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10085111 ビジネスモデル・ジェネレーション : ビジネスモデル設計書 : ビジョ
ナリー、イノベーターと挑戦者のためのハンドブック / アレックス・
オスターワルダー, イヴ・ピニュール著 ; 小山龍介訳. -- 翔泳社,
2012.2.

336.1/O78 一般図書

10090477 経営情報システム / 宮川公男, 上田泰編著. -- 第4版. -- 中央経済
社, 2014.3.

336.17/Mi76 一般図書

10090737 図解ビジネスモデル・ジェネレーションワークショップ / 今津美樹著.
-- 翔泳社, 2014.6.

336.1/I46 一般図書

11000779 バリュー・プロポジション・デザイン : 顧客が欲しがる製品やサービ
スを創る / アレックス・オスターワルダー [ほか] 著 ; 関美和訳. --
翔泳社, 2015.4.

336.1/O78 一般図書

90025013 DXのためのビジネスモデル設計方法 / 幡鎌博著. -- (インプレスR&D
「next publishing」 ; . OnDeck books||OnDeck books).

336.1/H41 一般図書

10094830 UXと自由 / 藤井保文著. -- 日経BP, 2020.7. -- (アフターデジタル ;
2).

336.17/F57 一般図書

10094819 デンマークのスマートシティ : データを活用した人間中心の都市づく
り / 中島健祐著. -- 学芸出版社, 2019.12.

318.93/N34 一般図書

10094820 b: 人間中心の超スマート社会 / 日立東大ラボ編著. -- 日本経済新聞
出版社, 2018.10.

504/H77 一般図書

10094821 経営情報論 / 遠山曉, 村田潔, 岸眞理子著. -- 新版補訂. -- 有斐閣,
2015.3. -- (有斐閣アルマ ; Specialized).

336.17/To79 一般図書

10094822 DX (デジタルトランスフォーメーション) 経営戦略 : 成熟したデジタ
ル組織をめざして / ジェラルド・C・ケイン [ほか] 著 ; 庭田よう子
訳. -- NTT出版, 2020.11.

336.17/Ka52 一般図書

10094823 日本型プラットフォームビジネス / 小宮昌人, 楊皓, 小池純司著. --
日本経済新聞出版社, 2020.1.

336.1/Ko65 一般図書

10094824 SmartCity5.0地方創生を加速する都市OS / 海老原城一, 中村彰二朗著.
-- インプレス, 2019.5.

601.126/E14 一般図書

10094825 プラットフォーム革命 : 経済を支配するビジネスモデルはどう機能
し、どう作られるのか / アレックス・モザド, ニコラス・L・ジョンソ
ン著 ; 藤原朝子訳. -- 英治出版, 2018.2.

007.35/Mo11 一般図書

10094826 Small factory 4.0第四次「町工場」革命を目指せ! : IoTの活用によ
り、たった3年で「未来のファクトリー」となった町工場の構想と実践
のすべて / 木村哲也著. -- 三恵社, 2018.8.

509.6/Ki39 一般図書

10094831 デジタルケイパビリティDXを成功に導く組織能力 / 野村総合研究所著.
-- 日経BP, 2020.11.

336.17/N95 一般図書

10094832 デジタルアーキテクチャー設計・構築ガイド : DX推進から基幹系シス
テム再生まで / 野村総合研究所著. -- 日経BP, 2020.11.

336.57/N95 一般図書

90025051 The DX : digital transformation : デジタル変革の真髄 / 日本経済
新聞出版編 ; 日本IBM監修. -- 日本経済新聞社, 2020.11. -- (日経
ムック).

336.17/N71 一般図書

10094827 俯瞰図から見えるIoTで激変する日本型製造業ビジネスモデル / 大野治
著. -- 日刊工業新聞社, 2016.12.

509.5/O67 一般図書

10094828 スマート工場のしくみ : イラスト図解 : IoT、AI、RPAで変わるモノづ
くり / 川上正伸, 新堀克美, 竹内芳久編著. -- 日本実業出版社,
2018.9.

509.6/Ka94 一般図書



10094829 DX戦略立案書 : CC-DIVフレームワークでつかむデジタル経営変革の考
え方 / デビッド・ロジャース著 ; 笠原英一訳. -- 白桃書房, 2021.1.

336.17/R62 一般図書

10095287 ビジネスリーダーにITがマネジメントできるか―あるITリーダーの冒険
/ ロバート・オースティン, リチャード・ノーラン, シャノン・オドン
ネル共著. -- 日経BP社, 2010.4.

336.17/A96 一般図書

10095295 DEMO 企業活動の骨格を可視化するモデリング方法論 / 飯島淳一著. --
NTT出版, 2014.1.

336.57/I27 一般図書


