
　家事事件手続法の理念に基づいた実務の考え方・手続の解説、新し
い申立書様式・記載例を豊富に登載！　面会交流と間接強制に関する
平成25年3月28日最決にもいち早く対応！

（2014年10月発行）

Ａ５判・692頁・本体5900円＋税

　申立債権者が送達場所の調査をしないときの措置等、最新法令・文
献・実務の動向を収録し改訂！

978-4-89628-954-1

Ａ５判・1040頁・本体8800円＋税

(2013年4月発行)

978-4-89628-852-0

　差押命令の申立てと差押債権の特定をめぐる２件の最高裁判例や最
新の法令・実務を収録！　手続の流れに沿って書式・記載例をくまな
く織り込み、供託・配当・財産開示手続等まで網羅！

　貸金業法の完全施行後の状況を踏まえ最新の実務を収録して改訂を
行い、多重債務問題に適切・迅速に対応できるよう、基礎知識から免
責決定までの同時廃止手続を中心に詳解！

（2010年10月発行）

978-4-89628-972-5Ａ５判・606頁・本体5200円＋税

　全訂五版では、平成20年12月１日に施行された電子記録債権法、平
成21年１月５日に施行された社債株式等振替法の改正や最新の実務に
対応させ書式も追録して大幅改訂！

Ａ５判・629頁・本体5400円＋税

　全訂七版では、平成18年以降の法改正に対応させつつ最新の実務を
収録して改訂を行うとともに、新たに書式・記載例や「和解に代わる
決定」の項などを追録した最新版！

（2012年5月発行）

978-4-89628-645-8Ａ５判・366頁・本体3100円＋税

　本人訴訟支援について徹底的に分析・論究した、紛争解決受任者と
しての司法書士必携のバイブル！　被告側から受任した場合につき増
補するとともに、最新の法令・判例・実務に対応！

（2012年7月発行）

978-4-89628-776-9Ａ５判・818頁・本体6800円＋税

　新非訟事件手続法の施行や関連法令等の改正に対応させ改訂！　新
非訟事件手続法の第３編に規定された「民事非訟事件」についても新
たに収録！

（2013年1月発行）

978-4-89628-789-9Ａ５判・453頁・本体3900円＋税

　仮処分命令を取り消す旨の判決が確定した場合に間接強制に基づき
取り立てられた金銭の返還請求を認めた最高裁判例など、最新の実務
と書式を収録した関係者必携の書！

（2011年4月発行）

978-4-89628-831-5Ａ５判・526頁・本体4700円＋税

978-4-89628-684-7Ａ５判・468頁・本体4100円＋税

裁判事務手続講座<第８巻>

書式　代替執行・間接強制・意思表示擬制の実務〔第五版〕
─建物収去命令・判決に基づく登記手続等の実務と書式

裁判事務手続講座<第11巻>

茗茄政信・近藤基　著

園部厚　著

書式 和解・民事調停の実務〔全訂八版〕
─申立てから手続終了までの書式と理論

裁判事務手続講座<第10巻>

松永六郎　著

書式　民事保全の実務〔全訂五版〕
─申立てから執行終了までの書式と理論

裁判事務手続講座<第９巻>

書式　本人訴訟支援の実務〔全訂六版〕
─司法書士のための裁判実務の手引

書式　借地非訟・民事非訟の実務〔全訂四版〕
─申立てから手続終了までの書式と理論

東京地裁保全研究会　編

園部厚　著

木村・浦川・片山法律事務所　編

裁判事務手続講座<第７巻>

書式　個人破産の実務〔全訂四版〕
─申立てから手続終了までの書式と理論

書式　不動産執行の実務〔全訂10版〕
─申立てから配当までの書式と理論

二田伸一郎・小磯治　著

裁判事務手続講座<第３巻>

書式　家事事件の実務〔全訂10版〕
─審判・調停から保全・執行までの書式と理論

園部厚　著

書式　債権・その他財産権・動産等執行の実務〔全訂13版〕
─申立てから配当までの書式と理論

園部厚　著

裁判事務手続講座<第２巻>

（2014年11月発行）裁判事務手続講座<第１巻>

民事法研究会 図書目録　
平成27年7月15日更新

■裁判事務手続講座

大島明　著 Ａ５判・620頁・本体5400円＋税 978-4-89628-773-8

裁判事務手続講座<第４巻> （2012年5月発行）

裁判事務手続講座<第６巻> 【2012年１月31日 増刷出来】（2010年3月発行）

園部厚　著 Ａ５判・628頁・本体5500円＋税 978-4-89628-922-0

裁判事務手続講座<第５巻> (2014年3月発行)

書式　民事訴訟の実務〔全訂九版〕
─申立てから配当までの書式と理論

　基礎知識から各種訴訟類型における理論・実務と書式を一体として
解説をしたロングセラー！　全訂九版では、改正民訴法・民法および
平成25年施行の家事事件手続法、非訟事件手続法等に対応！

書式　支払督促の実務〔全訂九版〕
─申立てから手続終了までの書式と理論

　全訂九版では、平成22年以降の法令・通達の改正や最新の判例等に
対応させ、手続の流れに沿って書式・記載例をくまなく織り込みつ
つ、異議申立て後の訴訟手続まで収録！

978-4-89628-602-1



　事件の類型ごとに、手続の概要、申立書、各種の報告書や契約書、
議事録、証明書などの実務上必要な書面、決定書、（即時）抗告申立
書など、138の書式・記載例を登載し、即実務で活用できる！

（2008年10月発行）

　全訂四版では、少額訴訟債権執行制度などの最新の法令・判例を収
録しつつ、売買、請負、不法行為に関する請求原因事実や私文書に関
する証拠価値など、最新の理論・学説に基づいて改訂増補！

（2009年6月発行）

978-4-89628-488-1Ａ５判・381頁・本体3500円＋税

　金融商品取引法、不正競争防止法、暴力団対策法等の法令改正や最
新の判例、社会状況に対応させて改訂増補！ 犯罪態様ごとに書式を
示し、作成上の留意点についても解説しているので活用に至便！

（2010年7月発行）

978-4-89628-541-3Ａ５判・617頁・本体5400円＋税

(2014年1月発行)

978-4-89628-629-8Ａ５判・463頁・本体4100円＋税

（2008年6月発行）

（2013年8月発行）

　執行妨害対策としての保全処分について、具体的な執行妨害事例に
効果的に活用できるよう、実際に裁判所で現場を担当してきた著者
が、申立者の立場に立ってまとめた実践的手引書！

Ａ５判・330頁・本体2900円＋税

　第六版では、新家事事件手続法や新非訟事件手続法の施行等に伴う
最新の実務を収録して大幅改訂！　簡易裁判所における特殊事件の実
践的手引書として実務に携わる方々から活用されている信頼の書！

978-4-89628-886-5

Ａ５判・244頁・本体2300円＋税 978-4-89628-464-5

（2003年12月発行）

（2009年8月発行）

　手形・小切手の基礎知識や手形交換・不渡処分制度など、手形・小
切手訴訟に必須となる基礎知識を現物例を示しつつ懇切・丁寧にわか
りやすく解説した待望の書！

　事件類型ごとに手続・要件事実等を簡明に解説しつつ、関連書式も
多数登載！　附帯処分、保全処分、送達、証拠調べの申立書のほか、
渉外人事訴訟手続・書式も充実した実践的手引書！

（2011年6月発行）

　行政処分手続から行政不服審査・行政審判手続など各種の手続まで
の流れを、書式と一体として詳解！　第二版では、旧版刊行後に出さ
れた重要判例を収録しつつ、最新の状況に合わせて改訂！

（2013年2月発行）

Ａ５判・362頁・本体3300円＋税 978-4-89628-558-1

個人再生実務研究会　編

書式　個人再生の実務〔全訂五版〕
─申立てから手続終了までの書式と理論

　平成15年４月に施行された新会社更生法に基づく手続・運用につい
て、申立て・保全措置から手続終結まで、適宜の箇所に210の書式を
織り込み詳解した最新・決定版！

東京地裁会社更生実務研究会　編 Ａ５判・445頁・本体4300円＋税 978-4-89628-181-1

書式　会社更生の実務
─申立てから終結までの理論と書式

978-4-89628-700-4Ａ５判・577頁・本体5000円＋税

　多重債務被害者救済の法的手続として活用されている個人再生手続
について、最新の全国・東京・大阪各地裁の実務に基づく豊富な書
式・図表を充実させ、即実務にも対応できる手引書の最新版！

裁判事務手続講座<第19巻>

裁判事務手続講座<第20巻>

日本弁護士連合会行政訴訟センター　編

■専門訴訟講座

裁判事務手続講座<第23巻>

裁判事務手続講座<第18巻>

裁判事務手続講座<第16巻>

書式　意思表示の公示送達・公示催告・証拠保全の実務〔第六版〕
─申立てから手続終了までの書式と理論

高橋光一　著

園部厚　著

裁判事務手続講座<第17巻>

書式　民事執行法上の保全処分の実務〔第二版〕
─申立てから執行終了までの書式と理論

大崎晴由　著

四宮章夫・藤原総一郎・信國篤慶　編著 Ａ５判・723頁・本体6500円＋税 978-4-89628-889-6

書式　民事再生の実務〔全訂四版〕
─申立てから手続終了までの書式と理論

経営刑事法研究会　編　編集代表　井窪保彦

裁判事務手続講座<第15巻>
　倒産実体法の論点解説を大幅追録するとともに、金融円滑化法後の
中小企業の再建はもとより、上場企業等の大企業の再建にも幅広く活
用されている再生手続の最新実務に対応して改訂！

裁判事務手続講座<第14巻>

書式　告訴・告発の実務〔第四版〕
─企業活動をめぐる犯罪の理論と書式

書式　少額訴訟の実務〔全訂四版〕
─訴え提起から執行までの書式と理論

加藤俊明　著

森・濱田松本法律事務所・弁護士法人淀屋橋・山上合同　編

裁判事務手続講座<第13巻>

裁判事務手続講座<第12巻>

書式　会社非訟の実務
─申立てから手続終了までの書式と理論

書式　行政訴訟の実務〔第二版〕
─行政手続・不服審査から訴訟まで

裁判事務手続講座<第21巻>

書式　成年後見の実務〔第二版〕
─申立てから配当までの書式と理論

坂野征四郎　著

裁判事務手続講座<第22巻>

（2013年7月発行）

書式　手形・小切手訴訟の実務〔全訂二版〕
─申立てから配当までの書式と理論

書式　人事訴訟の実務
─訴え提起から執行までの書式と理論

978-4-89628-712-7Ａ５判・464頁・本体3900円＋税

（2011年8月発行）

978-4-89628-880-3Ａ５判・401頁・本体3500円＋税

　 家事事件手続法・規則など最新の法令や実務の動向を織り込み全
面改訂！　成年後見制度の概要や手続の流れを解説したうえで、申立
書・審判書等の書式・記載例等を網羅的に収録！

東京家裁人事訴訟研究会　編 Ａ５判・476頁・本体4300円＋税 978-4-89628-842-1



松嶋英機・伊藤眞・園尾隆司　編 Ａ５判・648頁・本体5700円＋税 978-4-89628-978-7

専門訴訟講座⑧ (2014年11月発行)

倒産・再生訴訟
　手続開始決定、更生担保権、担保権の行使と消滅、否認、相殺禁
止、再生・更生計画の認可決定、役員の損害賠償責任、即時抗告をめ
ぐる問題等の争訟を網羅！

浜田道代・久保利英明・稲葉威雄　編 Ａ５判・1000頁・本体8500円＋税 978-4-89628-890-2

専門訴訟講座⑦ (2013年9月発行)

会社訴訟─訴訟・非訟・仮処分─
　会社をめぐるさまざまな紛争の事前の差止め・仮処分から本訴、事
後の責任追及、非訟事件まで、法理、実務、解決へのノウハウ、審理
のあり方と要件事実を、斯界の高名な執筆陣が詳細に解説！

Ａ５判・744頁・本体6600円＋税 978-4-89628-590-1

(2008年4月発行)

Ａ５判・1004頁・本体8500円＋税

(2013年1月発行)

978-4-89628-810-0Ａ５判・702頁・本体5600円＋税

　裁判手続をはじめ無効の抗弁・クレーム解釈・消尽論・均等論・冒
認・間接侵害・職務発明等複雑を極める重要論点を法律・実務・裁判
と立体的な視点で解析！

(2012年3月発行)

978-4-89628-763-9
978-4-89628-764-6

Ａ５判・833頁・本体7700円＋税（上巻）
Ａ５判・755頁・本体6800円＋税（下巻）

  第２版では、事業再編計画の実行について、より実践的な解説を加
えるとともに、独占禁止法等の法改正に対応させ、最新の判例・実務
の動向を織り込んで大幅に改訂増補！

　平成24年10月最判、法制審議会会社法制部会「会社法制の見直しに
関する要綱案」等に対応！　手続の流れに沿って具体的実践的に解説
をしつつ、適宜の箇所に必要な書式を収録した至便の１冊！

(2011年4月発行)

■事業再編シリーズ

事業再編シリーズ２

事業再編シリーズ３

会社分割の理論・実務と書式〔第６版〕
─労働契約承継、会計・税務、登記・担保実務まで─

大渕哲也・塚原朋一・熊倉禎男・三村量一・富岡英次　編

978-4-89628-846-9

交通事故訴訟
  極めて専門性の高い専門的知識・能力を必要とされる交通事故訴訟
について、研究者・実務家・裁判官がそれぞれの専門知識を駆使して
紛争解決の理論と実務指針を明示！

建築訴訟〔第２版〕
  建築瑕疵をめぐる建築施工者等の不法行為責任など最新の判例、理
論･実務に対応！　豊富な書式、資料を織り込み請負、売買、不法行
為訴訟を中心に建築をめぐる紛争の法理・実務・要件事実を詳解！

Ａ５判・971頁・本体7500円＋税 978-4-89628-461-4

松本克美・齋藤隆・小久保孝雄　編

(2009年12月発行)

(2010年2月発行)

専門訴訟講座③
  商法・保険法ほか保険業法、各種約款および損害、生命、傷害の各
種保険の知識まで要する紛争分野について、研究者・実務家・裁判官
が専門知識を駆使して解決の理論と実務指針を明示！

Ａ５判・791頁・本体6800円＋税 978-4-89628-582-6

浦川道太郎・金井康雄・安原幸彦・宮澤潤　編

保険関係訴訟

専門訴訟講座⑥

Ａ５判・892頁・本体7200円＋税

  民事裁判において多数を占める不動産をめぐる訴訟について、研究
者・弁護士・裁判官がそれぞれの専門知識を駆使して紛争解決の理論
と実務指針を明示！

  極めて専門性の高い専門的知識・能力を必要とされる医療訴訟につ
いて、研究者・弁護士・裁判官がそれぞれの専門知識を駆使して紛争
解決の理論と実務指針を明示！

978-4-89628-631-1

(2010年7月発行)

専門訴訟講座④

特許訴訟〔上巻〕〔下巻〕

（※第10巻以降も順次刊行予定）

専門訴訟講座② (2013年3月発行)

会社合併の理論・実務と書式〔第２版〕
─労働問題、会計・税務、登記・担保実務まで─

  編集代表：今中利昭
　編集：辻川正人・山形康郎・赫高規・竹内陽一・丸尾拓養・内藤卓

事業譲渡の理論・実務と書式〔第２版〕
─労働問題、会計・税務、登記・担保実務まで─

(2011年8月発行)

  第２版では、企業結合に関するガイドライン等の改定・策定に対応
させるとともに、最新の判例・実務の動向を織り込んで大幅に改訂増
補！

編集代表：今中利昭　編集：髙井伸夫　小田修司　内藤卓

Ａ５判・303頁・本体2800円＋税 978-4-89628-708-0編集代表：今中利昭 編集　山形康郎・赫高規・竹内陽一・丸尾拓養・内藤卓

Ａ５判・608頁・本体5100円＋税 978-4-89628-688-5

専門訴訟講座①

不動産関係訴訟

事業再編シリーズ１

医療訴訟

塩崎勤・澤野順彦・齋藤隆　編

専門訴訟講座⑤

塩崎勤・山下丈・山野嘉朗　編

専門訴訟講座　続刊予定

⑨登記請求訴訟

塩崎勤・小賀野晶一・島田一彦　編



978-4-89628-788-2

Ａ５判・163頁・本体1600円＋税 978-4-89628-888-9

わかりやすい紛争解決シリーズ６

園部厚　著

978-4-89628-758-5Ａ５判・247頁・本体2300円＋税

　敷引特約・更新料に関する最高裁判例のわかりやすい解説を追録す
るとともに、国土交通省発表の「原状回復をめぐるトラブルとガイド
ライン」および「賃貸住宅標準契約書」の改訂などに対応！

(2013年8月発行)

わかりやすい不動産登記関係紛争解決の手引
　基本知識から紛争解決の手続までを具体的かつ実践的に解説した手
引書！　請求原因別に、請求の趣旨・原因、抗弁および再抗弁以下の
攻撃防御方法を具体的記載例を用いて解説！

978-4-89628-716-5Ａ５判・248頁・本体2300円＋税

　金銭消費貸借契約および保証契約の基本的な知識を解説したうえ
で、重要判例に基づいた貸金・不当利得（過払金）返還、保証債務不
履行等をめぐる紛争を解決するための指針を明示！

(2011年9月発行)

事業再編シリーズ５　再建型会社整理の理論・実務と書式

978-4-89628-808-7Ａ５判・364頁・本体3000円＋税

　クーリング・オフの仕組みや要件、抗弁権の接続など、実務でポイ
ントとなる事項や消費者契約法、特定商取引法などの消費者保護法の
内容を現役簡裁判事がわかりやすく解説！

(2012年10月発行)

　少額訴訟手続に必須となる基礎的な事項を、手続の流れに沿って各
段階で即確認できるように配慮してわかりやすく解説した実践的マ
ニュアル！

Ａ５判・224頁・本体2000円＋税 978-4-89628-724-0

(2011年12月発行)

　少額訴訟債権執行手続に必須となる基礎的な事項を、手続の流れに
沿って豊富な書式・記載例で確認でき、執務中の不意の疑問にも即解
消できるハンディな新実務マニュアル！

Ａ５判・204頁・本体1900円＋税 978-4-89628-725-7

園部厚　著

編集代表　土岐敦司 編集　唐津恵一・志田至朗・辺見紀男・小畑良晴

事業再編シリーズ４

園部厚　著

園部厚　著

わかりやすい紛争解決シリーズ３

わかりやすい紛争解決シリーズ５

わかりやすい消費者信用関係紛争解決の手引

わかりやすい敷金等返還紛争解決の手引〔第２版〕

■わかりやすい紛争解決シリーズ

近藤基　著

■簡裁民事ハンドブックシリーズ

簡裁民事ハンドブック①<通常訴訟編>

(2011年12月発行)

978-4-89628-300-6Ａ５判・219頁・本体2000円＋税

　簡易裁判所の民事通常訴訟事件の処理に必要な必須知識を、手続の
流れに沿って各段階で即確認できるように配慮して解説した実践的マ
ニュアル！

(2006年9月発行)

塩谷雅人・近藤基　編

わかりやすい労働紛争解決の手引〔第２版〕

（※発刊時期、価格等未定）

Ａ５判・259頁・本体2200円＋税

　第２版では、平成20年の労基法改正、平成21年の育介休法改正など
の最新法令、「労働者派遣事業法による紛争処理制度」などの最新の
実務や判例を収録して大幅改訂増補！

(2011年2月発行)

(2012年6月発行)

　ビジネスプランニングから、スケジュールの立て方・留意点、訴訟
手続、経営者の責任から少数株主の保護までを丁寧に網羅！株式交換・株式移転の理論・実務と書式

─労務、会計・税務、登記、独占禁止法まで─

事業再編シリーズ　続刊予定

Ａ５判・354頁・本体3300円＋税

〈2012年3月発行〉

わかりやすい紛争解決シリーズ１

園部厚　著

わかりやすい紛争解決シリーズ２

わかりやすい物損交通事故紛争解決の手引〔第２版〕

978-4-89628-625-0Ａ５判・258頁・本体2400円＋税

  物損交通事故による評価損、代車料、休車損などの基本事項から紛
争解決に向けた裁判手続の進め方まで、事故に遭った一般の方が一人
ででも解決できるよう簡潔ながらもわかりやすく解説した手引書！

(2010年6月発行)

978-4-89628-669-4

わかりやすい紛争解決シリーズ４

わかりやすい貸金・保証関係紛争解決の手引

園部厚　著

簡裁民事ハンドブック③<少額訴訟債権執行編>

簡裁民事ハンドブック②<少額訴訟編>

近藤基　著



(2015年3月発行)

事例に学ぶ相続事件入門
─事件対応の思考と実務─

　相談から事件解決まで具体事例を通して、利害関係人の調整と手続
を書式を織り込み解説！　遺産分割協議・調停・審判、遺言執行、相
続関係訴訟、法人代表者の相続事案等の豊富な事例を網羅！

相続事件研究会　編 Ａ５判・318頁・本体3000円＋税 978-4-89628-999-2

Ａ５判・252頁・本体2300円＋税 978-4-89628-893-3

Ａ５判・414頁・本体3600円＋税 978-4-89628-940-4

(2014年5月発行)

　任意整理事件、破産申立事件、企業の民事再生事件、個人再生事
件、破産管財事件、過払金回収事件などの債務整理事件をドキュメン
タリー形式で実際の事件処理のフローを詳細に紹介！

　行政紛争の経験豊富な弁護士が、６つのエピソードを通して相談か
ら解決までの思考プロセス、訴状作成、裁判経過等を解説！　行政訴
訟に取り組むための最初の１冊として最適！

(2011年5月発行)

　「最善努力義務」を果たすための思考とノウハウを書式等豊富な資
料を織り込み平易に解説！　４つのモデルケースを通して事件受任か
ら弁護方針を完結するまでの実況ルポ！

(2012年10月発行)

978-4-89628-696-0Ａ５判・254頁・本体2300円＋税

978-4-89628-815-5Ａ５判・216頁・本体1905円＋税

(2013年3月発行)

　さまざまなケースを通して戦略的事件解決の思考と手法を獲得する
実践的手引書！　事件終結に至る思考プロセスをたどり、問題点把握
能力や事案処理遂行能力を高め、若手法律実務家のOJTを補完する！

Ａ５判・348頁・本体2800円＋税 978-4-89628-850-6

(2013年9月発行)

　事件受任から方針の立案、権利確保から権利実現のプロセスをたど
り思考方法と手続の留意点を豊富な書式とともに丁寧に解説した実践
的手引書！

事例に学ぶ離婚事件入門
─紛争解決の思考と実務─

簡裁民事ハンドブックシリーズ　続刊予定

宮村啓太　著

離婚事件研究会　編

事例に学ぶ保全・執行入門
─権利実現の思考と実務─

弁護士　野村創　著

債務整理実務研究会　編

事例に学ぶ債務整理入門
─事件対応の思考と実務─

■トラブル相談シリーズ

(2014年4月発行)

（※番号は刊行予定順序を示すものではありません。）

④保全編　⑤調停編　⑥訴え提起前の和解編　⑦支払督促編　⑧送達編

事例に学ぶ刑事弁護入門
─弁護方針完結の思考と実務─

■事例に学ぶシリーズ

事例に学ぶ行政訴訟入門
─紛争解決の思考と実務─

弁護士　野村創　著

事例に学ぶ建物明渡事件入門
─権利実現の思考と実務─

　依頼者との相談から占有者との交渉、相手方代理人、裁判官とのや
りとりなど具体的な事例を通して実務家としての考え方と解決までの
手続を豊富な書式を織り込み丁寧に解説！

弁護士　松浦裕介　著 Ａ５判・244頁・本体2300円＋税 978-4-89628-934-3

(2013年10月発行)

ペットのトラブル相談Ｑ＆Ａ
─基礎知識から具体的解決策まで─

　平成25年施行の改正動物愛護管理法・政省令、基準等に基づき、ト
ラブルの実態、法的責任、対応策等についてわかりやすく解説！

渋谷寛・佐藤光子・杉村亜紀子　著 Ａ５判・292頁・本体2300円＋税 978-4-89628-899-5

(2015年1月発行)

事例に学ぶ成年後見入門
─権利擁護の思考と実務─

　業務開始から終了までの具体的事例を通して後見人、後見監督人と
しての対応と手続を解説！　施設入所手続、医療同意、対立親族への
対応、養護者の虐待、死後事務、財産管理等豊富な事例を網羅！

弁護士　大澤美穂子　著 Ａ５判・212頁・本体2200円＋税 978-4-89628-990-9

(2014年11月発行)

葬儀・墓地のトラブル相談Ｑ＆Ａ
─基礎知識から具体的解決策まで─

　平成25年施行の改正動物愛護管理法・政省令、基準等に基づき、ト
ラブルの実態、法的責任、対応策等についてわかりやすく解説！

長谷川正浩・石川美明・村千鶴子　編 Ａ５判・333頁・本体2900円＋税 978-4-89628-965-7



Ｑ＆Ａ成年後見実務全書　第１巻
─総論・法定後見Ⅰ─

　本人意思・自己決定の尊重、ノーマライゼーション等の制度理念
と、法定後見における後見等開始に向けた実務から開始時の実務まで
をカバー！

■成年後見実務全書シリーズ

(2015年1月発行)

978-4-86556-006-0

現代債権回収実務マニュアル　第２巻 (2015年6月発行)

裁判手続による債権回収
─債務名義の取得・保全手続─

　「債務名義の取得」や「仮差押え・仮処分等の保全手続」等の法的
手段による債権回収について、基礎知識から実務の指針・留意点まで
を詳解！

虎門中央法律事務所　編

編集代表　赤沼康弘・池田惠利子・松井秀樹 Ａ５判・371頁・本体3800円＋税

（2012年7月発行）

978-4-89628-961-9

Ａ５判・353頁・本体3200円＋税

　本人訴訟支援について徹底的に分析・論究した、紛争解決受任者と
しての司法書士必携のバイブル！　被告側から受任した場合につき増
補するとともに、最新の法令・判例・実務に対応！

Ａ５判・453頁・本体3900円＋税

  実体法・手続法の理論的な部分は主に各領域を専門とする研究者が
最新の学説状況を踏まえて考察し、実務的な要素を多く含む項目は裁
判官や弁護士などが実務の最新状況を織り込んで留意点等を詳説！

Ａ５判上製・371頁・本体3700円＋税

  実体法・手続法の理論的な部分は主に各領域を専門とする研究者が
最新の学説状況を踏まえて考察し、実務的な要素を多く含む項目は裁
判官や弁護士などが実務の最新状況を織り込んで留意点等を詳説！

978-4-89628-520-8

Ａ５判上製・405頁・本体4000円＋税 978-4-89628-604-5

978-4-89628-789-9

佐藤歳二・山野目章夫・山本和彦　編

（※発刊時期、価格等未定）

■新担保・執行法講座

新担保・執行法講座３

新担保・執行法講座〈第３巻〉
─抵当権の目的物、抵当権の処分等、根抵当権─

新担保・執行法講座　続刊予定

裁判事務手続講座<第９巻>

書式　本人訴訟支援の実務〔全訂六版〕
─司法書士のための裁判実務の手引

松永六郎　著

佐藤歳二・山野目章夫・山本和彦　編

新担保・執行法講座４

■裁判実務

978-4-89628-773-8Ａ５判・620頁・本体5400円＋税

（2012年5月発行）

　基礎知識から各種訴訟類型における理論・実務と書式を一体として
解説をしたロングセラー！　全訂九版では、改正民訴法・民法および
平成25年施行の家事事件手続法、非訟事件手続法等に対応！

(2009年4月発行)

(2010年5月発行)

〔民事事件〕

新担保・執行法講座〈第１巻〉─総論、抵当権の設定、抵当権者の権利実現─

新担保・執行法講座〈第２巻〉─抵当権者の権利実現（承前）、抵当権と倒産手続─

新担保・執行法講座〈第４巻〉
─動産担保・債権担保等、法定担保権─

裁判事務手続講座<第４巻>

書式　民事訴訟の実務〔全訂九版〕
─申立てから配当までの書式と理論

大島明　著

■現代債権回収実務マニュアル

現代債権回収実務マニュアル　第１巻 (2014年12月発行)

通常の債権回収
─債権管理から担保権・保証まで─

  債権回収実務の基本である「債権管理」と裁判手続によらない通常
の「回収」、そしてその裏付けとなる「担保権・保証」の理論と実務
を実践的に詳解！

虎門中央法律事務所　編 Ａ５判・883頁・本体7500円＋税 978-4-89628-981-7



　８年ぶり改訂の第３版では、売買契約紛争の重要論点、賃金、時間
外手当・解雇予告手当請求訴訟、消費者契約関係訴訟を新たに収録、
さらに充実！

978-4-89628-918-3

　裁判官と弁護士双方の豊かな経験と深い学識を有する著者が、教科
書からでは学べない具体的かつ実践的な訴訟の真実の姿と実務知識を
教示！（「実務 民事訴訟法」改題）

（2014年11月発行）

　法廷マナー、訴状・答弁書の書き方、尋問の手法、控訴の留意点、
依頼者との関係のあり方など、訴訟戦術の視点から若手・中堅・ベテ
ランが新人弁護士の質問に答える貴重な研究会の内容を開示！

Ａ５判・275頁・本体2300円＋税

(2015年7月発行)

(2014年2月発行)

978-4-89628-976-3Ａ５判・402頁・本体3500円＋税

　抽象・難解な基本原理について、要件事実をツールに理解を促進！
平易な文章とともに〈設例〉には［関係図］を設け、徹底的にわかり
やすさに配慮した！

（2011年1月発行）

978-4-89628-859-9
978-4-89628-860-5

Ａ５判・584頁・本体4500円＋税（上巻）
Ａ５判・412頁・本体3500円＋税（下巻）

　事実認定を大幅に加筆し、裁判の合議が体感できる演習問題を収録
した最新版！　訴訟構造・訴訟物を理解し、要件事実・事実認定の知
識を学び、その使い方を演習問題で身に付け完全理解をめざす！

（2013年４月発行）

978-4-86556-025-1

　豊富な判例を詳細に分析し、貸出稟議書・社内通達文書・診療記
録・刑事関係文書・青色申告決算書等各種文書が証拠開示の対象とな
るのかについて、その法理と実務を詳解！

（2010年8月発行）

978-4-89628-657-1Ａ５判・424頁・本体3500円＋税

　日頃の実務の中で頻繁に利用される不法行為法の基本的理論と厳選
した34の訴訟類型を研究者・弁護士・裁判官が理論・実務の両面から
解説した決定版！

（2011年12月発行）

978-4-89628-634-2Ａ５判上製・524頁・本体4800円＋税

(2010年5月発行)

(2007年1月発行)

978-4-89628-622-9Ａ５判・435頁・本体3700円＋税

　医療事故の解決にあたって、相談・調査・訴訟外交渉・訴訟とい
う、弁護士が一歩一歩登っていかなければならないプロセスを、医療
機関との具体的な交渉も踏まえてわかりやすく構成！

　裁判所のしくみや裁判所から送られてくる書類、裁判手続をイラス
ト付きでわかりやすく説明した手引書。裁判書類の様式・書き方まで
具体的に解説！

978-4-89628-367-9Ａ５判・537頁・本体4700円＋税

　多様化し高度化した依頼者のニーズとのミスマッチを避けるため
に、対応方法や専門的情報を効率よく収集し、処理するノウハウ等必
須の実践的知識を開示！

(2005年10月発行)

978-4-89628-956-5

(2014年8月発行)

978-4-89628-280-1Ａ５判・361頁・本体2500円＋税

裁判所のことがすべてわかる本

塩崎勤・羽成守・小賀野晶一　編著

要件事実の考え方と実務〔第３版〕

民事訴訟の基本原理と要件事実

<完全講義>民事裁判実務の基礎〔第２版〕(上巻)(下巻)
（上巻）第１部　基本構造・訴訟物　第２部　要件事実
（下巻）第３部　事実認定　第４部　演習問題

実践　訴訟戦術
─弁護士はみんな悩んでいる─

東京弁護士会春秋会　編

升田純　著

田中豊　著

事実認定の考え方と実務

Ａ５判・621頁・本体4700円＋税

　事実認定が裁判のプロセスの中でどのように機能しているかを明ら
かにするとともに、いかなる主張・立証活動をすれば有利な事実認定
を導けるかを徹底的に教示！

（2008年3月発行）

Ａ５判・272頁・本体2300円＋税 978-4-89628-443-0

医療事故紛争の上手な対処法〔全訂版〕

裁判手続研究会　編

実務　不法行為法講義〔第２版〕

大島眞一　著

田中豊　著

文書提出命令の理論と実務

山本和彦・須藤典明・片山英二・伊藤尚　編

実戦　民事訴訟の実務〔第５版〕
─必修知識から勝つための訴訟戦略まで─（「実務 民事訴訟法」改題）

上田和孝　著

医療過誤問題研究会　編

実務　医療過誤訴訟
─訴訟における専門的アプローチとノウハウ─

Ａ５判・680頁・本体5400円＋税 978-4-89628-744-8

加藤新太郎・細野敦　著

(2013年6月発行)

司法書士による被告事件の実務
─訴訟活動の事例と指針─

　訴え提起前・訴え提起後・債務名義取得後・強制執行申立て後の４
段階それぞれの場面で問題となりうる35のテーマを事例に沿って、わ
かりやすく解説！

赤松茂・鈴木修司・山田茂樹　編著 Ａ５判・347頁・本体3000円＋税 978-4-89628-868-1

ゼロからわかる

司法書士業務効率化実現マニュアル

小林亮介・久松秀之　著

　効率化の心構えから、「今」から活かせる業務別実践例、ＩＴ初心
者にもわかりやすいツールやサービス・設定方法の解説まで収録し、
司法書士実務・事務所運営の業務効率化を詳解！

Ａ５判・323頁・本体2800円＋税



(2011年6月発行)

(2014年2月発行)

　法廷マナー、訴状・答弁書の書き方、尋問の手法、控訴の留意点、
依頼者との関係のあり方など、訴訟戦術の視点から若手・中堅・ベテ
ランが新人弁護士の質問に答える貴重な研究会の内容を開示！

Ａ５判・275頁・本体2300円＋税 978-4-89628-918-3

Ｂ５判・180頁・本体2500円＋税 978-4-89628-925-1

(2011年12月発行)

978-4-89628-724-0

Ａ５判・219頁・本体2000円＋税

　簡易裁判所の民事通常訴訟事件の処理に必要な必須知識を、手続の
流れに沿って各段階で即確認できるように配慮して解説した実践的マ
ニュアル！

（2009年6月発行）

(2006年9月発行)

978-4-89628-541-3Ａ５判・617頁・本体5400円＋税

　全訂四版では、少額訴訟債権執行制度などの最新の法令・判例を収
録しつつ、売買、請負、不法行為に関する請求原因事実や私文書に関
する証拠価値など、最新の理論・学説に基づいて改訂増補！

(2014年2月発行)

　法人破産事件や家事調停事件への司法書士の関与や滞納賃料請求と
建物明渡請求における代理権の考え方などをめぐる具体的事例を基に
実務や法制度等を検討した実務で活用できる待望の書！

(2011年12月発行)

978-4-89628-300-6

Ａ５判・224頁・本体2000円＋税

　少額訴訟手続に必須となる基礎的な事項を、手続の流れに沿って各
段階で即確認できるように配慮してわかりやすく解説した実践的マ
ニュアル！

(2006年3月発行)

978-4-89628-725-7Ａ５判・204頁・本体1900円＋税

　少額訴訟債権執行手続に必須となる基礎的な事項を、手続の流れに
沿って豊富な書式・記載例で確認でき、執務中の不意の疑問にも即解
消できるハンディな新実務マニュアル！

(2013年10月発行)

　簡易裁判所における係属事件や判決の傾向が把握できることに加
え、現役簡裁判事の認定・思考プロセスが理解できる１冊！　特徴の
ある簡裁裁判例の要旨、判決全文を掲載！

Ａ５判・357頁・本体3200円＋税 978-4-89628-900-8

　簡易裁判所の一般的民事事件における訴訟類型ごとの「請求の趣
旨・原因」についての要件事実上の内容・論点をまとめ、簡明に解説
した実務マニュアル！

978-4-89628-312-9Ａ５判・382頁・本体3200円＋税

　簡易裁判所で扱われる主要事件類型について、基本となる要件事実
から争点となる論点等を整理して示したうえ、具体的な事例に基づい
て主張立証責任や訴訟の進め方を明示！

Ａ５判・627頁・本体4800円＋税 978-4-89628-703-5

　最新の法令・判例に対応させるとともに、特定商取引法関係訴訟や
インターネット取引、人損交通事故をめぐる紛争など、昨今、簡易裁
判所で増加している事件類型の解説を大幅増補・改訂！

　「裁判外の解決」の章を新設し、裁判外和解や調停、ＡＤＲなどの
記述を拡充したほか、最新の法令・判例・運用に対応！　訴訟代理・
裁判書類作成いずれにも対応した具体的解説で実務に即応用可能！

(2015年5月発行)

978-4-86556-000-8Ａ５判・596頁・本体5500円＋税

978-4-86556-011-4Ａ５判・525頁・本体4500円＋税

　依頼者との相談から占有者との交渉、相手方代理人、裁判官とのや
りとりなど具体的な事例を通して実務家としての考え方と解決までの
手続を豊富な書式を織り込み丁寧に解説！

東京弁護士会春秋会　編

未来を拓く司法書士実務の新展開
〔別冊市民と法 No.２〕

実践　訴訟戦術
─弁護士はみんな悩んでいる─

裁判事務手続講座<第13巻>

書式　少額訴訟の実務〔全訂四版〕
─訴え提起から執行までの書式と理論

法律家制度研究会　編

(2015年3月発行)

全国青年司法書士協議会簡裁事件受任推進委員会　編

加藤俊明　著

簡裁民事訴訟事件要件事実マニュアル

〔簡易裁判所実務〕

実践　簡裁民事訴訟

簡裁民事ハンドブック③<少額訴訟債権執行編>

近藤基　著

簡裁民事訴訟の判例と実務

岡崎昌吾　著

簡裁民事事件の考え方と実務〔第４版〕

加藤新太郎　編

園部厚　著

事例に学ぶ建物明渡事件入門
─権利実現の思考と実務─

建物明渡事件の実務と書式〔第２版〕
─相談から保全・訴訟・執行まで─

大阪青年司法書士会　編

簡裁民事ハンドブック①<通常訴訟編>

塩谷雅人・近藤基　編

簡裁民事ハンドブック②<少額訴訟編>

近藤基　著

(2014年4月発行)

弁護士　松浦裕介　著 Ａ５判・244頁・本体2300円＋税 978-4-89628-934-3



　相談から事件解決まで具体事例を通して、利害関係人の調整と手続
を書式を織り込み解説！　遺産分割協議・調停・審判、遺言執行、相
続関係訴訟、法人代表者の相続事案等の豊富な事例を網羅！

相続事件研究会　編 Ａ５判・318頁・本体3000円＋税 978-4-89628-990-9

事例に学ぶ相続事件入門
─事件対応の思考と実務─

法律家制度研究会　編 Ｂ５判・180頁・本体2500円＋税 978-4-89628-925-1

Ａ５判・428頁・本体3800円＋税 978-4-89628-837-7

(2013年2月発行)

(2015年3月発行)

　利用相談から調停の申込み、受理・不受理の決定、相手方への通
知、相手方の応諾確認、調停開始から終了まで各段階で必要な書式を
織り込み、手続の流れに沿って実務を詳説！

(2011年5月発行)

　好評の『こころを読む　実践家事調停学』で提唱した家事調停技法
をさらに発展させ、当事者の立場に立った家事調停を実現する技術の
向上をめざす意欲作！

　全訂七版では、平成18年以降の法改正に対応させつつ最新の実務を
収録して改訂を行うとともに、新たに書式・記載例や「和解に代わる
決定」の項などを追録した最新版！

（2012年5月発行）

(2014年2月発行)

　法人破産事件や家事調停事件への司法書士の関与や滞納賃料請求と
建物明渡請求における代理権の考え方などをめぐる具体的事例を基に
実務や法制度等を検討した実務で活用できる待望の書！

　効率化の心構えから、「今」から活かせる業務別実践例、ＩＴ初心
者にもわかりやすいツールやサービス・設定方法の解説まで収録し、
司法書士実務・事務所運営の業務効率化を詳解！

Ａ５判・323頁・本体2800円＋税

　金銭請求事件の和解調書作成の現場に携わる著者が、その経験を通
して多様なケースに的確に対応できる119件にも上る豊富な記載例を
示しつつ、具体的・実践的に解説した法律実務家必携の書！

(2009年12月発行)

978-4-89628-776-9Ａ５判・818頁・本体6800円＋税

978-4-89628-585-7Ａ５判・476頁・本体3800円＋税

　司法書士である著者が実践例を基に理論的、比較法的考察を試みた
学位(博士)授与論文に最新情報を織り込んだ研究成果！　裁判外紛争
解決に取り組むあらゆる機関、実務家の必携書！

　当事者に直面する現実と向き合わせるための問題提起をし、最善の
解決へと導くための方策を、著者の長年の経験に基づいた事例を踏ま
えて解説した調停技術の入門書！

(2008年2月発行)

978-4-89628-338-9Ａ５判・374頁・本体3300円＋税

(2009年8月発行)

978-4-89628-438-6Ａ５判・366頁・本体2700円＋税

Ａ５判・583頁・本体5000円＋税

（2013年2月発行）

　事件類型ごとに手続・要件事実等を簡明に解説しつつ、関連書式も
多数登載！　附帯処分、保全処分、送達、証拠調べの申立書のほか、
渉外人事訴訟手続・書式も充実した実践的手引書！

978-4-89628-858-2

978-4-89628-842-1

978-4-89628-555-0Ａ５判・400頁・本体3300円＋税

　家事事件手続法の理念に基づいた実務の考え方・手続の解説、新し
い申立書様式・記載例を豊富に登載！　面会交流と間接強制に関する
平成25年3月28日最決にもいち早く対応！

（2013年4月発行）

Ａ５判・476頁・本体4300円＋税

〔家事・人事事件〕

こころをつかむ　臨床家事調停学
─当事者の視点に立った家事調停の技法─

飯田邦男　著

茗茄政信・近藤基　著

書式 和解・民事調停の実務〔全訂八版〕
─申立てから手続終了までの書式と理論

〔和解・調停〕

実践　ＡＤＲ
～調停センター“ふらっと”の挑戦～

静岡県司法書士会調停センターふらっと　編

こころを読む　実践　家事調停学〔改訂増補版〕
─当事者の納得にむけての戦略的調停─

未来を拓く司法書士実務の新展開
〔別冊市民と法 No.２〕

裁判事務手続講座<第８巻>

近藤基　著

加藤俊明　著

認証ＡＤＲの現状と課題
─対話促進型調停における法律専門職調停人の行動基準を中心に─

金銭請求事件の和解条項作成マニュアル

飯田邦男　著

裁判事務手続講座<第３巻>

書式　家事事件の実務〔全訂九版〕
─審判・調停から保全・執行までの書式と理論

二田伸一郎・小磯治　著

東京家裁人事訴訟研究会　編

裁判事務手続講座<第23巻>

書式　人事訴訟の実務
─訴え提起から執行までの書式と理論

ゼロからわかる

司法書士業務効率化実現マニュアル

小林亮介・久松秀之　著

(2014年8月発行)

978-4-89628-956-5



(2014年1月発行)

ＤＶ・ストーカー対策の法と実務

代理人のための面会交流の実務
─離婚の調停・審判から実施に向けた調整・支援まで─

　家庭裁判所での調停・審判手続の流れと留意点、面会交流紛争の実
情・特徴を踏まえた当事者間の調整の方法、FPICなどの支援機関の利
用方法など、実践的なアドバイスが満載！

(2015年4月発行)

Ａ５判・348頁・本体2800円＋税 978-4-89628-850-6

Ａ５判・195頁・本体2200円＋税 978-4-89628-992-3片山登志子・村岡泰行　編　　面会交流実務研究会　著

Ａ５判・416頁・本体3800円＋税 978-4-89628-918-3

　改正ストーカー規制法、改正ＤＶ防止法、さらには最新の行政機関
の通達も踏まえて、困難な案件を抱える実務家に向けて実務の要所を
解説！

(2013年3月発行)

　さまざまなケースを通して戦略的事件解決の思考と手法を獲得する
実践的手引書！　事件終結に至る思考プロセスをたどり、問題点把握
能力や事案処理遂行能力を高め、若手法律実務家のOJTを補完する！

  離婚が認められる理由、有利に離婚を進める手続、子どもとの関係
など、将来の生活設に適う年金分割・改正ＤＶ法等の最新法令、判例
を織り込み平易に解説！

(2007年8月発行)

  相続のしくみから相続財産の分割方法、遺言の方式、税金の問題ま
で相続問題のすべてを、具体的事例と最新の法令・判例に基づきＱ＆
Ａ形式でわかりやすく解説！

〈2012年2月発行〉

Ａ５判・305頁・本体3000円＋税

　平成25年１月施行の家事事件手続法による手続上の変更点を当事
者・代理人の立場から家庭裁判所実務に即して解説！　増え続ける離
婚紛争への対応に必携の１冊！

(2013年1月発行)

978-4-89628-406-5四六判・301頁・本体1800円＋税

Ａ５判・486頁・本体4400円＋税 978-4-86556-013-8

　家事事件の手続に関する規定が充実し、手続保障にも十分に配慮さ
れる内容となった家事事件手続法、子の監護に関する規定が改正され
た平成23年改正民法に対応して改訂！

Ａ５判・253頁・本体2000円＋税 978-4-89628-882-7

民法・家事事件手続法の基本事項から、実務上問題となる論点につい
ての判例・学説まで網羅！　実務家はもとより、遺言執行者となる一
般の方々や金融機関等にとっても至便の書！

(2015年2月発行)

978-4-89628-847-6Ａ５判・285頁・本体2700円＋税

　家事事件手続法に対応し、書式も最新の様式を反映した最新版！
相続財産法人の成立要件、選任、実務から修了まで、手続の流れに
沿ってわかりやすく解説！

(2013年4月発行)

978-4-89628-792-9Ａ５判・547頁・本体4600円＋税

978-4-89628-871-1Ａ５判上製・918頁・本体8200円＋税

　家事事件・人事訴訟事件を網羅的に取り上げ、理論と実務の両面か
ら、意義、要件、手続、効果、運用上の問題などについて解説を施し
た決定版！

（2013年6月発行）

978-4-89628-982-4Ａ５判・428頁・本体4000円＋税

(2013年8月発行)

　家事事件手続法・年金制度改正等に対応！　Ｑ＆Ａやシミュレー
ションを用いて制度の概要や具体的な計算方法から年金制度、離婚の
基礎的知識まで詳解！

家事・人訴事件の理論と実務〔第２版〕

四六判・344頁・本体1900円＋税

(2012年12月発行)

978-4-89628-828-5

978-4-89628-823-0

　親権・管理権をめぐる重要な改正等、児童の権利利益の擁護に重点
をおいた平成23年改正民法や平成25年施行の家事事件手続法等、最新
の法令・最高裁判例に対応した充実の改訂版！

（2012年7月発行）

978-4-89628-732-3

Ｑ＆Ａ　相続・遺言110番〔第３版〕
─トラブルを起こさない相続・遺言の知識─

東京弁護士会相続・遺言研究部　編

小磯治　著

離婚時年金分割の考え方と実務〔第２版〕

北野俊光・梶村太市　編

遺言執行者の実務〔第２版〕

相続人不存在の実務と書式〔第２版〕

水野賢一　著

弁護士　小島妙子　著

離婚事件研究会　編

実務　家族法講義〔第２版〕

橋本昇二・三谷忠之　著

Ｑ＆Ａ離婚実務と家事事件手続法

離婚問題研究グループ　編

弁護士　小島妙子　著

Ｑ＆Ａ　離婚トラブル110番〔第３版〕
─元気な“前向きの離婚”のために─

Ａ５判・278頁・本体2500円＋税

年金分割問題研究会　編

日本司法書士会連合会　編

事例に学ぶ離婚事件入門
─紛争解決の思考と実務─

夫婦関係調停条項作成マニュアル〔第５版〕
─文例・判例と執行までの実務─

離婚調停・遺産分割調停の実務
─書類作成による当事者支援─

　手続の流れ、実務に必須の基礎知識、申立書等の記載例と作成上の
ポイントを網羅的に解説し、家事事件手続法の求める新しい家事調停
手続における調停申立書等の書類作成を通じた支援の指針を示す！

日本司法書士会連合会　編

(2015年5月発行)



978-4-89628-824-7Ａ５判・301頁・本体2800円＋税

　少年事件の現状を直視し、現場での実践を通してあるべき更生の方
策について、裁判官、弁護士、保護観察官、調査官など、それぞれの
立場で提言をする関係者必携の書！

(2005年8月発行)

　児童虐待解決の重要課題である虐待親との接触・対話の方法を、家
裁調査官の視点や考え方・実践例から豊富な事例を用いて具体的に解
説し、問題解決への糸口を示す注目の書！

(2001年3月発行)

978-4-89628-086-9Ａ５判・256頁・本体2300円＋税

(2012年12月発行)

(2006年11月発行)

Ａ５判・237頁・本体2000円＋税 978-4-89628-266-5

（2010年7月発行）

　金融商品取引法、不正競争防止法、暴力団対策法等の法令改正や最
新の判例、社会状況に対応させて改訂増補！ 犯罪態様ごとに書式を
示し、作成上の留意点についても解説しているので活用に至便！

Ａ５判・463頁・本体4100円＋税 978-4-89628-629-8

(2015年7月発行)

(2009年9月発行)

　わかりやすいＱ＆Ａ方式によって、監査請求から訴訟までのすべて
の手続について、監査請求書や訴状等の関連書式と一体として詳解し
た待望の全面改訂版！

Ａ５判・414頁・本体3600円＋税 978-4-89628-561-1

978-4-89628-815-5

　行政処分手続から行政不服審査・行政審判手続など各種の手続まで
の流れを、書式と一体として詳解！　第二版では、旧版刊行後に出さ
れた重要判例を収録しつつ、最新の状況に合わせて改訂！

Ａ５判・464頁・本体3900円＋税 978-4-89628-712-7

（2011年8月発行）

　犯罪被害者支援に必要な基礎知識と裁判実例をもとにした裁判遂行
のために必要なノウハウを詳解！　訴状、各種申立等書式例も掲載し
た実践的手引書！

　「最善努力義務」を果たすための思考とノウハウを書式等豊富な資
料を織り込み平易に解説！　４つのモデルケースを通して事件受任か
ら弁護方針を完結するまでの実況ルポ！

Ａ５判・279頁・本体2500円＋税

(2012年10月発行)

978-4-89628-352-5

Ａ５判・216頁・本体1905円＋税

〔刑事事件〕

裁判事務手続講座<第22巻>

日本弁護士連合会行政訴訟センター　編

　執行実務に携わってきた著者が、別居中の夫婦や離婚した夫婦間で
起こされる子の監護権をめぐる「子の引渡し」執行の実例を踏まえて
実務の視点から総合的に論究！

経営刑事法研究会　編　編集代表　井窪保彦

井上元　著

〔行政事件〕

犯罪被害者支援の理論と実務
─法律実務家と被害者支援関係者のために─

宮村啓太　著

書式　行政訴訟の実務〔第二版〕
─行政手続・不服審査から訴訟まで

住民訴訟の上手な活用法
―監査請求から訴訟までの理論と実務─

ケースで学ぶ 家事・少年事件の事実をとらえる技術
─家裁調査官の事実解明スキル─

　平成25年１月施行の家事事件手続法により、ますます重要性の高ま
る調停の技術力向上のために、著者が家裁調査実務の中で身につけ、
考案してきたノウハウを開示！

事例に学ぶ刑事弁護入門
─弁護方針完結の思考と実務─

書式　告訴・告発の実務〔第四版〕
─企業活動をめぐる犯罪の理論と書式

犯罪被害者支援法律実務研究会　編　編集代表　山田齊

Ａ５判・332頁・本体3200円＋税 978-4-89628-595-6園尾隆司　監修・杉山初江　著

少年事件・付添人日記
─更生を支える人々の役割と素顔─

名古屋弁護士会子どもの権利特別委員会　編

民事執行における「子の引渡し」

飯田邦男　著

〔少年事件〕

(2010年3月発行)

飯田邦男　著

裁判事務手続講座<第14巻>

虐待親への接近
─家裁調査官の目と技法─

実践　犯罪被害者支援と刑事弁護
―弁護士による被害者支援と刑事弁護人の対応―

　刑事手続における犯罪被害者保護法制を概観したうえで、被害者参
加弁護士（被害者支援）および刑事弁護人（被告人弁護士）の両方の
立場から、実務的・実践的に解説！

兵庫県弁護士会｢実践　犯罪被害者支援と刑事弁護｣出版委員会　編著 Ａ５判・228頁・本体2500円＋税 978-4-86556-030-5



Ａ５判・357頁・本体3200円＋税 978-4-89628-900-8岡崎昌吾　著

(2013年10月発行)

　簡易裁判所における係属事件や判決の傾向が把握できることに加
え、現役簡裁判事の認定・思考プロセスが理解できる１冊！　特徴の
ある簡裁裁判例の要旨、判決全文を掲載！

978-4-89628-766-0Ａ５判・530頁・本体4500円＋税

　判例を分析・検証し、適正な賠償額の算定基準を探求する好評書！
第２版では、福島原発事故に伴う損害の立証、被害額の算定などの訴
訟実務の解説、最新判例17件の解説を追録して大幅増補！

(2011年2月発行)

(2013年2月発行)

Ａ５判・491頁・本体4000円＋税

　損害賠償責任をめぐる訴訟実務における、より合理的・説得的な賠
償額の認定・算定の仕方、あり方、判断基準を探求！　最新判例を中
心に、近時話題の「専門家の責任」等の判例を追録！

（2012年4月発行）

　基礎知識から個別事件ごとの実務上の留意点を豊富な判例分析とと
もに図表・書式を織り込み丁寧に解説した実践的手引書！　これから
行政訴訟に取り組む弁護士、法科大学院生の必読書！

Ａ５判・424頁・本体3800円＋税 978-4-89628-836-0

978-4-89628-743-1

(2011年12月発行)

978-4-89628-696-0Ａ５判・254頁・本体2300円＋税

　行政紛争の経験豊富な弁護士が、６つのエピソードを通して相談か
ら解決までの思考プロセス、訴状作成、裁判経過等を解説！　行政訴
訟に取り組むための最初の１冊として最適！

(2011年5月発行)

升田純　著

行政訴訟ハンドブック

山下清兵衛　編著

〔判例〕

判例にみる損害賠償額算定の実務〔第２版〕

事例に学ぶ行政訴訟入門
─紛争解決の思考と実務─

野村創　著

警告表示・誤使用の判例と法理

インターネット・クレーマー対策の法理と実務
－判例分析を踏まえて

最新ＰＬ関係判例と実務〔第３版〕

簡裁民事訴訟の判例と実務

風評損害･経済的損害の法理と実務〔第２版〕

升田純　著

升田純　著

　バブル経済の崩壊で深刻化した銀行等金融機関の取引をめぐるトラ
ブルが裁判でどのように解決されているか、その法的解決の実情を検
討・分析し、拡大する銀行取引トラブルの解決基準を示す！

升田純　著 Ａ５判・685頁・本体5700円＋税 978-4-89628-897-1

変貌する銀行の法的責任

(2013年6月発行)

(2013年3月発行)

判例から学ぶ消費者法〔第２版〕
　消費者団体訴訟について新たに章を設けたほか、敷引・更新料をめ
ぐる最高裁判決、サクラサイト被害の賠償請求認容判決など、最新の
裁判例を織り込み改訂！

島川勝・坂東俊矢　編 Ａ５判・316頁・本体2500円＋税 978-4-89628-853-7

978-4-89628-634-2Ａ５判・660頁・本体5300円＋税

　取扱説明書の交付等による製品情報の提供の内容と誤使用の判断の
枠組み、適正使用・誤使用の主張・立証・認定のあり方について詳細
に解説！

升田純　著 Ａ５判・349頁・本体2900円＋税 978-4-89628-870-4

　「ネットリンチ」、「ＳＮＳ炎上」、「電凸」、「本人特定」など
変化の激しいインターネット・クレーマー被害の根底を究明するとと
もに、法的救済を理論・実務の視点から分析・解説！

(2014年6月発行)

名誉毀損の百態と法的責任
─判例分析からみる法理と実務─

　「週刊誌」、「テレビ放送」、「インターネット上」から「ビ
ラ」、「記者会見」、「法廷活動」における名誉毀損まで平成15年以
降の幅広い範囲の名誉毀損判決を一冊に集積！

升田純　著 Ａ５判・390頁・本体3700円＋税 978-4-89628-944-2

(2013年10月発行)

■破産・倒産・再生

(2014年12月発行)

　第３版では、32の裁判例を追加して、合計80の裁判例について分
析・解説！　製造物責任法制定以前に言い渡された裁判例について
も、分野別に列挙し、解説！

升田純　著 Ａ５判・851頁・本体7200円＋税 978-4-89628-984-8



　倒産処理の実務に携わろうとしている若手弁護士などが、現場感覚
を養いつつ実践的に学べる生きた入門書！　理論上・実務上の重要な
基礎知識の獲得が容易にできる！

（2013年6月発行）

978-4-89628-750-9Ａ５判・202頁・本体2000円＋税

(2014年4月発行)

Ａ５判・259頁・本体2600円＋税 978-4-89628-936-7

(2011年12月発行)

Ａ５判・454頁・本体3800円＋税

　リーマン・ショック後の状況を踏まえ、私的整理・法的整理の解説
を全面的に見直し、膨大な情報をコンパクトにまとめ倒産・再生実務
の全体像を俯瞰できるよう配慮！

　私的整理の手法を用いた企業再建・事業再生の方策を、法律、経
済、経営、金融等の第一線の研究者、実務家が豊富な図・表を織り込
み具体的に解説した実践的手引書！

978-4-89628-919-0

　第二東京弁護士会倒産法研究会有志が、実務で感じる不便、問題点
を取り上げて、法令改正の必要性を検討し、改正提言を行う！

（2013年8月発行）

　通常の破産管財実務書では触れられていない実務上の疑問にも答え
るとともに破産管財人経験者が、多くの破産管財事件を通じて長年
培ってきたノウハウを惜しみなく開示！

(2009年6月発行)

978-4-89628-912-1Ａ５判上製・665頁・本体6500円＋税

　研究者が精緻な理論的考察を試み、弁護士・金融機関関係者・司法
書士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士・リース会社関係者が豊富
な図・表・書式を織り込み制度を「どう使うか」を追求！

(2014年2月発行)

978-4-89628-940-4Ａ５判・414頁・本体3600円＋税

　任意整理事件、破産申立事件、企業の民事再生事件、個人再生事
件、破産管財事件、過払金回収事件などの債務整理事件をドキュメン
タリー形式で実際の事件処理のフローを詳細に紹介！

(2014年5月発行)

〔編集代表〕伊藤眞・多比羅誠・須藤英章

司法書士のための会社破産申立ての手引

担保権消滅請求の理論と実務

債務整理実務研究会　編

Ａ５判・494頁・本体4200円＋税

Ａ５判・328頁・本体2700円＋税

978-4-86556-019-0Ａ５判・693頁・本体3400円＋税

破産法の理論・実務と書式〈事業者破産編〉〔第２版〕

四宮章夫・相澤光江・綾克己　編

　再生型・清算型の倒産手続から事業再生、Ｍ＆Ａまで、倒産・再
生・再編手続にかかわる法令・判例等を精選して収録した実務のため
の六法！　2015年３月１日現在の最新法令！

(2015年5月発行)

978-4-89628-869-8

　多岐にわたる固有の論点を含む会社の自己破産事件を、司法書士の
申立書類作成業務という観点から論じ、破産法の理念・理論を踏まえ
て、実務と書式を詳解！

中里功　著

(2012年1月発行)

978-4-89628-483-6

978-4-89628-547-5

　破産申立てのみならず、不動産登記や債権譲渡登記等、司法書士の
日々の実務で重要になりつつある破産手続全体の知識について、法
令・判例を織り込み、 わかりやすく解説！

978-4-89628-887-2Ａ５判・353頁・本体3500円＋税

古橋清二　著

倒産実務研究会　編

松嶋英機・花井正志・濱田芳貴　編著

Ａ５判・1017頁・本体8000円＋税

企業倒産・事業再生の上手な対処法〔全訂二版〕

倒産法改正への30講
─倒産実務の諸問題と改正提言─

事例に学ぶ債務整理入門
─事件対応の思考と実務─

司法書士のための破産の実務と論点

　会社法施行後の裁判所の手続等の実務・運用、信託法・不動産登記
法・一般社団法人及び財団法人に関する法律等最新の法令に対応し、
具体的で豊富な書式・記載例を織り込んで改訂！

Ａ５判・728頁・本体5900円＋税

(2008年9月発行)

〔事業者破産〕

実践　倒産法入門
─現場経験を通した実務の視点から学ぶ─

978-4-89628-736-3

最新　事業再編の理論・実務と論点
─21世紀型私的整理の手法と展望─

コンパクト倒産・再生再編六法2015
─判例付き―

(2014年1月発行)

弁護士　今泉純一　著

〔消費者破産〕

破産管財ＢＡＳＩＣ
─チェックポイントとＱ＆Ａ─

中森亘・野村剛司・落合茂　監修　破産管財実務研究会　編

佐藤鉄男・松村正哲　編

事業再編実務研究会　編



978-4-89628-645-8

978-4-89628-421-8Ａ５判・434頁・本体4200円＋税

Ａ５判・366頁・本体3100円＋税

(2007年11月発行)

　任意整理事件、破産申立事件、企業の民事再生事件、個人再生事
件、破産管財事件、過払金回収事件などの債務整理事件をドキュメン
タリー形式で実際の事件処理のフローを詳細に紹介！

Ａ５判・414頁・本体3600円＋税 978-4-89628-940-4

(2014年5月発行)

978-4-89628-637-3Ａ５判・654頁・本体5000円＋税

(2009年6月発行)

(2014年1月発行)

Ａ５判・414頁・本体3600円＋税 978-4-89628-940-4

(2009年10月発行)

978-4-89628-889-6Ａ５判・723頁・本体6500円＋税

978-4-89628-181-1

　再生型・清算型の倒産手続から事業再生、Ｍ＆Ａまで、倒産・再
生・再編手続にかかわる法令・判例等を精選して収録した実務のため
の六法！　2015年３月１日現在の最新法令！

(2015年5月発行)

978-4-89628-572-7

978-4-86556-019-0Ａ５判・693頁・本体3400円＋税

Ａ５判上製・774頁・本体6600円＋税

　倒産実体法の論点解説を大幅追録するとともに、金融円滑化法後の
中小企業の再建はもとより、上場企業等の大企業の再建にも幅広く活
用されている再生手続の最新実務に対応して改訂！

　研究者・裁判官・弁護士が、最新の学説・判例を踏まえ、最新の実
務運用のあり方と理論的考察を探求しつつ、改訂を施し民事再生手続
全体を解明した最新版！

Ａ５判・445頁・本体4300円＋税

　平成15年４月に施行された新会社更生法に基づく手続・運用につい
て、申立て・保全措置から手続終結まで、適宜の箇所に210の書式を
織り込み詳解した最新・決定版！

（2003年12月発行）

(2014年5月発行)

　任意整理事件、破産申立事件、企業の民事再生事件、個人再生事
件、破産管財事件、過払金回収事件などの債務整理事件をドキュメン
タリー形式で実際の事件処理のフローを詳細に紹介！

(2011年8月発行)

978-4-89628-688-5Ａ５判・608頁・本体5100円＋税

Ａ５判・303頁・本体2800円＋税

（2010年10月発行）

　貸金業法の完全施行後の状況を踏まえ最新の実務を収録して改訂を
行い、多重債務問題に適切・迅速に対応できるよう、基礎知識から免
責決定までの同時廃止手続を中心に詳解！

クレサラ・ヤミ金事件処理の手引〔第３版〕

東京地裁会社更生実務研究会　編

裁判事務手続講座<第７巻>

書式　個人破産の実務〔全訂四版〕
─申立てから手続終了までの書式と理論

書式　民事再生の実務〔全訂四版〕
─申立てから手続終了までの書式と理論

事例に学ぶ債務整理入門
─事件対応の思考と実務─

債務整理実務研究会　編

木村・浦川・片山法律事務所　編

破産法の理論・実務と書式〈消費者破産編〉〔第２版〕

日本司法書士会連合会　編

個人再生実務研究会（代表　小松陽一郎）編

　同時廃止型・管財型それぞれの個人破産手続について、相談・受任
から申立て、免責、復権まで、最新の法令・判例・実務・運用に基づ
く手続とノウハウを詳説！

四宮章夫・藤原総一郎・信國篤慶　編著

　相談受付から、手続の選択、任意整理・特定調停・過払金返還請求
訴訟・民事再生・破産など各手続における司法書士の執務のあり方
を、書式を織り込み詳説！

事例に学ぶ債務整理入門
─事件対応の思考と実務─

〔再生・更生〕

債務整理実務研究会　編

裁判事務手続講座<第19巻>

書式　会社更生の実務
─申立てから終結までの理論と書式

裁判事務手続講座<第15巻>

詳解　民事再生法〔第２版〕
─理論と実務の交錯─

〔編集代表〕伊藤眞・多比羅誠・須藤英章

事業譲渡の理論・実務と書式〔第２版〕
─労働問題、会計・税務、登記・担保実務まで─

  第２版では、企業結合に関するガイドライン等の改定・策定に対応
させるとともに、最新の判例・実務の動向を織り込んで大幅に改訂増
補！

事業再編シリーズ１

会社分割の理論・実務と書式〔第６版〕
─労働契約承継、会計・税務、登記・担保実務まで─

福永有利　監修
編集委員　四宮章夫・高田裕成・森宏司・山本克己

コンパクト倒産・再生再編六法2015
─判例付き―

Ａ５判・702頁・本体5600円＋税

　平成24年10月最判、法制審議会会社法制部会「会社法制の見直しに
関する要綱案」等に対応！　手続の流れに沿って具体的実践的に解説
をしつつ、適宜の箇所に必要な書式を収録した至便の１冊！

(2013年1月発行)

編集代表：今中利昭 編集　山形康郎・赫高規・竹内陽一・丸尾拓養・内藤卓 978-4-89628-708-0

事業再編シリーズ３

編集代表：今中利昭　編集：髙井伸夫　小田修司　内藤卓

事業再編シリーズ２

会社合併の理論・実務と書式〔第２版〕
─労働問題、会計・税務、登記・担保実務まで─

  編集代表：今中利昭
　編集：辻川正人・山形康郎・赫高規・竹内陽一・丸尾拓養・内藤卓

  第２版では、事業再編計画の実行について、より実践的な解説を加
えるとともに、独占禁止法等の法改正に対応させ、最新の判例・実務
の動向を織り込んで大幅に改訂増補！

(2011年4月発行)

978-4-89628-810-0



　手続の流れに沿った会社更生の理論・実務の解説と即実務に活用で
きる約200件に及ぶ書式例を掲載。会社法をはじめ最新の実務・運用
に対応した最新版！

(2006年12月発行)

(2012年6月発行)

　ビジネスプランニングから、スケジュールの立て方・留意点、訴訟
手続、経営者の責任から少数株主の保護までを丁寧に網羅！

Ａ５判・354頁・本体3300円＋税 978-4-89628-788-2

978-4-89628-592-5Ａ５判・293頁・本体2700円＋税

978-4-89628-940-4Ａ５判・414頁・本体3600円＋税

　任意整理事件、破産申立事件、企業の民事再生事件、個人再生事
件、破産管財事件、過払金回収事件などの債務整理事件をドキュメン
タリー形式で実際の事件処理のフローを詳細に紹介！

(2014年5月発行)

Ａ５判・1017頁・本体8000円＋税

　私的整理の手法を用いた企業再建・事業再生の方策を、法律、経
済、経営、金融等の第一線の研究者、実務家が豊富な図・表を織り込
み具体的に解説した実践的手引書！

978-4-89628-547-5

978-4-89628-620-5

(2010年5月発行)

債務整理実務研究会　編

〔担保〕

最新　事業再編の理論・実務と論点
─21世紀型私的整理の手法と展望─

Ｑ＆Ａ過払金返還請求の手引〔第４版〕<CD-ROM付>
─サラ金からの簡易迅速な回収をめざして─

名古屋消費者信用問題研究会　編（代表・弁護士　瀧康暢）

事例に学ぶ債務整理入門
─事件対応の思考と実務─

コンパクト倒産・再生再編六法2015
─判例付き―

新担保・執行法講座３

新担保・執行法講座〈第３巻〉
─抵当権の目的物、抵当権の処分等、根抵当権─

佐藤歳二・山野目章夫・山本和彦　編

　会社法施行後の実務を十分に織り込み、手続の留意点や円滑な運用
方法を詳解！　債権者集会についての留意点や、議事録などの必要書
類の記載例をくまなく掲載！

(2010年2月発行)

978-4-89628-350-1Ａ５判・638頁・本体5500円＋税

  実体法・手続法の理論的な部分は主に各領域を専門とする研究者が
最新の学説状況を踏まえて考察し、実務的な要素を多く含む項目は裁
判官や弁護士などが実務の最新状況を織り込んで留意点等を詳説！

■担保・執行・債権管理

四宮章夫・相澤光江・綾克己　編

特別清算の理論・実務と書式

978-4-89628-604-5

株式交換・株式移転の理論・実務と書式
─労務、会計・税務、登記、独占禁止法まで─

編集代表　土岐敦司 編集　唐津恵一・志田至朗・辺見紀男・小畑良晴

四宮章夫・相澤光江・綾克己　編

会社更生の理論・実務と書式〔全訂版〕

事業再編シリーズ４

(2014年1月発行)

担保権消滅請求の理論と実務
　研究者が精緻な理論的考察を試み、弁護士・金融機関関係者・司法
書士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士・リース会社関係者が豊富
な図・表・書式を織り込み制度を「どう使うか」を追求！

佐藤鉄男・松村正哲　編 Ａ５判上製・665頁・本体6500円＋税 978-4-89628-912-1

〔編集代表〕伊藤眞・多比羅誠・須藤英章

(2009年6月発行)

(2010年6月発行)

978-4-86556-019-0Ａ５判・693頁・本体3400円＋税

〔私的整理・任意整理〕

　再生型・清算型の倒産手続から事業再生、Ｍ＆Ａまで、倒産・再
生・再編手続にかかわる法令・判例等を精選して収録した実務のため
の六法！　2015年３月１日現在の最新法令！

(2015年5月発行)

(2011年12月発行)

Ａ５判・443頁・本体4100円＋税

　過払金返還請求をめぐる重要論点に関する最高裁判決を踏まえ、変
化の激しい過払金返還請求の実務と論点について、ポイントを押さえ
てわかりやすく解説した最新版！

事業再編実務研究会　編

事業再編のための企業価値評価の実務
　Ｍ＆Ａ、事業再編の場面において必須となる企業の価値を正確に算
定する手法を、財務・法務の両面から豊富な図・表・書式を織り込み
実践的に解説！

四宮章夫　監修
(株)グラックス・アンド・アソシエイツ　弁護士法人淀屋橋・山上合同　編

Ａ５判・521頁・本体4500円＋税 978-4-89628-741-7

Ａ５判上製・405頁・本体4000円＋税



園部厚　著

978-4-89628-912-1Ａ５判上製・665頁・本体6500円＋税

　研究者が精緻な理論的考察を試み、弁護士・金融機関関係者・司法
書士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士・リース会社関係者が豊富
な図・表・書式を織り込み制度を「どう使うか」を追求！

(2014年1月発行)

978-4-89628-795-0Ａ５判・404頁・本体3300円＋税

　物件明細書の標準化、登記所全面オンライン指定庁化等最新の情報
を収録した改訂版！　誰でも安心して競売物件を購入できるノウハウ
を豊富な具体例をもとにわかりやすく詳解！

(2012年7月発行)

978-4-89628-684-7Ａ５判・468頁・本体4100円＋税

Ａ５判・244頁・本体2300円＋税 978-4-89628-464-5

　執行妨害対策としての保全処分について、具体的な執行妨害事例に
効果的に活用できるよう、実際に裁判所で現場を担当してきた著者
が、申立者の立場に立ってまとめた実践的手引書！

978-4-89628-345-7Ａ５判・590頁・本体4700円＋税

（2006年10月発行）

（2008年6月発行）

978-4-89628-893-3Ａ５判・252頁・本体2300円＋税

　事件受任から方針の立案、権利確保から権利実現のプロセスをたど
り思考方法と手続の留意点を豊富な書式とともに丁寧に解説した実践
的手引書！

(2013年9月発行)

978-4-89628-604-5Ａ５判上製・405頁・本体4000円＋税

  実体法・手続法の理論的な部分は主に各領域を専門とする研究者が
最新の学説状況を踏まえて考察し、実務的な要素を多く含む項目は裁
判官や弁護士などが実務の最新状況を織り込んで留意点等を詳説！

(2010年5月発行)

Ａ５判上製・665頁・本体6500円＋税 978-4-89628-912-1

  実体法・手続法の理論的な部分は主に各領域を専門とする研究者が
最新の学説状況を踏まえて考察し、実務的な要素を多く含む項目は裁
判官や弁護士などが実務の最新状況を織り込んで留意点等を詳説！

(2009年4月発行)

978-4-89628-520-8Ａ５判上製・371頁・本体3700円＋税

(2014年1月発行)

　研究者が精緻な理論的考察を試み、弁護士・金融機関関係者・司法
書士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士・リース会社関係者が豊富
な図・表・書式を織り込み制度を「どう使うか」を追求！

安心できる競売物件の見方・買い方〔第５版〕
─危ない物件の見分け方─

佐藤歳二　著

事例に学ぶ保全・執行入門
─権利実現の思考と実務─

弁護士　野村創　著

新担保・執行法講座４

新担保・執行法講座〈第４巻〉
─動産担保・債権担保等、法定担保権─

佐藤歳二・山野目章夫・山本和彦　編

新担保・執行法講座４

新担保・執行法講座〈第４巻〉
─動産担保・債権担保等、法定担保権─

佐藤歳二・山野目章夫・山本和彦　編

　仮処分命令を取り消す旨の判決が確定した場合に間接強制に基づき
取り立てられた金銭の返還請求を認めた最高裁判例など、最新の実務
と書式を収録した関係者必携の書！

（2011年4月発行）

Ａ５判上製・371頁・本体3700円＋税 978-4-89628-520-8

(2009年4月発行)

〔執行〕

  実体法・手続法の理論的な部分は主に各領域を専門とする研究者が
最新の学説状況を踏まえて考察し、実務的な要素を多く含む項目は裁
判官や弁護士などが実務の最新状況を織り込んで留意点等を詳説！

佐藤歳二・山野目章夫・山本和彦　編

競売実務研究会　編

担保権消滅請求の理論と実務

佐藤鉄男・松村正哲　編

書式　債権・その他財産権・動産等執行の実務〔全訂13版〕
─申立てから配当までの書式と理論

　差押命令の申立てと差押債権の特定をめぐる２件の最高裁判例や最
新の法令・実務を収録！　手続の流れに沿って書式・記載例をくまな
く織り込み、供託・配当・財産開示手続等まで網羅！

裁判事務手続講座<第１巻>

書式　不動産執行の実務〔全訂九版〕
─申立てから配当までの書式と理論

Ａ５判・680頁・本体5800円＋税 978-4-89628-709-7

（2011年7月発行）

裁判事務手続講座<第２巻> (2013年4月発行)

　全訂九版では、権利能力なき社団に対する強制執行申立ての手続を
明確にした最高裁判決等を収録し、実務の動向に対応させつつ、さら
に内容を充実して改訂増補！

Ａ５判・1040頁・本体8800円＋税 978-4-89628-852-0

実務　保全・執行法講義〔債権法編〕
　債権法上の請求権を実現する場面での強制執行および保全執行につ
いて、最新の法改正をすべて取り込んで法理論と実務を詳解した待望
の実践的手引書！

書式　民事執行法上の保全処分の実務〔第二版〕
─申立てから執行終了までの書式と理論

園部厚　著

裁判事務手続講座<第17巻>

裁判事務手続講座<第11巻>

書式　代替執行・間接強制・意思表示擬制の実務〔第五版〕
─建物収去命令・判決に基づく登記手続等の実務と書式

園部厚　著

担保権消滅請求の理論と実務

佐藤鉄男・松村正哲　編

新担保・執行法講座３

新担保・執行法講座〈第３巻〉
─抵当権の目的物、抵当権の処分等、根抵当権─

高橋光一　著



虎門中央法律事務所　編 Ａ５判・353頁・本体3200円＋税 978-4-86556-006-0

現代債権回収実務マニュアル　第２巻 (2015年6月発行)

裁判手続による債権回収
─債務名義の取得・保全手続─

 「債務名義の取得」や「仮差押え・仮処分等の保全手続」等の法的
手段による債権回収について、基礎知識から実務の指針・留意点まで
を詳解！

978-4-89628-536-9Ａ５判・490頁・本体4400円＋税

　少額訴訟債権執行や最新の法令・実務の動向を収録し、日頃裁判所
へ寄せられる質問等を踏まえて、申立者の立場に立って懇切・丁寧に
詳解した唯一の書！

(2009年5月発行)

　債権回収にあたっての心構えから債権が滞らないための備え、実際
の回収手法まで、豊富な図表を織り込み平易に解説した実践的手引
書！

(2014年4月発行)

　物件明細書の標準化、登記所全面オンライン指定庁化等最新の情報
を収録した改訂版！　誰でも安心して競売物件を購入できるノウハウ
を豊富な具体例をもとにわかりやすく詳解！

(2012年7月発行)

Ａ５判・404頁・本体3300円＋税

　平成15年担保・執行法改正、平成16年民事訴訟法・民事執行法改正
等により、権限・役割が大幅に拡充した執行官制度について、利用者
の立場に立って、理論・実務を一体として詳解！

（2005年9月発行）

978-4-89628-269-6

　金融実務上、債権回収手段として改めて注目される物上代位権の判
例・学説および実務の動向を俯瞰し、あるべき理論の方向性を示唆し
た研究者・実務家必携の書！

(2008年1月発行)

動産売買先取り特権に基づく物上代位論

清原泰司　著

物上代位の法理
─金融担保法の一断面─

Ａ５判・630頁・本体5100円＋税

　動産売主の債権回収の有力手段として活用されてきた動産売買先取
特権の主として物上代位権を中心に、従来の多数の判例・学説を集大
成し詳細に検討を加えた渾身の１冊！

978-494402-785-9Ａ５判上製・300頁・本体3850円＋税

978-4-89628-821-6四六判・280頁・本体1800円＋税

978-4-89628-795-0

(1997年5月発行)

安心できる競売物件の見方・買い方〔第５版〕
─危ない物件の見分け方─

競売実務研究会　編

978-4-89628-595-6

弁護士に学ぶ！　債権回収のゴールデンルール
─迅速かつ確実な実践的手法─

奥山倫行　著

債権配当の実務と書式〔第２版〕

債権配当の実務と書式〔第２版〕

近藤基　著

執行官実務の手引

執行官実務研究会　編（代表：古島正彦）

〔債権管理・回収〕

(2010年3月発行)

民事執行における「子の引渡し」
　執行実務に携わってきた著者が、別居中の夫婦や離婚した夫婦間で
起こされる子の監護権をめぐる「子の引渡し」執行の実例を踏まえて
実務の視点から総合的に論究！

園尾隆司　監修・杉山初江　著 Ａ５判・332頁・本体3200円＋税

■企業法務・契約・事業再編

〔会社法〕

近藤基　著 Ａ５判・490頁・本体4400円＋税 978-4-89628-536-9

Ａ５判上製・317頁・本体3900円＋税 978-4-89628-436-2

　少額訴訟債権執行や最新の法令・実務の動向を収録し、日頃裁判所
へ寄せられる質問等を踏まえて、申立者の立場に立って懇切・丁寧に
詳解した唯一の書！

(2009年5月発行)

今中利昭　著

現代債権回収実務マニュアル　第１巻 (2014年12月発行)

通常の債権回収
―債権管理から担保権・保証まで─

  債権回収実務の基本である「債権管理」と裁判手続によらない通常
の「回収」、そしてその裏付けとなる「担保権・保証」の理論と実務
を実践的に詳解！

虎門中央法律事務所　編 Ａ５判・883頁・本体7500円＋税 978-4-89628-981-7



　中小企業経営者や法務担当者向けに、会社をめぐる設立から上場ま
での法律問題について、全10章、102問に及びわかりやすさを追求し
て解説！

(2011年12月発行)

978-4-89628-670-0Ａ５判・608頁・本体4700円＋税

　会社法がダイナミックなビジネスの世界とどう結びついているのか
という視点と、実務の中でいかに活用できるかという視点を重視し、
立体的、横断的な解説を施した実践的手引書！

　平成18年５月施行の会社法を企業法務の最前線で活躍する弁護士が
施行後の実務を織り込み、理論と実務を体系的・立体的に書式・図表
を随所に収録して実践的に詳解！

(2007年12月発行)

(2010年3月発行)

(2013年10月発行)

　経営の心がまえから役職員の義務、会社の機関、資金調達、事業再
編、事業承継等、実務に必須の知識を平易に解説した55の設問を収
録！

Ａ５判・249頁・本体2500円＋税 978-4-89628-900-2

(2011年10月発行)

978-4-89628-427-8Ａ５判上製・957頁・本体8500円＋税

978-4-89628-597-8

　ＬＬＰの設立・登記から組合員の法律関係、ＬＬＰの運用における
法律問題、解散・清算までを、組合契約例、設立・変更・解散・清算
等の登記申請書例を織り込み詳説！

(2007年3月発行)

978-4-89628-747-9

　企業間の競争が激化する現代社会において、生き残りをかけた中小
企業の経営戦略を支える柔軟かつ機動的な定款作成を提案！　専門家
のみならず経営者の意識改革をも目指す！

(2007年3月発行)

Ａ５判・457頁・本体3500円＋税

978-4-89628-368-6Ａ５判・357頁・本体2800円＋税

978-4-89628-469-0Ａ５判・452頁・本体3500円＋税

東京弁護士会春秋会　編

会社訴訟・仮処分の理論と実務〔第２版〕

新谷勝　著

会社・経営のリーガル・ナビＱ＆Ａ

成和明哲法律事務所　編

滝川宜信　著

実践　企業法務入門〔第５版〕
─契約交渉の実際から債権回収まで―

会社訴訟─訴訟・非訟・仮処分─

専門訴訟講座⑦

詳解　会社法の理論と実務〔第２版〕

田邊光政　監修
弁護士法人関西法律特許事務所・成和共同法律事務所

Ｑ＆Ａ　ＬＬＰの設立と実務
―法律・登記・会計・税務

中小企業のための戦略的定款
―作成理論と実務―

（2008年10月発行）

（2013年9月発行）

裁判事務手続講座<第12巻>

書式　会社非訟の実務
─申立てから手続終了までの書式と理論

　事件の類型ごとに、手続の概要、申立書、各種の報告書や契約書、
議事録、証明書などの実務上必要な書面、決定書、（即時）抗告申立
書など、138の書式・記載例を登載し、即実務で活用できる！

実務　会社法講義〔第３版〕

森・濱田松本法律事務所・弁護士法人淀屋橋・山上合同　編 Ａ５判・頁・本体3500円＋税 978-4-89628-488-1

（2011年3月発行）

実務論点会社法

横浜弁護士会 会社法研究会　編

滝川宜信　著

リーディング会社法〔第２版〕

Ａ５判上製・916頁・本体6500円＋税

　430以上の豊富なSlideにより視覚から会社法が理解できる基本書の
最新版！　最新の判例、会社計算規則・会社法施行規則等の改正法
令、株券電子化等の実務を織り込み改訂！

　紛争の解決を図るための理論・実務上の重要論点を抽出・分析し、
実務に役立つ指針を提示！　最近多発している濫用的会社分割をめぐ
る訴訟、法人格否認をめぐる訴訟を織り込んで改訂！

　会社をめぐるさまざまな紛争の事前の差止め・仮処分から本訴、事
後の責任追及、非訟事件まで、法理、実務、解決へのノウハウ、審理
のあり方と要件事実を、斯界の高名な執筆陣が詳細に解説！

浜田道代・久保利英明・稲葉威雄　編 Ａ５判・1000頁・本体8500円＋税 978-4-89628-890-2

〔企業法務一般〕

978-4-89628-722-6Ａ５判上製・701頁・本体5800円＋税

(2011年3月発行)

　平成21年改正独禁法・平成23年改正不競法に対応させ、新たにイン
サイダー取引規制の解説を追録するなど、企業を取り巻く最新状況に
合わせて改訂を施した待望の書！

(2011年7月発行)

Ａ５判・369頁・本体2850円＋税 978-4-89628-695-3

　第２版では、中小企業実務において影響の大きい中小企業金融円滑
化法等を織り込み、また新たに「中小企業と消費者法」の章を設けて
判例をもとに解説！

高橋眞・村上幸隆　編 Ａ５判・680頁・本体5700円＋税 978-4-89628-674-8

中小企業法の理論と実務〔第２版〕

ＬＬＰ活用研究会　編

司法書士グループ・ＬＬＰ経営３６０°編
野入美和子・杉谷範子・柴富公行・伊藤大輔・猪之鼻久美子・河合保弘　著



978-4-86556-021-3

(2015年6月発行)

スポーツ法務の最前線
─ビジネスと法の統合─

　スポーツ選手の契約と紛争、興行とコンテンツコントロール、放
送、通信による国内外への発信等、ビジネス・エンタメロイヤーとし
て花開くための必須知識と最新情報を多様な執筆陣が解説！

エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク　編 Ａ５判・308頁・本体2600円

菅原貴与志　著 978-4-89628-917-6

(2011年11月発行)

法務リスク管理ガイドブック
　リスクとは何かなどの基本的な考え方から説き明かすとともに、取
引先の倒産、企業秘密、経営者・社員の不祥事等、問題となる16の
テーマに分けて、Ｑ＆Ａ形式で具体的な手法を詳解！

阿部・井窪・片山法律事務所　編

Ａ５判・397頁・本体3500円＋税

詳解　個人情報保護法と企業法務〔第５版〕
―収集・取得・利用から管理・開示までの実践的対応策―

　ＳＮＳへの不正書き込みやビッグデータの活用、外資系企業や海外
支店の場合など、加速度的に多様化が進む個人情報の取扱いの実務上
の注意点、今後の法改正の動向のほか、最新情報を追加！

　交渉前から交渉場面を経てクローズへと、準備、会話、駆け引き等
の「誰でも簡単に習得して、すぐに応用できるノウハウ」を、平易に
解説した実践的手引書！

四六判・188頁・本体1400円＋税

(2014年2月発行)

Ａ５判上製・217頁・本体3000円＋税 978-4-89628-090-6

　司法書士を中核として、社会保険労務士、中小企業診断士、税理
士、行政書士等の士業がそれぞれの専門領域の知識とノウハウを提供
しつつ、連携による中小企業の経営支援のあり方を解説！

(2011年6月発行)

978-4-89628-697-7Ａ５判・493頁・本体4500円＋税

978-4-89628-958-9

　不正会計に利用されやすい取引類型を豊富な図を駆使して整理し、
予防・発見・事後対応の手法を具体的に提示するとともに、裁判例・
第三者委員会報告書を精緻に分析して法的紛争解決の指針を探求！

978-4-89628-821-6

(2012年12月発行)

(2013年6月発行)

Ａ５判・284頁・本体2200円＋税

　ＰＢ商品を扱う流れに沿って、小売業者・製造業者が現場で留意し
たい法的課題81点を厳選し、Ｑ＆Ａ形式でわかりやすく、簡潔に解
説！

978-4-89628-867-4Ａ５判・208頁・本体2000円＋税

　企業が、ブログ・Twitter・Facebookなどを活用してＰＲや販促
（広告・クーポン）、通販・サービス提供などのビジネスを行う場合
の法的留意点をコンパクトにＱ＆Ａ方式で解説！

ソーシャルメディア活用ビジネスの法務

経営指導念書の理論と実際
―裁判例の動向と念書差入れの実務─

滝川宜信　著

Ａ５判・553頁・本体4700円＋税

五月会「Ｑ＆Ａ企業活動のための消費者法」編集委員会　編

978-4-89628-721-9

　保証類似行為としての経営指導念書について、裁判例を分析しつ
つ、その法的効力分析したうえで、企業間取引での活用方法や留意点
まで明解に示唆！

978-4-89628-806-3Ａ５判・387頁・本体3800円＋税

　企業法務の現場に立つ弁護士が数多く所属する大阪弁護士会の会派
「五月会」のメンバーが、これまであまり論じられることのなかった
企業活動という視点から消費者法を解説した画期的な書！

遠藤元一　著

　弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、社会保険
労務士が集結し、それぞれの専門分野をやさしく解説！　この１冊で
中小企業の事業承継の全体像がすべてわかる！

福原哲晃 監修　中小企業事業承継・実務研究会 編 Ａ５判・351頁・本体3000円＋税 978-4-89628-904-6

(2012年10月発行)

弁護士に学ぶ！　交渉のゴールデンルール
─読めば身に付く実践的スキル─

奥山倫行　著

Ｑ＆Ａ　プライベート・ブランドの法律問題
─商品企画・開発から製造、販売までの留意点─

市毛由美子・大東泰雄・西川貴晴・竹内千春　著

企業支援司法書士グループＫＢＱ　編

Ｑ＆Ａ中小企業事業承継のすべて
―そのときあわてないための73問―

田中彰寿　著

Ｑ＆Ａ　企業活動のための消費者法
―消費者トラブルを予防して円滑な企業活動を進めるために―

(2013年10月発行)

(2012年10月発行)

978-4-89628-812-4

(2014年3月発行)

Ａ５判・429頁・本体4000円＋税

(2001年6月発行)

(2015年1月発行)

士業専門家による中小企業支援のてびき

(2011年3月発行)

　簡易・迅速な下請代金回収のノウハウを、建設業法の条文解説とと
もに書式例を示してわかりやすく解説！　実務で即活用できる支払督
促書、監督官庁あて各種申立書、関係条文、通達等を収録！

Ａ５判・300頁・本体3000円＋税 978-4-89628-676-2

松本恒雄　監修　ソーシャルメディア法務研究会　編

建設業法による
下請代金回収の理論・実務と書式

循環取引の実務対応

　競争力の源泉である企業情報の防衛・活用について、経営情報管
理・コンプライアンス情報管理・人事労務管理・知的財産管理など、
この問題に関する専門家が複合的な視点から詳解した話題の書！

長内健・片山英二・服部誠・安倍嘉一　著 Ａ５判・442頁・本体4000円＋税 978-4-89628-985-5

企業情報管理実務マニュアル
―漏えい・事故リスク対応の実務と書式―



Ａ５判・279頁・本体2600円＋税

　複数の契約により実現される取引において、一方の契約が解除され
て効力を失ったことが、他方の契約にいかなる影響を与えるかなどが
争われた裁判例を検証し、実務の指針を探究！

(2012年5月発行)

　電子出版へ出版権が拡張された改正著作権法に対応し、出版権制度
と契約文例を出版実務に即して全面改訂！　著作権者、出版権者双方
が使える新たな契約内容がわかる！

四六判・232頁・本体1600円＋税

978-4-89628-895-7Ａ５判・324頁・本体3200円＋税

(2013年11月発行)

(2015年1月発行)

978-4-89628-523-9

(2009年4月発行)

978-4-89628-960-2

　実務で使用している実際の英文契約書から生きた文例を、契約書作
成の実務において必須のキーワード別に分類・整理した、使いやすい
文例集！　国際取引・紛争実務関係者必携！

Ａ５判・232頁・本体2200円＋税

Ａ５判・371頁・本体3700円＋税

(2015年1月発行)

(2006年12月発行)

　第５版では、反社会的勢力の排除、通知義務の基本条項の変更や最
新の法令、実務の変更に対応させ改訂！　数十社に及ぶ契約書を比
較・検討し、逐条ごとに判例・学説・実例を踏まえて詳解！

(2014年10月発行)

中島憲三　著

英文ライセンス契約書の書き方〔第２版〕
―その作成と交渉のポイント―

小高壽一　著

これだけは知っておきたい

英文ライセンス契約実務の基礎知識

978-4-89628-753-0Ａ５判・291頁・本体2700円＋税

978-4-89628-359-4

(2007年11月発行)

978-4-89628-414-0

　初版刊行後、５年間における法律改正や判例、実務の動向等の最新
の情報を踏まえて、大幅改訂増補！　英文ライセンス契約に関する理
論と実務を「実務家の視点」から総括した待望の総合的マニュアル！

Ａ５判・706頁・本体5700円＋税

(2012年2月発行)

(2014年8月発行)

978-4-89628-987-9

Ａ５判・616頁・本体5500円＋税

978-4-89628-970-1Ａ５判・474頁・本体4000円＋税

　経験豊富な弁護士が、クレーム対応にあたっての心構えから予防方
法、柔軟・公平・公正・迅速な対応手法を、豊富な図を織り込み具体
的に解説！

　企業においてライセンス契約実務に取り組む方、知的財産契約を研
究する学生のために、英文ライセンス契約の要諦をわかりやすく解
説！　厳選された契約事例や文例も満載！

弁護士に学ぶ！　クレーム対応のゴールデンルール
─ピンチをチャンスに変える実践的スキル──

取引基本契約書の作成と審査の実務〔第５版〕

奥山倫行　著

小林和子・太田大三　編著

滝川宜信　著

岡本幹輝　著

小高壽一　著

活用英文契約文例

電子書籍・出版の契約実務と著作権〔第２版〕

複数契約の理論と実務

英文ライセンス契約実務マニュアル〔第２版〕
─誰も教えてくれない実践的ノウハウ─

〔契約・契約書〕

978-4-89628-802-5

(2012年8月発行)

ビジネス契約書の基本知識と実務〔第２版〕
　東日本大震災以降、見直しがされている「不可抗力」条項の要点を
はじめ、暴力団排除条例が施行されたことを受け、反社会的勢力の排
除に係る契約条項などを新設！

弁護士　花野信子　著 Ａ５判・247頁・本体2000円＋税 978-4-89628-804-9

弁護士　村瀬拓男　著

英文契約書 取扱説明書─国際取引契約入門─

　長年、第一線で国際契約関係の業務に携わってきた著者が、最新の
法令や判例を織り込みつつ、意図したことを簡潔に漏れなく盛り込ん
で契約書を作成するための知識・ノウハウを明示した待望の改訂版！

978-4-89628-780-6

　初心者が国際取引を今すぐ始めたい時や、最低限の英語で契約書を
まとめたい時の要点を明示！　ライセンス契約、製造委託契約、役務
提供契約、代理店契約のよくある契約書の記載事項も解説！

中村秀雄著

Ａ５判・403頁・本体3200円＋税

業務委託（アウトソーシング）契約書の作成と審査の実務
　各種個別契約書の基本条項例を示しつつ多様な状況に対応できるよ
う、実際の条項作成や審査に必要となるノウハウ・必修知識を条項変
更例などとともに明示した実践的手引書！

滝川宜信　著

（2012年8月発行）

実務　契約法講義〔第４版〕
　第４版では、重要判例を追録するとともに、契約実務の動向や法改
正などから必要性に乏しくなった事項を削除し、新保険法の施行や著
者の研究の成果を踏まえて大幅改訂増補！

弁護士・米国公認会計士　佐藤孝幸　著 Ａ５判・578頁・本体4800円＋税

978-4-89628-993-0



　コンプライアンス推進・リスク回避・人事労務管理等の観点から各
条文ごとに立法経緯・判例等を踏まえた詳細な解説を施し、企業内の
「内部通報制度」の適切な指針を明示！

(2006年5月発行)

Ａ５判・223頁・本体2000円＋税 978-4-89628-321-1

(2012年5月発行)

　会社法はもとより金商法違反、独禁法違反、不競法違反から消費者
法、労働法まで、各法に規定されている会社・役職員の責任とともに
コンプライアンス体制構築の考え方を解説！

978-4-89628-544-4Ａ５判・387頁・本体3300円＋税

978-4-89628-605-2

Ａ５判・439頁・本体3600円＋税

(2010年5月発行)

（2006年8月発行）

978-4-89628-621-2Ａ５判・672頁・本体3800円＋税

(2010年4月発行)

　銀行・信用金庫・農協など金融機関の経営者から現場の責任者向け
の実践・研修のテキストとして、さらに次世代を担う新入社員にすす
める注目の書！

四六判上製・205頁・本体1400円＋税

井窪保彦・佐長功・田口和幸　編著

〔内部統制・コンプライアンス〕

田島掌・鈴木健彦・酒井恒雄・杉谷範子・伊藤大輔・河合保弘　著

金融破綻と経営規律
─金融コンプライアンスの挑戦─

御宿義　著

〔公益通報〕

公益通報者保護法と企業法務

田口和幸・丸尾拓養・原田崇史・加藤寛史　編著

神作裕之・武井一浩　編

　法制審議会の会社法制部会でも始まった企業統治のあり方や親子会
社に関する規律等、会社法制の見直しの議論を理解するうえで必須の
関係資料を収録！

コーポレート・ガバナンス　ハンドブック

〔国際法務〕

通報者のための公益通報者保護・救済の手引〔第２版〕

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編

(2009年6月発行)

経営統制（中小企業版内部統制）と資金調達
─中小企業支援のための新理論と実務─

　中小企業が正しく生き残るために取り組むべき経営統制という新た
な概念・理論を提示し、社内体制構築の手法や銀行融資に頼らない資
金調達方法を明示！

978-4-89628-336-5Ａ５判・449頁・本体3700円＋税

　新会社法における内部統制や日本版ＳＯＸ法、内部通報者保護法、
金融商品取引法、改正独占禁止法などの最新の法令・実務の動向を踏
まえて改訂を施した待望の書！

実務　企業統治・コンプライアンス講義〔改訂増補版〕

978-4-89628-671-7

会社・役員の民事・刑事責任とコンプライアンス法務

新谷勝　著

(2011年3月発行)

Ａ５判・295頁・本体2700円＋税 978-4-89628-783-7

　通報者から相談を受けた際の対処方法を明示しており、弁護士だけ
でなく、市民団体・消費者団体関係者はもちろん、通報を受ける側の
企業・行政の通報窓口関係者の必携書！

コンプライアンス時代における

事故対応・損害賠償の実務の手引

　交通事故をはじめとする各種事故の被害者救済、抜本的解決につな
がる適切な対応方法を加害者の視点から解説！　企業の法務・危機管
理担当者や企業法務に携わる法律実務家の必読書！

(2011年8月発行)

入門　国際取引の法務
【付】英文国際契約書例

　国際取引の第一線で活躍する弁護士が、公法・私法・手続法を縦断
する国際取引の法務についてわかりやすく解説し、基礎知識の理解か
ら実践へと架橋する待望の入門書！

牛嶋龍之介　著 Ａ５判・285頁・本体2600円＋税 978-4-89628-707-3

(2013年3月発行)

Ｑ＆Ａ　ＦＴＡ・ＥＰＡハンドブック
─関税節約スキームとしての活用法─

　業経営戦略としてより有利な関税の適用を受けるための具体的方策
を明示！　日常的に国際取引を行う企業にとって必須となる関税節約
スキームをＱ＆Ａ方式で解説！

弁護士　末冨純子　著 Ａ５判・240頁・本体2200円＋税 978-4-89628-841-4

(2015年1月発行)

東谷隆夫・高橋大祐・渡邊竜行・佐藤健太　著 Ａ５判・358頁・本体3700円＋税 978-4-89628-989-3



978-4-89628-963-3

　日本の企業がモンゴル進出にあたって知っておきたい、基本的な法
律から外国投資に関する法制度と現地法人の実務、さらには、企業の
業態別に留意すべきことを解説した貴重な情報が満載の書籍！

(2014年9月発行)

モンゴル法制ガイドブック

井上朗　著 Ａ５判・334頁・本体4000円＋税

(2010年3月発行)

詳解　国際租税法の理論と実務
　国際租税法の第一人者である著者が、クロスボーダー取引が日常化
している今日の状況下における最新の理論と実務の指針を明示した待
望の書！

志賀櫻　著 Ａ５判・517頁・本体4500円＋税 978-4-89628-597-8

(2012年5月発行)

英文契約書 取扱説明書─国際取引契約入門─
　初心者が国際取引を今すぐ始めたい時や、最低限の英語で契約書を
まとめたい時の要点を明示！　ライセンス契約、製造委託契約、役務
提供契約、代理店契約のよくある契約書の記載事項も解説！

中村秀雄著 Ａ５判・279頁・本体2600円＋税 978-4-89628-780-6

(2006年12月発行)

活用英文契約文例
　実務で使用している実際の英文契約書から生きた文例を、契約書作
成の実務において必須のキーワード別に分類・整理した、使いやすい
文例集！　国際取引・紛争実務関係者必携！

岡本幹輝　著 Ａ５判・403頁・本体3200円＋税 978-4-89628-359-4

(2009年11月発行)

ＥＵ競争法の手続と実務
　手続重視のEU競争法の観点から、正式な一連の手続を網羅し、実務
家が知りたい制度や手続方法の要点がわかる！　ＥＣ条約や理事会規
則等の重要条文の邦訳を巻末に掲載！

井上朗　著 Ａ５判・405頁・本体4000円＋税 978-4-89628-580-2

〔資金調達〕

(2012年5月発行)

ＲＥＩＴのすべて
■新規組成・上場から倒産処理まで

　Ｊ－ＲＥＩＴの法務・実務を網羅的に解説した本格的専門書！　設
立・上場、コーポレートガバナンス、資金調達から事業再生・事業再
編まで、関係する法令等を踏まえて多面的に解説！

西村あさひ法律事務所
弁護士　新家寛・弁護士　上野元　編

Ａ５判・743頁・本体7500円＋税 978-4-89628-757-8

(2012年4月発行)

実務のための金融商品取引法〔第２版〕
　平成20年・21年・22年・23年の金融商品取引法改正と、それに伴い
整備された政令・府令等の改正に対応させ、実務の動向も織り込み改
訂した最新版！

平下美帆　著 Ａ５判・632頁・本体5400円＋税 978-4-89628-768-4

(2009年6月発行)

経営統制（中小企業版内部統制）と資金調達
─中小企業支援のための新理論と実務─

　中小企業が正しく生き残るために取り組むべき経営統制という新た
な概念・理論を提示し、社内体制構築の手法や銀行融資に頼らない資
金調達方法を明示！

田島掌・鈴木健彦・酒井恒雄・杉谷範子・伊藤大輔・河合保弘　著 Ａ５判・387頁・本体3300円＋税 978-4-89628-544-4

〔Ｍ＆Ａ・事業再編〕

事業再編シリーズ１ (2013年1月発行)

会社分割の理論・実務と書式〔第６版〕
─労働契約承継、会計・税務、登記・担保実務まで─

　平成24年10月最判、法制審議会会社法制部会「会社法制の見直しに
関する要綱案」等に対応！　手続の流れに沿って具体的実践的に解説
をしつつ、適宜の箇所に必要な書式を収録した至便の１冊！

編集代表：今中利昭　編集：髙井伸夫　小田修司　内藤卓 Ａ５判・702頁・本体5600円＋税 978-4-89628-810-0

事業再編シリーズ２ (2011年4月発行)

会社合併の理論・実務と書式〔第２版〕
─労働問題、会計・税務、登記・担保実務まで─

  第２版では、事業再編計画の実行について、より実践的な解説を加
えるとともに、独占禁止法等の法改正に対応させ、最新の判例・実務
の動向を織り込んで大幅に改訂増補！

  編集代表：今中利昭
　編集：辻川正人・山形康郎・赫高規・竹内陽一・丸尾拓養・内藤卓

Ａ５判・608頁・本体5100円＋税 978-4-89628-688-5

事業再編シリーズ３ (2011年8月発行)

事業譲渡の理論・実務と書式〔第２版〕
─労働問題、会計・税務、登記・担保実務まで─

  第２版では、企業結合に関するガイドライン等の改定・策定に対応
させるとともに、最新の判例・実務の動向を織り込んで大幅に改訂増
補！

編集代表：今中利昭 編集　山形康郎・赫高規・竹内陽一・丸尾拓養・内藤卓 Ａ５判・303頁・本体2800円＋税 978-4-89628-708-0



事業再編シリーズ４ (2012年6月発行)

株式交換・株式移転の理論・実務と書式
─労務、会計・税務、登記、独占禁止法まで─

　ビジネスプランニングから、スケジュールの立て方・留意点、訴訟
手続、経営者の責任から少数株主の保護までを丁寧に網羅！

編集代表　土岐敦司 編集　唐津恵一・志田至朗・辺見紀男・小畑良晴 Ａ５判・354頁・本体3300円＋税 978-4-89628-788-2

(2015年5月発行)

コンパクト倒産・再生再編六法2015
─判例付き―

　再生型・清算型の倒産手続から事業再生、Ｍ＆Ａまで、倒産・再
生・再編手続にかかわる法令・判例等を精選して収録した実務のため
の六法！　2015年３月１日現在の最新法令！

〔編集代表〕伊藤眞・多比羅誠・須藤英章 Ａ５判・693頁・本体3400円＋税 978-4-86556-019-0

(2009年6月発行)

最新　事業再編の理論・実務と論点
─21世紀型私的整理の手法と展望─

　私的整理の手法を用いた企業再建・事業再生の方策を、法律、経
済、経営、金融等の第一線の研究者、実務家が豊富な図・表を織り込
み具体的に解説した実践的手引書！

事業再編実務研究会　編 Ａ５判・1017頁・本体8000円＋税 978-4-89628-547-5

(2011年12月発行)

事業再編のための企業価値評価の実務
　Ｍ＆Ａ、事業再編の場面において必須となる企業の価値を正確に算
定する手法を、財務・法務の両面から豊富な図・表・書式を織り込み
実践的に解説！

四宮章夫　監修
(株)グラックス・アンド・アソシエイツ　弁護士法人淀屋橋・山上合同　編

Ａ５判・521頁・本体4500円＋税 978-4-89628-741-7

〔その他の企業実務〕

(2013年10月発行)

変貌する銀行の法的責任
　バブル経済の崩壊で深刻化した銀行等金融機関の取引をめぐるトラ
ブルが裁判でどのように解決されているか、その法的解決の実情を検
討・分析し、拡大する銀行取引トラブルの解決基準を示す！

升田純　著 Ａ５判・685頁・本体5700円＋税 978-4-89628-897-1

(2011年9月発行)

バーチャルマネーと企業法務
―電子マネー・ポイント・電子記録債権―

　電子マネー、ポイント、電子記録債権それぞれのシステム・制度の
概要および法的性質の検討を行い、実務上想定しうる具体的な場面に
即して、そこで生じうる法的な問題点等につき詳細に考察！

北浜法律事務所　編（編集代表・弁護士　中森亘） Ａ５判・407頁・本体3400円＋税 978-4-89628-713-4

(2009年10月発行)

モンスタークレーマー対策の実務と法〔第２版〕
【法律と接客のプロによる徹底対談】

　弁護士とクレーム対応の専門家が問題の本質から実情、対策、解決
の方向性まで具体的に明示！　現場でのより的確なクレーム対応の実
現を図るため、業務ごとの事例も充実！

升田純・関根眞一　著 Ａ５判・181頁・本体2000円＋税 978-4-89628-570-3

(2011年4月発行)

新しい農協法務
―課題と実践のガイド─

　厳しい環境が続く農協、その経営理念と法律問題を総合的にとら
え、農協法務の課題と実践の方策を明らかにした関係者必読の書！
新しい農協法務の課題、農協を支える三本の柱を軸に論述！

御宿義　著 Ａ５判・141頁・1260円＋税 978-4-89628-683-0

(2013年5月発行)

再生可能エネルギーの法と実務
 平成25年度特別措置法の内容から、発電設備の設置・運営をめぐる
法規制や留意点まで、再生可能エネルギー事業を推進するための法制
度と資金調達を事業者の立場から詳解！

ＴＭＩ総合法律事務所　弁護士　深津功二　著 Ａ５判・319頁・本体3300円＋税 978-4-89628-865-0

(2010年8月発行)

土壌汚染と法務
　平成22年４月施行の改正土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調
査、汚染土壌の搬出・処理等の汚染土地の管理等について政令・省
令・施行通知も踏まえてわかりやすく解説！

ＴＭＩ総合法律事務所　弁護士　深津功二　著 Ａ５判・541頁・本体4700円＋税 978-4-89628-630-4

(2011年5月発行)

一般法人・公益法人役員ハンドブック
　役員に対する様々な責任追及のリスクや過程の実態、訴訟への応
訴・追行の実情等を紹介し、防衛対策を具体的に示しつつ損害賠償責
任の追及への対策を明示！

升田純　著 Ａ５判・261頁・本体2300円＋税 978-4-89628-693-9

■人事・労務・労働



（2010年1月発行）

実務　労働法講義〔第３版〕〔上巻〕〔下巻〕
　第３版では、労働法全体が大きく変容した平成18年からの改正法を
完全収録し大幅な改訂増補を行いつつ、膨大な最新判例や文献にも対
応した待望の最新版！

岩出誠　著
Ａ５判・914頁・本体6300円＋税（上巻）
Ａ５判・886頁・本体6200円＋税（下巻）

978-4-89628-586-4
978-4-89628-587-1

わかりやすい紛争解決シリーズ１ (2011年2月発行)

わかりやすい労働紛争解決の手引〔第２版〕
　第２版では、平成20年の労基法改正、平成21年の育介休法改正など
の最新法令、「労働者派遣事業法による紛争処理制度」などの最新の
実務や判例を収録して大幅改訂増補！

園部厚　著 Ａ５判・259頁・本体2200円＋税 978-4-89628-669-4

(2010年10月発行)

Ｑ＆Ａ　女性と労働110番〔第３版〕
─働く女性の権利を守るために─

  働く女性の数が年々増加し、パート等非正規雇用の割合も50％を超
える中、最新の労働法令（法律・政省令・通達等）と判例に基づき、
内容を全面的に書き改めた最新版！

職場の女性問題研究会　編 四六判・360頁・本体2000円＋税 978-4-89628-644-1

(2013年12月発行)

ケースで学ぶ 労務トラブル解決交渉術
─弁護士・企業の実践ノウハウ─

　企業と労働者のトラブルをいかに解決し企業の損失を最小限に抑え
るか、企業の労務問題を専門に扱う弁護士である著者が、労務トラブ
ルでの交渉のノウハウを開示した実務の手引！

弁護士　安倍嘉一　著 Ａ５判・283頁・本体2500円＋税 978-4-89628-906-0

(2013年3月発行)

Ｑ＆Ａ　人事･労務リスクマネジメント実務全書
　関連法令・行政指針・通達・豊富な裁判例を整理し、災害・事故・
テロ・不祥事への対応、ＢＣＰの策定・実施と実効性の確保・検証、
就業規則の改定等の諸課題を具体的・実践的に解説！

編集代表　岩出誠　編集　ロア・ユナイテッド法律事務所 Ａ５判・1135頁・本体9500円＋税 978-4-89628-8445

(2008年10月発行)

論点・争点 現代労働法〔改訂増補版〕
　個別労働紛争が増大に伴う諸問題、企業活動の実態にそぐわない判
例上の諸問題、新たに予想される紛争や労働契約法の立法など最新の
法令・判例を収録し大幅改訂増補！

岩出誠　編著 Ａ５判・1036頁・本体8000円＋税 978-4-89628-496-6

(2011年11月発行)

実践　労働相談入門
―震災・労災・解雇・派遣・いじめ―

　サービス残業・長時間労働、解雇・リストラ・派遣（契約）社員の
契約更新拒否、賃金未払い、労働条件切下げ、パワハラ・セクハラな
ど、一般的に相談の多い項目を取り上げ、Ｑ＆Ａ形式で解説！

水谷英夫　著 Ａ５判・394頁・本体3300円＋税 978-4-89628-728-8

(2014年1月発行)

Ｑ＆Ａ　労働者派遣の実務〔第２版〕
─派遣元・先企業の実務留意点─

　第２版では、改正法に伴って、改正となった政省令、指針、業務取
扱要領、疑義応答集など厚労省の告示を踏まえて全面改訂！　派遣労
働者採用の際の留意点、労働契約の実務がわかる！

五三智仁　著 Ａ５判・332頁・本体3000円＋税 978-4-89628-796-7

(2012年10月発行)

現代型問題社員対策の手引〔第４版〕
─生産性向上のための人事措置の実務─

　第４版では、パワハラ・セキハラ・メンタル不全、ＩＴ関連、ダラ
ダラ残業等をめぐる設問を整理・追録し、平成24年改正派遣法・労契
法・高年法、最新判例にも対応させ大幅改訂増補！

　各種個別契約書の基本条項例を示しつつ多様な状況に対応できるよ
う、実際の条項作成や審査に必要となるノウハウ・必修知識を条項変
更例などとともに明示した実践的手引書！

滝川宜信　著 Ａ５判・616頁・本体5500円＋税

髙井・岡芹法律事務所　編 Ａ５判・427頁・本体3700円＋税 978-4-89628-811-7

(2013年4月発行)

詳解　職場のメンタルヘルス対策の実務と法〔第２版〕
─関連書式から訴訟実務・判例まで─

　過重労働、復職可否等をめぐる適切な対応・紛争処理、EAPの活用
などを立体的・有機的に関連させて詳解した実践的手引書！　新認定
基準に対応するとともに、最新Ｑ＆Ａ、訴訟実務・判例も追録！

坂本直紀・深津伸子・大濱正裕・ランスタッド株式会社 EAP総研　編著 Ａ５判・531頁・本体4800円＋税 978-4-89628-845-2

(2011年5月発行)

人事・法務担当者のためのメンタルヘルス対策の手引
　弁護士として10数年を経た著者の経験を中心に、メンタルヘルスに
かかわる具体例、相談例をもとに、Ｑ＆Ａ形式で、メンタルヘルス対
策のための企業側の基本的な方針を提示！

岡芹健夫　著 Ａ５判・208頁・本体1800円＋税 978-4-89628-690-8

(2014年6月発行)

これで安心！　地域ユニオン（合同労組）への対処法
―団交準備・交渉・妥結・団交外活動への対応―

　労使の対立が先鋭化しがちな地域ユニオンとの交渉を企業側代理人
としての経験豊富な弁護士が対応のノウハウをＱ＆Ａ形式でわかりや
すく解説！

廣上精一・三上安雄・大山圭介・根本義尚　著 Ａ５判・234頁・本体2200円＋税 978-4-89628-947-3

(2015年1月発行)

業務委託（アウトソーシング）契約書の作成と審査の実務

978-4-89628-993-0



　長年、第一線で国際契約関係の業務に携わってきた著者が、最新の
法令や判例を織り込みつつ、意図したことを簡潔に漏れなく盛り込ん
で契約書を作成するための知識・ノウハウを明示した待望の改訂版！

　第５版では、刑事訴訟手続において営業秘密を保護するための秘匿
決定・公判期日外の承認尋問等について詳細な解説を追録！　2011年
改正不正競争防止法・最高裁判所規則に対応させ緊急改訂！

Ａ５判・432頁・本体3600円＋税 978-4-89628-738-7

(2009年4月発行)

（2012年4月発行）

978-4-89628-651-9

Ａ５判・391頁・本体3400円＋税

　事業の拡大や国際的なビジネス展開で必須となった知的財産法の知
識から実務での活用方法まで、わかりやすく、かつ実践的な視点で簡
潔に教示！

　地域密着型の司法サービスを提供する「弁護士知財ネット」会員に
よる叡智を結集した知財実務書の集大成！　企業の知財・法務担当者
はもとより、弁護士・弁理士にとっても有益！

Ａ５判・688頁・本体4800円＋税

Ａ５判・669頁・本体5500円＋税

978-4-89628-523-9

　特許法と著作権法に重点を置き、法律の概要と論点検討の解説を分
け、豊富な判例を用いて簡潔な解説で構成！　平成23年改正特許法、
最高裁・知財高裁大合議判決などの重要最新判例に対応！

Ａ５判・833頁・本体7700円＋税（上巻）
Ａ５判・755頁・本体6800円＋税（下巻）

　裁判手続をはじめ無効の抗弁・クレーム解釈・消尽論・均等論・冒
認・間接侵害・職務発明等複雑を極める重要論点を法律・実務・裁判
と立体的な視点で解析！

978-4-89628-763-9
978-4-89628-764-6

978-4-89628-797-4

(2007年1月発行)

(2010年11月発行)

(2011年12月発行)

Ａ５判・371頁・本体3700円＋税

Ａ５判・566頁・本体5400円＋税 978-4-89628-959-6

978-4-89628-364-8

(2014年9月発行)

　第３版では、電子書籍の出版権の創設、視聴覚的実演の保護の規定
が整備された平成26年改正法に対応するとともに、最新の判例・裁判
例を追録！

　インターネットやキャラクタービジネス、デザイン等での著作権者
の認定、利用許諾、侵害、二次利用等、喫緊の課題について、最新の
裁判例を基に検証した待望の実践的手引書！

企業秘密防衛の理論と実務〔第５版〕
─営業秘密を中心として─

長内健　著

英文ライセンス契約書の書き方〔第２版〕
─その作成と交渉のポイント─

中島憲三　著

専門訴訟講座⑥

末吉亙　編著

よくわかる！知的財産法実務入門〔第２版〕

実践　知財ビジネス法務
―弁護士知財ネット設立５周年記念―

〔知的財産〕

大渕哲也・塚原朋一・熊倉禎男・三村量一・富岡英次　編

特許訴訟〔上巻〕〔下巻〕

実務　知的財産法講義〔新版〕

知的所有権問題研究会　編　代表　松村信夫・三山峻司

最新　著作権関係判例と実務

978-4-89628-777-6

Ａ５判・319頁・本体2700円＋税

(2012年7月発行)

弁護士知財ネット　編

著作権法〔第３版〕

■知的財産・公正取引

矢野千秋　著

（2012年3月発行）

岡村久道　著

(2013年5月発行)

出張授業！働く前の労働法教室
　主に高校生や大学生を対象として、仕事に就く前に知っておきたい
労働者の権利などについて、シナリオ形式で事例を紹介しつつイラス
トを交えながらわかりやすく解説！

仙台弁護士会　編 Ａ５判・193頁・本体1500円＋税 978-4-89628-866-7

(2014年5月発行)

職場のいじめ・パワハラと法対策〔第４版〕
　すべての人が安心して働ける環境づくりのために、企業が適切に果
たすべき対応策を解説！　直近の判例・厚生労働省の指針改訂（労災
認定基準（精神疾患）やセクハラ指針）加えて刷新！

Ａ５判・362頁・本体3000円＋税 978-4-89628-942-8

(2011年7月発行)

過労死・過労自殺の救済Ｑ＆Ａ
―労災認定と企業賠償への取組み―

　大切な方をなくされた方が、労災申請を、さらに会社の責任を問う
ための裁判を考えたときに必要となる基礎知識から問題点まで、具体
的な事例を取り上げて解説！

水谷英夫　著

大阪過労死問題連絡会　編 Ａ５判・245頁・本体1900円＋税 978-4-89628-705-9



Ｑ＆Ａ　プライベート・ブランドの法律問題
─商品企画・開発から製造、販売までの留意点─

978-4-89628-958-9

　ＰＢ商品を扱う流れに沿って、小売業者・製造業者が現場で留意し
たい法的課題81点を厳選し、Ｑ＆Ａ形式でわかりやすく、簡潔に解
説！

市毛由美子・大東泰雄・西川貴晴・竹内千春　著 Ａ５判・284頁・本体2200円＋税

(2014年8月発行)

(2006年9月発行)

978-4-89628-607-6

　初版刊行後、５年間における法律改正や判例、実務の動向等の最新
の情報を踏まえて、大幅改訂増補！　英文ライセンス契約に関する理
論と実務を「実務家の視点」から総括した待望の総合的マニュアル！

(2007年11月発行)

　大学等研究機関やTLO等から生まれる理系研究者の成果―この貴重
な成果をどのように活用し、社会貢献につなげていけばよいのか、本
書が理系研究者のためにガイドします！

(2010年3月発行)

978-4-89628-753-0Ａ５判・291頁・本体2700円＋税

(2012年2月発行)

978-4-89628-414-0Ａ５判・706頁・本体5700円＋税

Ａ５判上製・325頁・4200円＋税

　大きな制度改正（審決取消訴訟提起後の訂正審判請求禁止・審決予
告制度の導入・再審の禁止など）のあった特許法改正後の実務、直近
の重要判例を踏まえて全面改訂！

　企業経営・イメージに大きな影響を与える商標(ブランド)の権利化
や効果的な活用のためにリーディングケースとなる判例を厳選して分
析！

　多様な契約内容の具体例を示しつつ、交渉から契約書の作成、法的
問題点、運用の実際まで詳解した実践的手引書。契約上の諸問題に精
通するためのノウハウを開示！

Ａ５判・323頁・本体3000円＋税

(2014年4月発行)

978-4-89628-347-1

978-4-89628-938-1

Ａ５判・288頁・本体2600円＋税

　企業においてライセンス契約実務に取り組む方、知的財産契約を研
究する学生のために、英文ライセンス契約の要諦をわかりやすく解
説！　厳選された契約事例や文例も満載！

Ａ５判・638頁・本体5600円＋税

978-4-89628-813-1

(2009年5月発行)

　ブランドの管理・活用のためのマーケティングを意識した法務がわ
かる入門書！　色・動き・音・ホログラムなどの「新しいタイプの商
標」や地域ブランドにも対応！

(2003年6月発行)

978-4-89628-911-4Ａ５判・1028頁・本体8000円＋税

　審判手続における公正取引委員会および違反行為者双方の主張責
任・立証責任の内容を個別類型毎に詳細に分析し、立証の構造を論証
した関係者必携の実践的手引書！

Ａ５判・347頁・本体2900円＋税 978-4-89628-538-3

　多角的・横断的な「不正競業規制法」理論の理解を深め、侵害類型
ごとの要件事実、主張・立証の要点、学説・判例の射程を分析・検証
し、侵害訴訟の実務指針を明示！

(2014年1月発行)

978-4-89628-407-2

(2007年8月発行)

978-4-89628-161-3

(2012年10月発行)

片山英二　監修　 阿部・井窪・片山法律事務所　編

中島憲三　著

理系研究者のための知的財産・契約・ベンチャー設立ガイド

英文ライセンス契約実務マニュアル〔第２版〕
─誰も教えてくれない実践的ノウハウ─

これだけは知っておきたい

英文ライセンス契約実務の基礎知識

Ａ５判・625頁・本体5500円＋税

最新 不正競争関係判例と実務〔第２版〕

大阪弁護士会友新会　編

〔公正取引〕

　不正な競争をめぐる紛争に付き、不正競争防止法の全体像を実務家
の視点に立って俯瞰しつつ、裁判例に現れた紛争の内容を研究・分析
し的確な解決指針を明示する！

Ａ５判・560頁・本体4800円＋税

最新　商標権関係判例と実務

小高壽一　著

独占禁止法の審判手続と主張立証

知的所有権問題研究会　編　代表　松村信夫・三山峻司

酒井紀子　著

新・不正競業訴訟の法理と実務
─最新の判例・学説に基づく実務解説─

商標実務入門
―ブランド戦略から権利行使まで─

松村信夫　著

弁護士　井上朗　著

共同研究・開発の契約と実務〔第２版〕
―その交渉技術と契約・運用の実際─

中島憲三　著

小高壽一　著

片山英二　監修　阿部・井窪・片山法律事務所　編

実務　審決取消訴訟入門〔第２版〕

(2015年4月発行)

独占禁止法の意見聴取手続および抗告訴訟の実務
　公正取引委員会での審判制度が廃止となり、東京地裁での審理へと
移行した、平成27年４月１日施行の新しい独禁法の実務（意見聴取手
続と取消訴訟）を、当事者の視点に立ち簡潔に解説！

Ａ５判・206頁・本体2500円＋税 978-4-86556-014-5



978-4-89628-891-9末藤高義　著 Ａ５判・399頁・本体3700円＋税

Ｑ＆Ａ　名誉毀損の法律実務
─実社会とインターネット

　Ｑ＆Ａ方式により、インターネット時代における名誉毀損・プライ
バシー侵害への対応実務を、被害者・加害者・プロバイダの３つの視
点から、最新重要判例を網羅して詳細に解説！

　ＩＴ・インターネットの発展・普及によって生じている法律問題に
ついて、ビジネス上必要となる基礎知識、論点の整理、裁判例の考え
方を通してわかりやすく解説した入門書！

　電子出版へ出版権が拡張された改正著作権法に対応し、出版権制度
と契約文例を出版実務に即して全面改訂！　著作権者、出版権者双方
が使える新たな契約内容がわかる！

　スマートフォンや電子マネー、電子商取引・決済等、サイバー犯罪
の理解に必要な基礎知識や、サイバー犯罪の種類と手口、具体的な事
件と法律との関係、関係機関の取組みと対策をわかりやすく解説！

978-4-89628-742-4

(2012年2月発行)

Ａ５判・478頁・本体4100円＋税

(2012年5月発行)

　情報セキュリティ、電子自治体、内部統制、インターネット技術等
各分野の第一人者が、最新の情報を盛り込みつつ理論・実務の両面か
ら追求！

Ａ５判・287頁・本体2400円＋税

〔消費者法〕

■消費者問題

978-4-89628-998-5

　事業者への課徴金制度を導入した景品表示法をはじめ、金融商品取
引法、建築基準法、消費者安全法、保険業法等の改正に対応したほ
か、平成26年７月施行の改正生活保護法に係る省令・通知を収録！

(2015年3月発行)

(2011年12月発行)

(2011年9月発行)

バーチャルマネーと企業法務
―電子マネー・ポイント・電子記録債権―

　電子マネー、ポイント、電子記録債権それぞれのシステム・制度の
概要および法的性質の検討を行い、実務上想定しうる具体的な場面に
即して、そこで生じうる法的な問題点等につき詳細に考察！

北浜法律事務所　編（編集代表・弁護士　中森亘） Ａ５判・407頁・本体3400円＋税 978-4-89628-713-4

〔ＩＴ法務〕

(2013年6月発行)

　企業が、ブログ・Twitter・Facebookなどを活用してＰＲや販促
（広告・クーポン）、通販・サービス提供などのビジネスを行う場合
の法的留意点をコンパクトにＱ＆Ａ方式で解説！

Ａ５判・208頁・本体2000円＋税 978-4-89628-867-4

978-4-89628-739-4

Ａ５判・390頁・本体3700円＋税

ビジネスマンと法律実務家のためのＩＴ法入門

クラウド・コンピューティングの法律

編集代表　甲斐道太郎・松本恒雄・木村達也 Ａ５判箱入り並製・1534頁・本体5000円＋税

消費者六法〔2015年版〕
─判例・約款付─

978-4-89628-944-2

弁護士　村瀬拓男　著

岡村久道　編

電子書籍・出版の契約実務と著作権〔第２版〕

サイバー犯罪対策ガイドブック

末藤高義　著 Ａ５判・286頁・本体2800円＋税

(2014年1月発行)

978-4-89628-782-0

978-4-89628-870-4

名誉毀損の百態と法的責任
─判例分析からみる法理と実務─

升田純　著

ソーシャルメディア活用ビジネスの法務

松本恒雄　監修　ソーシャルメディア法務研究会　編

石井邦尚　著

Ａ５判・232頁・本体2200円＋税 978-4-89628-987-9

(2015年1月発行)

　「週刊誌」、「テレビ放送」、「インターネット上」から「ビ
ラ」、「記者会見」、「法廷活動」における名誉毀損まで平成15年以
降の幅広い範囲の名誉毀損判決を一冊に集積！

(2014年6月発行)

(2013年6月発行)

インターネット・クレーマー対策の法理と実務
－判例分析を踏まえて

　「ネットリンチ」、「ＳＮＳ炎上」、「電凸」、「本人特定」など
変化の激しいインターネット・クレーマー被害の根底を究明するとと
もに、法的救済を理論・実務の視点から分析・解説！

升田純　著 Ａ５判・349頁・本体2900円＋税



978-4-89628-700-4

（2010年10月発行）

Ａ５判・577頁・本体5000円＋税

　貸金業法の完全施行後の状況を踏まえ最新の実務を収録して改訂を
行い、多重債務問題に適切・迅速に対応できるよう、基礎知識から免
責決定までの同時廃止手続を中心に詳解！

　多重債務被害者救済の法的手続として活用されている個人再生手続
について、最新の全国・東京・大阪各地裁の実務に基づく豊富な書
式・図表を充実させ、即実務にも対応できる手引書の最新版！

（2011年6月発行）

978-4-89628-645-8Ａ５判・366頁・本体3100円＋税

978-4-89628-901-5

(2013年12月発行)

(2015年6月発行)

　消費者庁発足をはじめとする消費者行政の動向、急増するインター
ネット取引や高齢社会をめぐる消費者問題など、この10年の間におけ
る変化に対応して大幅改訂！

　振り込め詐欺等の犯罪に利用された預金口座等についての凍結要請
から、被害回復分配金の支払を受けるまでの手続と注意点を、振り込
め詐欺救済法及び同法施行規則・関係判例に基づき解説！

978-4-89628-771-4

978-4-89628-807-0

978-4-89628-512-3Ａ５判・460頁・本体4000円＋税

978-4-89628-923-7

978-4-89628-853-7

(2014年3月発行)

　サクラサイト詐欺、オンラインゲームトラブルなど具体的な事例を
取り上げ、事前準備・立証方法等について実践的に解説するととも
に、受任通知・進行意見書など具体的な書式例を収録！

Ａ５判・391頁・本体3500円＋税

　摘発されても次から次へと現れる悪質商法に、実務家がどのように
立ち向かうことができるか、相談から解決までの実務を必要な書式を
織り込み詳解！　平成20年改正にも言及。

　消費者教育の基本テキストを平成21年改正特商法・割販法に対応し
て改訂！　法教育を支援する弁護士、司法書士、消費生活相談員や教
員も活用していただきたい手引書！

(2012年3月発行)

(2012年9月発行)

　消費者団体訴訟について新たに章を設けたほか、敷引・更新料をめ
ぐる最高裁判決、サクラサイト被害の賠償請求認容判決など、最新の
裁判例を織り込み改訂！

(2013年3月発行)

978-4-89628-786-8Ａ５判・471頁・本体3800円＋税

Ａ５判・316頁・本体2500円＋税

　事件類型ごとに被害救済の実務・書式を網羅した手引書！　敷引・
更新料、預金差押え、恋人商法等の最高裁判決を含む60の裁判例を追
録するとともに、改正金商法にも対応して補訂！

(2012年6月発行)

Ａ５判・206頁・本体1500円＋税

　消費者被害救済の法的思考方法を、具体的な事案をもとに、相談員
と司法書士の会話を通じて浮かび上がらせる新しい実務の教科書！

978-4-89628-756-1Ｂ５判・124頁・本体1100円＋税

(2009年2月発行)

Ａ５判・163頁・本体1800円＋税

消費者被害の上手な対処法〔全訂２版〕
―各種被害の態様と救済の実践策─

久米川良子・中井洋恵・田村康正　編

個人再生実務研究会　編

裁判事務手続講座<第７巻>

裁判事務手続講座<第18巻>

木村・浦川・片山法律事務所　編

書式　個人再生の実務〔全訂五版〕
―申立てから手続終了までの書式と理論―

林郁・圓山茂夫　編著　松本恒雄・木村達也　監修　

Ｑ＆Ａ　振り込め詐欺救済法ガイドブック
─口座凍結の手続と実践──

江野栄・秋山努　編

〔クレサラ被害〕

書式　個人破産の実務〔全訂四版〕
――申立てから手続終了までの書式と理論─

悪質商法被害救済の実務

小楠展央・中里功・宮内豊文・山田茂樹　著

消費者事件実務マニュアル〔補訂版〕
─被害救済の実務と書式─

　消費者被害救済に取り組む弁護士が、多重債務、悪質商法、クレ
ジット契約、金融商品取引、欠陥商品、電子商取引などの最新の被害
事例を網羅的に取り上げ、被害の実情と法的対応策を解説！

(2014年4月発行)

978-4-89628-941-1Ａ５判・424頁・本体3500円＋税

　消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法等の消費者法の概要か
ら、被害救済全体にかかわる論点、被害救済の取り組み方までポイン
トごとに整理してわかりやすく解説！

判例から学ぶ消費者法〔第２版〕

福岡県弁護士会消費者委員会　編

島川勝・坂東俊矢　編

実践的消費者読本〔第５版〕
─Support Your Life─

ここがポイント！ 消費者法

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編 978-4-86556-026-8

キーワード式 消費者法事典〔第２版〕

山田茂樹　編著

Ａ５判・414頁・本体4000円＋税

Ａ５判・515頁・本体4200円＋税

(2012年3月発行)

中里功・宮内豊文・山田茂樹　著

トラブル事案に学ぶおしゃべり消費者法

インターネット消費者取引被害救済の実務

日本司法書士会連合会消費者問題対策委員会　編



(2011年9月発行)

(2007年11月発行)

978-4-89628-716-5Ａ５判・248頁・本体2300円＋税

　金銭消費貸借契約および保証契約の基本的な知識を解説したうえ
で、重要判例に基づいた貸金・不当利得（過払金）返還、保証債務不
履行等をめぐる紛争を解決するための指針を明示！

(2008年6月発行)

978-4-89628-421-8Ａ５判・434頁・本体4200円＋税

　同時廃止型・管財型それぞれの個人破産手続について、相談・受任
から申立て、免責、復権まで、最新の法令・判例・実務・運用に基づ
く手続とノウハウを詳説！

(2010年6月発行)

978-4-89628-468-3Ａ５判・951頁・本体5600円＋税

　貸金業法施行令・施行規則、利息制限法施行令、出資法施行令、総
合的監督指針、自主規制基本規則など、最新の情報に基づき改訂し、
来るべき全面施行まで万全に対応できる！

(2013年2月発行)

　安易な和解を選択せず、訴訟での決着を望む実務家のバイブル！
過払金返還請求訴訟における論点を網羅的に取り上げ、訴訟で即活用
できるように実践的に詳解！

Ａ５判・517頁・本体4800円＋税 978-4-89628-834-6

(2010年8月発行)

978-4-89628-620-5Ａ５判・443頁・本体4100円＋税

　過払金返還請求をめぐる重要論点に関する最高裁判決を踏まえ、変
化の激しい過払金返還請求の実務と論点について、ポイントを押さえ
てわかりやすく解説した最新版！

978-4-89628-635-9Ａ５判・287頁・本体2600円＋税

　いままで議論の多かった争点や重要な論点に判断を下した最高裁判
決、関連する下級審判決を体系的に整理し、最新の実務状況も踏まえ
たクレサラ整理実務の決定版！

(2009年6月発行)

(2012年7月発行)

978-4-89628-637-3Ａ５判・654頁・本体5000円＋税

　相談受付から、手続の選択、任意整理・特定調停・過払金返還請求
訴訟・民事再生・破産など各手続における司法書士の執務のあり方
を、書式を織り込み詳説！

(2010年10月発行)

978-4-89628-794-3Ａ５判・577頁・本体4800円＋税

　改正貸金業法の完全施行により、今後、一層有用性の高まる個人民
事再生手続のすべてを書式を織り込んで詳説！　実務のすべてを書式
を織り込みつつ詳解した実務の定番書の最新改訂版！

978-4-89628-100-2Ａ５判・75頁・本体700円＋税

　個人民事再生手続において作成する再生計画案において作成する再
生計画案において必要とされる最低生活費について、その内訳や計算
方法を具体的な事例を想定して明解に示す！

(2008年3月発行)

978-4-89628-451-5Ａ５判・311頁・本体2200円＋税

　毎年３万人以上の方が自ら命を絶つ現代社会において、支援者をは
じめ医療・法律の専門家、行政は何ができるか。それぞれの立場から
できること、やるべきことを提言！

978-4-89628-475-1Ａ５判・614頁・本体5300円＋税

　平成19年９月30日施行の金融商品取引法下における被害救済の法理
と実務を、最新の法令や判例、金融商品の状況等をもとに基礎知識か
ら実践まで網羅的に解説した最新版！

(2008年7月発行)

978-4-89628-762-2Ａ５判・764頁・本体5600円＋税

商品先物取引法の完全施行に伴い、最新の情報を織り込み改訂！ 平
成23年施行で導入された不招請勧誘禁止、ＣＦＤ取引の規制のほか、
最新判例についても解説！

(2012年4月発行)

わかりやすい貸金・保証関係紛争解決の手引

わかりやすい紛争解決シリーズ４

実務のための新貸金業法〔第２版〕
―クレサラ被害者の救済と支援のために―

園部厚　著

破産法の理論・実務と書式〈消費者破産編〉〔第２版〕

Ｑ＆Ａ過払金返還請求の手引〔第４版〕<CD-ROM付>
─サラ金からの簡易迅速な回収をめざして─

名古屋消費者信用問題研究会　編（代表・弁護士　瀧康暢）

過払金返還請求・全論点網羅2013
【公刊物未登載判例収録CD-ROM付】

名古屋消費者信用問題研究会　監修　瀧康暢　編著

日本司法書士会連合会　編

個人再生実務研究会（代表　小松陽一郎）編

クレサラ整理実務必携〔総集版〕
―貸金業法完全施行対応の法令・判例・論点検索―

井上元　著

クレサラ・ヤミ金事件処理の手引〔第３版〕

日本司法書士会連合会　編

個人民事再生の実務〔第３版〕

日本司法書士会連合会多重債務問題対策委員会　編

給与所得者等再生のための最低生活費算出の手引【第２版】

個人債務者再生制度研究会　編

多重債務による自死をなくす会　編

自殺予防・自死遺族支援の現場から

〔金融商品・先物取引被害〕

金融商品取引被害救済の手引〔五訂版〕

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編

先物取引被害救済の手引〔10訂版〕

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編



978-4-89628-559-8Ａ５判・408頁・本体3800円＋税

　先物取引の種類と適用法規、取引のしくみといった基礎知識から相
談を受けたらどうするか、書類の収集・分析、主張・立証のノウハウ
など、先物取引被害救済実務の実務の手続を詳解！

(2009年9月発行)

978-4-89628-346-4Ａ５判・366頁・本体3400円＋税

　一般的な過失相殺の理論や判例の動向を踏まえ、先物取引被害事案
における過失相殺の抑制に向けた理論の構築と訴訟での主張・立証方
法を示した注目の書！

(2006年10月発行)

978-4-89628-314-3

　全国で続発している先物被害の実態について、実際に生じた事例を
克明に追い、どのように悪徳商法が仕掛けられ、どのように被害が生
じていくのかを究明した注目の書！

(2006年5月発行)

Ａ５判・360頁・本体2500円＋税

978-4-89628-304-4四六判・327頁・本体1800円＋税

  勧誘から取引終了までの各段階における先物業者の手口を具体例で
示し、被害に遭わないための対応策を、先物被害救済の最前線に立つ
弁護士か教示！

(2006年3月発行)

　住宅瑕疵担保責任履行確保法や改正建築基準法などの最新の法令
や、取壊し・建替え費用相当額の損害賠償を認めた最高裁判決等の最
新判例などを織り込み全面改訂！

(2010年11月発行)

(2008年12月発行)

978-4-89628-650-2Ａ５判・260頁・本体2500円＋税

　建築。土木知識にうとい弁護士と法律知識が不十分な建築士が、相
互の立場を理解し、欠陥住宅被害救済の知識を修得できるよう写真・
イラストや図・表を豊富に収録した実践的手引書！

　被害者が勝ち取った注目の判決全文を解説するとともに掲載。物件
別、入手経緯別、構造別に分類し、被害事例に応じて参照できるよう
に配慮した画期的な判例集！

(2000年5月発行)

978-4-89628-500-0Ａ５判・266頁・本体2500円＋税

　第１集発行後の被害者が勝ち取った判決を中心とする最新の22判決
を全文掲載。主な欠陥住宅判決を一覧できる資料も収録した画期的判
例集の第２弾！

(2002年5月発行)

978-4-89628-060-9Ａ５判・472頁・本体4300円＋税

　建替費用相当額の損害賠償を認めたものなど画期的な３つの最高裁
判決や実務の指針となる重要な下級審判決等被害者が勝ち取った判決
全文を掲載した判例集の第３弾！

(2004年11月発行)

978-4-89628-122-4Ａ５判・568頁・本体5000円＋税

　シックハウス被害での損害賠償や増改築リフォーム契約の全部解除
を認めたもの、悪質リフォーム詐欺関連等の新しいタイプの住宅被害
に関する注目判決を収録！

(2006年11月発行)

978-4-89628-231-3Ａ５判・531頁・本体4800円＋税

　第５集では、従来あまり責任追及がなされてこなかった、行政、部
材供給業者に対する責任を認めた判決やシックハウスに関する売主の
不法行為責任を認めた判決等を登載！

(2009年12月発行)

978-4-89628-353-2Ａ５判・577頁・本体5100円＋税

978-4-89628-784-4Ａ５判・688頁・本体6000円＋税

　第６集では、欠陥住宅の居住利益を損益相殺できないとした最高裁
判決や「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」の解釈をめぐる
下級審裁判例を数多く掲載！

(2012年5月発行)

978-4-89628-581-9Ａ５判・570頁・本体5100円＋税

〔住宅関連被害〕

実践　先物取引被害の救済〔全訂増補版〕

先物地獄のワナを解き明かす!〔増補新版〕
―被害救済と日本経済再生のための大改革案─

荒井哲朗･白出博之･津谷裕貴･石戸谷豊　著

先物取引被害と過失相殺
―過失相殺の抑制に向けた理論と実務―

内橋一郎・大植伸・加藤進一郎・土居由佳・平田元秀　著

Ｑ＆Ａ　先物被害110番〔第２版〕
─客殺しに遭わないために─

消費者のための欠陥住宅判例[第１集]
─安心できる住まいを求めて─

欠陥住宅被害全国連絡協議会　編

消費者のための欠陥住宅判例[第５集]
─欠陥住宅を作らせない社会の実現をめざして─

欠陥住宅被害全国連絡協議会　編

ひと目でわかる欠陥住宅
―法律実務家のために―

消費者のための欠陥住宅判例[第２集]
─被害救済のさらなる前進をめざして─

消費者のための欠陥住宅判例[第４集]
─安全な住宅に居住する権利の確立をめざして─

欠陥住宅被害全国連絡協議会　編

欠陥住宅被害全国連絡協議会　編

１級建築士　簑原信樹・弁護士　幸田雅弘　編著

欠陥住宅被害救済の手引〔全訂三版〕

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編

名古屋先物・証券問題研究会　編

欠陥住宅被害全国連絡協議会　編

消費者のための欠陥住宅判例[第３集]
─被害救済の新たな地平をめざして─

欠陥住宅被害全国連絡協議会　編

消費者のための欠陥住宅判例[第６集]
─被害救済のために司法の扉を押し開けて─

宮崎 耕一　著



　一連の最高裁判決を踏まえて被害救済の新しい潮流に論及しつつ、
建築基準法等の法改正などを織り込み、全体的に改訂・増補を施した
待望の最新版！

(2008年8月発行)

(2015年5月発行)

　欠陥住宅を買わないための調査法や、良質な住宅の建て方のノウハ
ウをイラストを用いて解説！　最新法令と被害者救済に画期的な最高
裁判決を踏まえ大幅増補改訂！

(2004年9月発行)

978-4-89628-478-2Ａ５判・450頁・本体3900円＋税

　阪神・淡路大震災によって暴き出された手抜き欠陥住宅の横行の実
態を教訓にして、消費者（注文者）が安全・安心な住宅を手に入れる
ために建設業者（請負人）と結ぶ、あるべき請負契約約款を公表！

(2011年1月発行)

978-4-89628-224-5四六判・406頁・本体2500円＋税

978-4-89628-578-9Ａ５判・232頁・本体2300円＋税

978-4-89628-659-5Ａ５判・150頁・本体1600円＋税

　耐震強度偽装、建材偽装、シックハウスなど「まだまだ危ない」住
宅生産システムの現状を分析し、安全で良質な住宅を確保するための
あるべき制度設計を提言！

(2009年11月発行)

Ａ５判・126頁・本体1300円＋税 978-4-89628-873-5

　大都市を中心に急増している３階建て住宅の耐震性能と耐火性能の
問題点をクローズアップし、誰でもできる欠陥調査方法から被害救済
策までを解説！

(1998年9月発行)

978-4-89628-019-7Ａ５判・215頁・本体2000円＋税

　リース契約を利用した悪質商法について、リースのしくみや被害の
実情から、具体的被害の調査方法、法的な基礎知識、被害救済に向け
た実践まで、ポイントを絞り、Ｑ＆Ａ形式でコンパクトに解説！

978-4-89628-922-9Ａ５判・859頁・本体7000円＋税

　平成24年改正法と最新の判例・情報、多様なトラブル事例を収録
し、理論・実務を有機的に関連づけつつ、日頃実務の現場で活用いた
だけるよう具体的・実践的に詳解した待望の大幅改訂増補版！

(2014年3月発行)

978-4-89628-575-8Ａ５判・386頁・本体3400円＋税

　平成20年改正特定商取引法（消費者団体訴訟制度の導入も含む）・
割賦販売法について、政令、府省令、通達・ガイドライン、国会審議
録等を踏まえ、改正点にポイントを絞って解説！

(2009年12月発行)

　平成21年12月１日に本体施行された「特定商取引に関する法律」
「割賦販売法」の改正のポイントを、図表も示しながら、わかりやす
く解説した実務家のための手引！

  平成21年12月１日施行の改正特定商取引法および関係する政令・省
令・通達・ガイドラインを踏まえ、全面的な改訂を施した待望の最新
刊！

(2010年6月発行)

(2010年1月発行)

四六判・380頁・本体2000円＋税 978-4-89628-606-9

(2009年2月発行)

978-4-89628-584-0Ａ５判・285頁・本体2300円＋税

978-4-89628-512-3Ａ５判・460頁・本体4000円＋税

　摘発されても次から次へと現れる悪質商法に、実務家がどのように
立ち向かうことができるか、相談から解決までの実務を必要な書式を
織り込み詳解！　平成20年改正にも言及。

小楠展央・中里功・宮内豊文・山田茂樹　著

平野憲司　著

訴訟に役立つ欠陥住宅調査鑑定書の書き方〔第２版〕

Ｑ＆Ａ誰でもできる欠陥住宅の見分け方〔第４版〕
―欠陥にあわないための知識から救済まで―

〔悪質商法被害(特商法・割販法)〕

高橋正人　編著

詳解　特定商取引法の理論と実務〔第３版〕

改正特商法・割販法の解説

悪質商法被害救済の実務

Ｑ＆Ａ　訪販・通販・マルチ等110番〔全訂２版〕
─各種被害の予防と対応策―

改訂版Ｑ＆Ａ訪販・通販・マルチ等110番編集委員会　編

澤田和也　著

弁護士　澤田和也　編著

消費者のための家づくりモデル約款の解説〔第２版〕

３階建て住宅が危ない!!
―命を奪われない住まいを手にするために─

まだまだ危ない！ 日本の住宅

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編

圓山茂夫　著　

日本司法書士会連合会　編

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編

(2013年6月発行)

Ｑ＆Ａ悪質リース被害の救済
─電話リース被害大阪弁護団のノウ・ハウと実践─

ここがポイント！ 改正特商法・割販法

消費者のための住宅リフォームの法律相談Ｑ＆Ａ
─正しい発注契約からトラブル対応まで─

　リフォーム検討時の留意点から、工事施工後に瑕疵が発見された場
合や追加工事代金を請求された場合の対処方法など、事後のトラブル
への対応方法までを解説！

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編 Ａ５判・207頁・本体1800円＋税 978-4-86556-009-1



(2015年3月発行)

(2013年6月発行)

高橋正人　編著

978-4-89628-335-8四六判・268頁・本体1700円＋税

  実務の第一線に立つ弁護士が、医院・サロンの選び方、施術に関す
る基本的な解説から、トラブルの実態、被害救済の方法までを、具体
的な事例をもとに解説！

(2006年9月発行)

978-4-89628-506-2四六判・338頁・本体1800円＋税

  旅行契約に関してトラブルの多いキャンセル料の発生や旅行内容の
変更、旅行中の事故等、旅行をめぐるトラブルの実態を取り上げ、Ｑ
＆Ａ方式でわかりやすく解説！

(2009年1月発行)

　クーリング・オフの仕組みや要件、抗弁権の接続など、実務でポイ
ントとなる事項や消費者契約法、特定商取引法などの消費者保護法の
内容を現役簡裁判事がわかりやすく解説！

(2012年10月発行)

Ａ５判・324頁・本体2900円＋税 978-4-89628-878-0

(2013年7月発行)

（2012年3月発行）

978-4-89628-726-4Ａ５判・422頁・本体3400円＋税

　精神的・財産的被害や家族関係の崩壊などの被害にどう対応すべき
か、専門の弁護士が解説！　マインドコントロールからの回復、破壊
的カルトから脱会するための具体的な方策を紹介！

Ａ５判・294頁・本体2700円＋税

　現在議論されている民法改正の重要な論点の１つである保証につい
て、これまでの保証人被害の事例を取り上げて救済方法を解説すると
ともに、あるべき保証制度を弁護士の視点から提言！

　企業法務の現場に立つ弁護士が数多く所属する大阪弁護士会の会派
「五月会」のメンバーが、これまであまり論じられることのなかった
企業活動という視点から消費者法を解説した画期的な書！

Ａ５判・308頁・本体3000円＋税 978-4-89628-787-5

(2012年10月発行)

978-4-89628-808-7Ａ５判・364頁・本体3000円＋税

978-4-86556-001-5

(2013年12月発行)

　近畿弁護士連合会30回大会シンポジウムの報告・ディスカッション
の内容を精錬し、中小事業者の悪質商法被害救済に活用できる情報を
収録！

(2012年5月発行)

978-4-89628-806-3Ａ５判・387頁・本体3800円＋税

978-4-89628-873-5

(2012年5月発行)

　リース契約を利用した悪質商法について、リースのしくみや被害の
実情から、具体的被害の調査方法、法的な基礎知識、被害救済に向け
た実践まで、ポイントを絞り、Ｑ＆Ａ形式でコンパクトに解説！

Ａ５判・126頁・本体1300円＋税

(2002年5月発行)

978-4-89628-116-3Ａ５判・374頁・本体3300円＋税

　振り込め詐欺等の犯罪に利用された預金口座等についての凍結要請
から、被害回復分配金の支払を受けるまでの手続と注意点を、振り込
め詐欺救済法及び同法施行規則・関係判例に基づき解説！

保証被害救済の実践と裁判例

Ｑ＆Ａ悪質リース被害の救済
─電話リース被害大阪弁護団のノウ・ハウと実践─

〔その他の消費者問題〕

Ｑ＆Ａ　宗教トラブル110番〔第３版〕

山口広・滝本太郎・紀藤正樹　著

Ｑ＆Ａ　旅行トラブル110番
─旅行者のための法的知識─

園部厚　著

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編

978-4-89628-772-1近畿弁護士連合会・大阪弁護士会　編

Ｑ＆Ａ　賃貸住宅紛争の上手な対処法〔第５版〕

Ｑ＆Ａ　企業活動のための消費者法
─消費者トラブルを予防して円滑な企業活動を進めるために─

わかりやすい消費者信用関係紛争解決の手引

　第５版では、敷引特約・更新料の最高裁判例、最新の実務動向等に
基づいて問題事例を大幅に見直すとともに、原状回復ガイドライン、
賃貸住宅標準契約書の改訂にも対応！

Ｑ＆Ａ　振り込め詐欺救済法ガイドブック
─口座凍結の手続と実践──

　加盟店（フランチャイジー）の立場から、システムの問題点を明ら
かにするとともに、Ｑ＆Ａによって本部（フランチャイザー）と紛争
になった場合の被害救済方法や紛争予防の方法等を解説！

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編

仙台弁護士会　編

　独禁法違反行為に対する民事的救済制度を有効活用するための方策
を具体的事例を用いて明示。公取委ガイドラインや訴状の書式、差止
主文例集なども登載！

Ａ５判・356頁・本体3300円＋税

江野栄・秋山努　編 Ａ５判・163頁・本体1800円＋税 978-4-89628-901-5

消費者・中小事業者のための独禁法活用の手引

中小事業者の保護と消費者法

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編

美容・エステティック被害研究会　編

Ｑ＆Ａ　美容・エステ110番
─基礎知識から被害の実態と対応策まで─

五月会「Ｑ＆Ａ企業活動のための消費者法」編集委員会　編

フランチャイズ事件処理の手引

兵庫県弁護士会消費者保護委員会　編

わかりやすい紛争解決シリーズ５



978-4-89628-672-4Ａ５判・310頁・本体2800円＋税

　各種カードの不正利用をはじめとしたさまざまな被害に対処するた
めの考え方と法的対応策について、関連する裁判例と学説を豊富に紹
介し、カード被害救済のための道しるべを明示

(2011年3月発行)

Ａ５判・349頁・本体3000円＋税 978-4-89628-550-5

　保険にかかわる法令・判例・学説を、消費者側の立場に立って、わ
かりやすく解説した実務に役立つ入門書！　判例編は基本判例28例、
最新判例21例を収録！

Ａ５判・136頁・本体1300円＋税 978-4-89628-896-4

(2014年6月発行)

Ａ５判・664頁・本体3800円＋税

　 家事事件手続法・規則など最新の法令や実務の動向を織り込み全
面改訂！　成年後見制度の概要や手続の流れを解説したうえで、申立
書・審判書等の書式・記載例等を網羅的に収録！

（2013年7月発行）

　新たに家事事件手続法、障害者虐待防止法を掲載し、民法、障害者
自立支援法、障害者基本法、児童福祉法などを改正最新法令に対応さ
せるとともに、市民後見人養成に関する通知等も新規収録！

Ａ５判・401頁・本体3500円＋税

978-4-89628-935-0

(2013年7月発行)

　ＳＮＳやスマートフォンなどインターネットの技術的な進歩に伴
い、より多様化している消費者トラブルを具体的な事例で取り上げ、
解決策・予防策を消費者被害救済の立場からわかりやすく解説！

978-4-89628-923-7

978-4-89628-951-0

978-4-89628-880-3

Ａ５判・290頁・本体2500円＋税

(2013年9月発行)

978-4-89628-879-7

〔成年後見〕

カード被害救済の法理と実務

　保険会社の「不払い」問題に対し、被害救済に携わる弁護士と研究
者の視点から、「保険実務の常識」に基づく解釈の問題点を指摘し、
不払いへの対応策を提示した注目の書！

(2007年12月発行)

インターネット消費者相談Ｑ＆Ａ〔第４版〕

(2009年10月発行)

Ａ５判・127頁・本体900円＋税

Ａ５判・391頁・本体3500円＋税山田茂樹　編著

　名古屋経済大学叢書の第６巻！　グローバル化が進む状況のなかで
問題となる国際消費者取引（安全を含む）に焦点をあて、消費者の生
活と政策に関する論考を収録！

Ａ５判・145頁・本体2000円＋税

　サクラサイト詐欺、オンラインゲームトラブルなど具体的な事例を
取り上げ、事前準備・立証方法等について実践的に解説するととも
に、受任通知・進行意見書など具体的な書式例を収録！

(2014年3月発行)

　悪質化・巧妙化が進むインターネット（サイバー）犯罪の実態と対
策を法令・判例等を対比させつつ、著者の長年の経験に培われた知
識・ノウハウをもとに詳解した労作！

(2014年4月発行)

インターネット＆クレジットカードの犯罪・トラブル対処法

福崎博孝　編著

978-4-89628-423-2

公益社団法人　成年後見センター・リーガルサポート　編

田口義明　編 978-4-89628-930-5

(2014年3月発行)

書式　成年後見の実務〔第二版〕
─申立てから配当までの書式と理論

今川嘉文・内橋一郎　編著

インターネット消費者取引被害救済の実務

坂野征四郎　著

Ａ５判・202頁・本体1800円＋税 978-4-89628-955-8

保険法Ｍａｐ〔判例編〕
─消費者のための保険法ガイドブック

第二東京弁護士会消費者問題対策委員会　編

グローバル時代の消費者と政策

保険問題研究会　編

保険法Ｍａｐ〔解説編〕
─消費者のための保険法ガイドブック

　複雑多岐な保険法の分野を消費者の立場に立って、わかりやすく解
説した実務に役立つ入門書！　見た目のわかりやすさに配慮し、簡潔
にまとめてあるため、ひと目で重要事項を理解できる！

今川嘉文・内橋一郎　編著 Ａ５判・356頁・本体2800円＋税

■成年後見・社会福祉

後見六法〔2014年版〕

裁判事務手続講座<第21巻>

末藤高義　著

保険被害救済ハンドブック

弁護士　高橋正人　著

(2014年7月発行)

実務　保険金請求入門
─事例に学ぶ保険法の基礎と実践─

　保険金請求者側の代理人としての立場から、保険法の条文、約款
例、裁判例、書式等をもとに、実務上のポイントを解説！　保険関係
事件の相談を受ける方に必携の１冊！



　法人後見の概要、組織体制、担当者の事務分担や手続、各担当者が
行うべき実務をリスト化しコンパクトに解説！　全国で今求められて
いるノウハウを開示した待望の書！

池田惠利子・冨永忠祐・小嶋珠実・田邉仁重・新保勇　著 Ａ５判・104頁・本体1300円＋税 978-4-86556-002-2

(2015年6月発行)

未成年後見の実務
　親権を行う者がない未成年者の監護・教育、財産管理、契約等の法
律行為に関する未成年後見人・未成年後見監督人の実務指針を示すと
ともに、関連機関の利用方法などをＱ＆Ａ形式で解説！

日本司法書士会連合会　編 Ａ５判・221頁・本体2400円＋税 978-4-86556-017-6

編集代表　赤沼康弘・池田惠利子・松井秀樹 Ａ５判・371頁・本体3800円＋税 978-4-89628-961-9

(2015年1月発行)

Ｑ＆Ａ成年後見実務全書　第１巻
─総論・法定後見Ⅰ─

　後見人が戸惑い、悩みつつ、決断していかなければならないさまざ
まな課題について、現場の声を元に作成した12のストーリーと41のエ
ピソードを通してわかりやすく解説！

(2014年2月発行)

エピソードで学ぶ成年後見人PartⅡ
─虐待等対応と後見活動の視点─

　本人意思・自己決定の尊重、ノーマライゼーション等の制度理念
と、法定後見における後見等開始に向けた実務から開始時の実務まで
をカバー！

(2013年12月発行)

　後見人が戸惑い、悩みつつ、決断していかなければならないさまざ
まな課題について、現場の声を元に作成した12のストーリーと41のエ
ピソードを通してわかりやすく解説！

(2015年5月発行)

専門職後見人と身上監護〔第３版〕
　障害者権利条約をめぐる議論、精神保健福祉法の改正による保護者
制度の廃止、ＪＲ東海事件をはじめとする成年後見をめぐる裁判例な
ど、最新の状況を織り込み、実務における指針を示す！

Ａ５判・431頁・本体3500円＋税 978-4-89628-513-0

(2015年6月発行)

法人後見実務ハンドブック

Ａ５判・347頁・本体3000円＋税 978-4-86556-022-0

(2009年3月発行)

権利擁護と成年後見実践〔第２版〕
─社会福祉士のための成年後見入門─

　基本から学べる成年後見の手引書を障害者総合支援法、障害者虐待
防止法、家事事件手続法等の制定・施行や最新の法令・実務に対応さ
せ改訂！

978-4-86556-008-4Ｂ５判・306頁・本体4500円＋税

公益社団法人　成年後見センター・リーガルサポート　編

市民後見人養成講座　第１巻
【成年後見制度の位置づけと権利擁護】

Ｑ＆Ａ任意後見入門
　任意後見制度の概要から、任意後見を利用するにあたっての手続、
任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人の権限・職務の内容、
実務上の注意点まで、Ｑ＆Ａ方式でわかりやすく解説！

(2015年4月発行)

Ａ５判・320頁・本体1900円＋税 978-4-89628-838-4

　障害者総合支援法、障害者虐待防止法、家事事件手続法等の制定に
対応！　最新の動向を踏まえて全体をリニューアルするとともに、成
年後見制度の利用状況についても最近の資料を用いて紹介！

Ａ５判・175頁・本体1500円＋税 978-4-89628-916-9

(2009年10月発行)

(2010年10月発行)

Ａ５判・200頁・本体1800円＋税 978-4-89628-910-7

Ｂ５判・273頁・本体2000円＋税

　イギリス意思能力法と、施行に際し実務上の指針を示す行動指針の
全文を翻訳し、わが国における成年後見の制度・運用のさらなる改善
へ向けた指針を示したわが国唯一の書！

　専門職後見人の全国組織であるリーガルサポートが総力をあげて作
成したテキスト！　制度の概要から就任時の実務、財産管理、身上監
護、後見終了時の実務までをわかりやすく解説！

村田彰・星野茂・池田惠利子　編

［オンデマンド版］

イギリス2005年意思能力法・行動指針

エピソードで学ぶ成年後見人
─身上監護の実際と後見活動の視点─

池田惠利子　公益社団法人あい権利擁護支援ネット　編

上山泰　著

〔市民後見〕

弁護士　大澤美穂子　著

井上元・那須良太・飛岡恵美子　著

（監訳・解題）新井誠　（翻訳）紺野包子

(2013年1月発行)

978-4-89628-829-2

Ａ５判・180頁・本体1400円＋税 978-4-89628-640-3

（社）日本社会福祉士会　編

池田惠利子　公益社団法人あい権利擁護支援ネット　編

わかりやすい成年後見・権利擁護〔第２版〕

(2015年1月発行)

事例に学ぶ成年後見入門
─権利擁護の思考と実務─

　業務開始から終了までの具体的事例を通して後見人、後見監督人と
しての対応と手続を解説！　施設入所手続、医療同意、対立親族への
対応、養護者の虐待、死後事務、財産管理等豊富な事例を網羅！

Ａ５判・212頁・本体2200円＋税 978-4-89628-990-9



Ａ５判・144頁・本体1400円＋税 978-4-89628-980-0

生活保護と扶養義務
　改正生活保護法における扶養義務と生活保護利用との関係を解説！
扶養義務者への調査の範囲についても解説しているほか、扶養義務調
査に関するケース記録文例も収録しており、実務に至便！

　成年後見制度の実践を行っている実務家や市民後見人の方々にも役
立つよう、成年後見における身上監護の実務について基本的な意義か
ら説き起こしたうえで、実際の実務を具体的・実践的に解説！

井上英夫・高野範城　編

(2014年11月発行)

　児童虐待解決の重要課題である虐待親との接触・対話の方法を、家
裁調査官の視点や考え方・実践例から豊富な事例を用いて具体的に解
説し、問題解決への糸口を示す注目の書！

飯田邦男　著 Ａ５判・237頁・本体2000円＋税 978-4-89628-266-5

虐待親への接近
─家裁調査官の目と技法─

(2013年5月発行)

Ｂ５判・226頁・本体1700円＋税

(2013年2月発行)

978-4-89628-408-9Ａ５判・451頁・本体3600円＋税

　2012年10月１日に施行された障害者虐待防止法について、政令・省
令・厚生労働省マニュアルを踏まえて、障害者虐待の防止の最前線で
活躍する弁護士が実践的に解説！

（2007年4月発行）

　社会保障をめぐる過去から現代までの状況・課題を明らかにしたう
えで、法律・制度と事件・判例を有機的に関連させて解説！　対象者
別の判例・事件の実際を通して「生きた法」が学べる！

　改正介護保険法、障害者自立支援法、高齢者虐待防止法、総合法律
支援法等、最新の法令・実務に基づき改訂を施した、高齢者・障害者
支援の必携書！

(2014年6月発行)

　高齢者虐待防止法の条文を逐条的に解説したうえで、同法に基づく
高齢者虐待の防止に向けた取組みを実践的に詳解した高齢者虐待対応
の必読書の最新版！

Ｂ５判・340頁・本体2600円＋税

(2007年9月発行)

978-4-89628-833-9

978-4-89628-864-3Ｂ５判・178頁・本体1800円＋税

978-4-89628-945-9Ａ５判・266頁・本体2300円＋税

Ａ５判・604頁・本体4800円＋税 978-4-89628-385-3

978-4-89628-822-3Ａ５判・341頁・本体2600円＋税

市民後見入門
─市民後見人養成・支援の手引─

池田惠利子・小渕由紀夫・上山泰・齋藤修一　編

障害者虐待防止法活用ハンドブック

日本弁護士連合会高齢者・障害者の権利に関する委員会　編

近畿弁護士連合会　編

小賀野晶一・公益社団法人東京社会福祉士会　編

978-4-89628-835-3

　専門職後見人の全国組織であるリーガルサポートが総力をあげて作
成したテキスト！　第３巻では、就任時から終了時までの実務を解説
するとともに、事例検討で活用できる演習課題も収録！

(2011年9月発行)

(2005年8月発行)

(2013年2月発行)

　専門職後見人の全国組織であるリーガルサポートが総力をあげて作
成したテキスト！　第２巻では、成年後見にかかわる法律・制度か
ら、活動の実際、対人援助の基礎、体験実習での留意点などを解説！

　認知症高齢者や知的障がい・精神障がいをもつ人たちの権利擁護者
としての市民後見人の意義・役割について根本から説き起こした入門
書！　市民後見人の養成・支援にかかわる方に必携の１冊！

Ａ５判・252頁・本体2000円＋税 978-4-89628-719-6

(2012年12月発行)

社会福祉士がつくる身上監護ハンドブック2013

公益社団法人　成年後見センター・リーガルサポート　編

市民後見人養成講座　第３巻
【市民後見人の実務】

日本弁護士連合会　高齢者・障害者の権利に関する委員会　編

実務　社会保障法講義

　住まいや保険・年金、気を付けなければいけない消費者被害の問題
から、自分の財産を守り、次の世代へ引き継ぐための財産管理契約、
成年後見、遺言書の書き方まで、手元に置いておくと安心の１冊！

〔社会福祉・社会保障〕

公益社団法人　成年後見センター・リーガルサポート　編

(2013年6月発行)

特定非営利法人遺言・相続・財産管理支援センター　編

今を生きる高齢者のための法律相談

市民後見人養成講座　第２巻
【市民後見人の基礎知識】

Ａ５判・177頁・本体1400円＋税 978-4-89628-876-6

日本弁護士連合会　高齢者・障害者の権利に関する委員会　編

高齢者虐待防止法活用ハンドブック〔第２版〕

Ｑ＆Ａ　高齢者・障害者の法律問題〔第２版〕

弁護士　外岡潤　著 Ａ５判・349頁・本体3200円＋税 978-4-89628-983-1

(2015年1月発行)

介護トラブル相談必携
─基礎知識からメディエーションによる解決法まで─

　高齢者介護から生じる転倒事故等に起因する被害者家族と施設側の
感情的なすれ違いを解消し、介護トラブルを平和的に解決するための
手法として「メディエーション」の活用を提唱！



〔年金〕

生活保護法的支援ハンドブック〔第２版〕

978-4-89628-737-0Ａ５判・639頁・本体5400円＋税

日本弁護士連合会貧困問題対策本部　編

(2011年12月発行)

(2011年12月発行)

978-4-89628-995-4

Ａ５判・253頁・本体2000円＋税

(2010年7月発行)

　都市計画問題・建築紛争等に精力的に取り組んできた著者が、複
雑・難解な建築基準法だけでなく、都市計画法をはじめとする関連法
規の重要な論点について、170を超えるチャートを活用して解説！

978-4-89628-631-1

(2015年1月発行)

 受給権の存否や保険料免除等に関する不服申立てに対する社会保険
審査会の裁決例を引用・解説し、複雑な社会保険法を現実に即して理
解できる！　第２版では平成23年３月までの裁決例を追録！

Ａ５判・892頁・本体7200円＋税

(2011年8月発行)

　生活保護のしくみ・基礎知識から、違法・不当な運用を争う際の論
点、審査請求・訴訟等の手続について、改正行政不服審査法や最新の
判例・実務を織り込み改訂！

Ａ５判・467頁・本体3600円＋税

  民事裁判において多数を占める不動産をめぐる訴訟について、研究
者・弁護士・裁判官がそれぞれの専門知識を駆使して紛争解決の理論
と実務指針を明示！

　平成20年施行の改正借地借家法（期間延長）とその実務運用に完全
対応した最新版！　基本的知識、契約・登記申請から終了時の留意点
までＱ＆Ａでわかりやすく解説！

978-4-89628-403-4Ａ５判・484頁・本体3700円＋税

(2007年7月発行)

978-4-89628-577-2Ａ５判・425頁・本体3400円＋税

(2009年11月発行)

裁決例による社会保険法〔第２版〕
─国民年金・厚生年金保険・健康保険─

年金分割問題研究会　編

貧困ビジネス被害の実態と法的対応策
　業者の手口、被害の実態とその背景を明らかにしたうえで、戸籍売
買、追い出し屋、無料低額宿泊所、年金担保融資、クレジットカード
現金化商法、保証人紹介業等の被害について法的対応策を明示！

日本弁護士連合会貧困問題対策本部　編 Ａ５判・264頁・本体2400円＋税 978-4-89628-711-0

離婚時年金分割の考え方と実務〔第２版〕

塩崎勤・澤野順彦・齋藤隆　編

松本克美・齋藤隆・小久保孝雄　編

都市問題実務研究会　編

加茂紀久男　著

Ｑ＆Ａ　誰も書かなかった！　事業用借地権のすべて〔全訂二版〕
─法律・契約・登記・税務・鑑定─

坂和章平　著

■不動産・マンション

〔土地・建物〕

不動産関係訴訟

専門訴訟講座②

裁決例による社会保険法〔第２版〕
─国民年金・厚生年金保険・健康保険─

加茂紀久男　著

専門訴訟講座⑤

Ａ５判・639頁・本体5400円＋税 978-4-89628-737-0

(2013年8月発行)

　家事事件手続法・年金制度改正等に対応！　Ｑ＆Ａやシミュレー
ションを用いて制度の概要や具体的な計算方法から年金制度、離婚の
基礎的知識まで詳解！

 受給権の存否や保険料免除等に関する不服申立てに対する社会保険
審査会の裁決例を引用・解説し、複雑な社会保険法を現実に即して理
解できる！　第２版では平成23年３月までの裁決例を追録！

建築訴訟〔第２版〕
  建築瑕疵をめぐる建築施工者等の不法行為責任など最新の判例、理
論･実務に対応！　豊富な書式、資料を織り込み請負、売買、不法行
為訴訟を中心に建築をめぐる紛争の法理・実務・要件事実を詳解！

建築紛争に強くなる！建築基準法の読み解き方
─実践する弁護士の視点から―

978-4-89628-846-9

〔賃貸住宅〕

(2013年3月発行)

Ａ５判・1004頁・本体8500円＋税

978-4-89628-882-7



全国マンション問題研究会　編集 Ａ５判・162頁・本体1500円＋税 978-4-89628-839-1

(2013年3月発行)

(2014年4月発行)

　学会の叡智を結集してマンションをめぐる歴史、現状、将来の課題
等のすべてを解説した集大成の一冊！

(2011年10月発行)

　マンションの補修、建替え、再生について、平成25年改正被災マン
ション法を詳説しつつ迅速・的確な対処方法を明示するとともに、最
新の紛争や実務の動向などを踏まえて全面的に改訂！

(2008年1月発行)

978-4-89628-715-8Ａ５判・467頁・4200円＋税

　第３版では、不在区分所有者協力金を定める規約変更をめぐる最高
裁判決などの最新・重要判例を加え、全体についても最新の法令・実
務に対応させるとともに構成も全面的に見直し改訂！

　管理組合を悩ます滞納管理費問題について、滞納者を排除するだけ
でなく、話合い手法により良好なコミュニティを維持した解決方法と
最後の手段ともいえる法的措置についても詳しく解説！

978-4-89628-733-2Ａ５判・128頁・本体1000円＋税

978-4-89628-926-8Ａ５判・466頁・本体4000円＋税

978-4-89628-434-8Ａ５判・279頁・本体2000円＋税

　区分所有法の各条文ごとに、その趣旨・意義を詳説するとともに、
マンション標準管理規約との比較対照と参考判例により実務上の留意
点を明示した決定版！

(2008年6月発行)

Ａ５判・520頁・本体4100円＋税 978-4-89628-457-7

　敷引特約・更新料に関する最高裁判例のわかりやすい解説を追録す
るとともに、国土交通省発表の「原状回復をめぐるトラブルとガイド
ライン」および「賃貸住宅標準契約書」の改訂などに対応！

Ａ５判・247頁・本体2300円＋税

〈2012年3月発行〉

（2012年3月発行）

第５版では、敷引特約・更新料の最高裁判例、最新の実務動向等に基
づいて問題事例を大幅に見直すとともに、原状回復ガイドライン、賃
貸住宅標準契約書の改訂にも対応！

Ａ５判・422頁・本体3400円＋税 978-4-89628-726-4

978-4-89628-758-5

(2008年4月発行)

　基礎知識からマンション生活におけるさまざまなトラブルへの対処
法、大規模修繕工事・耐震補強・建替え等の具体的な進め方までを図
表を織り込み、わかりやすく解説！

(2013年6月発行)

(2011年11月発行)

978-4-89628-471-3Ａ５判・386頁・本体3400円＋税

　マンションの購入時に確認すべき事項から建物等の維持管理に関す
るポイント、居住をめぐるトラブルへの対処法までを、Ｑ＆Ａ形式で
わかりやすく解説！

ドイツ・フランスの分譲マンション管理の法律と実
務調査団報告書（2003年３月29日～４月７日）

マンション学事典

　2003年３月末から４月初旬にかけて、日本マンション学会の有志調
査団としてドイツ及びフランスを訪問した際の議事録及び団員による
メモをまとめた報告書！

マンション維持管理支援・専門家ネットワーク　編

山畑哲世　著

わかりやすいマンション判例の解説〔第３版〕
─紛争解決の実務指針─

マンション管理士実務研究会　編

Ｑ＆Ａマンションライフのツボ
─マンションの購入者・居住者から専門家・相談員まで役立つ必須知識─

日本マンション学会　編

実務　区分所有法ハンドブック

マンション紛争の上手な対処法〔第４版〕
─法的解決のノウハウと実務指針─

全国マンション問題研究会　編

マンションの滞納管理費等回収実務ハンドブック
─管理組合・理事が取り組める解決手法─

全国マンション問題研究会　編

仙台弁護士会　編

管理組合・理事のためのマンション管理の勘どころ

園部厚　著

わかりやすい紛争解決シリーズ３

わかりやすい敷金等返還紛争解決の手引〔第２版〕

Ｑ＆Ａ　賃貸住宅紛争の上手な対処法〔第５版〕

滞納管理費等回収実務研究会　編 Ａ５判・231頁・本体2000円＋税 978-4-89628-872-8

〔マンション〕

〔不動産登記〕

■登記実務



村瀬鋹一　編

(2007年4月発行)

〔商業・法人登記〕

(2006年1月発行)

登記識別情報取扱ハンドブック
　司法書士用・登記名義人用・金融機関用・不動産業界用それぞれの
登記識別情報取扱説明書を明示し、基本的取扱いから業務別の実務上
の留意点まで明解に教示！

(2005年11月発行)

長谷川清　著 Ａ５判・236頁・本体1650円＋税 978-4-89628-293-1

登記識別情報と立会の実務
―立会ＤＶＤ・書式ＣＤ付き─

　オンライン申請の指定がなされた登記所において必須となる登記識
別情報を用いた立会の実務について、登記識別情報の特質を分析し、
取引の実態に即した立会手法を詳説！

978-4-89628-282-5群馬青年司法書士協議会　編

実務登記法令研究会（代表・長谷川清）編 Ｂ５判・623頁・本体3800円＋税 978-4-89628-504-8

不動産登記実務必携2012
―法・令・規則・準則・通達等対照条文一覧表―

　不動産登記法の平成23年5月25日改正まで織り込んだほか、不動産
登記令の平成23年7月29日改正、不動産登記規則の平成24年2月6日改
正に対応！

(2012年3月発行)

司法書士登記実務研究会（代表　佐藤純通）編 Ａ５判・717頁・本体5800円＋税 978-4-89628-540-6

（2009年6月発刊）

不動産登記の実務と書式〔第３版〕
　オンライン申請特例方式のしくみと留意点、新信託法に基づく登記
原因証明情報、一般法人法施行による実務上の留意点等、平成19年・
20年の法改正に対応した最新の運用に基づき改訂！

Ａ５判・208頁・本体3200円＋税

978-4-94402-796-6

978-4-89628-888-9

978-4-89628-412-6

大崎晴由・深見静弥・名倉勇一郎　編 Ａ５判・404頁・本体3700円＋税

（1997年10月発刊）

不動産登記トラブルの上手な対処法
─紛争・争訟事例と実務の指針─

　最新の不動産登記をめぐるトラブルの具体例を165テーマに分けて
収載。今日的な問題点について判例・学説・行政先例を紹介しつつ、
登記実務の解決指針を明らかにしたかけがえのない座右の書！

わかりやすい紛争解決シリーズ６

わかりやすい不動産登記関係紛争解決の手引

園部厚　著

不動産登記関係文献索引総覧

(2013年8月発行)

　基本知識から紛争解決の手続までを具体的かつ実践的に解説した手
引書！　請求原因別に、請求の趣旨・原因、抗弁および再抗弁以下の
攻撃防御方法を具体的記載例を用いて解説！

Ａ５判・163頁・本体1600円＋税

村瀬鋹一　編
Ａ５判・661頁・本体4500円＋税（上巻）
Ａ５判・637頁・本体4500円＋税（下巻）

978-4-89628-376-1
978-4-89628-377-8

　新不動産登記法の実務処理上で生じる疑問・難問や確認事項等の検
証に不可欠な最新情報を迅速・的確に検索できる至便な手引書！

(2007年3月発行)

村瀬鋹一　編 Ａ５判上製・1325頁・本体10000円＋税

(2007年10月発行)

新不動産登記先例・実例総覧
　新不動産登記法の運用に関わる通達・回答から法務省民事局質疑事
項集などの膨大な取扱い実例を網羅した登記関係者待望の労作！　新
しい信託法の施行通達も全文収録！

商業登記関係文献索引総覧
　会社法の施行に伴う新商業登記法の実務処理上で生じる疑問・難問
や確認事項等の検証に不可欠な最新情報を迅速・的確に検索できる至
便な手引書！

Ａ５判・775頁・本体6000円＋税 978-4-89628-384-6

(2007年3月発行)

株式会社の登記と実務
　会社法における新しい考え方から実務的留意点、登記申請の実際ま
で、豊富な書式・記載例を織り込んで詳解した決定版！　全体で113
の書式・記載例を収録し、実務に至便！

企業法務実務研究会　著　埼玉司法書士協同組合　編 Ａ５判・544頁・本体4600円＋税 978-4-89628-371-6

(2007年1月発行)

持分会社の登記実務
―合名・合資・合同会社の設立から清算結了まで─

　設立、社員の変更・代表者の変更、解散・清算・清算結了、組織変
更・種類変更等の手続のポイントを解説し、必要となる登記申請書や
添付書類等を140以上収録した実践的手引書！

青山修　著 Ａ５判・371頁・本体3300円＋税 978-4-89628-363-1

(2009年2月発行)

商業登記実務相談事例集[第２集]
　務家からの生の相談事例を会社法の条文・手続別に分類し、法令・
判例・先例に加え、法務局や著者の経験・理論に基づく見解をもとに
Ｑ＆Ａ方式でわかりやすく解説！

神崎満治郎　編著 Ａ５判・336頁・本体2800円＋税 978-4-89628-515-4



978-4-89628-821-6

　交渉前から交渉場面を経てクローズへと、準備、会話、駆け引き等
の「誰でも簡単に習得して、すぐに応用できるノウハウ」を、平易に
解説した実践的手引書！

978-4-89628-821-6四六判・280頁・本体1800円＋税

　債権回収にあたっての心構えから債権が滞らないための備え、実際
の回収手法まで、豊富な図表を織り込み平易に解説した実践的手引
書！

弁護士に学ぶ！　債権回収のゴールデンルール
─迅速かつ確実な実践的手法─

奥山倫行　著

■法律実務家・法曹養成

弁護士に学ぶ！　クレーム対応のゴールデンルール
─ピンチをチャンスに変える実践的スキル──

四六判・232頁・本体1600円＋税

奥山倫行　著

(2014年4月発行)

四六判・188頁・本体1400円＋税

　経験豊富な弁護士が、クレーム対応にあたっての心構えから予防方
法、柔軟・公平・公正・迅速な対応手法を、豊富な図を織り込み具体
的に解説！

奥山倫行　著

(2011年5月発行)

社団法人・財団法人の登記と書式〔第２版〕
　平成20年12月１日に施行された一般法人法に基づく一般社団・財団
法人の設立、整備法に基づく移行、登記事項・基金等の各種変更等の
手続と登記実務を書式を織り込み詳解！

大貫正男・久我祐司　編著 Ａ５判・364頁・本体3400円＋税 978-4-89628-692-2

〔その他〕

(2010年6月発行)

登記のための税務〔第７版〕
　平成22年までの税制改正に対応しつつ、序章として改正税制の概要
を俯瞰できる章を設け、かつ信託法および会社法以外の法人等の新設
問を織り込み充実させた最新版！

登記＆税務研究会編　編集代表　大崎晴由 Ａ５判・526頁・本体4500円＋税 978-4-89628-617-5

(2014年6月発行)

信託登記の理論と実務〔第３版〕
　資産の流動化・証券化、高齢社会における財産管理とその有効活
用、倒産隔離機能としても活用される信託の最新事情を収録しつつ、
併せて理論・実務に論及し大幅改訂！

藤原勇喜　著 Ａ５判・561頁・本体5400円＋税 978-4-89628-946-6

(2014年7月発行)

信託目録の理論と実務
─作成基準と受益者変更登記の要点─

　信託実務・不動産登記実務を横断的に解説し、実際に申請された信
託目録を逐条的に分析・検討して、申請に必要な信託目録の内容・作
成基準について記載例を示しながら登記実務の指針を探究！

渋谷陽一郎　著 Ａ５判・444頁・本体4000円＋税 978-4-89628-953-4

（2008年2月発行）

倒産法と登記実務〔第３版〕
　新しい倒産法制を旧法との比較を行い各倒産法の全体構成や手続の
流れを示しつつ、関連する登記実務について最新の判例・学説・先
例・実例を一体として解説しているので、極めて実践的！

藤原勇喜　著 Ａ５判上製・700頁・本体6300円＋税 978-4-89628-445-4

（2003年9月発行）

都市計画・区画整理・都市再開発の実務と登記〔全訂増補版〕
　都市計画事業や土地区画整理・市街地再開発事業などの手続につい
て、必要な様式・書式を織り込み、実務に即して詳細な解説を施した
都市計画実務書の決定版！

安本典夫　監修　兵庫県司法書士会　編 Ａ５判上製・831頁・本体7200円＋税 978-4-89628-171-2

(2004年4月発行)

韓国不動産登記法
―理想的登記制度への接近―

　理想的登記制度を模索・探求し、大胆な改革を継続してきた韓国の
不動産登記法制について、　制度の変遷史や諸外国の登記制度にも論
及しつつ、わが国への指針を提示した待望の労作！

村瀬鋹一　著 Ａ５判上製・1084頁・本体9500円＋税 978-4-89628-199-6

〔弁護士〕

978-4-89628-960-2

弁護士に学ぶ！　交渉のゴールデンルール
─読めば身に付く実践的スキル─

(2012年12月発行)

(2014年8月発行)



(2009年3月発行)

978-4-89628-785-1Ａ５判・184頁・1000円＋税

978-4-89628-517-8Ａ５判・396頁・本体2800円＋税

978-4-89628-422-5

　民事事件では依頼者に共感し、刑事事件では被告人の心に寄り添
い、熱い心で怒り、嘆き、悩み、慟哭する赤裸々な弁護士の生き様を
通して「弁護士力」を学ぶ！

Ａ５判・571頁・本体4700円＋税

　依頼者からの相談、受任から解決手段の選択、委任終了後の措置に
至る一連の手続の流れに沿って、あるべき「法律実務家の基礎的技
能」とは何かを論じた、わが国唯一の書！

(2013年11月発行)

Ａ５判・409頁・本体3500円＋税

(2009年3月発行)

(2011年5月発行)

　適性試験対策から法科大学院での過ごし方、司法修習の取り組み
方、就職活動、法曹以外の道を歩んだ思い等を綴った法科大学院を修
了した20人の渾身のレポート！

978-4-89628-694-6Ａ５判・300頁・本体2100円＋税

　市民、地域、社会のために奮闘する多様な生き様や、紛争・事件の
現場で苦悩する真実の姿を通して、あるべき弁護士像と制度の未来、
そして弁護士とは何かを考える！

(2013年4月発行)

法曹倫理
　200の具体的なケースをとりあげ、法曹としてのあるべき行動原理
を検討する！　弁護士法、弁護士職務基本規程等の法令・会規や重要
判例を簡明かつ実践的に詳解！

〔司法書士〕

弁護士を生きる　Ｐａｒｔ１
─新人弁護士へのメッセージ─

弁護士の誕生
─その歴史から何を学ぶか─

大島眞一　編

髙中正彦　著

(2012年5月発行)

鈴木繁次　著

978-4-89628-805-6谷正之　著

　法曹歴約40年の弁護士が脳梗塞に倒れ生還するまでの日々の中でさ
まざまな想いを綴った約100日の日記！　法曹養成、東日本大震災の
危機管理、趣味等、トップランナー弁護士の思考と生活がわかる！

四宮章夫　著 Ａ５判・224頁・本体1300円＋税 978-4-89628-800-1

(2012年8月発行)

(2012年8月発行)

　立法への関与、法典論争、法律学校の設立、自由民権運動、司法権
の独立など激動の明治期の免許代言人の活躍の記録！　弁護士誕生史
から未来を展望し矜持を考える！

弁護士日記　秋桜

Ａ５判・368頁・本体3700円＋税

　法曹歴45年の著者による市民本位の弁護士道の実践方法から、司法
改革への提言、法の支配による世界平和への訴えを綴った熱いメッ
セージ！

(2011年3月発行)

弁護士を生きる　Ｐａｒｔ２
─社会の隅々に法の光を─

　広大な北海道の大地に根を張って、社会の不条理・不合理に憤怒
し、涙し、温かい手を差し伸べるために苦悶・苦闘する赤裸々な弁護
士の生き様を後世に残す！

萬年浩雄　著

福岡県弁護士会　編

弁護士道の実践
─法の支配による平和・人の幸せを求めて─

人を動かす「人間力」の磨き方
【熱血弁護士の事件簿に学ぶ】

北海道弁護士会連合会　編 Ａ５判・571頁・本体4700円＋税 978-4-89628-422-5

〔法曹養成〕

（2009年1月発行）

実務　ロイヤリング講義〔第２版〕

名古屋ロイヤリング研究会　編 978-4-89628-508-6

法科大学院におけるローヤリング教育の理論と実践

日本弁護士連合会法科大学院センターローヤリング研究会　編 Ａ５判・449頁・本体4500円＋税 978-4-89628-905-3

　法科大学院開講後新たに設けられた科目の教育方法を国内での実践
例とともに海外の状況、医学教育からの示唆を紹介！　法科大学院関
係者はもとより法律実務家、各士業研修担当者必読の書！

978-4-89628-851-3Ａ５判・457頁・本体3900円＋税

ロースクール修了生20人の物語

(2015年5月発行)

弁護士日記　すみれ──人に寄り添う
　法曹歴約45年の弁護士による、日々の暮らしの中で感じる自然、国
際・国内政治問題、歴史、地域問題、差別および人の命を背負う覚悟
を綴った約150日の日記！

四宮章夫　著 Ａ５判・286頁・本体1400円＋税 978-4-86556-016-9



(2014年2月発行)

(2011年1月発行)

Ｂ５判・180頁・本体2500円＋税 978-4-89628-925-1

(2008年8月発行)

　原野商法の二次被害に遭う人たち、自ら命を絶つ人々と遺された人
たちの苦悩と悲哀など人々の営みと法が織りなすこの国の現場から渾
身のルポルタージュ！

　日々変化する社会・経済の動向や執務現場における実務処理の最新
状況、頻繁に行われる法令改正等を踏まえて改訂を施し、さらに実践
的に最先端の司法書士実務を理解できるよう内容を充実！

Ａ５判・436頁・本体3200円＋税 978-4-89628-596-3

(2010年3月発行)

　ドラマが展開し、相談から要件事実、証人尋問のノウハウまで学べ
る！　読み進めることがそのまま裁判実務の修得につながる、まさに
実践のためのテキスト！

978-4-94402-710-1Ａ５判・447頁・本体3689円＋税

  極めて専門性の高い専門的知識・能力を必要とされる交通事故訴訟
について、研究者・実務家・裁判官がそれぞれの専門知識を駆使して
紛争解決の理論と実務指針を明示！

Ａ５判・971頁・本体7500円＋税 978-4-89628-461-4

（2008年4月発行）

Ａ５判・545頁・本体3800円＋税

司法書士　斎藤幸光　著

978-4-89628-660-1

庵谷恭三　著

法の風景　列島の光と影

なにわの司法書士早山俊介の事件ファイル

司法書士法務アシスト読本〔第８版〕

大崎晴由　著

978-4-89628-956-5

未来を拓く司法書士実務の新展開
〔別冊市民と法 No.２〕

　法人破産事件や家事調停事件への司法書士の関与や滞納賃料請求と
建物明渡請求における代理権の考え方などをめぐる具体的事例を基に
実務や法制度等を検討した実務で活用できる待望の書！

法律家制度研究会　編

(2014年8月発行)

ゼロからわかる

司法書士業務効率化実現マニュアル

　効率化の心構えから、「今」から活かせる業務別実践例、ＩＴ初心
者にもわかりやすいツールやサービス・設定方法の解説まで収録し、
司法書士実務・事務所運営の業務効率化を詳解！

小林亮介・久松秀之　著 Ａ５判・323頁・本体2800円＋税

Ａ５判・208頁・本体1600円＋税

(1998年5月発行)

　登記業務は、弁護士法第３条第１項で定める「その他の一般法律事
務」に包含されるものなのか。歴史的考察を通して、弁護士・司法書
士の職域問題を解明する注目の書！

(1991年5月発行)

978-4-89628-480-5

司法書士と登記業務
―いわゆる登記職域訴訟をめぐって―

埼玉訴訟研究会　編

登記代理業務の担い手は誰か!!
―司法書士専属性をめぐる埼玉訴訟10年の軌跡―

　登記申請業務は司法書士の専属であるとする司法書士会が、弁護士
法３条１項にいう「法律事務」には登記事務は含まれないと主張して
闘った10年に及ぶ裁判の全記録！

埼玉司法書士会埼玉訴訟報告書編集委員会　編 Ａ５判・503頁・本体4500円＋税 978-4-89628-012-8

(1996年6月発行)

日本の司法書士
―昭和53年司法書士法改正の歴史的検証と司法書士制度21世紀への羅針盤─

　官の従属的制度から解放され、法律実務家としての地位を揺るぎな
いものとした昭和53年改正法のもつ意義を徹底的に検証しつつ、制度
の21世紀を展望！

昭和53年司法書士法改正を考える会　編 Ａ５判上製・653頁・本体4762円＋税 978-4-89628-039-5

(2000年4月発行)

司法書士はいま!
―21世紀の司法制度下のあるべき司法書士像試論─

　司法制度改革が論じられる中で、司法書士としての自らの執務姿勢
を自己点検しつつ、来るべき新時代の法律実務家像を創造するための
諸課題を提言する満身の書！

大崎晴由　著 Ａ５判・514頁・本体3800円＋税 978-4-89628-056-2

(2003年7月発行)

司法書士と憲法
―法律家としての憲法理念の実践─

　法律家の一員として「法の支配＝憲法による支配」の担い手として
登場した司法書士のために、実務においてどのように憲法理念を名実
化し実践すべきかを解説！

森正　著 Ａ５判・264頁・本体2300円＋税 978-4-89628-165-1

■その他の法律問題

〔交通事故〕

交通事故訴訟

専門訴訟講座①

塩崎勤・小賀野晶一・島田一彦　編



978-4-89628-992-3片山登志子・村岡泰行　編　　面会交流実務研究会　著

代理人のための面会交流の実務
─離婚の調停・審判から実施に向けた調整・支援まで─

　家庭裁判所での調停・審判手続の流れと留意点、面会交流紛争の実
情・特徴を踏まえた当事者間の調整の方法、FPICなどの支援機関の利
用方法など、実践的なアドバイスが満載！

(2015年4月発行)

Ａ５判・195頁・本体2200円＋税

978-4-89628-456-0Ａ５判・597頁・本体5000円＋税

　家事事件の手続に関する規定が充実し、手続保障にも十分に配慮さ
れる内容となった家事事件手続法、子の監護に関する規定が改正され
た平成23年改正民法に対応して改訂！

(2008年4月発行)

　脳脊髄液減少症（低髄液圧症候群）について、医学的知見の現状を
明らかにしつつ、最新の判例・理論・実務の動向を踏まえて、法的
分析の諸課題を示唆した注目の書！

Ａ５判・278頁・本体2500円＋税

　平成25年１月施行の家事事件手続法による手続上の変更点を当事
者・代理人の立場から家庭裁判所実務に即して解説！　増え続ける離
婚紛争への対応に必携の１冊！

(2013年1月発行)

978-4-89628-884-1Ａ５判・762頁・本体6500円＋税

　医学と法学を両面から論じた損害賠償の教科書！　新たに軽度外傷
性脳損傷（ＭＴＢＩ）、脳脊髄液減少症（低髄液圧症候群）、複合性
局所疼痛症候群（ＣＲＰＳ）、非器質性精神障害等を収録！

夫婦関係調停条項作成マニュアル〔第５版〕
―文例・判例と執行までの実務―

小磯治　著

杉田雅彦　著

〔信託〕

脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の判例と実務
─大発見か暴論か─

Ｑ＆Ａ　離婚トラブル110番〔第３版〕
─元気な“前向きの離婚”のために─

弁護士　小島妙子　著

離婚事件研究会　編

賠償科学〔改訂版〕
─医学と法学との融合─

Ｑ＆Ａ離婚実務と家事事件手続法

(2007年8月発行)

  離婚が認められる理由、有利に離婚を進める手続、子どもとの関係
など、将来の生活設に適う年金分割・改正ＤＶ法等の最新法令、判例
を織り込み平易に解説！

四六判・301頁・本体1800円＋税離婚問題研究グループ　編

日本賠償科学会　編

〔離婚事件〕

(2013年8月発行)

園部厚　著 Ａ５判・258頁・本体2400円＋税 978-4-89628-625-0

わかりやすい紛争解決シリーズ２

わかりやすい物損交通事故紛争解決の手引〔第２版〕
  物損交通事故による評価損、代車料、休車損などの基本事項から紛
争解決に向けた裁判手続の進め方まで、事故に遭った一般の方が一人
ででも解決できるよう簡潔ながらもわかりやすく解説した手引書！

(2010年6月発行)

978-4-89628-406-5

Ａ５判・348頁・本体2800円＋税 978-4-89628-850-6

(2014年8月発行)

医と法から検証した脳脊髄液減少症（低髄液圧症候
群）の理論と実務─医の診断と法の判断─

　いまだ決着をみない「脳脊髄液減少症（低髄液圧症候群）・脳脊髄
液漏出症」問題を、医と法の第一人者が詳述し解決への指針を明示し
た唯一の実践的手引書！

(2014年1月発行)

事例に学ぶ離婚事件入門
―紛争解決の思考と実務─

　さまざまなケースを通して戦略的事件解決の思考と手法を獲得する
実践的手引書！　事件終結に至る思考プロセスをたどり、問題点把握
能力や事案処理遂行能力を高め、若手法律実務家のOJTを補完する！

(2013年3月発行)

978-4-89628-828-5Ａ５判・305頁・本体3000円＋税

(2015年5月発行)

離婚調停・遺産分割調停の実務
─書類作成による当事者支援─

ＤＶ・ストーカー対策の法と実務
　改正ストーカー規制法、改正ＤＶ防止法、さらには最新の行政機関
の通達も踏まえて、困難な案件を抱える実務家に向けて実務の要所を
解説！

弁護士　小島妙子　著 Ａ５判・416頁・本体3800円＋税 978-4-89628-918-3

(2012年12月発行)

978-4-89628-823-0

杉田雅彦・吉本智信　著 Ａ５判・403頁・本体4300円＋税 978-4-89628-957-2

　手続の流れ、実務に必須の基礎知識、申立書等の記載例と作成上の
ポイントを網羅的に解説し、家事事件手続法の求める新しい家事調停
手続における調停申立書等の書類作成を通じた支援の指針を示す！

日本司法書士会連合会　編 Ａ５判・486頁・本体4400円＋税 978-4-86556-013-8



Ａ５判・435頁・本体3700円＋税 978-4-89628-622-9

(2010年3月発行)

Ａ５判・597頁・本体5000円＋税 978-4-89628-456-0

　多様化し高度化した依頼者のニーズとのミスマッチを避けるため
に、対応方法や専門的情報を効率よく収集し、処理するノウハウ等必
須の実践的知識を開示！

(2007年1月発行)

(2014年5月発行)

(2008年4月発行)

978-4-89628-884-1Ａ５判・762頁・本体6500円＋税

(2014年7月発行)

Ａ５判・744頁・本体6600円＋税

　信託実務・不動産登記実務を横断的に解説し、実際に申請された信
託目録を逐条的に分析・検討して、申請に必要な信託目録の内容・作
成基準について記載例を示しながら登記実務の指針を探究！

(2010年2月発行)

  極めて専門性の高い専門的知識・能力を必要とされる医療訴訟につ
いて、研究者・弁護士・裁判官がそれぞれの専門知識を駆使して紛争
解決の理論と実務指針を明示！

(2010年5月発行)

978-4-89628-953-4Ａ５判・444頁・本体4000円＋税

978-4-89628-367-9Ａ５判・537頁・本体4700円＋税

　医学と法学を両面から論じた損害賠償の教科書！　新たに軽度外傷
性脳損傷（ＭＴＢＩ）、脳脊髄液減少症（低髄液圧症候群）、複合性
局所疼痛症候群（ＣＲＰＳ）、非器質性精神障害等を収録！

(2013年8月発行)

978-4-89628-943-5Ａ５判・827頁・本体6600円＋税

　技術の進歩に伴い注目される脳死・臓器移植、出生前診断、人工妊
娠中絶、高齢者・小児医療等に関する法令・ガイドラインの改正等や
実務の最新動向に対応！

　脳脊髄液減少症（低髄液圧症候群）について、医学的知見の現状を
明らかにしつつ、最新の判例・理論・実務の動向を踏まえて、法的
分析の諸課題を示唆した注目の書！

(2009年12月発行)

実務　医事法〔第２版〕

加藤良夫　編著

〔医療問題〕

　医療事故の解決にあたって、相談・調査・訴訟外交渉・訴訟とい
う、弁護士が一歩一歩登っていかなければならないプロセスを、医療
機関との具体的な交渉も踏まえてわかりやすく構成！

978-4-89628-590-1

上田和孝　著

杉田雅彦　著

賠償科学〔改訂版〕
─医学と法学との融合─

日本賠償科学会　編

浦川道太郎・金井康雄・安原幸彦・宮澤潤　編

信託目録の理論と実務
─作成基準と受益者変更登記の要点─

新信託の理論・実務と書式

専門訴訟講座④

渋谷陽一郎　著

だれでもわかる精神医学用語集
―裁判員制度のために―

日本司法精神医学会裁判員制度プロジェクト委員会　編

〔保険〕

専門訴訟講座③

保険関係訴訟

Ａ５判・561頁・本体5400円＋税 978-4-89628-946-6

(2014年6月発行)

　信託の活用可能性を高めつつも複雑・難解といわれる新信託法につ
いて、実務的利用の観点から、書式例や図表なども取り入れて、実務
にわかりやすく解説！

北浜法律事務所・外国法共同事業　編（編集代表・弁護士　中森亘） Ａ５判・489頁・本体4200円＋税 978-4-89628-470-6

医療訴訟

(2008年6月発行)

信託登記の理論と実務〔第３版〕
　資産の流動化・証券化、高齢社会における財産管理とその有効活
用、倒産隔離機能としても活用される信託の最新事情を収録しつつ、
併せて理論・実務に論及し大幅改訂！

藤原勇喜　著

実務　医療過誤訴訟
─訴訟における専門的アプローチとノウハウ─

医療事故紛争の上手な対処法〔全訂版〕

医療過誤問題研究会　編

　難解な精神医学用語を研究・実務現場の第一線に立つ精神科医がわ
かりやすく解説し、精神医学の入門書として最適！　精神医学への理
解が求められる裁判員必携の書！

978-4-89628-589-5四六判・164頁・本体952円＋税

脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の判例と実務
─大発見か暴論か─

  商法・保険法ほか保険業法、各種約款および損害、生命、傷害の各
種保険の知識まで要する紛争分野について、研究者・実務家・裁判官
が専門知識を駆使して解決の理論と実務指針を明示！

塩崎勤・山下丈・山野嘉朗　編 Ａ５判・791頁・本体6800円＋税 978-4-89628-582-6



実務　保険金請求入門
─事例に学ぶ保険法の基礎と実践─

(2014年7月発行)

　保険金請求者側の代理人としての立場から、保険法の条文、約款
例、裁判例、書式等をもとに、実務上のポイントを解説！　保険関係
事件の相談を受ける方に必携の１冊！

弁護士　高橋正人　著 Ａ５判・202頁・本体1800円＋税 978-4-89628-955-8

(2007年12月発行)

保険被害救済ハンドブック
　保険会社の「不払い」問題に対し、被害救済に携わる弁護士と研究
者の視点から、「保険実務の常識」に基づく解釈の問題点を指摘し、
不払いへの対応策を提示した注目の書！

保険問題研究会　編 Ａ５判・290頁・本体2500円＋税 978-4-89628-423-2

(2013年7月発行)

保険法Ｍａｐ〔解説編〕
─消費者のための保険法ガイドブック

　複雑多岐な保険法の分野を消費者の立場に立って、わかりやすく解
説した実務に役立つ入門書！　見た目のわかりやすさに配慮し、簡潔
にまとめてあるため、ひと目で重要事項を理解できる！

今川嘉文・内橋一郎　編著 Ａ５判・356頁・本体2800円＋税 978-4-89628-879-7

(2013年9月発行)

保険法Ｍａｐ〔判例編〕
─消費者のための保険法ガイドブック

　保険にかかわる法令・判例・学説を、消費者側の立場に立って、わ
かりやすく解説した実務に役立つ入門書！　判例編は基本判例28例、
最新判例21例を収録！

今川嘉文・内橋一郎　編著 Ａ５判・136頁・本体1300円＋税 978-4-89628-896-4

〔環境問題〕

（2008年11月発行）

実務　環境法講義
　水・大気・まちづくりなど、テーマごとに環境紛争を想定し、具体
的な「事実」や「問題」を通じて、法理論や政策を考慮しつつ、体系
的に理解できるよう配慮して著された待望の実践的手引書！

佐藤泉・池田直樹・越智敏裕　著 Ａ５判・377頁・本体3200円＋税 978-4-89628-498-0

(2004年10月発行)

廃棄物紛争の上手な対処法〔全訂増補版〕
―紛争の原因から解決への指針まで─

　環境化学の研究者から弁護士に転じた筆者が、その技術的素養を活
かし、廃棄物をめぐる紛争に関わった経験をもとに書き著した、廃棄
物紛争への取組方法を示す関係者必携の書！

梶山正三　著 Ａ５判・571頁・本体5000円＋税 978-4-89628-223-8

(2013年5月発行)

再生可能エネルギーの法と実務
 平成25年度特別措置法の内容から、発電設備の設置・運営をめぐる
法規制や留意点まで、再生可能エネルギー事業を推進するための法制
度と資金調達を事業者の立場から詳解！

ＴＭＩ総合法律事務所　弁護士　深津功二　著 Ａ５判・319頁・本体3300円＋税 978-4-89628-865-0

(2010年8月発行)

土壌汚染と法務
　平成22年４月施行の改正土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調
査、汚染土壌の搬出・処理等の汚染土地の管理等について政令・省
令・施行通知も踏まえてわかりやすく解説！

ＴＭＩ総合法律事務所　弁護士　深津功二　著 Ａ５判・541頁・本体4700円＋税 978-4-89628-630-4

(2012年4月発行)

眺望・景観をめぐる法と政策
　眺望・景観をめぐるまちづくりの法・条例と政策の現状を整理し、
眺望・景観紛争の裁判例を分析した画期的な１冊！　先進的な地方自
治体の眺望・景観に関する取組み事例を紹介、検討！

坂和章平　著 Ａ５判・499頁・本体4800円＋税 978-4-89628-769-1

(2013年1月発行)

震災・原発事故と環境法
　環境法の視点から、今回の震災・原子力事故を理論的・実務的に整
理！　今後環境法をどのように進展させていくべきかについて、各分
野にわたって検討！

高橋滋・大塚直　編 Ａ５判・257頁・本体3200円＋税 978-4-89628-830-8

〔災害〕

(2012年7月発行)

３.11大震災の記録
　中央省庁・被災自治体職員、自衛隊、警察・消防職員、各士業、保
険会社等が震災にどう立ち向かったかの渾身の記録！　今後の危機対
応、災害予防に必須の貴重な資料と情報が満載！

震災対応セミナー実行委員会　編 Ａ５判・843頁・本体9048円＋税 978-4-89628-798-1



(2011年10月発行)

震災の法律相談Ｑ＆Ａ〔第２版〕
　東日本大震災に伴う関係法令、不動産、取引、不法行為、労働、親
族・相続、外国人、倒産、保険、税金等の法律問題を解説し、好評を
博した内容を、平成23年9月末日現在の最新の内容を織り込み改訂！

弁護士法人　淀屋橋・山上合同　編 Ａ５判・393頁・本体2800円＋税 978-4-89628-729-5

(2011年11月発行)

原子力損害賠償の実務
　東日本大震災に伴う福島第一、第二原子力発電所の事故への損害賠
償請求について、各法律の構造・内容から、損害の範囲・立証資料、
手続方法までを解説した実践的手引書！

原子力損害賠償実務研究会　編 Ａ５判・371頁・本体3200円＋税 978-4-89628-730-1

(2013年1月発行)

震災・原発事故と環境法
　環境法の視点から、今回の震災・原子力事故を理論的・実務的に整
理！　今後環境法をどのように進展させていくべきかについて、各分
野にわたって検討！

高橋滋・大塚直　編 Ａ５判・257頁・本体3200円＋税 978-4-89628-830-8

〔行政〕

(2010年7月発行)

行政許認可手続と紛争解決の実務と書式
　行政許認可手続における申請書類の受取拒否、許認可の不作為、許
認可の取消し等をめぐる紛争の解決指針を許認可手続ごとに解説！
50以上の申請手続、訴状等の書式と図・表・資料を豊富に収録！

編集代表　山下清兵衛・行政許認可手続紛争解決研究会　編 Ａ５判・588頁・本体5000円＋税 978-4-89628-632-8

(2011年2月発行)

公益通報が行政を変える
─市民の声を行政に─

　地方自治体における行政改革の実現に向けた公益通報制度の活用策
について、４年間で2815件という膨大な公益通報に対応した大阪市公
正職務審査委員会の取組みをもとに解説！

辻公雄・関根幹雄・五郎川康　著 Ａ５判・311頁・本体3000円＋税 978-4-89628-656-4

(2012年4月発行)

眺望・景観をめぐる法と政策
　眺望・景観をめぐるまちづくりの法・条例と政策の現状を整理し、
眺望・景観紛争の裁判例を分析した画期的な１冊！　先進的な地方自
治体の眺望・景観に関する取組み事例を紹介、検討！

坂和章平　著 Ａ５判・499頁・本体4800円＋税 978-4-89628-769-1

〔ネットトラブル〕

(2014年6月発行)

名誉毀損の百態と法的責任
─判例分析からみる法理と実務─

　「週刊誌」、「テレビ放送」、「インターネット上」から「ビ
ラ」、「記者会見」、「法廷活動」における名誉毀損まで平成15年以
降の幅広い範囲の名誉毀損判決を一冊に集積！

升田純　著 Ａ５判・390頁・本体3700円＋税 978-4-89628-944-2

(2014年1月発行)

Ｑ＆Ａ　名誉毀損の法律実務
─実社会とインターネット

　Ｑ＆Ａ方式により、インターネット時代における名誉毀損・プライ
バシー侵害への対応実務を、被害者・加害者・プロバイダの３つの視
点から、最新重要判例を網羅して詳細に解説！

末藤高義　著 Ａ５判・399頁・本体3700円＋税 978-4-89628-891-9

(2013年6月発行)

インターネット・クレーマー対策の法理と実務
－判例分析を踏まえて

　「ネットリンチ」、「ＳＮＳ炎上」、「電凸」、「本人特定」など
変化の激しいインターネット・クレーマー被害の根底を究明するとと
もに、法的救済を理論・実務の視点から分析・解説！

升田純　著 Ａ５判・349頁・本体2900円＋税 978-4-89628-870-4

(2014年3月発行)

インターネット消費者取引被害救済の実務
　サクラサイト詐欺、オンラインゲームトラブルなど具体的な事例を
取り上げ、事前準備・立証方法等について実践的に解説するととも
に、受任通知・進行意見書など具体的な書式例を収録！

山田茂樹　編著 Ａ５判・391頁・本体3500円＋税 978-4-89628-923-7

(2014年4月発行)

インターネット消費者相談Ｑ＆Ａ〔第４版〕
　ＳＮＳやスマートフォンなどインターネットの技術的な進歩に伴
い、より多様化している消費者トラブルを具体的な事例で取り上げ、
解決策・予防策を消費者被害救済の立場からわかりやすく解説！

第二東京弁護士会消費者問題対策委員会　編 Ａ５判・127頁・本体900円＋税 978-4-89628-935-0



Ａ５判・442頁・本体4000円＋税 978-4-89628-985-5

(2009年10月発行)

インターネット＆クレジットカードの犯罪・トラブル対処法
　悪質化・巧妙化が進むインターネット（サイバー）犯罪の実態と対
策を法令・判例等を対比させつつ、著者の長年の経験に培われた知
識・ノウハウをもとに詳解した労作！

末藤高義　著 Ａ５判・349頁・本体3000円＋税 978-4-89628-550-5

(2013年6月発行)

ソーシャルメディア活用ビジネスの法務
　企業が、ブログ・Twitter・Facebookなどを活用してＰＲや販促
（広告・クーポン）、通販・サービス提供などのビジネスを行う場合
の法的留意点をコンパクトにＱ＆Ａ方式で解説！

松本恒雄　監修　ソーシャルメディア法務研究会　編 Ａ５判・208頁・本体2000円＋税 978-4-89628-867-4

〔個人情報〕

(2005年2月発行)

狙われる！　個人情報・プライバシー
─被害救済の法律と実務─

　市民・消費者のプライバシーや個人情報が国家・企業によって集積
され、管理・利用されている現代社会に対し、実務の最前線で活躍す
る弁護士が警鐘を鳴らした注目の書！

監修　木村達也　編集　木村哲也・小松陽一郎・島川勝・白波瀬文夫・関根幹雄 Ａ５判・372頁・本体2800円＋税 978-4-89628-236-1

(2014年2月発行)

詳解　個人情報保護法と企業法務〔第５版〕
―収集・取得・利用から管理・開示までの実践的対応策―

　ＳＮＳへの不正書き込みやビッグデータの活用、外資系企業や海外
支店の場合など、加速度的に多様化が進む個人情報の取扱いの実務上
の注意点、今後の法改正の動向のほか、最新情報を追加！

菅原貴与志　著 Ａ５判・397頁・本体3500円＋税 978-4-89628-917-6

(2010年4月発行)

(2015年1月発行)

企業情報管理実務マニュアル
―漏えい・事故リスク対応の実務と書式―

　競争力の源泉である企業情報の防衛・活用について、経営情報管
理・コンプライアンス情報管理・人事労務管理・知的財産管理など、
この問題に関する専門家が複合的な視点から詳解した話題の書！

長内健・片山英二・服部誠・安倍嘉一　著

個人情報実務六法〔第３版〕
　個人情報取扱に必須の法令等のみを特化して収録し、持ち運びに便
利な実務六法！　全省庁を対象としたガイドライン見直しの検討結果
を織り込んだ最新版！

松本恒雄・木下智史・木村哲也・小松陽一郎・近藤剛史・島川勝　編 Ａ５判・798頁・本体4700円＋税 978-4-89628-615-1

〔税務〕

(2010年3月発行)

詳解　国際租税法の理論と実務
　国際租税法の第一人者である著者が、クロスボーダー取引が日常化
している今日の状況下における最新の理論と実務の指針を明示した待
望の書！

志賀櫻　著 Ａ５判・517頁・本体4500円＋税 978-4-89628-597-8

(2010年6月発行)

登記のための税務〔第７版〕
　平成22年までの税制改正に対応しつつ、序章として改正税制の概要
を俯瞰できる章を設け、かつ信託法および会社法以外の法人等の新設
問を織り込み充実させた最新版！

登記＆税務研究会編　編集代表　大崎晴由 Ａ５判・526頁・本体4500円＋税 978-4-89628-617-5

(2009年7月発行)

法的紛争処理の税務〔第３版〕〈下巻〉
会社・倒産・国際税務

　第３版では、平成21年税制改正をはじめ最新の法令・判例・実務に
基づいて改訂を加えるとともに、新しく「国際税務」を収録し関係者
の要望に応えた待望の書！

青木康國・牛嶋勉・小田修司・辺見紀男・志賀櫻・青木丈　編 Ａ５判・431頁・本体3700円＋税 978-4-89628-554-3

(2008年9月発行)

税務争訟ガイドブック
―納税者権利救済の手続と実務―

　異議申立てから審査請求、税務訴訟、国家賠償請求訴訟、税理士業
務に関する損害賠償請求訴訟まで、納税者の権利救済に必要な制度お
よび法律の知識を、実務的指針とともにわかりやすく解説！

日本税務会計学会訴訟部門　編 Ａ５判・534頁・本体4500円＋税 978-4-89628-482-9

〔反社問題・暴対法〕



Ｂ５判・124頁・本体1100円＋税 978-4-89628-756-1

(2013年5月発行)

林郁・圓山茂夫　編著　松本恒雄・木村達也　監修　

実践的消費者読本〔第５版〕
─Support Your Life─

出張授業！働く前の労働法教室
　主に高校生や大学生を対象として、仕事に就く前に知っておきたい
労働者の権利などについて、シナリオ形式で事例を紹介しつつイラス
トを交えながらわかりやすく解説！

仙台弁護士会　編 Ａ５判・193頁・本体1500円＋税

〔法教育・消費者教育〕

(2007年6月発行)

Ｑ＆Ａ　暴力団110番〔全訂増補版〕
─基礎知識からトラブル事例と対応まで─

  平成19年６月１日施行の探偵業法を基に、探偵・興信所をめぐるト
ラブルについて、実際の相談事例・解決事例に基づき被害救済に取り
組む弁護士が解説！

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会　編 四六判・324頁・本体1800円＋税 978-4-89628-218-4

(2012年10月発行)

暴力団排除条例で変わる市民生活
　全国の都道府県で制定されている暴力団排除条例で求められる市民
の対応について、「セーフかアウトか」をＱ＆Ａ形式でわかりやすく
解説！

虎門中央法律事務所　編 Ａ５判・282頁・本体2400円＋税 978-4-89628-818-6

(2013年7月発行)

反社会的勢力対応の手引
「暴力団」「エセ右翼」「フロント企業」等との関係を遮断するため
の事前準備と、それらの者からアプローチがあった場合の事後対応策
を愛知県弁護士会民事介入暴力対策委員会のメンバーが解説！

反社リスク対策研究会　編 Ａ５判・195頁・本体1800円＋税 978-4-89628-881-0

(2012年4月発行)

仮処分を活用した反社会的勢力対応の実務と書式
─不当要求行為への実践対策─

　実際に起きた事件をもとに、効果的な受任通知や仮処分申立書等多
様な書式を収録し解説！　反社会的勢力による不当要求行為に対処す
るための基本的知識から実践的対応策までを書式と一体として詳解！

埼玉弁護士会民事介入暴力対策委員会　編 Ａ５判・454頁・本体4000円＋税 978-4-89628-760-8

(2010年11月発行)

Ｑ＆Ａ誰でもわかる暴力団対策関係法の解説
─反社会的勢力への実践的対応策─

　暴力団をはじめとした反社会的勢力の排除運動が高まる中、最新の
暴対法、関連三法等の法令をわかりやすく解説しつつ、市民と企業の
ために具体的・実践的対応策を解説！

愛知県弁護士会民事介入暴力対策特別委員会　編 Ａ５判・431頁・本体3500円＋税 978-4-89628-653-3

（1977年11月発刊）

注解　暴力団対策法
―逐条解説と比較法研究─

　平成９年改正法について、理論と実践を踏まえて詳細な逐条解説を
加えるとともに、関係する条文とも一体的に理解できるよう相互の関
連を有機的に論述した実践的手引書！

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会　編 Ａ５判上製・450頁・本体4300円＋税 978-4-94402-798-9

(2001年12月発行)

エセ右翼〔第２版〕
―その実態と対策─

　大音響で軍歌を流し徘徊する街宣車、戦闘服姿と、見るからに恐怖
を与えながら不当な金品を要求するエセ右翼の実態を明らかにしつ
つ、介入の手口と対応策を明示！

名古屋弁護士会民事介入暴力対策特別委員会　編 Ａ５判・232頁・本体2200円＋税 978-4-89628-103-3

〔その他〕

(2012年3月発行)

978-4-89628-866-7

　消費者教育の基本テキストを平成21年改正特商法・割販法に対応し
て改訂！　法教育を支援する弁護士、司法書士、消費生活相談員や教
員も活用していただきたい手引書！

（2007年9月発行）

実務　ジェンダー法講義
　ジェンダーの視点から憲法・民法・家族法・刑事法・労働法・国際
法と判例を分析・検討し、真の男女平等社会を実現するための諸課題
と論点を明示！

吉岡睦子・林陽子　編著 Ａ５判・453頁・本体3700円＋税 978-4-89628-411-9

(2007年6月発行)

Ｑ＆Ａ　探偵・興信所110番
─トラブルの実態と探偵業法・プライバシー─

  平成19年６月１日施行の探偵業法を基に、探偵・興信所をめぐるト
ラブルについて、実際の相談事例・解決事例に基づき被害救済に取り
組む弁護士が解説！

探偵・興信所問題研究会　編 四六判・202頁・本体1600円＋税 978-4-89628-399-0



Ｑ＆Ａ　宗教トラブル110番〔第３版〕
　精神的・財産的被害や家族関係の崩壊などの被害にどう対応すべき
か、専門の弁護士が解説！　マインドコントロールからの回復、破壊
的カルトから脱会するための具体的な方策を紹介！

(2015年3月発行)

Ａ５判・294頁・本体2700円＋税 978-4-86556-001-5山口広・滝本太郎・紀藤正樹　著

(2009年5月発行)

Ｑ＆Ａ　保証人110番〔全訂２版〕
─正しい知識があなたを守る─

  保証契約をするうえでの注意点や保証契約を締結してから生ずるさ
まざまなトラブル、保証人同士のトラブルなどへの対処法を、具体的
事例をもとに保証人の立場から明示！

新潟県弁護士会　編 四六判・303頁・本体1800円＋税 978-4-89628-533-8

(2005年1月発行)

Ｑ＆Ａ　ヘルプ！　子どもの権利110番〔改訂増補版〕
─学校・親子・性・社会・少年事件─

　複雑な社会環境の中で、深刻な悩みをかかえる子どもたちのSOS
に、長年子どもたちの支援活動に取り組んできた弁護士が真正面から
立ち向かう！

子どもとともに考える弁護士の会　編 四六判・324頁・本体1700円＋税 978-4-89628-234-4

(2013年10月発行)

ペットのトラブル相談Ｑ＆Ａ
─基礎知識から具体的解決策まで─

　平成25年施行の改正動物愛護管理法・政省令、基準等に基づき、ト
ラブルの実態、法的責任、対応策等についてわかりやすく解説！

渋谷寛・佐藤光子・杉村亜紀子　著 Ａ５判・292頁・本体2300円＋税 978-4-89628-899-5

(2011年1月発行)

葬儀・墓地のトラブル相談Ｑ＆Ａ
─基礎知識から具体的解決策まで─

　葬儀や墓地に関するさまざまな問題を「樹木葬」「散骨」「略式
葬」も含めた96の事例をもとに、法律面からわかりやすく解説！

長谷川正浩・石川美明・村千鶴子　編 Ａ５判・333頁・本体2900円＋税 978-4-89628-965-7

民法（債権関係）の改正に関する検討事項
─法制審議会民法（債権関係）部会資料〈詳細版〉─

　法制審議会民法（債権関係）部会の各会議で提出された「民法（債
権関係）の改正に関する検討事項　詳細版(1)～(15)」（法務省公表
資料）を１冊にまとめた使いやすい資料集！

民事法研究会編集部　編 Ｂ５判・846頁・本体3800円＋税 978-4-89628-661-8

(2011年12月発行)

判例・実務からみた民法（債権法）改正への提案
　各論点に関する判例を整理したうえで、具体的に約款・ファイナン
ス・リース等の新しい概念を含め提案を行っており、日々の実務に
とっても至便！

福岡県弁護士会　編 Ａ５判・943頁・本体5200円＋税 978-4-89628-740-0

(2014年7月発行)

Ｑ＆Ａ　消費者からみた民法改正
　民法（債権関係）改正法案から、消費者被害救済に関連する24テー
マを取り上げ、改正法案の内容、改正の理由や残された課題などをわ
かりやすく解説！　巻末資料として関係改正条文を収録！

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編

978-4-86556-023-7

(2013年6月発行)

スポーツガバナンス実践ガイドブック
─基礎知識から構築のノウハウまで─

　スポーツ団体のガバナンスの必要性を不祥事事例で理解し、その実
現の方法が具体的、実践的にわかる。各スポーツ団体関係者、研究
者、法律実務家必携の1冊！

スポーツにおけるグッドガバナンス研究会　編 Ａ５判・292頁・本体2700円 978-4-89628-948-0

(2015年7月発行)

インターネット・クレーマー対策の法理と実務
－判例分析を踏まえて

　「ネットリンチ」、「ＳＮＳ炎上」、「電凸」、「本人特定」など
変化の激しいインターネット・クレーマー被害の根底を究明するとと
もに、法的救済を理論・実務の視点から分析・解説！

升田純　著 Ａ５判・349頁・本体2900円＋税 978-4-89628-870-4

(2014年6月発行)

名誉毀損の百態と法的責任
─判例分析からみる法理と実務─

　「週刊誌」、「テレビ放送」、「インターネット上」から「ビ
ラ」、「記者会見」、「法廷活動」における名誉毀損まで平成15年以
降の幅広い範囲の名誉毀損判決を一冊に集積！

升田純　著 Ａ５判・390頁・本体3700円＋税 978-4-89628-944-2

(2014年11月発行)

(2015年4月発行)

エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク　編 Ａ５判・308頁・本体2600円 978-4-86556-021-3

Ａ５判・128頁・本体1300円＋税 978-4-86556-010-7

(2015年6月発行)

Ｑ＆Ａスポーツの法律問題〔第３版補訂版〕
─プロ選手から愛好者までの必修知識─

　スポーツ庁設置法成立を受けて、最新判例、体罰・暴力行為をめぐ
る根絶宣言や相談窓口設置等の近時の動き、最新の統計や規定類を反
映させて第３版を補訂！

スポーツ問題研究会　編 Ａ５判・309頁・本体2400円

スポーツ法務の最前線
─ビジネスと法の統合─

　スポーツ選手の契約と紛争、興行とコンテンツコントロール、放
送、通信による国内外への発信等、ビジネス・エンタメロイヤーとし
て花開くための必須知識と最新情報を多様な執筆陣が解説！



(2005年11月発行)

Ａ５判上製・386頁・本体3500円＋税 978-4-89628-275-7

　近年多発している交通事故、騒音・振動被害問題を、主要な判例・
学説を踏まえつつ法律上の問題を整理し、長年、交通事故紛争処理に
あたってきた実績を活かし、紛争解決方法を明示！

■著作・論文集

●古希記念著作集●

民事裁判の実務的課題

塩崎勤　著

編集代表　田邊光政

(1998年9月発行)

広告の法理
―紛争と法的責任―

　広告をめぐるさまざまな法的紛争の諸形態と対応策を、法律実務家
と広告実務担当者との共同研究の成果をもとに解説した実践的手引
書！　インターネット広告にも論及！

都総合法律事務所　編 Ａ５判上製・457頁・本体5000円＋税 978-4-89628-018-0

(2012年5月発行)

外国人住民票の創設と渉外家族法実務
　外国人登録法が廃止されて「外国人登録原票」がなくなることか
ら、渉外家族法実務、とりわけ相続や登記実務に与える影響を検証、
問題点を明らかにしたうえで実務上の課題への対応を模索！

日本司法書士会連合会「外国人住民票」検討委員会　編 Ａ５判・447頁・本体3500円＋税 978-4-89628-778-3

(2013年6月発行)

「外国人住民票」その渉外民事実務上の課題と対応
　「入管法等改正法」「住基法改正法」の施行が、外国人住民の渉外
民事実務、渉外家事実務にどのような変化と問題点をもたらしたの
か、どのような課題があるのかを司法書士の職務領域から提起！

日本司法書士会連合会「外国人住民票」検討委員会　編 Ａ５判・289頁・本体2100円＋税 978-4-89628-874-2

(2006年11月発行)

　刑事手続における犯罪被害者保護法制を概観したうえで、被害者参
加弁護士（被害者支援）および刑事弁護人（被告人弁護士）の両方の
立場から、実務的・実践的に解説！

兵庫県弁護士会｢実践　犯罪被害者支援と刑事弁護｣出版委員会　編著 Ａ５判・228頁・本体2500円＋税

犯罪被害者支援の理論と実務
─法律実務家と被害者支援関係者のために─

　犯罪被害者支援に必要な基礎知識と裁判実例をもとにした裁判遂行
のために必要なノウハウを詳解！　訴状、各種申立等書式例も掲載し
た実践的手引書！

犯罪被害者支援法律実務研究会　編　編集代表　山田齊 Ａ５判・279頁・本体2500円＋税 978-4-89628-352-5

(2011年12月発行)

判例にみる損害賠償額算定の実務〔第２版〕
　損害賠償責任をめぐる訴訟実務における、より合理的・説得的な賠
償額の認定・算定の仕方、あり方、判断基準を探求！　最新判例を中
心に、近時話題の「専門家の責任」等の判例を追録！

升田純　著 Ａ５判・491頁・本体4000円＋税 978-4-89628-743-1

（2012年4月発行）

(2011年2月発行)

風評損害･経済的損害の法理と実務〔第２版〕
　判例を分析・検証し、適正な賠償額の算定基準を探求する好評書！
第２版では、福島原発事故に伴う損害の立証、被害額の算定などの訴
訟実務の解説、最新判例17件の解説を追録して大幅増補！

升田純　著 Ａ５判・530頁・本体4500円＋税 978-4-89628-766-0

(2014年12月発行)

升田純　著 Ａ５判・660頁・本体5300円＋税 978-4-89628-634-2

(2013年10月発行)

最新ＰＬ関係判例と実務〔第３版〕
　第３版では、32の裁判例を追加して、合計80の裁判例について分
析・解説！　製造物責任法制定以前に言い渡された裁判例について
も、分野別に列挙し、解説！

升田純　著 Ａ５判・851頁・本体7200円＋税 978-4-89628-984-8

升田純　著 Ａ５判・685頁・本体5700円＋税 978-4-89628-897-1

警告表示・誤使用の判例と法理
　取扱説明書の交付等による製品情報の提供の内容と誤使用の判断の
枠組み、適正使用・誤使用の主張・立証・認定のあり方について詳細
に解説！

会社法・倒産法の現代的展開
　会社法および民法改正等、最新の法令・実務動向を踏まえ集積され
た理論・実務の検証・分析から今後の展開を展望！　斯界に名を馳せ
る炯眼と気鋭の研究者・実務家による34本の珠玉の論文集！

変貌する銀行の法的責任
　バブル経済の崩壊で深刻化した銀行等金融機関の取引をめぐるトラ
ブルが裁判でどのように解決されているか、その法的解決の実情を検
討・分析し、拡大する銀行取引トラブルの解決基準を示す！

Ａ５判上製・852頁・本体1万2000円＋税 978-4-86556-018-3

●今中利昭先生傘寿記念● (2015年5月発行)

実践　犯罪被害者支援と刑事弁護
―弁護士による被害者支援と刑事弁護人の対応―

978-4-86556-030-5

(2015年7月発行)



(2005年6月発行)

　新破産法、新会社法を射程に入れ、最新かつ重要な問題点を抽出し
てテーマ化し、51名に及ぶ第一線で活躍する学者・弁護士が実践的に
論述を展開！

　近年多発している交通事故、騒音・振動被害問題を、主要な判例・
学説を踏まえつつ法律上の問題を整理し、長年、交通事故紛争処理に
あたってきた実績を活かし、紛争解決方法を明示！

(1995年11月発行)

978-4-89628-255-9Ａ５判上製・1117頁・本体9524円＋税

　弁護士としての実体験をもとに、30年間にわたり公表された膨大な
著作を分類し集大成した渾身の著作！　上巻では、倒産法関係、会社
法関係を中心に収録！

(1995年8月発行)

978-4-94402-765-1Ａ５判上製箱入り・745頁・本体1万2621円＋税

　実体法と手続法の関わりを学説・判例・実務を交錯させつつ実務の
あるべき方向を示唆した下巻！　動産売買・先取特権、請負契約、会
員契約関係等の論考が充実！

(1995年8月発行)

978-4-94402-758-3Ａ５判上製箱入り・1014頁・本体1万5533円＋税

　学者・弁護士による多彩な執筆陣が、会社法・担保法・倒産法の視
点から金融取引におけるさまざまな問題を鋭く論及し、実務・理論の
将来のあるべき方向と展望を示唆！

(1996年7月発行)

978-4-94402-759-0Ａ５判上製箱入り・1054頁・本体1万6019円＋税

　学者・司法書士等の多彩な執筆人が、高齢者問題、家族、開発と環
境など、最新の社会動向をめぐる法律問題に対し、鋭く論及した、新
たな視点を提供する論文集！

（1992年6月発行）

978-4-94402-774-3Ａ５判上製箱入り・482頁・本体7767円＋税

　現代の日本の家族法について、日本の社会風土・環境を踏まえ、さ
まざまな視点から分析・考察を試み海外に紹介した家族法第一人者の
渾身の論文集！　全文英文！

(2000年2月発行)

978-4-94402-720-0Ａ５判上製箱入り・623頁・本体1万680円＋税

　津谷裕貴弁護士の追悼を目的として編纂された論文集。第１部では
最先端の論考を、第２部では津谷弁護士の執筆論文や履歴、取組み、
著作を整理して収録！

(2011年11月発行)

978-4-89628-052-4Ａ５判上製箱入り・256頁・本体5000円＋税

　再生型・清算型の倒産手続から事業再生、Ｍ＆Ａまで、倒産・再
生・再編手続にかかわる法令・判例等を精選して収録した実務のため
の六法！　2015年３月１日現在の最新法令！

(2015年5月発行)

978-4-89628-718-9Ａ５判上製・856頁・本体9000円＋税

978-4-86556-019-0Ａ５判・693頁・本体3400円＋税

　新たに家事事件手続法、障害者虐待防止法を掲載し、民法、障害者
自立支援法、障害者基本法、児童福祉法などを改正最新法令に対応さ
せるとともに、市民後見人養成に関する通知等も新規収録！

(2014年6月発行)

　事業者への課徴金制度を導入した景品表示法をはじめ、金融商品取
引法、建築基準法、消費者安全法、保険業法等の改正に対応したほ
か、平成26年７月施行の改正生活保護法に係る省令・通知を収録！

(2015年3月発行)

978-4-89628-951-0Ａ５判・664頁・本体3800円＋税

　個人情報取扱に必須の法令等のみを特化して収録し、持ち運びに便
利な実務六法！　全省庁を対象としたガイドライン見直しの検討結果
を織り込んだ最新版！

(2010年4月発行)

978-4-89628-998-5Ａ５判箱入り並製・1534頁・本体5000円＋税

978-4-89628-615-1Ａ５判・798頁・本体4700円＋税

後見六法〔2014年版〕

公益社団法人　成年後見センター・リーガルサポート　編

松本恒雄・木下智史・木村哲也・小松陽一郎・近藤剛史・島川勝　編

法理論と実務の交錯［上巻］

関西法律特許事務所　編

今中利昭著作集

今中利昭先生還暦記念論文集刊行委員会　編

●今中利昭先生古希記念●

最新　倒産法・会社法をめぐる実務上の諸問題

編集代表　田邊光政

●今中利昭先生還暦記念●

現代倒産法・会社法をめぐる諸問題

現代金融取引法の諸問題

米田實先生古稀記念論文集刊行委員会　編

●黒木三郎先生古希記念●

今中利昭著作集

法理論と実務の交錯［下巻］

関西法律特許事務所　編

●米田實先生古希記念●

現代法社会学の諸問題（下）※（上）は品切

松嶋由紀子　著

黒木三郎先生古希記念論文集刊行委員会　編

CONTEMPORARY JAPANESE FAMILY LAW

津谷裕貴弁護士追悼論文集刊行委員会　編

消費者取引と法
―津谷裕貴弁護士追悼論文集―

〔編集代表〕伊藤眞・多比羅誠・須藤英章

コンパクト倒産・再生再編六法2015
─判例付き―

■六法・事典

消費者六法〔2015年版〕
─判例・約款付─

編集代表　甲斐道太郎・松本恒雄・木村達也

個人情報実務六法〔第３版〕



　消費者庁発足をはじめとする消費者行政の動向、急増するインター
ネット取引や高齢社会をめぐる消費者問題など、この10年の間におけ
る変化に対応して大幅改訂！

(2015年6月発行)

　クレジットカード業界の事情に精通している著者が、実務に携わる
方々の強い要請に応えてまとめた本格的用語解説集！　激動する環境
の変化に対応させ大幅な用語の追録と全面的な加筆・修正！

(2011年2月発行)

978-4-86556-026-8Ａ５判・515頁・本体4200円＋税

　学会の叡智を結集してマンションをめぐる歴史、現状、将来の課題
等のすべてを解説した集大成の一冊！

(2008年4月発行)

978-4-89628-668-7Ａ５判・424頁・本体3500円＋税

　司法書士が、その資質・能力と品位を向上させていくために必須の
総合的法律情報を提供！　各実務分野の最先端を歩む司法書士からの
実務指針を収録！

直販制・分冊販売不可・隔月刊（年６回発行）

978-4-89628-457-7Ａ５判・520頁・本体4100円＋税

Ｂ５判・平均140頁・本体2000～2500円＋税　年間購読料 本体7778円＋税（送料込）

　成年後見実務に関する最新の情報を提供する唯一の専門雑誌！　毎
号の特集では実務で直面している問題点に焦点をあて、わかりやすく
解説！

隔月刊（年６回発行）

Ｂ５判・平均100頁・年間購読料 本体8571円＋税（送料込）

（年１回発行）

Ｂ５判・平均143頁・本体1800～2200円＋税　年間購読料 本体7619円＋税（送料込）

  知財をはじめ斯界の第一人者による論説・解説欄では、最先端かつ
重要な法的課題がわかる！

季刊（年４回発行）

　わが国の被害例・対応例はもとより、世界の消費者法の動向を的確
にフォローし、消費者法制のさらなる改善や消費者主権の確立に向け
た関係者必須の諸情報を発信する専門情報誌！

（年４回発行）

Ｂ５判・平均200頁・本体1700～1800円＋税

　民事執行実務を適正・迅速に運用するために、執行現場における最
新の動向や実務上の諸問題・留意点などを適時・的確に発信し、執行
官制度の周知・理解と関係者の利便に資する！

Ｂ５判・平均162頁・本体1890～2000円＋税

　社会の求めるリーガルマインドをもって志の高い法律家を育成する
ための多様な情報を提供！

（年２回発行）

Ｂ５判・平均140頁・本体1900～2200円＋税　年間購読料7600円＋税（送料込）

Ａ５判・平均180頁・本体1400～1600円＋税

　法科大学院の現場で教鞭をとる研究者・実務家による法科大学院修
了レベルを示し、新司法試験の論文問題にも十全に対応できる実践的
な演習問題とわかりやすい解説を掲載した演習実践誌！

（年２回発行）

Ｂ５判・平均160頁・本体3200～4200円＋税

　日本成年後見法学会員による最先端の理論・実務に関する論考を豊
富に掲載！　成年後見の現状と問題点、今後のあるべき方向性等を各
分野の実務家、学者が実務からの分析と研究成果を報告！

（年１回発行）

キーワード式 消費者法事典〔第２版〕

■法律専門誌

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編

クレジットカード用語事典〔第３版〕

末藤高義　著

マンション学事典

日本マンション学会　編

21世紀の司法書士像を創る総合法律情報誌！

市民と法

実務と理論の最前線を明らかにする専門誌！

実践　成年後見

知的財産権・科学技術・情報と法を結ぶわが国唯一の専門誌！

Law&Technology（略称・Ｌ＆Ｔ）

最先端の理論・実務を紹介する専門情報誌！

現代　消費者法

教員・関係者のための専門情報誌！

民事執行実務に関与されるすべての方々の必読誌！

新民事執行実務

編集　日本執行官連盟

ロースクール演習【休刊】

ロースクール研究【休刊】

編集　日本成年後見法学会

■学会誌

わが国最高水準の成年後見専門研究誌！

成年後見法研究

法科大学院生に向けた新しい演習実践誌！



978-4-89628-800-1

（年３回発行）

(2005年9月発行)

Ａ５判・平均110頁・本体2000円＋税

　消費者法研究に最前線で携わる専門家たちが集う「日本消費者法学
会」の学会誌！　消費者法学会シンポジウムで行われた報告やディス
カッション等を掲載！

（年１回発行）

(2009年3月発行)

新書判・161頁・本体700円＋税 978-4-89628-557-4

Ａ５判・224頁・本体1300円＋税

(2012年8月発行)

  著者自らの実体験をもとに、ガン、糖尿病、リュウマチ、肝臓病な
ど医者から見放された難病者に、自然治癒力を高めた難病を克服する
方法を解説したガイド！

978-4-89628-273-3

　原野商法の二次被害に遭う人たち、自ら命を絶つ人々と遺された人
たちの苦悩と悲哀など人々の営みと法が織りなすこの国の現場から渾
身のルポルタージュ！

(2008年8月発行)

978-4-89628-517-8Ａ５判・396頁・本体2800円＋税

978-4-89628-480-5Ａ５判・208頁・本体1600円＋税

Ａ５判・250頁・本体1600円＋税

玉川温泉で難病を克服する法〔第３版〕

安陪常正　著

　民事事件では依頼者に共感し、刑事事件では被告人の心に寄り添
い、熱い心で怒り、嘆き、悩み、慟哭する赤裸々な弁護士の生き様を
通して「弁護士力」を学ぶ！

■一般書

978-4-89628-862-9

(2013年5月発行)

Ｂ５判・平均140頁・本体3000円＋税

　マンション研究に最前線で携わる専門家たちが集う「日本マンショ
ン学会」の学会誌！　時勢に合ったテーマによる各研究者の論文やマ
ンションにまつわる重要判例の評釈などを掲載！

日本マンション学会誌

マンション学

編集　日本消費者法学会

編集　日本マンション学会学術委員会

日本消費者法学会誌！

弁護士に学ぶ！　債権回収のゴールデンルール
─迅速かつ確実な実践的手法─

奥山倫行　著

弁護士日記　秋桜

奥山倫行　著

消費者法

法の風景　列島の光と影

人を動かす「人間力」の磨き方
【熱血弁護士の事件簿に学ぶ】

萬年浩雄　著

弁護士に学ぶ！　クレーム対応のゴールデンルール
─ピンチをチャンスに変える実践的スキル─

奥山倫行　著

四宮章夫　著

司法書士　斎藤幸光　著

末藤高義　著

ある日銀マンの昭和史
─ノンキャリ・一兵卒の「私の履歴書」─

四六判・232頁・本体1600円＋税

Ａ５判・144頁・本体1000円＋税

　戦後混乱期からバブル崩壊までの様々な出来事を日銀マンの目を通
して検証！　過酷な運命を自ら切り開き不撓不屈の精神で「一朶の
雲」を追い求めてきた人生の叙事詩！

（株）民事法研究会代表取締役　田口信義　著

弁護士に学ぶ！　交渉のゴールデンルール
─読めば身に付く実践的スキル─

　経験豊富な弁護士が、クレーム対応にあたっての心構えから予防方
法、柔軟・公平・公正・迅速な対応手法を、豊富な図を織り込み具体
的に解説！

出版人の生き方70講

　債権回収にあたっての心構えから債権が滞らないための備え、実際
の回収手法まで、豊富な図表を織り込み平易に解説した実践的手引
書！

四六判・280頁・本体1800円＋税 978-4-89628-821-6

978-4-89628-960-2

　交渉前から交渉場面を経てクローズへと、準備、会話、駆け引き等
の「誰でも簡単に習得して、すぐに応用できるノウハウ」を、平易に
解説した実践的手引書！

(2014年8月発行)

(2014年4月発行)

　法曹歴約40年の弁護士が脳梗塞に倒れ生還するまでの日々の中でさ
まざまな想いを綴った約100日の日記！　法曹養成、東日本大震災の
危機管理、趣味等、トップランナー弁護士の思考と生活がわかる！

四六判・188頁・本体1400円＋税 978-4-89628-821-6

(2009年9月発行)

(2012年12月発行)

　41年余にわたって、良書づくりに夢と情熱をかけてきた一人の出版
人の生き様を通して、仕事との向き合い方、職業人としてあるべき
姿、人生とは何かを考える珠玉の書！

(2015年5月発行)

弁護士日記　すみれ──人に寄り添う
　法曹歴約45年の弁護士による、日々の暮らしの中で感じる自然、国
際・国内政治問題、歴史、地域問題、差別および人の命を背負う覚悟
を綴った約150日の日記！

四宮章夫　著 Ａ５判・286頁・本体1400円＋税 978-4-86556-016-9



・Ｑ＆Ａ　医療事故110番（1997年4月発刊）　医療過誤問題研究会　編

・判例簡裁民事訴訟の実務（2008年6月発刊）　岡崎昌吾　著

・訴訟代理人のための実践 民事訴訟法（2003年4月発刊）　稲葉一人　著

■絶版書籍一覧

・Ｑ＆Ａ　過労死・過労自殺110番〔全訂増補版〕（2003年6月発刊）　大阪過労死問題連絡会　編

・エグゼクティブ会社法（2006年11月発行）　編集代表　末永敏和・四宮章夫・知野雅彦

・国際紛争の上手な対処法（1992年7月発刊）　桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所） 編

四六判・140頁・本体1000円＋税

・実務　不動産法講義（2005年4月発刊）　坂和章平　著

978-4-89628-611-3

（2002年8月発行）

(2009年1月発行)

  医者からも見放された難病者に対し、30数年にわたり玉川温泉療法
による健康回復の実践活動をしてきた著者が、天然ラジウムの効能の
秘密を解明！

978-4-89628-505-5

Ａ５判・196頁・本体1300円＋税

  日本人が、なぜネイティブスピーカーになれないかを解明した注目
の書！40歳を過ぎてから独学で勉強を始めた弁護士が、海外へも行か
ずにネイティブスピーカーに挑戦した驚異の勉強法を公開！

・欠陥住宅紛争の上手な対処法（1996年5月発刊）　澤田和也　著

・独占禁止法紛争の上手な対処法（2000年12月発刊）　川越憲治　編

・Ｑ＆Ａ　マンションライフ110番（2003年1月発刊）　集合住宅管理組合センター　編

・Ｑ＆Ａ　暮らしの法律トラブル110番〔第２版〕（2003年8月発刊）　東京弁護士会あっせん仲裁センター　編

・Ｑ＆Ａ　欠陥商品110番（1996年1月発刊）　ＰＬ法問題研究グループ　編

・Ｑ＆Ａ　契約トラブル110番（2007年7月発刊）　山口康夫・渋谷絢子　著

・Ｑ＆Ａ　生命保険110番（1997年8月発刊）　後藤日浅法律事務所 　編

・実務　行政訴訟法講義（2007年2月発刊）　実務公法学会　編

・実務　倒産法講義（1992年7月発刊）　桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所） 編

・実務　企業統治・コンプライアンス講義〔改訂増補版〕（2006年8月発刊）　井窪保彦・田口和幸・佐長功　著

・実務　経済法講義（2005年8月発刊）　川越憲治　著

・会員権問題の理論と実務〔全訂増補版〕（2001年10月発刊）　今中利昭・今泉純一　著

・企業信用判断の上手な対処法（1994年3月発刊）　㈱帝国データバンク情報部　編

・経営紛争の上手な対処法（1994年12月発刊）　豊泉貫太郎・松澤宣泰・服部秀一　編

978-4-89628-131-6

大山泰生　著

安陪常正　著

  ラジウム温泉が難病者などの健康回復に高い効果を上げてきたホル
ミシス効果とは何かを解説しつつ、ラドン浴が病気治療に活用されて
いる実情を紹介！

・情報をめぐる法律・判例と実務（2003年5月発行）　松本恒雄・升田純　編

・実務　新会社法入門（2005年9月発刊）　菅原貴与志　著

・訴える側の株主代表訴訟（1994年2月発行）　日興證券株主代表訴訟弁護団　編著

四六判・194頁・本体1500円＋税

(2010年4月発行)

・ソフトウェア法務の上手な対処法（1995年12月発行）　ソフトウェア研究会　編

・推理小説で学ぶ裁判実務（2002年1月発行）　庵谷恭三　著

北投石の秘密〔第３版〕

安陪常正　著

・改正担保・執行法の理論・実務と書式（2004年6月発刊）　関西特許法律事務所　編　今中利昭　著

ラドン浴が生命を活性化する！！

ネイティブスピーカーになれる唯一の勉強法

・Ｑ＆Ａ　宗教トラブル110番〔全訂増補版〕（2004年2月発刊）　山口広・紀藤正樹・滝本太郎　著

・Ｑ＆Ａ　証券トラブル110番（2002年12月発刊）　日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編

・Ｑ＆Ａ　ペットのトラブル110番（2008年1月発刊）　渋谷寛・杉村亜紀子・佐藤光子　著

・Ｑ＆Ａ　職場のトラブル110番（2008年3月発刊）　編集代表　廣上精一・三上安雄　職場の問題研究会　編

・企業活動と経済犯罪（1998年4月発行）　経営刑事法研究会　編

・欧米ビジネスロー最前線（1991年10月発行）　石田佳治　著　東京リーガルマインド　編

・企業防衛法務と戦略（2005年6月発行）　末永敏和・四宮章夫　編著

・定款作成の理論と実務（2000年11月発行）　中村均　著

・平成13・14年改正商法の理論・実務と書式（2003年3月発行）　関西特許法律事務所　編



・新実年読本（1992年6月発行）　林郁　編著

・マンション生活の基礎（1999年7月発行）　原作マンガ：高橋達央　協力：集合住宅管理組合センター

・鞭打ち損傷と損害賠償（1991年5月発行）　鈴木繁次・東谷隆夫　著

・株主総会・役員六法〔2010年版〕（2010年3月発行）　成和明哲法律事務所　編

・簡裁消費者訴訟の実務〔全訂増補版〕（2005年1月発行）　全国青年司法書士協議会　編

・マンション購入の基礎（1999年1月発行）　原作マンガ：高橋達央　協力：集合住宅管理組合センター

・アチチ君の温泉教室（2002年9月発行）　川崎義巳　著

・成年後見と訴訟（2003年5月発行）　酒井寿夫　著

・裁判官は建築を知らない!?（1997年2月発行）　黒田七重　著

・会社をはかる（1999年2月発行）　株主オンブズマン　編

・リストラの攻防（1994年1月発行）　髙井伸夫　著

・商業登記相談事例集［第１集］（2006年1月発行）　神崎満治郎　編著

・消費者訴訟のための新民事訴訟法活用の手引（1998年4月発行）　日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編

・任意整理・過払訴訟の実務〔増補改訂版〕（2007年6月発行）　芝豊・宮内豊文　著

・裁判官！　それはあんまりです！〔増補版〕（1993年7月発行）　今瞭美　著

・クレジット・サラ金被害者救済の実務（1995年4月発行）　芝豊・宮内豊文　著

・会社の目的と適格性（2002年1月発行）　広島民事法研究会　編

・改正区分所有法＆建築事業法の解説（2004年2月発行）　鎌野邦樹・折田泰宏・山上知裕　編著

・占有妨害排除の理論と実務〔第３版〕（2001年6月発行）　占有妨害対策研究会　編編集代表　山田齊

・いま、法曹界がおもしろい！（2004年5月発行）　坂和総合法律事務所　編

・Ｑ＆Ａ　生命保険のトラブルと法律（2003年6月発行）　後藤綜合法律事務所　編

・阪神・淡路大震災の法律相談100問100答（1995年8月発行）　阪神・淡路大震災救援司法書士対策本部　編

・くらしとすまいの法律ガイド（1991年3月発行）　札幌司法書士会　編

・弁護士に相談しよう！（1997年7月発行）　日本弁護士連合会法律相談センター　編

・中・高校生のための法律ガイド〔第２版〕（2005年12月発行）　喜成清重　著

・Ｑ＆Ａ　誰でもわかる[改正]暴力団対策法（1994年3月発行）　名古屋弁護士会民暴委員会　編

・ヤミ金融被害救済の実務（2003年9月発行）　日本司法書士会連合会消費者問題対策推進委員会　編

・管理職トラブル対策の実務と法（2009年1月発行）　編集代表　廣上精一・三上安雄　職場の問題研究会　編

・公正証書のここがあぶない！〔新装版〕（1992年5月発行）　公証実務研究会　編

・あるべき不動産証券化の手法と実践（2002年1月発行）　川上政彦　著

・消費者庁法令集（2009年11月発行）　現代消費者法編集部　編

・労働契約法の実務（2009年1月発行）　岩本充史・平越格・三上安雄・榎本英紀　著

・会社の社会責任（1998年6月発行）　株主オンブズマン　編

・大リストラの展望（1996年6月発行）　髙井伸夫　著

・よい総会　悪い総会（1997年6月発行）　株主オンブズマン　編

・さよなら総会屋（1997年12月発行）　株主オンブズマン　編


