民事法研究会 図書目録
■消費者問題

〔消費者法〕
(2015年3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！

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

Ａ５判箱入り並製・1534頁・本体5000円＋税

978-4-89628-998-5
(2015年6月発行)

キーワード式 消費者法事典〔第２版〕
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会

編

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！
Ａ５判・515頁・本体4200円＋税

978-4-86556-026-8
(2014年4月発行)

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

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！
Ａ５判・424頁・本体3500円＋税

978-4-89628-941-1
(2012年9月発行)

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！

ここがポイント！ 消費者法
日本司法書士会連合会消費者問題対策委員会

編

Ａ５判・414頁・本体4000円＋税

978-4-89628-807-0
(2012年6月発行)

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─

福岡県弁護士会消費者委員会

編

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！
Ａ５判・471頁・本体3800円＋税

978-4-89628-786-8
(2013年3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！

判例から学ぶ消費者法〔第２版〕
島川勝・坂東俊矢

編

Ａ５判・316頁・本体2500円＋税

978-4-89628-853-7
(2012年3月発行)

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！

実践的消費者読本〔第５版〕
─Support Your Life─

林郁・圓山茂夫

編著

松本恒雄・木村達也

監修

Ｂ５判・124頁・本体1100円＋税

978-4-89628-756-1
(2012年3月発行)

トラブル事案に学ぶおしゃべり消費者法
中里功・宮内豊文・山田茂樹

著

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！
Ａ５判・206頁・本体1500円＋税

978-4-89628-771-4
(2009年2月発行)

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。

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

Ａ５判・460頁・本体4000円＋税

978-4-89628-512-3
(2013年12月発行)

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

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！
Ａ５判・163頁・本体1800円＋税

978-4-89628-901-5

(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
山田茂樹

編著

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

978-4-89628-923-7

〔クレサラ被害〕
裁判事務手続講座<第７巻>

書式

（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！

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─

木村・浦川・片山法律事務所

編

Ａ５判・366頁・本体3100円＋税

裁判事務手続講座<第18巻>

書式

（2011年6月発行）
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！

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―

個人再生実務研究会

編

Ａ５判・577頁・本体5000円＋税

わかりやすい紛争解決シリーズ４

978-4-89628-700-4
(2011年9月発行)

わかりやすい貸金・保証関係紛争解決の手引
園部厚

978-4-89628-645-8

著

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！
Ａ５判・248頁・本体2300円＋税

978-4-89628-716-5
(2007年11月発行)

破産法の理論・実務と書式〈消費者破産編〉〔第２版〕
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！
Ａ５判・434頁・本体4200円＋税

978-4-89628-421-8
(2008年6月発行)

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！

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―

日本司法書士会連合会

編

Ａ５判・951頁・本体5600円＋税

978-4-89628-468-3
(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！

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

Ａ５判・517頁・本体4800円＋税

978-4-89628-834-6
(2010年6月発行)

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！
Ａ５判・443頁・本体4100円＋税

978-4-89628-620-5
(2010年8月発行)

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！

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

Ａ５判・287頁・本体2600円＋税

978-4-89628-635-9
(2009年6月発行)

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

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！
Ａ５判・654頁・本体5000円＋税

978-4-89628-637-3
(2012年7月発行)

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！

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

Ａ５判・577頁・本体4800円＋税

978-4-89628-794-3
(2010年10月発行)

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

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！
Ａ５判・75頁・本体700円＋税

978-4-89628-100-2

(2008年3月発行)
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！

自殺予防・自死遺族支援の現場から
多重債務による自死をなくす会

編

Ａ５判・311頁・本体2200円＋税

978-4-89628-451-5

〔金融商品・先物取引被害〕
(2008年7月発行)
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！

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

Ａ５判・614頁・本体5300円＋税

978-4-89628-475-1
(2012年4月発行)

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！

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

Ａ５判・764頁・本体5600円＋税

978-4-89628-762-2
(2009年9月発行)

実践

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！

先物取引被害の救済〔全訂増補版〕

荒井哲朗･白出博之･津谷裕貴･石戸谷豊

著

Ａ５判・408頁・本体3800円＋税

978-4-89628-559-8
(2006年10月発行)

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！

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

Ａ５判・366頁・本体3400円＋税

978-4-89628-346-4
(2006年5月発行)

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─

宮崎 耕一

著

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！
Ａ５判・360頁・本体2500円＋税

978-4-89628-314-3
(2006年3月発行)

Ｑ＆Ａ

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！

先物被害110番〔第２版〕

─客殺しに遭わないために─

名古屋先物・証券問題研究会

編

四六判・327頁・本体1800円＋税

978-4-89628-304-4

〔住宅関連被害〕
(2010年11月発行)
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！

ひと目でわかる欠陥住宅
―法律実務家のために―

１級建築士

簑原信樹・弁護士

幸田雅弘

編著

Ａ５判・260頁・本体2500円＋税

978-4-89628-650-2
(2008年12月発行)

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

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！
Ａ５判・266頁・本体2500円＋税

978-4-89628-500-0
(2000年5月発行)

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

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！
Ａ５判・472頁・本体4300円＋税

978-4-89628-060-9
(2002年5月発行)

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─

欠陥住宅被害全国連絡協議会

編

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！
Ａ５判・568頁・本体5000円＋税

978-4-89628-122-4

(2004年11月発行)

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

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！
Ａ５判・531頁・本体4800円＋税

978-4-89628-231-3
(2006年11月発行)

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

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！
Ａ５判・577頁・本体5100円＋税

978-4-89628-353-2
(2009年12月発行)

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

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！
Ａ５判・570頁・本体5100円＋税

978-4-89628-581-9
(2012年5月発行)

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─

欠陥住宅被害全国連絡協議会

編

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！
Ａ５判・688頁・本体6000円＋税

978-4-89628-784-4
(2015年5月発行)

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─

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会

編

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！
Ａ５判・207頁・本体1800円＋税

978-4-86556-009-1
(2008年8月発行)

訴訟に役立つ欠陥住宅調査鑑定書の書き方〔第２版〕
弁護士

澤田和也

編著

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！
Ａ５判・450頁・本体3900円＋税

978-4-89628-478-2
(2004年9月発行)

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―

澤田和也

著

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！
四六判・406頁・本体2500円＋税

978-4-89628-224-5
(2011年1月発行)

消費者のための家づくりモデル約款の解説〔第２版〕
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会

編

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！
Ａ５判・150頁・本体1600円＋税

978-4-89628-659-5
(2009年11月発行)

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！

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

Ａ５判・232頁・本体2300円＋税

978-4-89628-578-9
(1998年9月発行)

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─

平野憲司

著

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！
Ａ５判・215頁・本体2000円＋税

978-4-89628-019-7

〔悪質商法被害(特商法・割販法)〕
(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─

高橋正人

編著

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

978-4-89628-873-5
(2014年3月発行)

詳解

特定商取引法の理論と実務〔第３版〕

圓山茂夫

著

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！
Ａ５判・859頁・本体7000円＋税

978-4-89628-922-9

(2009年12月発行)
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！

改正特商法・割販法の解説
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会

編

Ａ５判・386頁・本体3400円＋税

978-4-89628-575-8
(2010年1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！

ここがポイント！ 改正特商法・割販法
日本司法書士会連合会

編

Ａ５判・285頁・本体2300円＋税

978-4-89628-584-0
(2010年6月発行)

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

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！
四六判・380頁・本体2000円＋税

978-4-89628-606-9
(2009年2月発行)

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。

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

Ａ５判・460頁・本体4000円＋税

978-4-89628-512-3

〔その他の消費者問題〕
(2006年9月発行)

Ｑ＆Ａ

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！

美容・エステ110番

─基礎知識から被害の実態と対応策まで─

美容・エステティック被害研究会

編

四六判・268頁・本体1700円＋税

978-4-89628-335-8
(2009年1月発行)

Ｑ＆Ａ

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！

旅行トラブル110番

─旅行者のための法的知識─

兵庫県弁護士会消費者保護委員会

編

四六判・338頁・本体1800円＋税

わかりやすい紛争解決シリーズ５

(2012年10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！

わかりやすい消費者信用関係紛争解決の手引
園部厚

978-4-89628-506-2

著

Ａ５判・364頁・本体3000円＋税

978-4-89628-808-7
(2015年3月発行)

Ｑ＆Ａ

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！

宗教トラブル110番〔第３版〕

山口広・滝本太郎・紀藤正樹

著

Ａ５判・294頁・本体2700円＋税

978-4-86556-001-5
（2012年3月発行）

Ｑ＆Ａ

賃貸住宅紛争の上手な対処法〔第５版〕

仙台弁護士会

編

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
(2013年7月発行)

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！

保証被害救済の実践と裁判例
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会

編

Ａ５判・324頁・本体2900円＋税

978-4-89628-878-0
(2012年10月発行)

Ｑ＆Ａ

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！

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─

五月会「Ｑ＆Ａ企業活動のための消費者法」編集委員会

編

Ａ５判・387頁・本体3800円＋税

978-4-89628-806-3
(2012年5月発行)

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！

フランチャイズ事件処理の手引
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会

編

Ａ５判・308頁・本体3000円＋税

978-4-89628-787-5

(2012年5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！

中小事業者の保護と消費者法
近畿弁護士連合会・大阪弁護士会

編

Ａ５判・356頁・本体3300円＋税

978-4-89628-772-1
(2013年6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！

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─

高橋正人

編著

Ａ５判・126頁・本体1300円＋税

978-4-89628-873-5
(2013年12月発行)

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

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！
Ａ５判・163頁・本体1800円＋税

978-4-89628-901-5
(2002年5月発行)

消費者・中小事業者のための独禁法活用の手引
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会

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・374頁・本体3300円＋税

978-4-89628-116-3
(2011年3月発行)

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

カード被害救済の法理と実務
福崎博孝

編著

Ａ５判・310頁・本体2800円＋税

978-4-89628-672-4
(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
山田茂樹

編著

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

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〕
第二東京弁護士会消費者問題対策委員会

編

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！
Ａ５判・127頁・本体900円＋税

978-4-89628-935-0
(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
末藤高義

著

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！
Ａ５判・349頁・本体3000円＋税

978-4-89628-550-5
(2007年12月発行)

保険被害救済ハンドブック
保険問題研究会

編

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！
Ａ５判・290頁・本体2500円＋税

978-4-89628-423-2
(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─

弁護士

高橋正人

著

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！
Ａ５判・202頁・本体1800円＋税

978-4-89628-955-8
(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

今川嘉文・内橋一郎

編著

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！
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

今川嘉文・内橋一郎

編著

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3月発行)

グローバル時代の消費者と政策
田口義明

編

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

978-4-89628-930-5

