト・ファイナンスに関する
基本方針

〇

¥1,252

¥756 財務

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。
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コンテンツID
395 CCJB-HBS-17005-01
396 CCJB-HBS-16007-01
397 CCJB-HBS-70111-02
398 CCJB-HBS-70107-02
399 CCJB-HBS-12105-01

タイトル

BPアモコ（B）： カスピ海油田開発の資金調達
ファナック株式会社： コーポレート・ガバナンスと
財務方針の再検討
プライベート・エクイティ投資における企業価値評
価について
米国、日本、ドイツの企業統治（コーポレート・ガバ
ナンス）システム
ボーダフォン・エアタッチのマンネスマンに対する
買収提案

TN

通常価格 学術価格
（税込）
（税込）

分野

〇

¥1,252

¥756 財務

〇

¥1,306

¥842 財務

NA

¥1,306

¥842 財務

〇

¥1,252

¥756 財務

〇

¥1,306

¥842 財務

400 CCJB-HBS-70005-01

マリオット・コーポレーション： 資本コスト（要約版）

〇

¥1,144

¥756 財務

401 CCJB-HBS-14008-01

マン・グループ（A）

〇

¥1,452

¥955 財務

402 CCJB-HBS-14009-01

マン・グループ（B）

〇

¥961

¥788 財務

403 CCJB-HBS-17052-01

メルク・アンド・カンパニー： 新薬ライセンス供与の
機会評価

〇

¥1,036

¥669 財務

404 CCJB-HBS-10038-01

USTの債務方針

〇

¥1,252

¥756 財務

405 CCJB-HBS-70007-01

リストン・メカニックス・コーポレーション

NA

¥928

¥583 財務

406 CCJB-HBS-17051-01

ローラ・マーティン： リアル・オプションとケーブル
テレビ産業

〇

¥1,252

¥756 財務

407 CCJB-HBS-13018-01

ロシュによるジェネンテック買収

〇

¥1,414

¥928 財務

408 CCJB-HBS-70103-01

IBM： 「自分でビジネスを進めよう」 （A）

〇

¥1,144

¥756 会計・コントロール

409 CCJB-HBS-80035-01

IBM： 「自分でビジネスを進めよう」 （B）

〇

¥691

¥453 会計・コントロール

〇

¥1,036

¥669 会計・コントロール

〇

¥1,252

¥756 会計・コントロール

NA

¥1,144

¥756 会計・コントロール

410 CCJB-HBS-10012-01
411 CCJB-HBS-70013-01
412 CCJB-HBS-12093-01

ウェスタン・ケミカル・コーポレーション： 事業部業
績測定（A）
カッドマン＆シャートレフ： プラニング＆コントロー
ル・システム
カンザスシティ・ゼファーズ・ベースボールクラブ
2006年

413 CCJB-HBS-60001-01

カンタル （A）

〇

¥1,144

¥756 会計・コントロール

414 CCJB-HBS-10058-01

クオリティ・ファニチャー・カンパニー

〇

¥1,036

¥669 会計・コントロール

415 CCJB-HBS-60002-01

シティバンク： 業績評価

〇

¥1,036

¥669 会計・コントロール

〇

¥1,036

¥669 会計・コントロール

〇

¥1,468

¥928 会計・コントロール

416 CCJB-HBS-10011-01
417 CCJB-HBS-15001-01

ブリジトン・インダストリーズ： 自動車部品加工工
場
ターゲット・コーポレーション： アックマン 対 取締
役会

418 CCJB-HBS-10037-01

ノバルティス（A）： グローバル・リーダーであること

NA

¥1,306

¥842 会計・コントロール

419 CCJB-HBS-80004-01

ノバルティスファーマ： ビジネスユニットモデル

NA

¥1,306

¥842 会計・コントロール

420 CCJB-HBS-70001-01

バーチ・ペーパー

〇

¥928

¥583 会計・コントロール

421 CCJB-HBS-70191-03

ハンソン・マニュファクチャリング・カンパニー

NA

¥1,036

¥669 会計・コントロール

422 CCJB-HBS-70000-01

ヒルトン工業

〇

¥1,036

¥669 会計・コントロール

423 CCJB-HBS-10052-01

IBMのダイナミックな職場

NA

¥1,306

¥842

〇

¥1,144

¥756

〇

¥1,360

¥842

NA

¥1,414

¥928

〇

¥1,663

¥1,198

424 CCJB-HBS-15023-01
425 CCJB-HBS-80112-01
426 CCJB-HBS-12101-01
427 CCJB-HBS-14011-01

イケアにおけるグローバル調達への挑戦： インド
のラグマットと児童労働（A）
スターバックスとコンサベーション・インターナショ
ナル
成長したキッド： サンダンス・インスティテュートの
決断
ナラヤナ・フルダヤラヤ心臓病院： 貧困者の心臓
病治療（A）

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。

ソーシャル・エンタープライ
ズ
ソーシャル・エンタープライ
ズ
ソーシャル・エンタープライ
ズ
ソーシャル・エンタープライ
ズ
ソーシャル・エンタープライ
ズ
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コンテンツID
428 CCJB-HBS-14012-01
429 CCJB-HBS-14005-01

タイトル

ナラヤナ・フルダヤラヤ心臓病院： 貧困者の心臓
病治療（B）
ブルームバーグにおけるサステイナビリティの推
進

TN

通常価格 学術価格
（税込）
（税込）

〇

¥691

〇

¥1,544

ソーシャル・エンタープライ
ズ
ソーシャル・エンタープライ
¥1,080
ズ
ソーシャル・エンタープライ
¥756
ズ
ソーシャル・エンタープライ
¥453
ズ
¥540

430 CCJB-HBS-12117-01

マリオット・コーポレーション（A）

〇

¥1,252

431 CCJB-HBS-12118-01

マリオット・コーポレーション（B）

〇

¥691

432 CCJB-HBS-70039-01

21世紀を迎える中国

〇

¥1,360

¥842 その他

433 CCJB-HBS-80009-01

新しいケースを作成する際に問うべき25の質問

NA

¥1,036

¥669 その他

434 CCJB-HBS-12039-02

アメリカの経常収支赤字

〇

¥1,468

¥928 その他

435 CCJB-HBS-70093-01

アラスカ航空と261便 （A）

NA

¥1,252

¥756 その他

436 CCJB-HBS-80075-01

アラスカ航空と261便（B）

NA

¥691

¥453 その他

437 CCJB-HBS-80076-01

アラスカ航空と261便（C）

NA

¥691

¥540 その他

438 CCJB-HBS-16015-01

インドにおけるマギーヌードル安全性の危機（A）

〇

¥1,560

¥1,096 その他

439 CCJB-HBS-16016-01

インドにおけるマギーヌードル安全性の危機（B）

〇

¥691

¥453 その他

440 CCJB-HBS-16017-01

インドにおけるマギーヌードル安全性の危機（C）

〇

¥750

¥599 その他

441 CCJB-HBS-80001-01

ウォーレン・エージェンシー

NA

¥928

¥583 その他

442 CCJB-HBS-12018-01

エンロン・ディベロップメント・コーポレーション： イ
ンド、マハラシュトラ州ダボール発電プロジェクト

〇

¥691

¥540 その他

443 CCJB-HBS-13041-01

「均衡を失した」中国

〇

¥1,360

¥842 その他

444 CCJB-HBS-15016-01

空前の危機を乗りきる金融政策の舵取り

NA

¥1,630

¥1,101 その他

445 CCJB-HBS-80136-01

グラハム助教授とミズ・マコーバー （A）

〇

¥928

¥583 その他

446 CCJB-HBS-80137-01

グラハム助教授とミズ・マコーバー （B）

〇

¥691

¥453 その他

447 CCJB-HBS-80138-01

グラハム助教授とミズ・マコーバー （C）

〇

¥691

¥453 その他

448 CCJB-HBS-80094-01

ケースメソッドによる学習

NA

¥1,036

¥669 その他

449 CCJB-HBS-12043-01

国家の建設： アメリカ合衆国と憲法、1763年～
1792年

〇

¥1,360

¥842 その他

450 CCJB-HBS-10079-01

コマース・バンク

〇

¥1,306

¥842 その他

451 CCJB-HBS-70030-02

サウスウエスト航空： 1993年の状況 （A）

NA

¥1,414

¥928 その他

452 CCJB-HBS-00022-01

シアーズ・ローバック・カンパニー（A）：再建

〇

¥1,360

¥842 その他

453 CCJB-HBS-12002-01

ジェームズ・バーク： アメリカでのビジネス・キャリ
ア（A）

〇

¥1,360

¥842 その他

454 CCJB-HBS-70096-01

ショールディス・ホスピタル・リミティド

〇

¥1,252

¥756 その他

455 CCJB-HBS-12036-01

シンガポール株式会社

〇

¥1,360

¥842 その他

456 CCJB-HBS-12042-01

生産性の向上を説明する

〇

¥1,144

¥756 その他

457 CCJB-HBS-12045-01

第三次産業革命に直面して

〇

¥1,306

¥842 その他

458 CCJB-HBS-10069-01

中国： 「社会主義的性格を帯びた資本主義」の確
立

NA

¥1,360

¥842 その他

459 CCJB-HBS-12037-01

中国とWTO： 正しいことをしているか

NA

¥1,414

¥928 その他

460 CCJB-HBS-80055-01

日本： 自由で公正で国際的か？

NA

¥1,360

¥842 その他

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。
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コンテンツID

タイトル

TN

通常価格 学術価格
（税込）
（税込）

分野

461 CCJB-HBS-80012-01

日本トイザらス

〇

¥1,306

¥842 その他

462 CCJB-HBS-10068-01

発展するインド

〇

¥1,360

¥842 その他

463 CCJB-HBS-12044-01

フランスにおける失業問題： ｢最優先課題｣

〇

¥1,360

¥842 その他

464 CCJB-HBS-12050-01

フランスの年金制度： 引退の瀬戸際か？（要約
版）

〇

¥1,360

¥842 その他

465 CCJB-HBS-12108-03

フリーマーク・アビー・ワイナリー （要約版）

NA

¥928

¥583 その他

466 CCJB-HBS-70123-02

プロクター＆ギャンブル・ジャパン （A）

NA

¥1,306

¥842 その他

467 CCJB-HBS-13013-01

プログレッシブのイノベーション（A）： 賦課方式保
険

〇

¥1,306

¥842 その他

468 CCJB-HBS-70176-02

ベニハナ・オブ・トーキョー

〇

¥1,252

¥756 その他

469 CCJB-HBS-70246-02

マーシュ・アンド・マクレナン社 （A）

〇

¥1,036

¥669 その他

〇

¥1,252

¥756 その他

NA

¥1,252

¥756 その他

NA

¥1,306

¥842 企業倫理・CSR

470 CCJB-HBS-12005-01
471 CCJB-HBS-90033-01
472 CCJB-HBS-15014-02

リー・アンド・ファン（利豊）： 「モザイク画の完成｣を
越えて 1995～1998 年
リッツ・カールトン： 情報システムを活用して顧客
サービスを改善
ペプシコと利益と食品： 正念場

IMD - International Institute for Management Development -

* IMDケースは学術・専門会員のみ購入可能

473 CCJB-IMD-70068-02

イノベーションとリノベーション ネスプレッソ物語

◎

¥972

¥777 経営・戦略

474 CCJB-IMD-70066-01

サウラー社： 中国での挑戦 （A）

◎

¥972

¥777 経営・戦略

475 CCJB-IMD-70067-01

サウラー社： 中国での挑戦 （B）

◎

¥648

¥518 経営・戦略

476 CCJB-IMD-70230-01

ネスレのGLOBEプログラム （A）： 初めの数カ月

◎

¥756

¥604 経営・戦略

477 CCJB-IMD-70231-01

ネスレのGLOBEプログラム （B）： 7月の執行役員
会

◎

¥648

¥518 経営・戦略

478 CCJB-IMD-70232-01

ネスレのGLOBEプログラム （C）： 「GLOBEデー」

◎

¥648

¥518 経営・戦略

479 CCJB-IMD-17034-01

フェレイラ自転車有限会社

NA

¥756

¥604 経営・戦略

480 CCJB-IMD-17035-01

フェレイラ自転車有限会社、再訪

NA

¥756

¥604 経営・戦略

481 CCJB-IMD-80106-01

マス・カスタマイズ企画 「mi adidas」

◎

¥972

¥777 経営・戦略

482 CCJB-IMD-17003-01

マヒンドラ・ファイナンス： 成長を加速する

NA

¥972

¥777 経営・戦略

483 CCJB-IMD-17002-02

「リンクトイン・ラーニング」が教育を巡る環境を破
壊するのか？

NA

¥864

¥691 経営・戦略

484 CCJB-IMD-90030-01

イケア： 過去、現在、そして未来

NA

¥864

¥691 国際経営

485 CCJB-IMD-16006-01

コルゲート・パルモリーブ： クレオパトラ

◎

¥972

¥777 マーケティング

486 CCJB-IMD-90008-01

ザイアメター： 「破壊的イノベーション」の過去と未
来

NA

¥972

¥777 マーケティング

487 CCJB-IMD-80102-01

テトラパック（A）： 得意客との関係をめぐる難題

◎

¥864

¥691 マーケティング

488 CCJB-IMD-80103-01

テトラパック（B）： 「聞いてほしい、知ってほしい、
成長させてほしい」 顧客満足イニシアチブ

◎

¥756

¥604 マーケティング

489 CCJB-IMD-80104-01

テトラパック（C）： 新イニシアチブの実行

◎

¥756

¥604 マーケティング

◎

¥756

¥604 マーケティング

NA

¥756

¥604 組織行動・人的資源管理

NA

¥756

¥604 組織行動・人的資源管理

490 CCJB-IMD-80105-01
491 CCJB-IMD-70235-01
492 CCJB-IMD-70236-01

テトラパック（D）： これまでの成果（そして残る課
題）
キヤノンヨーロッパ： 汎ヨーロッパ体制への変革
（A）
キヤノンヨーロッパ： 汎ヨーロッパ体制への変革
（B）

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
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493 CCJB-IMD-70069-01

ソニー・ヨーロッパ （A）

◎

¥1,080

¥864 組織行動・人的資源管理

494 CCJB-IMD-70070-01

ソニー・ヨーロッパ （B）

◎

¥756

¥604 組織行動・人的資源管理

495 CCJB-IMD-70071-01

ソニー・ヨーロッパ （C）

◎

¥648

¥518 組織行動・人的資源管理

496 CCJB-IMD-70072-01

トヨタの戦略と欧州における計画：AYGOの発表

◎

¥972

¥777 組織行動・人的資源管理

497 CCJB-IMD-80114-01

ヨハネス・ファン・デン・ボッシュ、Eメールを送る

◎

¥648

¥518 組織行動・人的資源管理

498 CCJB-IMD-80115-01

ヨハネス・ファン・デン・ボッシュ、返事を受け取る

◎

¥648

¥518 組織行動・人的資源管理

◎

¥864

¥691 生産・業務管理

◎

¥648

¥518 生産・業務管理

499 CCJB-IMD-70253-01
500 CCJB-IMD-70254-01

ヒューレット・パッカード： バーチャル・サプライ
チェーンの創造（A）
ヒューレット・パッカード： バーチャル・サプライ
チェーンの創造（B）

501 CCJB-IMD-17001-01

リクルート： データ活用による価値創造（要約版）

◎

¥972

¥777 生産・業務管理

502 CCJB-IMD-90013-01

イージージェット： ウェブで人気の航空会社

◎

¥972

¥777 起業

◎

¥864

¥691 財務

◎

¥756

¥604 財務

エンロン崩壊

◎

¥972

¥777

1999年のトイザらス

〇

¥1,188

¥950 経営・戦略

〇

¥972

¥777 経営・戦略

〇

¥648

¥518 経営・戦略

503 CCJB-IMD-80107-01
504 CCJB-IMD-80108-01
505 CCJB-IMD-80139-02

ジャスティン・ウィルソン社： F1期待の星の資金調
達（A）
ジャスティン・ウィルソン社： F1期待の星の資金調
達（B）

ソーシャル・エンタープライ
ズ

INSEAD
506 CCJB-INS-15013-01
507 CCJB-INS-15019-01
508 CCJB-INS-15020-01

アクセンチュア・デベロップメント・ パートナーシッ
プ（A）
アクセンチュア・デベロップメント・ パートナーシッ
プ（B）

509 CCJB-INS-13021-01

アジアにおける大規模小売業（A）： 各国市場

NA

¥972

¥777 経営・戦略

510 CCJB-INS-13022-01

アジアにおける大規模小売業（B）： 競争

NA

¥972

¥777 経営・戦略

511 CCJB-INS-13019-02

カルフールのアジア展開

NA

¥972

¥777 経営・戦略

512 CCJB-INS-10061-01

サーカス産業の発展（A）

〇

¥756

¥604 経営・戦略

513 CCJB-INS-13015-01

道化師にだってできる： シルク・ドゥ・ソレイユが ラ
イブ・エンターテインメントを再生 ケース（B）

〇

¥756

¥604 経営・戦略

514 CCJB-INS-80111-02

日産のＵ字回復： 1999年～2001年

〇

¥972

¥777 経営・戦略

515 CCJB-INS-13023-01

スウォッチ

〇

¥2,154

¥1,895 マーケティング

516 CCJB-INS-90023-01

Diesel for Successful Living: ファッション業界での
高級ライン拡張を目指すブランド戦略

〇

¥1,441

¥1,269 マーケティング

517 CCJB-INS-13024-01

ユナイテッド・カラーズ・オブ・ベネトン

〇

¥2,214

¥1,954 マーケティング

518 CCJB-INS-13016-01

レイズ・ポテトチップスのハンガリー進出（A）

〇

¥864

¥691 マーケティング

519 CCJB-INS-00021-01

シンガポール航空 －継続的なサービス向上－

NA

¥972

¥777 生産・業務管理

520 CCJB-INS-16001-01

製薬業界の成長戦略（A）

〇

¥864

¥691 生産・業務管理

521 CCJB-INS-80109-01

セインズベリーズ （A）： サプライチェーン改革

NA

¥864

¥691 生産・業務管理

522 CCJB-INS-80110-01

セインズベリーズ （B）： サプライチェーン実績測
定

NA

¥972

¥777 生産・業務管理

523 CCJB-INS-13020-01

グレート・イースタン・トイズ （B）

〇

¥648

¥518 財務

Ivey Publishing
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524 CCJB-IVE-12102-01

アップル社： IPODとITUNES

◎

¥864

¥691 経営・戦略

525 CCJB-IVE-70209-03

雲南白薬： 伝統的な漢方薬が製品・市場多角化
の機会に触れる

◎

¥864

¥691 経営・戦略

526 CCJB-IVE-12064-02

エレン・ムーア（A）： 韓国に住み働くということ

◎

¥864

¥691 経営・戦略

527 CCJB-IVE-12092-02

エレン・ムーア（B）： 韓国に住み働くということ

◎

¥756

¥604 経営・戦略

528 CCJB-IVE-12066-01

サムスンと韓国のテーマパーク産業

◎

¥864

¥691 経営・戦略

529 CCJB-IVE-80065-02

スウォッチと世界の腕時計産業

◎

¥972

¥777 経営・戦略

530 CCJB-IVE-10015-02

スターミポーラ

◎

¥972

¥777 経営・戦略

531 CCJB-IVE-13049-01

テレビ朝日 シアトリカル・プロダクションズ・インク

◎

¥864

¥691 経営・戦略

532 CCJB-IVE-80062-01

トッパン・ムーア

◎

¥864

¥691 経営・戦略

533 CCJB-IVE-12058-02

ハニー・ケア・アフリカ（A）： 異なるビジネスモデル

◎

¥864

¥691 経営・戦略

534 CCJB-IVE-12059-02

ハニー・ケア・アフリカ（B）： チャンスの到来

◎

¥864

¥691 経営・戦略

535 CCJB-IVE-12060-02

ハニー・ケア・アフリカ（C）： 成長への代替案

◎

¥648

¥518 経営・戦略

536 CCJB-IVE-00016-01

ファイザーの改革： ジェフ・キンドラー（A）

NA

¥972

¥777 経営・戦略

◎

¥972

¥777 経営・戦略

◎

¥864

¥691 経営・戦略

537 CCJB-IVE-10059-02
538 CCJB-IVE-17053-01

MAN B&Wディーゼル社―グローバル世界におけ
るライセンシー管理
ユーハイム： 味と文化、家族の価値観の真摯な
追求

539 CCJB-IVE-60004-02

ユーロディズニー： 後記

◎

¥756

¥604 経営・戦略

540 CCJB-IVE-80066-02

ウィルモア・テクノロジーズ： これは危険な賭けな
のか？

◎

¥864

¥691 国際経営

541 CCJB-IVE-90002-02

Wii： 任天堂のビデオゲーム革命

◎

¥1,080

¥864 マーケティング

542 CCJB-IVE-12103-01

オーガット･エレクトロニクス社

◎

¥864

¥691 マーケティング

◎

¥756

¥604 マーケティング

◎

¥972

¥777 マーケティング

◎

¥648

¥518 マーケティング

◎

¥756

¥604 マーケティング

◎

¥648

¥518 マーケティング

◎

¥648

¥518 マーケティング

543 CCJB-IVE-90006-02
544 CCJB-IVE-80067-02
545 CCJB-IVE-80068-02
546 CCJB-IVE-80069-02
547 CCJB-IVE-80070-02
548 CCJB-IVE-80071-02

コンロイズ・アキュラ： 顧客生涯価値とマーケティ
ング利益率
ザ・ピザ・パブリック・カンパニー・リミティッド（タイ）
（A）
ザ・ピザ・パブリック・カンパニー・リミティッド（タイ）
（B）
ザ・ピザ・パブリック・カンパニー・リミティッド（タイ）
（C）
ザ・ピザ・パブリック・カンパニー・リミティッド（タイ）
（D）
ザ・ピザ・パブリック・カンパニー・リミティッド（タイ）
（E）

549 CCJB-IVE-80064-02

サムスン中国： カラーテレビの導入

◎

¥864

¥691 マーケティング

550 CCJB-IVE-60005-02

スターバックス

◎

¥972

¥777 マーケティング

◎

¥864

¥691 マーケティング

◎

¥756

¥604 マーケティング

551 CCJB-IVE-90035-02
552 CCJB-IVE-60008-02

"HIPS FEEL GOOD" （少々ぽっちゃりもまた良し）
――ダヴのリアルビューティ・キャンペーン
フューチャー・ショップ： 小売業のマーケットリサー
チ

553 CCJB-IVE-16008-01

エレン・ムーア： バーレーンでの駐在生活（A）

◎

¥864

¥691 組織行動・人的資源管理

554 CCJB-IVE-16009-01

エレン・ムーア： バーレーンでの駐在生活（B）

◎

¥756

¥604 組織行動・人的資源管理

555 CCJB-IVE-60007-03

ナイキ社： 効果的な広報戦略を展開する

◎

¥972

¥777 組織行動・人的資源管理

556 CCJB-IVE-13050-01

「ひとつのサムスン」スピリットをどう継続させる
か： 変化の激しい環境下での新たな課題

◎

¥864

¥691 組織行動・人的資源管理
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557 CCJB-IVE-17042-01

また賃上げゼロ？

◎

¥756

¥604 組織行動・人的資源管理

558 CCJB-IVE-60006-02

マブチモーター株式会社

◎

¥864

¥691 組織行動・人的資源管理

559 CCJB-IVE-80072-01

レオ・バーネット： バーチャル・チームを管理する

◎

¥972

¥777 組織行動・人的資源管理

560 CCJB-IVE-80063-02

インダストリエ・ピニンファリーナ： 新規取引を巡る
決断

◎

¥972

¥777 生産・業務管理

561 CCJB-IVE-13051-01

サンセット グリル アット ブルー

◎

¥864

¥691 生産・業務管理

562 CCJB-IVE-90003-03

香港ディズニーランド

◎

¥864

¥691 生産・業務管理

563 CCJB-IVE-10060-02

マテル社と玩具のリコール（B）

◎

¥864

¥691 生産・業務管理

564 CCJB-IVE-12065-01

一石を投じる試み： 韓国でのコーヒーショップ開業

◎

¥756

¥604 起業

565 CCJB-IVE-90022-02

楢木隆彦――300万円の起業家

◎

¥864

¥691 起業

566 CCJB-IVE-10024-02

ハベルズ・インディア： シルバニアの買収

◎

¥864

¥691 起業

567 CCJB-IVE-70210-03

ベン＆ジェリーズ ― 日本

◎

¥972

¥777 起業

568 CCJB-IVE-10080-02

アムテレコム・グループ・インク

◎

¥1,080

¥864 財務

569 CCJB-IVE-12122-01

インダストリアル・アクセサリーズ社

◎

¥864

¥691 財務

570 CCJB-IVE-12095-01

タイフーン・レストラン

◎

¥864

¥604 財務

571 CCJB-IVE-15002-02

ドラザーズ・フォーミング社

◎

¥756

¥604 財務

572 CCJB-IVE-14010-01

ヘルスケア・マニュファクチャリング社

◎

¥864

¥691 財務

573 CCJB-IVE-12094-01

マウンテネリアス・スポーツ店

◎

¥864

¥691 財務

574 CCJB-IVE-14019-01

韓国自動車保険株式会社における本社間接費の
配賦

◎

¥756

¥604 会計・コントロール

575 CCJB-IVE-10014-02

トワイライト・エーカー・ファームズ社

◎

¥648

¥518 会計・コントロール

576 CCJB-IVE-15003-02

フィニング・インターナショナル・インク： 2009年度
経営システム

◎

¥864

¥691 会計・コントロール

577 CCJB-IVE-14014-01

ヘルシー ライフ グループ

◎

¥756

¥604 会計・コントロール

578 CCJB-ECC-90031-01

イケア: 日本での失敗と再参入の成功

◎

¥928

¥691 経営・戦略

579 CCJB-ECC-90028-01

ジョン・ハーシュティックの新しいベンチャー

◎

¥928

¥691 経営・戦略

580 CCJB-ECC-80023-01

セローノ

◎

¥928

¥691 経営・戦略

581 CCJB-ECC-14021-01

組織変革の危険性と落とし穴： 若きマネジャーの
経営再建の旅

◎

¥928

¥604 経営・戦略

582 CCJB-ECC-80024-01

ボーダフォン：多様性の統一化

NA

¥972

¥777 経営・戦略

583 CCJB-ECC-80026-01

LVMH： 国際的流動性によるキャリア開発

◎

¥972

¥777 国際経営

◎

¥928

¥691 国際経営

◎

¥928

¥691 国際経営

◎

¥972

¥777 国際経営

The Case Centre

584 CCJB-ECC-70218-01
585 CCJB-ECC-80027-01
586 CCJB-ECC-70217-01

サンゴバン： 新興市場における事業拡大オプショ
ン
メキシコ、三菱、コククジラ： 国際ビジネスにおけ
る法律、倫理および環境問題の事例研究
ラファージュ： フランスのセメント会社から世界の
リーダーへ

587 CCJB-ECC-00018-01

インドにおけるエシロールの「BOP」戦略

◎

¥928

¥691 マーケティング

588 CCJB-ECC-70255-01

コーポレート・ラーニングの手段としてのバランス
ト・スコアカードの導入 ― ポルシェの事例

◎

¥928

¥604 組織行動・人的資源管理
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589 CCJB-ECC-70237-01

BPの変革

◎

¥972

¥777 組織行動・人的資源管理

590 CCJB-ECC-00009-01

ザラ （Zara）

◎

¥928

¥691 生産・業務管理

591 CCJB-OTR-80119-01

秋田日産自動車

◎

¥648

¥496 経営・戦略

592 CCJB-OTR-17036-01

ある旅館経営者の成長の軌跡

NA

¥540

¥410 経営・戦略

593 CCJB-OTR-17041-01

伊那食品工業株式会社

NA

¥540

¥410 経営・戦略

594 CCJB-APE-13005-01

江戸切子の店 華硝

◎

無償

無償 経営・戦略

595 CCJB-OTR-12061-01

加賀美プラスチック

NA

¥324

¥237 経営・戦略

596 CCJB-OTR-80078-01

株式会社ワールドサービス

◎

¥648

¥496 経営・戦略

NA

¥648

¥496 経営・戦略

NA

¥324

¥237 経営・戦略

NA

¥432

¥324 経営・戦略

NA

¥432

¥324 経営・戦略

NA

¥324

¥237 経営・戦略

NA

¥432

¥324 経営・戦略

国内ケース

597 CCJB-OTR-16014-01
598 CCJB-OTR-18001-01
599 CCJB-OTR-18002-01
600 CCJB-OTR-18003-01
601 CCJB-OTR-18004-01
602 CCJB-OTR-18005-01

「国難を救う！」と、不可能を可能にした企業の挑
戦と軌跡
【分割版】「国難を救う！」と、不可能を可能にした
企業の挑戦と軌跡（A）
【分割版】「国難を救う！」と、不可能を可能にした
企業の挑戦と軌跡（B）
【分割版】「国難を救う！」と、不可能を可能にした
企業の挑戦と軌跡（C）
【分割版】「国難を救う！」と、不可能を可能にした
企業の挑戦と軌跡（D）
【分割版】「国難を救う！」と、不可能を可能にした
企業の挑戦と軌跡（E）

603 CCJB-OTR-14003-01

再春館製薬所

NA

¥934

¥804 経営・戦略

604 CCJB-OTR-16002-02

仕出し弁当会社A社のケーススタディ

NA

¥432

¥324 経営・戦略

605 CCJB-OTR-80116-01

上司の意図が分からない！

◎

¥540

¥410 経営・戦略

606 CCJB-OTR-12115-01

新米経営者の経営判断

NA

¥540

¥410 経営・戦略

607 CCJB-OTR-12116-01

中間管理職という仕事

NA

¥432

¥324 経営・戦略

608 CCJB-OTR-90034-01

中国企業による地方企業のM&A

◎

¥540

¥410 経営・戦略

609 CCJB-OTR-80077-01

テクノロール株式会社

◎

¥648

¥496 経営・戦略

610 CCJB-OTR-12062-01

ベビネット柴田

NA

¥324

¥237 経営・戦略

611 CCJB-OTR-16018-01

ヤマハ マリンクラブ・シースタイル

NA

¥540

¥410 経営・戦略

612 CCJB-OTR-80098-02

ワタベウェディング株式会社

◎

¥648

¥496 経営・戦略

613 CCJB-OTR-15012-01

B銀行の自動車ローン再構築

NA

¥432

¥324 マーケティング

614 CCJB-OTR-15006-01

アイウェアラボラトリー 足形データ事業の展開

NA

¥540

¥410 マーケティング

615 CCJB-OTR-12091-01

岩佐製薬

NA

¥324

¥237 マーケティング

616 CCJB-OTR-12085-01

ウォーターオーバー社

NA

¥324

¥237 マーケティング

617 CCJB-OTR-12090-01

大江戸大学

NA

¥324

¥237 マーケティング

618 CCJB-OTR-12083-01

オレンジ社

NA

¥324

¥237 マーケティング

619 CCJB-OTR-12070-01

鶴田製菓

NA

¥324

¥237 マーケティング

620 CCJB-OTR-12081-01

観音株式会社

NA

¥324

¥237 マーケティング

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。
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コンテンツID

タイトル

TN

通常価格 学術価格
（税込）
（税込）

分野

621 CCJB-OTR-12079-01

キノコ社（A）

NA

¥324

¥237 マーケティング

622 CCJB-OTR-12084-01

キノコ社（B）

NA

¥324

¥237 マーケティング

623 CCJB-OTR-12078-01

コイヤ

NA

¥324

¥237 マーケティング

624 CCJB-OTR-15026-02

“仕掛けて創る”新市場 「株式会社ルネサンス」

◎

¥648

¥496 マーケティング

625 CCJB-OTR-12071-01

シックスワン

NA

¥324

¥237 マーケティング

626 CCJB-OTR-12067-01

真食品

NA

¥324

¥237 マーケティング

627 CCJB-OTR-12074-01

スカッシュ

NA

¥324

¥237 マーケティング

628 CCJB-OTR-12077-01

スチュワート社

NA

¥324

¥237 マーケティング

629 CCJB-OTR-12087-01

ゾフィー

NA

¥324

¥237 マーケティング

630 CCJB-OTR-14001-02

ダイソン株式会社

NA

¥1,371

¥1,198 マーケティング

631 CCJB-OTR-12089-01

テイルケープ社

NA

¥324

¥237 マーケティング

632 CCJB-OTR-12073-01

ハイラックス時計

NA

¥324

¥237 マーケティング

633 CCJB-OTR-12063-01

原食品

NA

¥324

¥237 マーケティング

634 CCJB-OTR-12076-01

春の糸

NA

¥324

¥237 マーケティング

635 CCJB-OTR-12086-01

ビーボン

NA

¥324

¥237 マーケティング

636 CCJB-OTR-12080-01

ブラックロック社

NA

¥324

¥237 マーケティング

637 CCJB-OTR-12069-01

フラット電機

NA

¥324

¥237 マーケティング

638 CCJB-OTR-12075-01

松川食品

NA

¥324

¥237 マーケティング

639 CCJB-OTR-12082-01

ミュージシャン寺田氏

NA

¥324

¥237 マーケティング

640 CCJB-OTR-12072-01

武崎大学

NA

¥324

¥237 マーケティング

641 CCJB-OTR-17055-01

求められるポイントモールの進化

◎

¥540

¥410 マーケティング

642 CCJB-OTR-12088-01

四菱

NA

¥324

¥237 マーケティング

643 CCJB-OTR-12068-01

ラジオジパング

NA

¥324

¥237 マーケティング

644 CCJB-OTR-12097-01

若松食品（A）

NA

¥324

¥237 マーケティング

645 CCJB-OTR-12098-01

若松食品（B）

NA

¥324

¥237 マーケティング

646 CCJB-OTR-12099-01

若松食品（C）

NA

¥324

¥237 マーケティング

647 CCJB-OTR-12100-01

若松食品（D）

NA

¥324

¥237 マーケティング

648 CCJB-OTR-00008-01

ある高等学校の組織改革（A）（B）（C）

◎

無償

無償 組織行動・人的資源管理

649 CCJB-OTR-60000-00

「健康エコナ」って本当に健康？

◎

¥540

¥410 組織行動・人的資源管理

* ティーチングノート（TN）が入手できるのは、○…学術のみ／◎…学術・専門会員のみです。
* 一般会員には入手できないケースが一部ございます。
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