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  中国・台湾 

1 遠藤誠, 孫彦 著 
最新中国ビジネス法務の基本と実務がわかる本 : 

ビジネスの実際から紛争処理まで完全図解 

秀和システム 2019 
AC9-511-

M1 

2 
西村あさひ法律事務所中国

プラクティスグループ 編著 

中国民法典と企業法務 : 日本企業への影響と

変わる取引手法 

ぎょうせい 2021 
AC9-511-

M4 

3 

EY グレーター・チャイナ, EY

新日本有限責任監査法人 

編 ; 江海峰 監修 

21 世紀における中国経済・金融資本市場の羅針

盤 = Compass for China Financial Sector 

and Capital Market : 中国ビジネスに活かす  

清文社 2020 
DC157-

M36 

4 
服部健治, 湯浅健司, 日

本経済研究センター 編著 
復興する中国 : ポスト・コロナのチャイナビジネス  文眞堂 2021 

DC157-

M62 

5   中国の投資環境 

国際協力銀行産業ファ

イナンス部門中堅・中小

企業ファイナンス室 

2021 
DE151-

M127 

6 

深津嘉成 著 ; 東京海上

日動リスクコンサルティング

(株) 編 

中国ビジネスが全く分からない人がわかるようになる

本 

文眞堂 2019 
DE151-

M23 

7 

PricewaterhouseCooper

s Taiwan 著 ; 奥田健士 

編集責任 

わかる!!台湾ビジネス Q&A : 専門家による台湾ビ

ジネス解説書  

メディアパル 2019 
DE151-

M24 

8 金藤力 著 弁護士が語る中国ビジネスの勘所  

金融財政事情研究

会 ; きんざい 
2020 

DE151-

M41 

9 
奥北秀嗣 著 ; 韓晏元 監

修 

変化する法務と中国人の商習慣・国民性 : 中国

のビジネス実務  

第一法規 2019 
DE151-

M9 

10 
日中経済協会 編 ; 射手

矢好雄 全体監修 

中国投資ハンドブック : 中国ビジネス最前線の必

携書 2021/2022 
日中経済協会 2021 

DE151-

M98 

11   
日中貿易必携 : 中国ビジネスの実用ガイドブック 

2020 

日本国際貿易促進協

会 
2020 

DE237-

M11 

12 尹秀鍾 著 中国現地法人の労務管理 Q&A  慶應義塾大学出版会 2018 
DH311-

L679 

13 
EY 新日本有限責任監査法

人 編 
中国の会計・税務・法務 Q&A 税務経理協会 2020 

DH571-

M73 

14 佐土井有里 編著 日本・台湾産業連携とイノベーション 創成社 2017 
DH96-

L14 
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  韓国・北朝鮮 

15 鄭斗漢 著 
元韓国特許庁審査官が教える韓国特許実務の

応用 

経済産業調査会 2019 
AK4-411-

M1 

16 
edited by Fabian Jintae 

Froese 
Doing business in Korea  

Routledge, Taylor & 

Francis Group ; 

Routledge, Taylor & 

Francis Group 

2020 
DC147-

D1 

17 地平 著 北朝鮮投資ガイド 博英社 2019 
DE151-

M79 

18 Youme 特許法人 著 韓国進出のための知的財産経営マニュアル 

日本貿易振興機構進

出企業支援・知的財産

部知的財産課 

2012 
DH221-

J315 

19 本多利範 著 
おにぎりの本多さん : とっても美味しい『市場創造』

物語 

プレジデント社 2016 
DH468-

L315 

20 徐丞範 著 
韓国ビジネス 53 の成功ルール : 互いの違いを強

みに変える最強タッグの作り方  

合同フォレスト ; 合同

出版 
2018 

EC225-

L195 

  東南アジア 

21 
廣畑伸雄, 福代和宏, 初

鹿野直美 著 

新・カンボジア経済入門 = Economic 

Development in Cambodia : 高度経済成長

とグローバル化 

日本評論社 2016 
DC231-

L15 

22 

トラン・ヴァン・トゥ, 大木博

巳, 国際貿易投資研究所 

編著 

ASEAN の新輸出大国ベトナム 文眞堂 2018 
DC231-

M1 

23 大久保昭平 編著 中小・ベンチャー企業のための東南アジア進出戦略  中央経済社 2015 
DE151-

L241 

24 日本貿易振興機構 編 
はじめてのベトナム進出 : 中小企業に覚えておい

てほしいベトナム投資の心得  

日本貿易振興機構 2015 
DE151-

L449 

25 藤岡資正 編著 
新興国市場と日本企業 = Japanese Firms in 

Emerging Markets  

同友館 2018 
DE151-

L755 

26 
労働政策研究・研修機構 

編 

カンボジアの労働・雇用・社会 : 日系進出企業の

投資環境 

労働政策研究・研修機

構 
2019 

DE151-

M4 

27 
前田啓一, 塩地洋, 上田

曜子 編著 
ASEAN における日系企業のダイナミクス 晃洋書房 2020 

DE151-

M87 

28 藤井恵 著 
タイ・シンガポール・インドネシア・ベトナム駐在員の

選任・赴任から帰任まで完全ガイド 

清文社 2017 
DH311-

L545 

29   
ダナンスタイル : JETRO ビジュアルで見る世界の都

市と消費市場 

日本貿易振興機構 2017 
GE543-

L48 

30   

タイからの撤退にみる現地日系企業の動向 : 「攻

めのサービス業、守りの製造業」、進出企業の拡大

は続くか 

掲載誌 Asia market review 34(3)=796:

2022.2.15 p.26-27 

重化学工業通信社 1989 Z3-2820 
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31 
アジア共生学会編集委員会 

編 

ベトナム進出中小企業における現地経営の日中比

較 

掲載誌 アジア共生学会年報(18):2022.3 

p.21-34 

アジア共生学会 2005 
Z71-

N589 

32 by Tan Gake Hua A guide to employment in Sarawak 

Pengurusan Seri 

Subur PLT 
2014 - 

  アジア全般 

33 
コンラート・アデナウアー財団

日本事務所 翻訳 

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) とアジア

におけるビジネスの展望  

コンラート・アデナウアー財

団日本事務所 
2020 

DC141-

M14 

34 
ARC 国別情勢研究会 編

集 
イラン 2021/2022 年版 ARC 国別情勢研究会 2021 

DC267-

M2 

35 日本在外企業協会 編 インドビジネスリスクハンドブック  日本在外企業協会 2009 
DE151-

J136 

36 
インド事業環境研究会 

[編] 

中小企業のインド進出を考える : インド事業環境

研究会報告書 

日本貿易振興機構進

出企業支援・知的財産

部進出企業支援課 

2012 
DE151-

J428 

37 鈴木洋太郎 編 

日本企業のアジア・バリューチェーン戦略 = Asian 

Value Chain Strategy of Japanese 

Enterprises  

新評論 2015 
DE151-

L215 

38 

武井一浩, 今泉勇 編 ; 

武井一浩, 小林英二, 久

保光太郎, 山口亮子, 今

泉勇, 迎奈央子 執筆 

日本企業のためのインド進出戦略ガイド Q&A  

中央経済社 ; 中央経

済グループパブリッシング 
2016 

DE151-

L487 

39 

森倫洋, 松井博昭 編 ; 

西村あさひ法律事務所アジ

アプラクティスグループ 著 

アジア進出・撤退の労務 : 各国の労働法制を踏

まえて 

中央経済社 ; 中央経

済グループパブリッシング 
2017 

DE151-

L712 

40 
フェアコンサルティング 監修 ; 

伊藤雄二, 外園雅大 編著 

もう悩まない!現地駐在者直伝!アジア進出企業の

税務トラブル Q&A 

第一法規 2018 
DE151-

L746 

41 

大泉常長 編著 ; 大泉光

一 監修 ; 企業危機管理

研究会 著 

事例で学ぶグローバル経営入門 : 中小企業の海

外進出ガイドライン 

文眞堂 2020 
DE151-

M84 

42 西脇暢子 編著 
日系企業の知識と組織のマネジメント : 境界線の

マネジメントからとらえた知識移転メカニズム  

白桃書房 2018 
DH45-

L40 

43 板垣博 編著 
東アジアにおける製造業の企業内・企業間の知識

連携 : 日系企業を中心として  

文眞堂 2018 
DH221-

L440 

44   

在アジア日系企業における現地スタッフの給料と待

遇に関する調査 = The survey of salaries 

and employment benefits for local staff 

in Japanese companies in Asia 2020 アジ

ア 14 カ国横断編 

日経リサーチ 2020 
DH331-

M51 

45 柳純, 鳥羽達郎 編著 
日系小売企業のアジア展開 : 東アジアと東南アジ

アの小売動態 

中央経済社 ; 中央経

済グループパブリッシング 
2017 

DH468-

L402 

46 
佐藤寛, アジアコンビニ研究

会 編 
コンビニからアジアを覗く 日本評論社 2021 

DH468-

M165 
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47 日本政府観光局 編著 
JNTO 訪日旅行誘致ハンドブック 2019 年 アジ

ア 6 市場編 

日本政府観光局 2019 
DK261-

M26 

48   
アスタナ・アルマトイスタイル : JETRO ビジュアルで

見る世界の都市と消費市場  

日本貿易振興機構 2017 
GE671-

L37 

49   
イスタンブールスタイル : JETRO ビジュアルで見る

世界の都市と消費市場 

日本貿易振興機構 2015 
GE725-

L30 

50   
世界を翔ける日本企業のチカラ : 切り札は人材と

パートナー : 中小企業海外展開事例集 

日本商工会議所 2019 
Y93-

M1644 

51 重化学工業通信社 編 日本企業のアジア進出総覧 2021 重化学工業通信社 2021 
YU7-

M1113 

52   
週刊東洋経済(7044)(臨増):2022.4.13  

海外進出企業総覧 国別編 2022 

東洋経済新報社 1960 Z3-38 

53   

中小企業の海外進出支援(26)コロナ禍における

企業の海外安全対策措置 

掲載誌 信用金庫 75(11):2021.11 p.32-

35 

全国信用金庫協会 1951 Z3-396 

54   

特集 中小企業 海外への布石 : ポストコロナ時

代の進出支援 

掲載誌 国際開発ジャーナル (770):2021.2 

p.16-29 

国際開発ジャーナル社   Z3-1059 

55   

日本企業のアジア進出状況

/2022.3.16~2022.3.31  

掲載誌 Asia market review 

34(7)=800:2022.4.15 p.40-47  

重化学工業通信社 1989 Z3-2820 

56   

企業進出スタディ 昭和電工、半導体材料の供給

体制を強化 : 中国・台湾・韓国拠点増強 

掲載誌 Asia market review 

33(2)=773:2021.2.1 p.22-23  

重化学工業通信社 1989 Z3-2820 

57 日本貿易振興機構 編 
ジェトロ世界貿易投資報告. 世界貿易投資動向

シリーズ 国・地域別編 2021 年版 

日本貿易振興機構 2021 
Z72-

T944 
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