民事法研究会 図書目録
■その他の法律問題

〔交通事故〕
専門訴訟講座①

（2008年4月発行）

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！

塩崎勤・小賀野晶一・島田一彦

編

Ａ５判・971頁・本体7500円＋税

わかりやすい紛争解決シリーズ２

(2010年6月発行)

わかりやすい物損交通事故紛争解決の手引〔第２版〕
園部厚

978-4-89628-461-4

著

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！
Ａ５判・258頁・本体2400円＋税

978-4-89628-625-0
(2013年8月発行)

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！

賠償科学〔改訂版〕
─医学と法学との融合─

日本賠償科学会

編

Ａ５判・762頁・本体6500円＋税

978-4-89628-884-1
(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─
杉田雅彦・吉本智信

著

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！
Ａ５判・403頁・本体4300円＋税

978-4-89628-957-2
(2008年4月発行)

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─

杉田雅彦

著

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・597頁・本体5000円＋税

978-4-89628-456-0

〔離婚事件〕
(2007年8月発行)

Ｑ＆Ａ

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！

離婚トラブル110番〔第３版〕

─元気な“前向きの離婚”のために─

離婚問題研究グループ

編

四六判・301頁・本体1800円＋税

978-4-89628-406-5
(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！

事例に学ぶ離婚事件入門
―紛争解決の思考と実務─

離婚事件研究会

編

Ａ５判・348頁・本体2800円＋税

978-4-89628-850-6
(2015年4月発行)

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！

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─

片山登志子・村岡泰行

編

面会交流実務研究会

著

Ａ５判・195頁・本体2200円＋税

978-4-89628-992-3
(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─

日本司法書士会連合会

編

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！
Ａ５判・486頁・本体4400円＋税

978-4-86556-013-8

(2013年1月発行)
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！

Ｑ＆Ａ離婚実務と家事事件手続法
弁護士

小島妙子

著

Ａ５判・305頁・本体3000円＋税

978-4-89628-828-5
(2014年1月発行)

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！

ＤＶ・ストーカー対策の法と実務
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)

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

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・278頁・本体2500円＋税

978-4-89628-823-0

〔信託〕
(2014年6月発行)
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！

信託登記の理論と実務〔第３版〕
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！

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─

渋谷陽一郎

著

Ａ５判・444頁・本体4000円＋税

978-4-89628-953-4
(2008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！

新信託の理論・実務と書式
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

〔医療問題〕
専門訴訟講座④

(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！

医療訴訟
浦川道太郎・金井康雄・安原幸彦・宮澤潤

編

Ａ５判・744頁・本体6600円＋税

978-4-89628-590-1
(2010年5月発行)

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

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！
Ａ５判・435頁・本体3700円＋税

978-4-89628-622-9
(2007年1月発行)

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─

上田和孝

著

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！
Ａ５判・537頁・本体4700円＋税

978-4-89628-367-9
(2014年5月発行)

実務

医事法〔第２版〕

加藤良夫

編著

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！
Ａ５判・827頁・本体6600円＋税

978-4-89628-943-5
(2013年8月発行)

賠償科学〔改訂版〕
─医学と法学との融合─

日本賠償科学会

編

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！
Ａ５判・762頁・本体6500円＋税

978-4-89628-884-1

(2008年4月発行)

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─

杉田雅彦

著

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・597頁・本体5000円＋税

978-4-89628-456-0
(2010年3月発行)

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！

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

四六判・164頁・本体952円＋税

978-4-89628-589-5

〔保険〕
専門訴訟講座③

(2009年12月発行)

保険関係訴訟

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
(2014年7月発行)

実務

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！

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

Ａ５判・202頁・本体1800円＋税

978-4-89628-955-8
(2007年12月発行)

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！

保険被害救済ハンドブック
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)

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！

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

Ａ５判・356頁・本体2800円＋税

978-4-89628-879-7
(2013年9月発行)

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！

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

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

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！

環境法講義

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─

梶山正三

著

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！
Ａ５判・571頁・本体5000円＋税

978-4-89628-223-8
(2013年5月発行)

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！

再生可能エネルギーの法と実務
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)

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！

土壌汚染と法務
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！

眺望・景観をめぐる法と政策
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)

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！

震災・原発事故と環境法
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)
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！

３.11大震災の記録
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)

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！

震災の法律相談Ｑ＆Ａ〔第２版〕
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)

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！

原子力損害賠償の実務
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)

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！

震災・原発事故と環境法
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！

行政許認可手続と紛争解決の実務と書式
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─

辻公雄・関根幹雄・五郎川康

著

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！
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
坂和章平

著

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！
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─

升田純

著

「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！
Ａ５判・390頁・本体3700円＋税

978-4-89628-944-2

(2014年1月発行)

Ｑ＆Ａ

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！

名誉毀損の法律実務

─実社会とインターネット

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)

「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！

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

升田純

著

Ａ５判・349頁・本体2900円＋税

978-4-89628-870-4
(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！

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

Ａ５判・391頁・本体3500円＋税

978-4-89628-923-7
(2014年4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！

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

Ａ５判・127頁・本体900円＋税

978-4-89628-935-0
(2009年10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！

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

Ａ５判・349頁・本体3000円＋税

978-4-89628-550-5
(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！

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

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！

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！

個人情報・プライバシー

─被害救済の法律と実務─
監修

木村達也

編集

Ａ５判・372頁・本体2800円＋税

木村哲也・小松陽一郎・島川勝・白波瀬文夫・関根幹雄

978-4-89628-236-1
(2014年2月発行)

詳解

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！

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―

菅原貴与志

著

Ａ５判・397頁・本体3500円＋税

978-4-89628-917-6
(2015年1月発行)

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！

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―

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
(2010年4月発行)

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！

個人情報実務六法〔第３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

志賀櫻

著

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！
Ａ５判・517頁・本体4500円＋税

978-4-89628-597-8

(2010年6月発行)
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！

登記のための税務〔第７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)

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！

法的紛争処理の税務〔第３版〕〈下巻〉
会社・倒産・国際税務

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)

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！

税務争訟ガイドブック
―納税者権利救済の手続と実務―

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〕
(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─

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会

編

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！
四六判・324頁・本体1800円＋税

978-4-89628-218-4
(2012年10月発行)

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！

暴力団排除条例で変わる市民生活
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)

「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！

反社会的勢力対応の手引
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─

埼玉弁護士会民事介入暴力対策委員会

編

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！
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─

愛知県弁護士会民事介入暴力対策特別委員会

編

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！
Ａ５判・431頁・本体3500円＋税

978-4-89628-653-3
（1977年11月発刊）

注解

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！

暴力団対策法

―逐条解説と比較法研究─

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)

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！

エセ右翼〔第２版〕
―その実態と対策─

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

〔法教育・消費者教育〕
(2013年5月発行)

出張授業！働く前の労働法教室
仙台弁護士会

編

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！
Ａ５判・193頁・本体1500円＋税

978-4-89628-866-7

(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

〔その他〕
（2007年9月発行）

実務

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！

ジェンダー法講義

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

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110番

─トラブルの実態と探偵業法・プライバシー─

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
(2009年5月発行)

Ｑ＆Ａ

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！

保証人110番〔全訂２版〕

─正しい知識があなたを守る─

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─

子どもとともに考える弁護士の会

編

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！
四六判・324頁・本体1700円＋税

978-4-89628-234-4
(2015年3月発行)

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

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

978-4-86556-001-5
(2013年10月発行)

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！

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─

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
(2014年11月発行)

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！

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─

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
(2011年1月発行)

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〉─

民事法研究会編集部

編

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！
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
福岡県弁護士会

編

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！
Ａ５判・943頁・本体5200円＋税

978-4-89628-740-0
(2015年4月発行)

Ｑ＆Ａ

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！

消費者からみた民法改正

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会

編

Ａ５判・128頁・本体1300円＋税

978-4-86556-010-7
(2014年7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─

スポーツにおけるグッドガバナンス研究会

編

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！
Ａ５判・292頁・本体2700円

978-4-89628-948-0

(2015年7月発行)
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！

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─

スポーツ問題研究会

編

Ａ５判・309頁・本体2400円

978-4-86556-023-7
(2015年6月発行)

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！

スポーツ法務の最前線
─ビジネスと法の統合─

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
(2013年6月発行)

「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！

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

升田純

著

Ａ５判・349頁・本体2900円＋税

978-4-89628-870-4
(2014年6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！

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

Ａ５判・390頁・本体3700円＋税

978-4-89628-944-2
(1998年9月発行)

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！

広告の法理
―紛争と法的責任―

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！

外国人住民票の創設と渉外家族法実務
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
日本司法書士会連合会「外国人住民票」検討委員会

編

「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！
Ａ５判・289頁・本体2100円＋税

978-4-89628-874-2
(2015年7月発行)

実践

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！

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―

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
(2006年11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！

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〕
升田純

著

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！
Ａ５判・491頁・本体4000円＋税

978-4-89628-743-1
（2012年4月発行）

風評損害･経済的損害の法理と実務〔第２版〕
升田純

著

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！
Ａ５判・530頁・本体4500円＋税

978-4-89628-766-0
(2014年12月発行)

最新ＰＬ関係判例と実務〔第３版〕
升田純

著

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！
Ａ５判・851頁・本体7200円＋税

978-4-89628-984-8
(2011年2月発行)

警告表示・誤使用の判例と法理
升田純

著

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！
Ａ５判・660頁・本体5300円＋税

978-4-89628-634-2

(2013年10月発行)

変貌する銀行の法的責任
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！
Ａ５判・685頁・本体5700円＋税

978-4-89628-897-1

