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登記、親族・相続関連の情報に特化したWebサービス

リーガルガーデン

ごあいさつ

明治７年以降に発出された登記・供託に関する先例約8,700件
明治31年以降に発出された親族・相続に関する先例約7,600件
要旨のみならず先例全文を収録

日本加除出版株式会社は、1942年、加除式図書の出版社14社が合
併してスタートしました。2022年は、お陰様で80年の節目の年を迎
えます。行政や法律実務に携わる人々のための実務書を中心とした

登記、親族・相続に
関する判例
約15,900件を収録

登記、親族・相続に
関する法令約320件を収録。
主要法令は変遷情報も閲覧可能

出版と時代のニーズに合わせた多様な情報コンテンツの提供を行っ
て来ました。特に、戸籍や住民基本台帳、登記や入管実務などの専
門分野や家族をめぐる事件と実務の分野では、実務書、専門雑誌、
専門六法などを提供し、長年にわたり変わらぬご好評をいただいて
います。
現在は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士
など専門士業のニーズに的確に応えるべく、幅広いテーマについて、
詳細な法律実務書の刊行に誠実に努めており、大きなご信頼をいた
だいております。どうかこの機会に弊社書籍をご愛読賜りますよう、
お願いを申し上げる次第でございます。

2022年４月

日本加除出版株式会社

代表取締役社長

和田

裕

記載例集

実務QA

会社の目的事例集

不動産登記実務に即した記載例
を多数収録

登記実務に関するQAが検索可能。
「表示に関する登記の実務」１〜５巻が
電子書籍イメージで閲覧可能

会社の目的事例を約16,400件収録

地名・管轄情報

文字情報

全国の市区町村の町名・字名を網羅。
大合併前後の名称や管轄情報も収録。
旧市区町村名の現在に至るまでの変遷
や現管轄も閲覧可能

行政手続で使用される登記統一文字、
戸籍統一文字、住基統一文字
をすべて登載

法律パック（先例・判例・法令）が月々2,640円（税込）からご利用できます
特に司法書士・土地家屋調査士の業務に役立つ情報サービスです
先例等の全文をテキスト表示できます

旧法などの閲覧も可能です

まずは30日間の無料トライアルをお試しください
詳しい内容や料金体系については、
Legal Garden のはじめての方へページをご覧ください

日本加除出版ホームページ

https://www.kajo.co.jp または

Legal Garden
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【近刊予定】
※タイトル、著者名は変更になる場合がございます。

不貞行為に関する裁判例の分析 慰謝料算定上の諸問題

判例に学ぶ人事・労務管理の実務


大塚正之 著

岩田合同法律事務所 編

藤原宇基 編著

レジストラー・ブックス163

Q＆A 即答 戸籍の実務


第３版

木村三男 著

青木惺 補訂

旧市町村名便覧

明治22年から現在まで（令和４年４月１日現在）




日本加除出版編集部 編

新しい公用文作成の基礎

「やさしい日本語」の時代



岩田一成 著

性的マイノリティと国際人権法

ヨーロッパ人権条約の判例から考える

元公証人の視点 任意後見の実務と活用のススメ

改訂 ストーリーとQ&Aで学ぶ 改正個人情報保護法
（電子書籍版のみの販売）


谷口洋幸 著

菅原崇・仙波英躬 著

関原秀行 編

詳細が決まり次第、弊社ホームページ等でご案内させていただきます。
2
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戸籍届書の審査と受理Ⅱ

木村三男・神崎輝明 著

2022年2月刊

商品番号：審受２
略
号：40075

A5判 336頁

籍

全訂

籍

戸

戸

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4776-8

●親権（管理権）届、未成年者の後見届、生存配偶者の復氏届、姻族関係終
了届、推定相続人廃除届、国籍の取得及び喪失届、氏・名の変更届、就籍
届、戸籍訂正申請を収録。
●上記届出事件の基本的事項と審査の要点を解説。

全訂

戸籍届書の審査と受理

木村三男・神崎輝明 著

2019年3月刊

商品番号：40037
略
号：審受

A5判 560頁

定価5,940円
（本体5,400円） ISBN978-4-8178-4549-8

●主な戸籍届書について、その審査及び受理にあたり理解しておくべき基本
的事項と審査の要点を解説。
●戸籍制度の根幹をおさえ、法令・判例・先例を根拠とする明確な解説。自
信をもって「審査と受理」ができる。

令和４年版

戸籍実務六法
2021年10月刊

商品番号：50001
略
号：４六法

A5判上製箱入 1,848頁

●戸籍実務に欠かせない法令を網羅した好評六法。
●渉外実務・相続実務に欠かせない外国法令・旧法令も収録。
●主要法令には、改正経緯や先例判例要旨・参照条文等を記載。
●令和３年９月29日現在で、未施行法令も枠囲みで併記。

全訂第2版

実務 戸籍記載の移記

2021年2月刊

商品番号：40198
略
号：戸移

日本加除出版法令編纂室 編
定価4,400円
（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4746-1

A5判 260頁

新谷雄彦 著

定価2,860円
（本体2,600円） ISBN978-4-8178-4703-4

●管外転籍等により新戸籍を編製する場合、養子縁組等により他の戸籍に入
籍する場合などの移記記載を要する戸籍事務の取扱いについて、平易かつ
明確に解説。事務処理上の流れだけでなく、何をどのように移記すればよ
いかを把握できる。事例ごとに移記前と移記後の記載例のひな形を掲載。

電子書籍有

3
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戸

戸

籍

籍

家事裁判から
戸籍まで

事例からみる手続の一体的解説と
書式・記載例
南敏文 編著
木村三男・青木惺 著

●家事事件を体系的に解説し具体的事例を用いてその手続を示す。
各事例は「審判・調停申立書・訴状」
「戸籍届書・申請書」
「戸
籍記載例」等の書式を用いて解説。
●家事裁判が確定した場合、その結果を戸籍へ反映させるための
手続の仕方、裁判の謄本取得の申立ての仕方等、問題の事案が
どの類型に当てはまるかがわかる。
＜読者の声＞
戸籍業務に携わっています。家裁への提出書類などが今一つわ
からなかったのですが、その点が記載されていたことから、よ
くわかる内容でよかったです。
親子・認知編
2019年11月刊

A5判 464頁

定価5,060円（本体4,600円） ISBN978-4-8178-4600-6

商品番号：40797

略号：家戸親

電子書籍有

養子縁組・離縁編
2020年8月刊

A5判

344頁

定価3,850円（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4665-5

商品番号：40822

略号：家戸養

電子書籍有

婚姻・離婚編
2021年8月刊

A5判

332頁

定価3,850円（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4747-8

商品番号：40860

略号：家戸婚

電子書籍有

4
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戸籍の重箱

籍

第３版

籍

戸

戸
初任者のための戸籍実務のレシピ

山下敦子 著
2019年3月刊

商品番号：40393
略
号：重箱

B5判 312頁

定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4547-4

●実務の「いろは」を先輩職員が解説。
●戸籍法から民法の条文まで、実務で必要な法律知識を網羅。
●読みやすい物語風の事例解説やオリジナルの図表・年表を収録。
●実務をこなせるようになるだけでなく重要さと奥深さを実感できる。

電子書籍有

新版

市区町村長限りの職権訂正記載例集
コンピュータシステム編

長山康彦 著
2018年3月刊
商品番号：40233
略
号：職コ

電子書籍有

A5判 400頁

定価3,960円
（本体3,600円）ISBN978-4-8178-4464-4

●全５項目、122ケースにわたる、豊富な戸籍訂正事例集。それぞれのケー
スごとにひな形を登載し、注釈を付して解説。改製作業に伴う誤記や遺漏、
記載処理過程での軽微な誤りの訂正方法や、紙戸籍とは異なる特有の処理
方法の参考に。戸籍事務担当者必備の書。

記載例から読み解く戸籍の実務
コンピュータ戸籍の基礎知識

木村三男 監修
2016年11月刊

商品番号：40656
略
号：記戸

A5判 232頁

加藤信良 著

定価2,530円
（本体2,300円） ISBN978-4-8178-4357-9

●様々な記載例とともに実務上の留意点を解説。コンピュータ戸籍の「記載
例の見方」「記録のルール」や、それぞれの「記録の意味」「法的根拠」
「実務上の留意点」等、基本から応用まで実務に直結する48事例を収録。
「コンピュータ戸籍のタイトル及びインデックス一覧」も収録。

戸籍実務相談Ⅳ
問題解決へのアプローチ

東京戸籍事務研究会 編
2016年11月刊

商品番号：40653
略
号：戸実４

A5判 344頁

定価4,070円
（本体3,700円） ISBN978-4-8178-4353-1

●渉外事件や戸籍訂正などをはじめ実務上判断に迷う事案を収録。
●関連法令・先例を根拠とした基本的考え方、実際の事案へのあてはめ方を
分かりやすく解説。
●「問」、「答」の簡潔な形式で、具体的かつ平易で理解しやすい。
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戸

戸

籍

籍

最新

体系・戸籍用語事典

法令・親族・戸籍実務・相続・旧法

南敏文 監修
2014年10月刊

商品番号：40063
略
号：用語

A5判上製箱入 804頁

髙妻新 著

青木惺 補訂

定価9,240円
（本体8,400円） ISBN978-4-8178-4187-2

●わが国の戸籍制度・実務を余すところなく記載した、戸籍実務における
「空前絶後の書」。
●事典として記述が進められているが体系書としても活用することのできる、
「戸籍制度の幹及び細部の両方を理解できる」類のないユニークな事典。

これでわかる！
相続で必要になる戸籍の見方・調べ方
篠崎哲夫 著

2013年11月刊

商品番号：40534
略
号：戸見

A5判 208頁

定価2,200円
（本体2,000円） ISBN978-4-8178-4127-8

●相続人を確定するために必要な知識をやさしく解説。
●「相続になぜ戸籍が必要？」「戸籍から何が分かるの？」「古い戸籍の見方
が難しい」「戸籍ってどうやって集めるの？」といった疑問を解決できる。
●一つひとつの戸籍の見方について、記載例を示しながら丁寧に解説。

詳解 戸籍訂正の実務

夫婦・親子関係の訂正を中心として
新谷雄彦 編集代表
2013年9月刊

商品番号：40530
略
号：詳戸

A5判 716頁

定価6,600円
（本体6,000円） ISBN978-4-8178-4117-9

●難解とされる訂正処理がこの一冊で理解できるよう、処理手順や方法を網
羅。
●具体的事案ごとに、戸籍訂正の流れがひと目でわかる図を掲載。
●具体的な戸籍のひな形により処理を簡潔に解説。

改訂新版第六訂

初任者のための戸籍実務の手引き

戸籍実務研究会 編

2012年11月刊

商品番号：40042
略
号：手引

B5判 328頁

定価2,750円
（本体2,500円） ISBN978-4-8178-4043-1

●要点がわかる、初任者必携の定番テキスト。
●届書の審査と受理から戸籍の記載まで、実務の要点がわかる。
●不受理申出、本人確認、添付書面等、戸籍実務の基本を押さえた構成。
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籍

籍

戸籍の道場

戸

戸
初任者のためのステップアップ実践問題集

山下敦子 著
2011年10月刊

商品番号：40440
略
号：道場

B5判 312頁

定価3,190円
（本体2,900円） ISBN978-4-8178-3955-8

●研修講師としての実績を持つ、経験豊富な窓口職員による執筆。
●｢短答100問｣ ｢窓口での会話と提出された届書をもとに実際の対応を問う
訓練｣ など、具体的でユニークな設問を豊富に収録。
●自己採点方式で、学習の成果や自分の弱点等を実感しながら学べる。

詳解
処理基準としての戸籍基本先例解説

木村三男・竹澤雅二郎 編著

2008年3月刊

商品番号：40335
略
号：戸先

A5判上製箱入 904頁

定価9,680円
（本体8,800円） ISBN978-4-8178-3790-5

●戸籍のエキスパートが、戸籍事務処理の基準となる基本先例133例を解説。
●各先例についての「見出し」を付して分類し、戸籍法の章立て順に整理。
●それぞれ「先例の趣旨」を掲記するとともに、各先例が示された経緯や制
度の仕組みを丁寧に解説。
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戸

戸

籍

籍

新戸籍実務の
基本講座
小池信行 監修

吉岡誠一 著

●基本から応用までを一読で理解できる。
●項目ごとにまとめたポイントで、重要事項がすぐに理解できる。
●各届出に必要な要件を明示するとともに、届書及び戸籍記載例
を収録。
Ⅰ 総論・通則 編
2008年8月刊

A5判

280頁

定価2,860円（本体2,600円） ISBN978-4-8178-3797-4

Ⅱ 各論・届出 編⑴
2008年11月刊

A5判 288頁

Ⅲ 各論・届出 編⑵
2009年10月刊

A5判 296頁

Ⅳ 渉外戸籍 編⑴
2013年2月刊

A5判

220頁

商品番号：49072

略号：戸講１

定価2,860円（本体2,600円） ISBN978-4-8178-3803-2

商品番号：49073

略号：戸講２

定価2,970円（本体2,700円） ISBN978-4-8178-3842-1

商品番号：49074

略号：戸講３

商品番号：49075

略号：戸講４

商品番号：49076

略号：戸講５

総論・届出通則・出生・認知

定価2,200円（本体2,000円） ISBN978-4-8178-4062-2

Ⅴ 渉外戸籍 編⑵ 婚姻・離婚・縁組・離縁・親権・
未成年後見・死亡・失踪
2013年4月刊

A5判

304頁

定価2,970円（本体2,700円） ISBN978-4-8178-4079-0
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籍

籍

戸籍のための
Q&A

戸

戸

●届出をされる方々の立場で解説した、適正迅速な窓口対応や事
務処理に欠かせない一冊。
●必ず押さえておきたい基礎的な問題からベテランを悩ます問題
までをQ&A編と事例編の二部構成で解説。
「出生届」のすべて
2008年1月刊

A5判 472頁

荒木文明 著

定価4,400円（本体4,000円） ISBN978-4-8178-3780-6

商品番号：40333

略号：Ｑ出生

「婚姻届」のすべて〈改訂〉
届書の記載の仕方及びその解説
2017年9月刊

A5判 372頁

定価3,740円（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4426-2

荒木文明 著
商品番号：49092

略号：Ｑ婚姻

電子書籍有

「離婚届」のすべて〈改訂〉
届書の記載の仕方及びその解説

2017年3月刊 A5判 448頁 定価4,070円（本体3,700円） ISBN978-4-8178-4378-4

荒木文明・菅弘美 著
商品番号：49093

略号：Ｑ離婚

電子書籍有

「死亡届」のすべて
2013年10月刊

A5判 316頁

荒木文明・菅弘美 著
定価2,970円（本体2,700円） ISBN978-4-8178-4118-6

商品番号：49094

略号：Ｑ死亡
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戸

戸

籍

籍

戸籍の窓口

フローチャートでわかる
届書の審査（全６巻）
山下敦子 著

●「経験の浅い人でも確認漏れがない確実な審査をする方法」を、
先輩職員が解説。
●審査要件を網羅したフローチャートをたどることで、確実な届
書にたどりつける。
Ⅰ 総則・出生・認知
2014年5月刊

B5判

212頁

定価2,750円（本体2,500円） ISBN978-4-8178-4155-1

Ⅱ 養子縁組･特別養子縁組
2014年7月刊

B5判

220頁

定価2,750円（本体2,500円） ISBN978-4-8178-4178-0

Ⅲ 養子離縁･縁氏続称・特別養子離縁
2014年11月刊

B5判 300頁

定価3,795円（本体3,450円） ISBN978-4-8178-4196-4

商品番号：49171

略号：戸フ1

商品番号：49172

略号：戸フ2

商品番号：49173

略号：戸フ3

Ⅳ 婚姻・離婚・婚氏続称・親権（管理権）・未成年後見〔補訂版〕
2020年1月刊

B5判

320頁

定価3,960円（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4621-1

商品番号：49174

略号：戸フ4

電子書籍有

Ⅴ 入籍・転籍・分籍・国籍の得喪
2016年12月刊

B5判 324頁

定価4,400円（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4362-3

商品番号：49175

略号：戸フ5

Ⅵ 死亡・失踪・復氏・姻族関係終了・ 推定相続人廃除・氏名の変更・就籍
2018年4月刊

B5判

344頁

定価4,400円（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4470-5

商品番号：49176

略号：戸フ6

電子書籍有
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渉外戸籍のための
各国法律と要件（全6巻）
木村三男 監修

籍

全訂新版

戸

渉外戸籍・国籍

篠崎哲夫・竹澤雅二郎・野崎昌利 編著

●各国ごとに身分法等に関する諸規定を明らかにするとともに、婚姻、離
婚、出生、認知（準正）
、養子縁組、養子離縁等の成立要件の概要をは
じめ審査のポイントを解説。解説に合わせて根拠法条、先例・判例の要
旨を掲載。
●全訂新版では、特に「出生」の項目につき、ほぼすべての国を網羅。ま
た、新たに「国籍」の項目を設け、明確な規定のない国を除き、できる
限り収録。さらに、要件具備証明書例及び出生証明書、婚姻証明書など
の様式等についても新規収録。
Ⅰ：総論、アイスランド～アンドラ
2015年11月刊

A5判 1,092頁

定価8,800円（本体8,000円） ISBN978-4-8178-4270-1 商品番号：49151 略号：各国1

Ⅱ：イエメン～カナダ
2016年6月刊

A5判 1,048頁

定価8,800円（本体8,000円） ISBN978-4-8178-4312-8

Ⅲ：カーボヴェルデ～スウェーデン
2016年11月刊

A5判 996頁

定価8,800円（本体8,000円） ISBN978-4-8178-4348-7

IV：スーダン～ニジェール
2017年3月刊

A5判 1,024頁

定価8,800円（本体8,000円） ISBN978-4-8178-4373-9

Ｖ：ニュージーランド～ベリーズ
2017年8月刊

A5判 972頁

定価8,800円（本体8,000円） ISBN978-4-8178-4409-5

VI：ペルー～ロシア

2017年11月刊

A5判 1,032頁

商品番号：49152

略号：各国2

商品番号：49153

略号：各国3

商品番号：49154

略号：各国4

商品番号：49155

略号：各国5

定価8,800円（本体8,000円） ISBN978-4-8178-4437-8 商品番号：49156 略号：各国6
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戸

渉外戸籍・国籍

籍

逐条 国籍法

─課題の解明と条文の解説─
木棚照一 著
2021年4月刊

商品番号：40237
略
号：国法

A5判上製箱入 984頁

定価14,300円
（本体13,000円） ISBN978-4-8178-4717-1

●国際化の進展による日本社会の変化に伴い、国籍に関する問題が多様化、
複雑化するなか、国際私法学の第一人者として著名な著者が、国内的、国
際的な動向を踏まえて体系的に書き下ろした逐条解説。国籍法に関わる研
究者、実務家のほか、戸籍実務を窓口で担当する方々にとっても座右の書。

国籍の得喪と戸籍実務の手引き
取得（出生・届出・帰化）╱選択╱喪失

小池信行 監修
2018年6月刊

商品番号：40722
略
号：得喪

A5判 268頁

吉岡誠一 著

定価2,640円
（本体2,400円） ISBN978-4-8178-4488-0

●国籍法の仕組み全体を網羅し、関係する戸籍事務にも及ぶ体系書。
●帰化による国籍取得について、申請手続、提出する書類の記載例などを掲
載し、詳解。初任者にもわかりやすいよう、難解な国籍法を丁寧に解説。
重要な判例・先例を可能な限り引用。

電子書籍有

新版２訂

初任者のための
渉外戸籍実務の手引き
2013年4月刊
商品番号：40068
略
号：渉手

B5判 256頁

戸籍実務研究会 編

定価2,640円
（本体2,400円） ISBN978-4-8178-4075-2

●要点がわかる初任者必携の定番テキスト。
●渉外戸籍事件の届書の審査、受理及び戸籍の記載等の事務について、正確
な理解と適正かつ迅速な処理方法が身につくよう、基礎から丁寧に解説。
●必要となる法律・先例等の知識を体系的に説明。
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籍

設題解説
渉外戸籍実務の処理

戸

レジストラー・ブックス

渉外戸籍実務研究会 著
●基本的な考えから複雑な事例までを網羅。
●参考になると思われる事項について、Q&A形式で詳細に解説。
●実務における指針となる、高い専門性と信頼性の内容。
レジストラー・ブックス137

Ⅰ 総論・通則編〈改訂〉
2013年9月刊

A5判 404頁

定価4,620円（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4110-0

商品番号：41137

略号：設渉総

商品番号：41140

略号：設渉婚

商品番号：41155

略号：設渉離

商品番号：41157

略号：設渉出

レジストラー・ブックス140

Ⅱ 婚姻編〈改訂〉
2014年8月刊

A5判 444頁

定価4,400円（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4181-0

レジストラー・ブックス155

Ⅲ 離婚編〈改訂〉
2019年8月刊

A5判 396頁

定価4,620円（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4579-5

レジストラー・ブックス157

Ⅳ 出生・認知編〈改訂〉
2020年5月刊

A5判 456頁

定価4,840円（本体4,400円） ISBN978-4-8178-4648-8

電子書籍有

レジストラー・ブックス159

Ⅴ 養子縁組編〈改訂〉
2020年12月刊

A5判 400頁

定価3,850円（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4687-7

商品番号：41159

略号：設渉養

レジストラー・ブックス160

Ⅵ 養子縁組編
2021年5月刊

特別養子縁組・離縁及び断絶型養子縁組編〈改訂〉

A5判 436頁

定価4,620円（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4727-0

商品番号：41160

略号：設渉縁

商品番号：41162

略号：設渉親

レジストラー・ブックス162

Ⅶ 親権・後見・死亡・国籍の得喪・氏の変更等編〈改訂〉
2021年11月刊

A5判 488頁

定価4,730円（本体4,300円） ISBN978-4-8178-4763-8

レジストラー・ブックス132

Ⅷ 戸籍訂正・追完編⑴
2012年2月刊

A5判 448頁

定価4,400円（本体4,000円） ISBN978-4-8178-3977-0

商品番号：41132

略号：設渉訂１

商品番号：41134

略号：設渉訂２

レジストラー・ブックス134

Ⅸ 戸籍訂正・追完編⑵
2012年9月刊

A5判 408頁

定価4,290円（本体3,900円） ISBN978-4-8178-4020-2
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戸

レジストラー・ブックス
※18～20ページに発行順のご案内も掲載しています。

設題解説
戸籍実務の処理

籍

改訂

レジストラー・ブックス126

Ⅲ 出生・認知編
2009年12月刊

木村三男 監修

A5判 428頁

竹澤雅二郎・荒木文明 著

定価4,400円（本体4,000円） ISBN978-4-8178-3846-9

商品番号：41126

略号：設出

レジストラー・ブックス131

Ⅴ 婚姻・離婚編

⑴婚姻

2011年8月刊

定価4,400円（本体4,000円） ISBN978-4-8178-3943-5

A5判

432頁

木村三男 監修

横塚繁・竹澤雅二郎 著
商品番号：41131

略号：設婚

レジストラー・ブックス135

Ⅴ 婚姻・離婚編
2012年11月刊

⑵離婚

A5判 424頁

木村三男 監修

定価4,290円（本体3,900円） ISBN978-4-8178-4042-4

神崎輝明 著

商品番号：41135

略号：設離

レジストラー・ブックス136

Ⅵ 親権・未成年後見編
2013年6月刊

A5判

368頁

木村三男 監修

定価4,070円（本体3,700円） ISBN978-4-8178-4091-2

竹澤雅二郎・荒木文明 著
商品番号：41136

略号：設親

レジストラー・ブックス139

Ⅶ 死亡・失踪・復氏・姻族関係終了・推定相続人廃除編

木村三男 監修

2014年5月刊

A5判

400頁

定価4,400円（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4159-9

竹澤雅二郎 著

商品番号：41139

略号：設推

レジストラー・ブックス141

Ⅷ 入籍・分籍・国籍の得喪編
2014年11月刊

A5判 472頁

木村三男 監修

定価4,400円（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4198-8

竹澤雅二郎・山本正之 著
商品番号：41141

略号：設国

レジストラー・ブックス143

Ⅸ 氏名の変更・転籍・就籍編
2015年8月刊

A5判

404頁

木村三男 監修

定価4,620円（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4249-7

竹澤雅二郎 著

商品番号：41143

略号：設氏

レジストラー・ブックス145・146

Ⅺ 戸籍訂正各論編
Ⅻ 戸籍訂正各論編

⑴出生（上） 職権・訂正許可・嫡出否認
⑵出生（下） 親子関係存否確認
木村三男 監修

竹澤雅二郎・神崎輝明 著

2016年5月刊

A5判

348頁

定価3,960円（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4306-7

商品番号：41145 略号：設訂出上

2016年8月刊

A5判

468頁

定価5,280円（本体4,800円） ISBN978-4-8178-4328-9

商品番号：41146 略号：設訂出下
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戸

レジストラー・ブックス
レジストラー・ブックス148

2017年5月刊

A5判 400頁

⑶認知

木村三男 編著

定価4,840円（本体4,400円） ISBN978-4-8178-4389-0

商品番号：41148

籍

ⅩⅢ 戸籍訂正各論編

略号：設訂認知

レジストラー・ブックス149

ⅩⅣ 戸籍訂正各論編
2017年8月刊

A5判 384頁

⑷養子縁組

木村三男 編著

定価4,620円（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4414-9

商品番号：41149

略号：設訂縁組

レジストラー・ブックス150

ⅩⅤ 戸籍訂正各論編
2017年11月刊

A5判 296頁

⑸養子離縁

木村三男 編著

定価3,740円（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4440-8 商品番号：41150 略号：設訂離縁

レジストラー・ブックス151

ⅩⅥ 戸籍訂正各論編
2018年6月刊

A5判 556頁

⑹婚姻

木村三男 編著

定価4,840円（本体4,400円） ISBN978-4-8178-4487-3

商品番号：41151

略号：設訂婚

レジストラー・ブックス152

ⅩⅦ 戸籍訂正各論編
2018年9月刊

A5判 472頁

⑺離婚

木村三男 編著

定価4,620円（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4501-6

商品番号：41152

略号：設訂離

レジストラー・ブックス153

ⅩⅧ 戸籍訂正各論編
2018年12月刊

A5判 380頁

⑻親権・未成年後見・死亡・失踪

定価3,740円（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4530-6

木村三男 編著
商品番号：41153

略号：設訂親

レジストラー・ブックス154

ⅩⅨ 戸籍訂正各論編 ⑼生存配偶者の復氏・姻族関係の終了・推定相続人の
廃除・入籍・分籍・国籍の得喪・氏名の変更
木村三男 編著

2019年5月刊

A5判 352頁

定価4,400円（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4563-4

商品番号：41154

略号：設訂推

レジストラー・ブックス156

ⅩⅩ 戸籍訂正各論編
2019年11月刊

A5判 344頁

⑽転籍・就籍・戸籍の各欄

木村三男 編著

定価4,180円（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4598-6

商品番号：41156

略号：設訂転

レジストラー・ブックス158

ⅩⅪ 追完編
2020年8月刊

A5判 480頁

木村三男 監修
定価4,510円（本体4,100円） ISBN978-4-8178-4662-4

神崎輝明 著

商品番号：41158

略号：設追

レジストラー・ブックス161

ⅩⅫ 戸籍訂正総論編
2021年7月刊

A5判 348頁

木村三男 著
定価3,850円（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4744-7

青木惺 補訂

商品番号：41161

略号：設訂総
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戸

レジストラー・ブックス
※18～20ページに発行順のご案内も掲載しています。

レジストラー・ブックス147

籍

スポット戸籍の実務Ⅴ
戸籍の窓口相談から

木村三男 監修
2016年11月刊
商品番号：41147
略
号：スポ５

A5判 356頁

竹澤雅二郎 著

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4345-6

●市町村・法務局などに寄せられた多数の相談事例の中から戸籍実務上頻出
となる事例を厳選し収録。同様の相談を受けた際の参考となる全60問。
●法令・先例等の根拠を明確にした解説により、間違いのない実務処理が理
解できる。参考となる記載例も多数収録。

レジストラー・ブックス142・144
改訂

事例解説 戸籍実務の知識（上）（下）

関連する届出が同時にされた場合の処理

木村三男 編著

●届出の受理・処理の順序及び処理のあり方等について、事例・戸籍記載例
を用いてわかりやすく解説。
●関連する届出が同時にされた場合において、いずれの届出を先に受理し、
どのような順序で処理するのが適当か、
各種届出ごとの具体的な事例で詳説。
（上）2015年5月刊 A5判 392頁 定価4,400円
（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4228-2
商品番号：41142

略号：実知上

（下）2015年11月刊 A5判 384頁 定価4,180円
（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4269-5
商品番号：41144

略号：実知下

レジストラー・ブックス133
補訂第３版

注解 戸籍届書「その他」欄の記載
大関喜和 監修

2012年7月刊

商品番号：41133
略
号：注他

A5判 488頁

島田英次 著

大熊等・荒木文明 補訂

定価4,620円
（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4001-1

●235の事例で、正確性の確保につながる「その他」欄の的確な記載につい
て解説。
●具体的な記載例とともに、実務に精通した著者がわかりやすく解説。
●条文、通知・通達等、明確な根拠を提示。

レジストラー・ブックス130
第３版

渉外戸籍の理論と実務

西堀英夫・都竹秀雄 著

2011年5月刊

商品番号：41130
略
号：渉理

A5判 404頁

定価4,400円
（本体4,000円） ISBN978-4-8178-3921-3

●渉外戸籍に関する主要な論点につき、戸籍実務の取扱いを克明に解説。
●先例・判例・学説等を加えて検討。
●裁判実務にも役立つ「判例（約160件）・先例（約450件）情報」も掲載。
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戸

レジストラー・ブックス
レジストラー・ブックス128

一目でわかる渉外戸籍の実務

籍

全訂

新谷雄彦 著

2010年9月刊
商品番号：41128
略
号：一目渉外

B5判横型 468頁

定価5,280円
（本体4,800円） ISBN978-4-8178-3889-6

●渉外戸籍に関する戸籍実務の基本手引書。
●具体的要件については箇条書きで示し、図表・書式を多数掲載。
●渉外戸籍の事例・記載例を調べる際に欠かせない書籍。

レジストラー・ブックス127

スポット戸籍の実務Ⅳ
戸籍の窓口相談から

木村三男 監修
2010年5月刊

商品番号：41127
略
号：スポ4

A5判 332頁

竹澤雅二郎 著

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-3871-1

●市町村・法務局などの相談窓口に寄せられた数ある相談事例の中から、戸
籍実務上で特に必要と思われる15項目・53事例を紹介。
●説明の冒頭で要約された趣旨を紹介し、その上で具体的に解説。
●同様の相談が寄せられたときの参考となる一冊。

レジストラー・ブックス120

戸籍実務相談Ⅲ

明快！解決へのアプローチ
東京戸籍事務研究会 編
2007年11月刊

商品番号：41120
略
号：戸実３

A5判 424頁

定価4,840円
（本体4,400円） ISBN978-4-8178-0320-7

●実務上必要度の高い戸籍実務に関する相談事例を厳選した戸籍実務Q&A集。
●実務の参考となるQ&A全72問を収録。
●戸籍実務の取扱いについて具体的な事例をあげ「問」と「答」の簡潔明瞭
な形式で説明。

17

◆図書案内2022_4(p1_144)_CC.indd 17

2022/03/14 9:02

戸
籍

レジストラー・ブックス
シリーズのご案内（発刊順）
レジストラー・ブックス162

改訂 設題解説 渉外戸籍実務の処理Ⅶ

渉外戸籍実務研究会 著

親権・後見・死亡・国籍の得喪・氏の変更等編

レジストラー・ブックス161

改訂 設題解説 戸籍実務の処理ⅩⅫ

木村三男 著

戸籍訂正総論編

青木惺 補訂

レジストラー・ブックス160

改訂 設題解説 渉外戸籍実務の処理Ⅵ

渉外戸籍実務研究会 著

養子離縁編 特別養子縁組・離縁及び断絶型養子縁組編

レジストラー・ブックス159

改訂 設題解説 渉外戸籍実務の処理Ⅴ

渉外戸籍実務研究会 著

養子縁組編

レジストラー・ブックス158

改訂 設題解説 戸籍実務の処理ⅩⅪ

木村三男 監修

追完編

神崎輝明 著

レジストラー・ブックス157

改訂 設題解説 渉外戸籍実務の処理Ⅳ

渉外戸籍実務研究会 著

出生・認知編

レジストラー・ブックス156

改訂 設題解説 戸籍実務の処理ⅩⅩ

木村三男 編著

戸籍訂正 各論編⑽転籍・就籍・戸籍の各欄

レジストラー・ブックス155

改訂 設題解説 渉外戸籍実務の処理Ⅲ

渉外戸籍実務研究会 著

離婚編

レジストラー・ブックス154

改訂 設題解説 戸籍実務の処理ⅩⅨ

木村三男 編著

戸籍訂正 各論編⑼生存配偶者の復氏・姻族関係の
終了・推定相続人の廃除・入籍・
分籍・国籍の得喪・氏名の変更

レジストラー・ブックス153

改訂 設題解説 戸籍実務の処理ⅩⅧ

木村三男 編著

戸籍訂正 各論編⑻親権・未成年後見・死亡・失踪

レジストラー・ブックス152

改訂 設題解説 戸籍実務の処理ⅩⅦ

木村三男 編著

戸籍訂正 各論編⑺離婚
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戸

改訂 設題解説 戸籍実務の処理ⅩⅥ

木村三男 編著

戸籍訂正 各論編⑹婚姻

レジストラー・ブックス150

改訂 設題解説 戸籍実務の処理ⅩⅤ

木村三男 編著

戸籍訂正 各論編⑸養子離縁

レジストラー・ブックス149

改訂 設題解説 戸籍実務の処理ⅩⅣ

木村三男 編著

戸籍訂正 各論編⑷養子縁組

レジストラー・ブックス148

改訂 設題解説 戸籍実務の処理ⅩⅢ

木村三男 編著

戸籍訂正 各論編⑶認知

レジストラー・ブックス147

スポット戸籍の実務Ｖ

木村三男 監修

戸籍の窓口相談から

竹澤雅二郎 著

籍

レジストラー・ブックス151

レジストラー・ブックス146

改訂 設題解説 戸籍実務の処理Ⅻ

木村三男 監修 竹澤雅二郎・神崎輝明 著

戸籍訂正 各論編⑵出生（下）親子関係存否確認

レジストラー・ブックス145

改訂 設題解説 戸籍実務の処理Ⅺ

木村三男 監修 竹澤雅二郎・神崎輝明 著

戸籍訂正 各論編⑴出生（上）職権・訂正許可・嫡出否認

レジストラー・ブックス144

改訂 事例解説 戸籍実務の知識
（下）

木村三男 編著

関連する届出が同時にされた場合の処理

レジストラー・ブックス143

改訂 設題解説 戸籍実務の処理Ⅸ

木村三男 監修

氏名の変更・転籍・就籍編

竹澤雅二郎 著

レジストラー・ブックス142

改訂 事例解説 戸籍実務の知識
（上）

木村三男 編著

関連する届出が同時にされた場合の処理

レジストラー・ブックス141

改訂 設題解説 戸籍実務の処理Ⅷ

木村三男 監修 竹澤雅二郎・山本正之 著

入籍・分籍・国籍の得喪編

レジストラー・ブックス140

改訂 設題解説 渉外戸籍実務の処理Ⅱ

渉外戸籍実務研究会 著

婚姻編

レジストラー・ブックス139

改訂 設題解説 戸籍実務の処理Ⅶ

木村三男 監修

死亡・失踪・復氏・姻族関係終了・推定相続人廃除編

竹澤雅二郎 著
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戸
籍

レジストラー・ブックス137

改訂 設題解説 渉外戸籍実務の処理Ⅰ

渉外戸籍実務研究会 著

総論・通則編

レジストラー・ブックス136

改訂 設題解説 戸籍実務の処理Ⅵ

木村三男 監修 竹澤雅二郎・荒木文明 著

親権・未成年後見編

レジストラー・ブックス135

改訂 設題解説 戸籍実務の処理Ｖ

木村三男 監修

婚姻・離婚編⑵離婚

神崎輝明 著

レジストラー・ブックス134

設題解説 渉外戸籍実務の処理Ⅸ

渉外戸籍実務研究会 著

戸籍訂正・追完編⑵

レジストラー・ブックス133
大関喜和 監修

島田英次 著

補訂第３版 注解 戸籍届書「その他」欄の記載

大熊等・荒木文明 補訂

レジストラー・ブックス132

設題解説 渉外戸籍実務の処理Ⅷ

渉外戸籍実務研究会 著

戸籍訂正・追完編⑴

レジストラー・ブックス131

改訂 設題解説 戸籍実務の処理Ⅴ

木村三男 監修

横塚繁・竹澤雅二郎 著 婚姻・離婚編⑴婚姻

レジストラー・ブックス130

第３版 渉外戸籍の理論と実務

西堀英夫・都竹秀雄 著

レジストラー・ブックス128

全訂 一目でわかる渉外戸籍の実務

新谷雄彦 著

レジストラー・ブックス127

スポット戸籍の実務Ⅳ

木村三男 監修

戸籍の窓口相談から

竹澤雅二郎 著

設題解説 戸籍実務の処理Ⅲ

レジストラー・ブックス126

改訂

木村三男 監修 竹澤雅二郎・荒木文明 著

出生・認知編

レジストラー・ブックス120

戸籍実務相談Ⅲ

東京戸籍事務研究会 編

明快！解決へのアプローチ
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令和４年版

籍

市町村役場便覧

戸

地名・便覧╱文字
令和３年8月1日現在

日本加除出版株式会社編集部 編
2021年10月刊

商品番号：51001
略
号：４役便

A5判 632頁

定価4,070円
（本体3,700円） ISBN978-4-8178-4749-2

●全国市区町村役場（支所・出張所等含む）の最新の住所・電話番号・郵便
番号を収録。証明書等の請求先確認に役立つ特記事項も掲載。
●市民課等の直通電話番号も可能な限りフォロー。
●昨年版以降生じた300以上もの変更・追加情報に対応。

全訂

全国市町村名変遷総覧
市町村自治研究会 監修

2006年8月刊

商品番号：40049
略
号：変遷

A5判上製箱入 1,540頁

日本加除出版株式会社編集部 編

定価13,200円
（本体12,000円） ISBN978-4-8178-1318-3

●全国の市区町村がどのような経過をたどり現在に至ったのかを明らかにす
る一冊。
●明治22年から平成18年８月１日までの約１世紀にわたる全国の市町村名の
変遷を、各都道府県ごとに収録。
本書発刊後の市町村合併については追補で対応（平成22年８月１日現在）

むずかしくないぞ！
！
誤字俗字・正字

改訂第2版

2011年6月刊

商品番号：40251
略
号：むず俗

B5判 288頁

小林勝彦 著

定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-3925-1

●豊富な図表・イラストで丁寧に解説。
●5200号通達、文字の種類・取扱い方法、誤字俗字・正字一覧表、文字の訂
正・更正、「しんにょう」と「くさかんむり」の取扱い等について解説。
●52問のQ&Aも収録。

わかりやすい一表式
誤字俗字・正字一覧
全訂

戸籍の氏又は名の記載・記録に用いる文字
戸籍実務研究会 編
2010年12月刊

商品番号：40192
略
号：誤俗字

A5判 268頁

定価2,640円
（本体2,400円） ISBN978-4-8178-3897-1

●対応関係を明らかにし、正字等を特定する上での判断資料。
●「誤字俗字・正字一覧表」「俗字例別表」「正字等」を一つにまとめた、使
いやすさが好評の一覧表。
●戸籍統一文字番号や異体字情報など、参考となる情報も掲載。
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不動産登記

登

不動産登記の
書式と解説（全11巻）
不動産登記実務研究会 著

記

●不動産登記申請書記載例集の決定版となる新シリーズ。加除式
図書「現行登記総覧 不動産登記の書式と解説」の知識を基に、
より丁寧に、よりわかりやすく解説。事例ごとに解説、申請書、
添付書類、不動産登記記録例を収録。
第１巻
2021年11月刊

土地の表示に関する登記
A5判

312頁

定価3,850円（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4766-9

商品番号：49181

略号：不書１

電子書籍有

第２巻

建物・区分建物の表示に関する登記

2022年3月刊

A5判 640頁

定価7,150円（本体6,500円） ISBN978-4-8178-4784-3

商品番号：49182

略号：不書２

〈今後の刊行予定〉
第３巻

所有権保存の登記

第４巻

所有権移転の登記

第５巻

担保権に関する登記①

抵当権・先取特権・質権の登記

第６巻

担保権に関する登記②

根抵当権の登記

第７巻

 益権に関する登記
用
地上権・永小作権・地役権・採石権・賃借権・配偶者居住権の登記

第８巻

 位登記等 代位・登記名義人の表示変更（又は更正）
代
・抹消回復の登記、
登記事項証明書等の請求

第９巻

信託に関する登記

第10巻

嘱託の登記

第11巻

仮登記

22

◆図書案内2022_4(p1_144)_CC.indd 22

2022/03/14 9:02

不動産登記

新版

記

中村隆・中込敏久 監修

登

Q&A
表示に関する
登記の実務
荒堀稔穂 編集代表

●押さえておくべき知識から希少な事例まで現場での疑問・実例
を網羅。
●
「設問→解答→解説」の流れでわかりやすく解説。
●根拠条文・先例・判例と関連付けた具体的な解答を提示。
第１巻 登記手続総論・土地の表題登記・分筆の登記
2007年1月刊

A5判 560頁

定価5,170円（本体4,700円） ISBN978-4-8178-3756-1

商品番号：49081

略号：表実１

商品番号：49082

略号：表実２

商品番号：49083

略号：表実３

商品番号：49084

略号：表実４

第２巻 合筆登記・地積更正・地目変更・地図訂正
2007年5月刊

A5判 560頁

定価5,280円（本体4,800円） ISBN978-4-8178-3769-1

第３巻 地積測量図・土地の滅失の登記・特殊登記
2007年11月刊

A5判 500頁

定価4,950円（本体4,500円） ISBN978-4-8178-3787-5

第４巻 建物の表題登記・建物の増築の登記
2008年5月刊

A5判 504頁

定価4,950円（本体4,500円） ISBN978-4-8178-3795-0

第５巻 建物の合体・合併・分割の登記、区分建物の登記、
建物の滅失の登記、建物図面関係
2008年12月刊

A5判 640頁

定価6,050円（本体5,500円） ISBN978-4-8178-3802-5

商品番号：49085

略号：表実５

特別編 筆界特定制度 一問一答と事例解説
筆界特定実務研究会 編著
2008年1月刊

A5判 672頁

定価6,160円（本体5,600円） ISBN978-4-8178-3778-3

商品番号：49086

略号：表実特
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不動産登記

登

Q&A
権利に関する
登記の実務

記

小池信行・藤谷定勝 監修

不動産登記実務研究会 編著

●押さえておくべき知識から希少な事例まで、現場での疑問・実例を網羅。
●各設問には、根拠条文・先例・判例と関連付けた具体的な解説に加えて簡潔明瞭な答
を用意。
●判例索引、先例索引、事項索引も収録。

Ⅰ・Ⅱ 第１編 総論（上）
・
（下）
Ⅰ 2006年7月刊 A5判 368頁 定価3,630円（本体3,300円） ISBN978-4-8178-3746-2

商品番号：49040

略号：権実１

Ⅱ 2007年3月刊 A5判 558頁 定価5,280円（本体4,800円） ISBN978-4-8178-3764-6

商品番号：49041

略号：権実２

Ⅲ・Ⅳ 第２編 所有権に関する登記（上）
・
（下）
Ⅲ 2008年4月刊 A5判 424頁 定価4,070円（本体3,700円） ISBN978-4-8178-3791-2

商品番号：49042

略号：権実３

Ⅳ 2008年4月刊 A5判 344頁 定価3,300円（本体3,000円） ISBN978-4-8178-3792-9

商品番号：49043

略号：権実４

Ⅴ 2009年12月刊 A5判 468頁 定価4,620円（本体4,200円） ISBN978-4-8178-3853-7

商品番号：49044

略号：権実５

Ⅵ 2009年12月刊 A5判 440頁 定価3,960円（本体3,600円） ISBN978-4-8178-3854-4

商品番号：49045

略号：権実６

Ⅴ・Ⅵ 第３編 用益権に関する登記（上）
・
（下）

Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ 第４編 担保権に関する登記（一）
・
（二）
・
（三）
・
（四）
Ⅶ 2011年7月刊 A5判 724頁 定価6,490円（本体5,900円） ISBN978-4-8178-3941-1

商品番号：49046

Ⅷ 2011年7月刊 A5判 500頁 定価4,950円（本体4,500円） ISBN978-4-8178-3942-8

商品番号：49047

略号：権実8

Ⅸ 2012年8月刊 A5判 568頁 定価5,500円（本体5,000円） ISBN978-4-8178-4005-9

商品番号：49048

略号：権実９

Ⅹ 2012年8月刊 A5判 512頁 定価4,950円（本体4,500円） ISBN978-4-8178-4006-6

商品番号：49049

略号：権実10

Ⅺ 2014年3月刊 A5判 404頁 定価3,960円（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4148-3

商品番号：49141

略号：権実11

Ⅻ 2014年3月刊 A5判 404頁 定価3,960円（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4149-0

商品番号：49142

略号：権実12

略号：権実7

Ⅺ・Ⅻ 第５編 仮登記（上）
・
（下）

ⅩⅢ 第６編 変更の登記／更正の登記／抹消の登記／抹消回復の登記
2014年11月刊 A5判 616頁 定価6,050円
（本体5,500円） ISBN978-4-8178-4202-2

商品番号：49143

略号：権実13

ⅩⅣ 第７編 信託に関する登記╱判決による登記╱代位による登記
2015年12月刊 A5判 736頁 定価6,600円
（本体6,000円） ISBN978-4-8178-4280-0

商品番号：49144

略号：権実14

ⅩⅤ 第８編 嘱託登記╱各種財団等に関する登記╱船舶に関する登記╱
その他の登記
2016年11月刊 A5判 724頁 定価6,600円
（本体6,000円） ISBN978-4-8178-4361-6

商品番号：49145

略号：権実15
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不動産登記
新訂

設問解説 判決による登記
2022年2月刊

幸良秋夫 著

定価5,170円
（本体4,700円） ISBN978-4-8178-4778-2

●114の設問を交えながら、具体的設例で不動産をめぐる「訴訟」と「登記」
の関係を体系的に解説。債権法・相続法・不動産登記法の改正に対応した
待望の改訂版。確定判決による登記手続に必要な主文例を、事例ごとに掲
載。実務に役立つ32類型の登記申請書式、不動産登記記録例も収録。

登

商品番号：40334
略
号：判登

A5判 524頁

記

Q&Aでマスターする
民法・不動産登記法改正と司法書士実務
重要条文ポイント解説152問

東京司法書士会民法改正対策委員会 編
2021年10月刊
商品番号：40890
略
号：民改司

電子書籍有

A5判 432頁

定価4,620円
（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4759-1

●所有者不明土地問題対策としての民法・不動産登記法改正が実務に与える
影響を、司法書士の視点からポイント解説。解説ごとに掲載の新旧対照表
とあわせて、改正の要点をおさえられる。登記や相続等、実務を想定した
具体的な事例問題や、図表や書式・記載例等も収録。

改正民法・不動産登記法実務ガイドブック
登記・相続・財産管理・相隣関係規定・共有制度の
チェックポイント

安達敏男・吉川樹士・須田啓介・安藤啓一郎 著
2021年9月刊

商品番号：40885
略
号：改民不

電子書籍有

A5判 344頁

定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4751-5

●「所有者不明土地の対策」を中心とした法改正をはじめ、民法の「相隣関
係規定」「共有制度」「財産管理制度」「相続制度」等の改正の要点を、20
のチェックポイントと図表で分かりやすく解説。
●改正法と現行法の変更点がすぐに一覧できる条文や附帯決議も収録。

Q＆A 令和３年民法・不動産登記法
改正の要点と実務への影響

荒井達也 著

2021年5月刊

商品番号：40877
略
号：Q民不

電子書籍有

A5判 440頁

定価4,950円
（本体4,500円） ISBN978-4-8178-4733-1

●所有者不明土地の解消に向けた125年ぶりの民法物権編の大改正について、
日弁連所有者不明土地問題等に関するワーキンググループの幹事として法
改正の議論を丁寧にフォローしてきた著者がコンパクトに解説。改正点や
実務上の要点を把握できる実務家必読の書。
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不動産登記

改正相続法における
登記実務と遺言書保管手続Q＆A
配偶者居住権・自筆証書遺言

登

2021年4月刊
商品番号：40870
略
号：改登遺

記

電子書籍有

後藤浩平 著

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4726-3

●配偶者居住権・遺言書保管手続など、改正相続法下での登記実務・自筆証
書遺言の保管手続実務などを87問のQ＆Aで分かりやすく解説。
●知識・手続を確認できる申請書記載例や遺言書保管法・政令・省令・準則
の対照表も収録。

第2版

土地区画整理の登記手続
2021年1月刊

商品番号：40547
略
号：土地区

A5判 340頁

A5判 304頁

五十嵐徹 著

定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4698-3

●土地区画整理事業における登記手続に特化した解説書。事業の流れに沿っ
て、図表や記載例、Q＆Aを用いながら、関係する登記実務をわかりやす
く解説。
●主要条文及び関係法令を細かに引用しているので、根拠をすぐに確認できる。

電子書籍有

マンション建替え、敷地売却の実務と登記

マンション再生における「修繕・改修」
「建替え」
「敷地売却」の選択、等価
交換方式、建替え決議、売渡請求、権利変換手続、関係権利者との調整、
未賛同者（非賛同者）等への対応、借地権マンションの建替え、供託手続
遠山昭雄・田中讓 著
2020年9月刊

商品番号：40829
略
号：マン再

電子書籍有

A5判 388頁

定価4,620円
（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4669-3

●フローチャートや図表で検討事項、選択肢、事業スケジュールを提示し、
法的チェックポイント、登記手続を具体的に解説。老朽化の判定、費用算
定、改善効果、建替え決議の成立要件、関係権利者との調整等に必携の一
冊。登記申請書、建替組合設立認可申請書等、文例を66例収録。

根抵当権実務必携Q＆A

設定・追加設定・元本確定・変更・処分・譲渡・仮登記・
抹消・相続・合併・会社分割
坪内秀一 著
2020年5月刊

商品番号：40819
略
号：根抵当

電子書籍有

A5判 780頁

定価8,580円
（本体7,800円） ISBN978-4-8178-4651-8

●登記実務に精通した現役の登記相談官が、登記実務家の頭を悩ませる根抵
当に関する登記について、全151問のQ＆Aで網羅。
●解説には図や図表を多用し、根拠となる文献や通達、登記申請情報等のひ
な型、登記記録例を交えて解説。
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不動産登記

各種動産抵当に関する登記
船舶・建設機械・農業用動産

五十嵐徹 著
2020年4月刊

定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4641-9

●類書の少ない各種動産の登記実務について、基礎知識・法的根拠から登記
手続までを網羅。所有権保存・変更・移転、管理人、根抵当権、賃借権、
信託、仮登記・抹消まで時系列に解説。主要条文、関係法令、先例・判例
を細かに引用しているので、根拠をすぐに確認できる。

登

商品番号：40807
略
号：各動

A5判 312頁

記

電子書籍有

各種財団に関する登記

鉱業財団・漁業財団・港湾運送事業財団・観光施設財団・
道路交通事業財団
五十嵐徹 著
2019年3月刊
商品番号：40755
略
号：財登

A5判 320頁

定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4545-0

●各種財団の設定から登記実務全般（目録作成、所有権保存、変更・更正、
分割、合併、移転）と抵当から民事執行、消滅まで時系列に解説。主要条文、
関係法令、先例・判例を細かに引用しているので、根拠をすぐに確認できる。
登記申請に必要な様式記載例も収録。目録記載例及び配置図面も掲載。

工場抵当及び工場財団に関する登記

五十嵐徹 著

2016年11月刊

商品番号：40651
略
号：工登

A5判 400頁

定価4,070円
（本体3,700円） ISBN978-4-8178-4350-0

●工場抵当・工場財団の基礎知識から目録作成、設立・変更等の登記手続ま
での一連の流れを解説。疑問を抱きやすい点をQ&Aでフォロー。
●主要条文、関係法令、先例・判例を細かに引用しているので根拠をすぐに
確認できる。登記申請に必要な様式記載例も収録。

Q＆A 所有者不明土地特措法・表題部
所有者不明土地適正化法の実務と登記

後藤浩平 著

2020年3月刊

商品番号：40813
略
号：不明特

電子書籍有

A5判 488頁

定価5,280円
（本体4,800円） ISBN978-4-8178-4635-8

●特措法・適正化法の概要、地域福利増進事業の実施のための措置、土地収
用法等の特例措置及び特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記
法の特例、表題部所有者不明土地の表題部所有者の登記に関する措置等、
用語解説・基礎知識から登記実務まで、110問のQ＆Aで網羅的に解説。
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不動産登記

所有者の所在の把握が難しい土地に関する
探索・利活用のためのガイドライン 第3版
所有者不明土地探索・利活用ガイドライン

所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会

登

2020年2月刊
商品番号：40640
略
号：土地探

B5判 364頁

定価2,530円
（本体2,300円） ISBN978-4-8178-4625-9

記

●国土交通省公表「所有者の所在の把握が難しい土地への対応（令和元年12
月公表の第３版）」をまとめた一冊。
●事例集（60事例）も完全収録。

変則型登記、権利能力なき社団・認可地
縁団体等に関する登記手続と法律実務
所有者不明土地、表題部所有者不明土地、相続人探索、字持地、多数共有地、財産区、特殊な名義

正影秀明 著
2019年12月刊
商品番号：40792
略
号：変社団

電子書籍有

A5判 520頁

定価5,610円
（本体5,100円） ISBN978-4-8178-4604-4

●記名共有地・財産区など変則型登記の生まれた経緯、見分け方、対応を具
体的に解説。実務家が知っておくべきポイントやQ&A、登記原因証明情報・
登記申請書等の「書式」
、手続「フローチャート」等を交えて丁寧に解説。
●地租・登記制度の変遷、登記簿・台帳一元化指定期日一覧も収録。

区分建物表示登記に関する事例と実務

敷地権・敷地利用権、専有・共用部分、相続・譲渡、市街地再開発事業に
よる権利変換、円滑化法による建替え、上申書、管理組合規約、合意規約
伊藤直樹 監修
遠山昭雄・橋立二作・今井廣夫 著
2019年12月刊
商品番号：40774
略
号：区分事

電子書籍有

B5判 240頁

定価3,190円
（本体2,900円） ISBN978-4-8178-4599-3

●事例や登記申請書を交えて、基礎から実践までを具体的に解説。添付情報
として必要となる場合もある上申書の作成方法や周辺知識としてのマン
ション管理規約、規定設定公正証書等も収録。マンション建替え等の円滑
化法による登記や市街地再開発事業における権利変換登記についても解説。

不動産登記の実務相談事例集Ⅱ

後藤浩平 著

2019年5月刊

商品番号：40764
略
号：不相２

A5判 332頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4536-8

●民法等の実体法及び不動産登記法をはじめとする手続法に基づき、正確に
解説。申請手続から所有権、地上権等の用益権、抵当権等の担保権、仮登
記、代位登記、判決による登記など、権利に関する登記に係る設問を網羅
的に収録。
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不動産登記

不動産登記の実務相談事例集

後藤浩平・竹村啓人・渡邉亘 著

2014年2月刊

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4141-4

●登記所に寄せられる登記実務家や登記官を悩ませる複雑・困難な事案を厳
選し、登記先例や判例等を踏まえて登記官の視点からQ&Aで解説。
●申請手続から所有権、地上権等の用益権、抵当権等の担保権、仮登記、代
位登記、判決による登記など、権利に関する登記に係る設問を網羅的に収録。

登

商品番号：40541
略
号：不相

A5判 376頁

記

不動産の共有と更正の登記を
めぐる理論と実務
2019年3月刊

商品番号：40756
略
号：共登

A5判 440頁

藤原勇喜 著

定価4,950円
（本体4,500円） ISBN978-4-8178-4546-7

●不動産の共有化にまつわる権利の登記につき、所有権保存・移転・更正・
抹消の登記の可否及びその手続を、理論と設例を交えて体系的に解説。
●信託・相続・その他と不動産の共有の諸形態について、その変動における
登記の実務を、設例を基に解説。

渉外不動産登記の法律と実務2
相続、売買、準拠法に関する実例解説

山北英仁 著
2018年11月刊

商品番号：40746
略
号：渉不2

A5判 420頁

定価4,290円
（本体3,900円） ISBN978-4-8178-4525-2

●渉外事案の難しさとされる「当事者の国籍により適用されるべき外国法の
調査」「当事者の身分、権利関係の証明」等を解説。アメリカ（カリフォ
ルニア、ハワイ、フロリダ等８州）の他、パキスタン、マレーシア、ラオ
スについて、実務の流れ・留意点がイメージできるよう事例で解説。

電子書籍有

渉外不動産登記の法律と実務
相続、売買、準拠法に関する実例解説

山北英仁 著
2014年5月刊

商品番号：40551
略
号：渉不

A5判 564頁

定価5,500円
（本体5,000円） ISBN978-4-8178-4161-2

●渉外事案を類型、国籍別に分類し、実務上の判断を盛り込んだ書。
●韓国、中国、台湾、タイ、ベトナム等について、難解とされる、「当事者
の国籍により適用されるべき外国法の調査」「当事者の身分、権利関係の
証明」などを、著者自身の実例を交えながら解説。

電子書籍有
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不動産登記
新訂

設問解説 相続法と登記
2018年11月刊

登
商品番号：40305
略
号：相登

A5判 736頁

幸良秋夫 著

定価7,260円
（本体6,600円） ISBN978-4-8178-4509-2

●相続法改正等近時の法改正を踏まえた８年ぶりの全面改訂版。169問の設
問を交えながら、具体的設例で相続・遺言実務を体系的に解説。旧民法・
応急措置法における相続や、外国人に関する相続登記についても解説。根
拠となる判例・先例を500以上収録し、重要なものについては要旨まで掲載。

記

電子書籍有

先例から読み解く！
建物の表示に関する登記の実務

後藤浩平 著

2018年10月刊

商品番号：40740
略
号：先建物

電子書籍有

A5判 488頁

定価4,730円
（本体4,300円） ISBN978-4-8178-4520-7

●事務処理上有益な「主要79先例」を全文掲載し、解説も付与。
●関連する「関係30先例」も収録し、全文を掲載。
●具体的事案を「関連質疑」とし、詳細を『Q&A 表示に関する登記の実務
シリーズ（第４巻・第５巻）』にて確認できるよう工夫。

先例から読み解く！
土地の表示に関する登記の実務

後藤浩平・宇山聡 著

2017年12月刊

商品番号：40703
略
号：先土地

電子書籍有

A5判 800頁

定価7,370円
（本体6,700円） ISBN978-4-8178-4448-4

●事務処理上有益な「主要97先例」を全文掲載し、解説も付与。
●関連する「関係83先例」も収録し、全文を掲載。
●具体的事案を「関連質疑」とし、詳細を『Q&A 表示に関する登記の実務
シリーズ（第１巻～第３巻）』にて確認できるよう工夫。

建物表示登記の実務

資料調査・建物認定・構造判定・床面積算定
内野篤 著
2017年6月刊

商品番号：40670
略
号：建表実

B5判 296頁

定価3,190円
（本体2,900円） ISBN978-4-8178-4385-2

●資料調査・建物認定・構造判定・床面積算定などを具体的に解説。
●様々なケースの表題登記のほか、表題部変更（更正）、分割、分棟、合体
合併、減失、そして区分登記など、目的ごとに26事例の登記申請書・建物
図面及び各階平面図・調査報告情報等を収録。

電子書籍有
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不動産登記

不動産・商業・法人登記実務事例集

山中正登・渡邉敬治 監修

2018年5月刊

A5判 284頁

定価3,080円
（本体2,800円） ISBN978-4-8178-4475-0

登

●現役法務局職員による、押さえておくべき事例を厳選した一冊。
●所有者不明土地問題、長期相続登記未了問題など、最新トピックスに関す
る事例も収録。
商品番号：40715
略
号：登例集

記

電子書籍有

第５版

マンション登記法

登記・規約・公正証書

五十嵐徹 著
2018年3月刊

商品番号：40236
略
号：マン登

A5判 564頁

定価4,950円
（本体4,500円） ISBN978-4-8178-4463-7

●表題登記から滅失登記までの手続をわかりやすく解説。
●「建築物の耐震改修の促進に関する法律」、「被災区分所有建物の再建等に
関する特別措置法」、「都市再開発法」、「マンションの建替えの円滑化等に
関する法律」の各法改正を網羅した改訂版。

電子書籍有

全訂第２版

一目でわかる登記嘱託書の作り方
藤谷定勝 著

2018年1月刊

商品番号：40022
略
号：登嘱

A5判 560頁

後藤浩平 補訂

定価5,280円
（本体4,800円） ISBN978-4-8178-4455-2

●嘱託登記の意義・特質を解説した上で、官公署の登記嘱託事務担当者が自ら
嘱託書を作成できるよう、登記嘱託書の書式を掲げ、表示すべき事項のすべて
に注解を付与。旧版以降10年の間に発出された重要先例や最新の実務に合わ
せた新規書式、法定相続情報証明制度の概要等の説明を追加した大幅改訂版。

改訂

表示登記添付情報作成の実務

地積測量図・調査報告情報

國吉正和 監修
2016年11月刊

商品番号：40441
略
号：添付情報

B5判 304頁

内野篤 著

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4347-0

●土地家屋調査士の土地に関する表示登記を解説。調査報告情報の改定様式に
対応。また、地殻変動に伴う地積測量図、調査報告情報の記録方法について、
通達等を網羅して更新。具体的な地積測量図（２色刷）を掲げ、作成方法、
留意点について解説。地積測量図を作成した時期による特性、留意点も解説。

電子書籍有

31

◆図書案内2022_4(p1_144)_CC.indd 31

2022/03/14 9:02
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Q&Aでマスターする
民法改正と登記実務

債権関係の重要条文ポイント解説77問
東京司法書士会民法改正対策委員会 編

登

2016年9月刊
商品番号：40642
略
号：民改登

記

電子書籍有

A5判 376頁

定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4331-9

●民法（債権関係）改正が司法書士業務にどのような影響を与えるかを徹底解説。
●登記原因証明情報や登記申請情報のひな形を多数交え、改正後の実務を解説。
●特に実務に影響の大きい改正については、具体的な設例に基づきQ&A形
式で解説。

認可地縁団体・記名共有地をめぐる
実務Q&A
認可申請手続と不動産登記手続

山野目章夫 監修
2016年7月刊
商品番号：40637
略
号：地縁

A5判 316頁

後藤浩平 著

定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4323-4

●自治会、町内会等の法人化に係る申請手続や財産区・相続人等不明土地の
登記手続も網羅。
●Ｑごとに関連する条文を掲載するほか、登記申請情報、添付情報の書式例、
関係先例の全文、関係判例の要旨などを豊富に掲載。

Q&A 隣地・隣家に関する法律と実務
相隣・建築・私道・時効・筆界・空き家

末光祐一 著
2016年7月刊

商品番号：40636
略
号：隣実

A5判 440頁

定価4,510円
（本体4,100円） ISBN978-4-8178-4322-7

●全250問で、関係する実務を網羅。先判例も多数収録。
●相隣関係、建築基準、占有権、取得時効、筆界特定、空き家とともに、所
有者の所在の把握が難しい土地・建物に関する探索、戸籍に関する知識も
収録。空き家特措法対応。

電子書籍有

Q&A 道路・通路に関する法律と実務
登記・接道・通行権・都市計画

末光祐一 著
2015年6月刊

商品番号：40588
略
号：道通

A5判 584頁

定価5,830円
（本体5,300円） ISBN978-4-8178-4233-6

●宅地、不動産取引に不可欠な道路、通路などの法的知識や実務のポイント
を全205問のQ&Aで解説した一冊。先判例も多数収録。
●登記実務にとどまらず、公道、私道の両面から様々な実務の疑問に有益な
情報を紹介。

電子書籍有
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休眠担保権に関する登記手続と法律実務
供託・不動産登記法70条３項後段特例、清算人選任、公示
催告・除権決定、抵当権抹消訴訟
正影秀明 著

商品番号：40625
略
号：休登

●担保権者が個人か法人か、どの休眠担保権抹消手続が適しているのか等を
ケース別に解説。対応方法が一目でわかるチャート図、実務Q&A、実際
に活用できるチェックリスト、知識を補うコラムや供託金の具体的な計算
例、書式を多数盛り込み、専門家を悩ませる実務をフォロー。

第三版

信託登記の実務
2016年2月刊

商品番号：40352
略
号：信登

定価5,610円
（本体5,100円） ISBN978-4-8178-4303-6

A5判 544頁

信託登記実務研究会 編著

定価5,060円
（本体4,600円） ISBN978-4-8178-4286-2

●全61種類の想定事例につき、登記申請書、登記記録例、添付書類を収録し
詳細に解説する信託登記実務書の決定版。
●根抵当権設定の登記及び信託の登記（セキュリティ・トラスト）や限定責
任信託の定めの登記など４事例を追加した第三版。

条解・判例 土地区画整理法
2014年10月刊

商品番号：40566
略
号：土区

A5判 776頁

大場民男 著

定価7,260円
（本体6,600円） ISBN978-4-8178-4190-2

●土地区画整理事業、土地改良事業に関係する事件に50年にわたり数多く携
わった弁護士が、「実務を意識した」条文ならびに判例の解説を展開。
●多種多様な法律問題が発生する可能性を見据えた内容となっており、訴訟
時はもちろん、計画時などにおいて「訴訟を未然に防ぐ」ためにも有用。

Q&A 都市再開発の
登記実務と記載例
2013年11月刊

商品番号：40531
略
号：再開発

記

電子書籍有

A5判 580頁

登

2016年5月刊

A5判 324頁

細田進・島野哲郎 著

定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4123-0

●第一種・第二種都市再開発事業、市街地再開発事業の基礎を34問のQ&A
で、申請情報、添付情報を中心に登記実務を17問のQ&Aで解説。
●記録例・記載例に作成上の注意点を併記。
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不動産登記／境界・地図・測量
改訂

仮登記の理論と実務

木村三男・藤谷定勝 編著

2013年9月刊

A5判 488頁

定価4,620円
（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4116-2

登

●仮登記制度を理論と実務の両面から詳細に分析した唯一の書。
●仮登記制度の全体像及び詳細な内容についてわかりやすく解説。
●法改正によって変更となった取扱いを改正前と比較しながら解説。
商品番号：40157
略
号：仮登記

記

Q&A 詳解土地台帳

表示登記・筆界特定・所有者調査のための知識
新井克美 著
2022年1月刊

商品番号：40869
略
号：土地帳

A5判 800頁

定価9,460円
（本体8,600円） ISBN978-4-8178-4777-5

●表示登記実務、筆界特定、訴訟、所有者探索等において必要となる、土地
台帳を読み解くための知識を網羅した全129問。
●地租改正から土地台帳制度、登記簿・台帳一元化に至るまでの沿革に加え、
申告・登録手続や記載内容を詳解。

筆界特定のための
地籍編製地籍地図の読み方と知識

大唐正秀 著

2021年5月刊

商品番号：40882
略
号：地籍編製

電子書籍有

B5判 276頁

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4731-7

●役所保管地籍地図、法務局和紙公図等を材料とし、調査分析を行った著者
の知見を取りまとめた書。明治期の地籍編製事業と公図の関係性を理解す
るのに最適。裁判での利活用や地籍地図評価など、様々な実務において活
用できる。「Q＆A 筆界特定のための公図・旧土地台帳の知識」の姉妹図書。

Q&A 筆界特定のための
公図・旧土地台帳の知識
2013年5月刊

商品番号：40506
略
号：公図

B5判 224頁

大唐正秀 著

定価2,640円
（本体2,400円） ISBN978-4-8178-4081-3

●現場の生の質問をピックアップした「基礎知識の習得に役立つ」50問の
Q&Aを収録。
●筆界特定の原因類型及び特定要素について詳細に分析・整理。
●巻末資料には、土地台帳・公図の沿革表を収録。
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境界・地図・測量

地形図でたどる日本の風景
2019年10月刊

四六判 188頁

今尾恵介 著

定価1,760円
（本体1,600円） ISBN978-4-8178-4592-4

登

●「今尾恵介流」地形図を楽しむヒント集。
●著者独自の視点から、地形図にまつわる記号などを紹介。
●ネットでは味わえない楽しみ方で日本の風景を浮かび上がらせる。
商品番号：40783
略
号：地形日

記

改訂版

境界の理論と実務

2018年12月刊

商品番号：40310
略
号：境理

A5判上製 684頁

寳金敏明 著

定価7,040円
（本体6,400円） ISBN978-4-8178-4523-8

●土地境界に関する唯一の理論書。初版発行から10年間に蓄積された裁判例
の解釈・判断基準を踏まえ実務に与える影響を分析した改訂版。境界の現
地調査、生成過程、地図や図面などの精度、筆界特定制度や境界に関する
裁判や協議など多数の事項について、法律問題に立脚して言及。

電子書籍有

山林の境界と所有

資料の読み方から境界判定の手法まで
寳金敏明・右近一男 編著
2016年9月刊

商品番号：40644
略
号：山境

B5判 180頁

西田寛・河原光男・西尾光人 著

定価2,200円
（本体2,000円） ISBN978-4-8178-4338-8

●権利関係の明確化が難しい山林の境界判定につき、境界の第一人者と土地
家屋調査士が理論と実務の両面から、その手法と法的問題を解説した唯一
の書。105問のQ&Aで、境界の探索手法、資料の集め方・読み方、境界問
題の是正策、紛争の予防と解決、地籍調査、裁判例の傾向などを解説。

筆界特定事例集3

大阪法務局不動産登記部門地図整備・筆界特定室 編著

2017年9月刊

商品番号：40694
略
号：筆例集3

B5判 244頁

定価2,860円
（本体2,600円）ISBN978-4-8178-4430-9

●大阪の事例を収録した第3巻では、長期未済事件を解消するための「筆界
特定書のコンパクト化」「処理の迅速化」に重点を置いた事例を紹介。筆
界特定登記官が作成する理由の要旨には、原則として、結論（特定した筆
界）の根拠とした主要な事情だけを記載。

電子書籍有
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境界・地図・測量

筆界特定事例集１・２

東京法務局不動産登記部門地図整備・筆界特定室 編著

登

●筆界特定登記官の実務に関するプロセス・留意点がわかる。
●「申請人及び関係人の主張及び根拠～筆界の検討～結論」に至る実務の流
れを紹介。第１巻では、制度運用開始から５年間に蓄積された厳選24事例
を、第２巻では、複雑な事案に対応するための新たな15事例収録。
⑴ 2010年11月刊 B5判 284頁 定価3,080円
（本体2,800円） ISBN978-4-8178-3896-4
商品番号：40415

記

⑵ 2014年2月刊

略号：筆例集

B5判 340頁 定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4137-7
商品番号：40538

略号：筆例集２

事例解説 境界紛争
～解決への道しるべ～

大阪土地家屋調査士会「境界問題相談センターおおさか」編
2016年4月刊

商品番号：40620
略
号：事境

A5判 240頁

定価2,530円
（本体2,300円） ISBN978-4-8178-4295-4

●土地家屋調査士と弁護士による実務視点からの解説書。
●「どこで迷うか」
「何に悩むか」がイメージしやすい対話式での解説を展開。
●「初動のあり方」、
「資料の収集と分析技法」、「手続選択」、「筆界特定手続・
訴訟・ADR」の各留意点を詳説。

調べてみよう
地面のボタンのなぞ
一番えらいボタンをさがせ!!

日本土地家屋調査士会連合会 編
2013年11月刊
商品番号：40535
略
号：ボタン

B5判

36頁

定価1,320円
（本体1,200円） ISBN978-4-8178-4128-5

●地面のボタンはなぜあるの？だれがボタンをつけたの？地面のボタン・測
量などについて専門家が解説。子どもの調べ学習に最適。ボタンがどのよ
うな大切な役割を果たすのか、土地家屋調査士はどのような専門家なのか、
子どもたちに知ってもらうための書籍。

実務者のための
地籍調査作業規程準則逐条解説

國見利夫・猪木幹雄・宮原邦弘 編著

2013年4月刊

商品番号：40497
略
号：地籍逐条

A5判 472頁

定価4,400円
（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4067-7

●第６次国土調査事業十箇年計画に基づき、改正された作業規程準則の解説
書。
●作業規程準則の運用に必要な通達等とともに実務的な運用方法を、理解し
やすいようQ&A形式で解説。
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境界・地図・測量
第2版

絵で見る基準点測量

中堀義郎・國見利夫 著

2011年11月刊

定価4,290円
（本体3,900円） ISBN978-4-8178-3920-6

●図表、地図、イラストを豊富に使用した測量実務解説書。
●基礎編、計画編、現地調査編、計算整理編、維持管理編の構成で、基準点
測量の工程を把握可能。
●「災害時における基準点の移動等」など、震災対応に関する内容を収録。

登

商品番号：40356
略
号：点測

A5判変形 168頁

記

第2版

絵で見る地籍測量

國見利夫・米渓武次・宮口誠司 著

2011年6月刊

商品番号：40357
略
号：籍測

A5判変形 192頁

定価4,290円
（本体3,900円） ISBN978-4-8178-3919-0

●図表、地図、イラストを豊富に使用した測量実務解説書。
●ネットワーク型RTK-GPS法、デジタル方位距離計法、単点観測法などの
測量法に対応。

平成22年改正「準則」準拠

地籍測量

2011年1月刊

商品番号：40414
略
号：地測

國見利夫 著
A5判 340頁

定価3,080円
（本体2,800円） ISBN978-4-8178-3879-7

●地籍測量を初めて担当する測量技術者、都道府県や市区町村の地籍調査担
当者、さらには土地家屋調査士、区画整理事業や土地改良事業に携わる
方々必見の実務書。

土地境界紛争処理のための
取得時効制度概説
土地家屋調査士の立場から
2008年2月刊
商品番号：40311
略
号：境時

B5判 280頁

秋保賢一 監修

馬渕良一 著

定価2,530円
（本体2,300円） ISBN978-4-8178-1339-8

●取得時効に関する判例をもとに、境界紛争に関する取得時効の運用事例と
土地家屋調査士業務との関連を解説。
●筆界と所有権界、占有界の概念についても整理。
●日常業務に関する全50問のQ&Aを収録。
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商業・法人登記

登

Q&A
法人登記の実務

記

●各種登記申請手続の基礎知識を豊富な書式例と丁寧な解説でフォロー。
●審査事務の経験豊富な著者が、押さえておくべき基本的内容をQ&Aで
わかりやすく解説。
●申請書・添付書類の書式例を多数収録。
NPO法人〈第３版〉
2020年4月刊

A5判 256頁

定価3,080円（本体2,800円） ISBN978-4-8178-4645-7

学校法人
2011年10月刊

吉岡誠一 監修

2017年10月刊

A5判 332頁

2020年10月刊

A5判 212頁

352頁

定価3,300円（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4057-8

A5判

定価3,740円（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4126-1

A5判

商品番号：49102

略号：法実２

電子書籍有
商品番号：49103

略号：法実３

電子書籍有
商品番号：49104

略号：法実４

電子書籍有
商品番号：49105

略号：法実５

商品番号：49106

略号：法実６

商品番号：49107

略号：法実７

商品番号：49108

略号：法実８

商品番号：49109

略号：法実9

山中正登 著

272頁

定価2,530円（本体2,300円） ISBN978-4-8178-4131-5

288頁

定価3,080円（本体2,800円） ISBN978-4-8178-4165-0

宗教法人
2014年6月刊

略号：法実１

吉岡誠一 著

A5判 392頁

水産業協同組合
2014年1月刊

商品番号：49101

山中正登 著

事業協同組合
2013年11月刊

吉岡誠一 著

定価2,640円（本体2,400円） ISBN978-4-8178-4685-3

農業協同組合
A5判

山中正登 著

定価3,190円（本体2,900円） ISBN978-4-8178-4380-7

農事組合法人〈第２版〉


2013年2月刊

山中正登 著

A5判 356頁 定価3,520円（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4433-0

医療法人〈第２版〉


電子書籍有

朝倉保彦 著

A5判 196頁 定価2,090円（本体1,900円） ISBN978-4-8178-3951-0

社会福祉法人〈第２版〉


2017年3月刊

吉岡誠一 著

吉岡誠一・辻本五十二 著
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商業・法人登記

事例解説 合同会社の登記

設立、商号・目的・公告方法の変更、本店移転、業務執行社員の加入・
退社、代表社員の変更、業務執行社員等の氏その他の変更、資本金の額
の変更、解散・清算人・清算結了、複合事例、合同会社への種類の変更
泉水悟 著

商品番号：40853
略
号：事合同

定価5,390円
（本体4,900円） ISBN978-4-8178-4710-2

●実例を基に、どのように受任し、何を参考に、どのように考えて処理すべ
きかを示す書。現場の悩み等も交えて解説。
●書式記載例も豊富に掲載。十分な事例を示す書籍が少ない現状において、
実務的見解、運用確立の契機となる一冊。

記

電子書籍有

A5判 476頁

登

2021年3月刊

事例にみる
一般社団法人活用の実務

第2版補訂版

法務・会計・税務・登記

後藤孝典・野入美和子・SUパートナーズ税理士法人 著
2019年3月刊
商品番号：40476
略
号：団活

電子書籍有

A5判 412頁

定価4,070円
（本体3,700円） ISBN978-4-8178-4548-1

●８つの具体的事例で、一般社団法人の活用例と実務を、スキーム図、定款
記載例等を交えて紹介。法務・会計・税務・登記の項目ごとに図表・計算
式・書式等を交えて詳細に解説。平成30年税制改正（相続税・贈与税）、
公証人法施行規則改正に対応した補訂版。

新・株式会社の登記実務
145問と書式解説

吉岡誠一 著
2018年10月刊

商品番号：40736
略
号：株登

A5判

1,032頁

定価10,450円
（本体9,500円） ISBN978-4-8178-4515-3

●登記申請書や添付書面を多数収録。充実した解説による、関係者の必携書。
具体的な設問と明確な根拠が記載されているので、自分で条文や先例を確
認する手間もなく、必要な事例を目次から探すだけで業務がスムーズに行
える。改正省令による株主リスト書式添付など重要事項を詳説。

電子書籍有
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供

託

民事執行及び民事保全制度における
供託実務
事例に基づく執行供託を中心に

登

2018年12月刊
商品番号：40738
略
号：民供

記

電子書籍有

A5判 608頁

森野誠・沼真佐人・加藤寛輝 著

定価5,720円
（本体5,200円） ISBN978-4-8178-4517-7

●供託に関する通達等を踏まえ、民事執行法及び民事保全法において供託が
どのように関わっているのかを詳細に解説。
●具体的な事例と関連付けながら、裁判上の供託、その中でも一番理解しに
くいといわれている執行供託を中心に図表と平易な言葉で解説。

なにわの供託事例集

事例・回答・解説82問とOCR用供託書記載例139
関係図・手続フロー付き
大阪法務局ブロック管内供託実務研究会 編
2018年9月刊
商品番号：40731
略
号：な供事

電子書籍有

A5判

760頁

定価7,150円
（本体6,500円） ISBN978-4-8178-4505-4

●大阪法務局ブロック管内の職員が実際に経験し、照会を受けた事例を基に
した内容。
●実務上の総合的な検討問題82事例とOCR用記載例139記載例を収録。
●関係図や手続の流れ図などを織り交ぜながら、丁寧に解説。

供託実務事例集

東京法務局ブロック管内供託実務研究会 編

2014年11月刊

A5判 292頁

定価2,970円
（本体2,700円） ISBN978-4-8178-4199-5

●解説書が少なく根拠法令も多岐にわたり、日々対応に苦慮する「供託」に
つき、著者が様々な事件を通して身につけた知識を、事例として紹介。
●具体的なイメージができるよう図解や資料を交えながら丁寧に解説。
商品番号：40571
略
号：供例集
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出入国管理・外国人

入管関係法大全
立法経緯・判例・実務運用

出入国管理法令研究会 編著

第１巻：１ 逐条解説〈第２版〉

2023年３月刊行予定

A5判 348頁

定価3,630円（本体3,300円） ISBN978-4-8178-4750-8

商品番号：40897

略号：入大２

●高度専門、介護等、平成26年以降の入管法改正を網羅。
●各資格を別表順で詳細に解説。
●脚注における「国会答弁」
「入管白書」
「指針」「報告書」「参考文献」等の根拠
も充実。

出入国在留管理

第２巻：２ 在留資格〈第２版〉

2021年10月刊

第３巻：３ 技能実習法／４ 特定技能
2022年３月刊

A5判 492頁

定価5,060円（本体4,600円） ISBN978-4-8178-4785-0

商品番号：40898

略号：入大３

●「技能実習資格」について、技能実習法の条文（全115条）ごとに逐条的に解
説。
●「特定技能資格」について、各入管法本文の関連規程のほか、同法施行規則、
上陸基準省令の関連既定、運用要領をまとめて、経緯から実務まで網羅的に解
説。さらには今後の展開についても言及。
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出入国管理・外国人

注解・判例 出入国管理実務六法
令和４年版

出入国管理法令研究会 編
2021年11月刊

商品番号：50003
略
号：4入管

A5判上製箱入 1,908頁

定価7,150円
（本体6,500円） ISBN978-4-8178-4764-5

●関連する約230本の法令・告示、条約等を集約。基本法令には、参照条文、
逐条解説及び参考判例要旨を付した、この分野では唯一の法令集。
●出入国管理及び難民認定法施行規則について、５つの改正省令を反映。特
に大きく変更された別記様式の改訂に対応。

特定技能制度の実務
出入国在留管理

入管・労働法令、基本方針、分野別運用方針・要領、
上乗せ告示、特定技能運用要領、審査要領
山脇康嗣 著
2020年5月刊

商品番号：40815
略
号：特技

電子書籍有

A5判 884頁

定価9,020円
（本体8,200円） ISBN978-4-8178-4646-4

●入管法改正により創設された「特定技能制度」について詳説。入管法と労
働法が交錯する接点についても徹底解説。分野横断的かつ重層的理解が可
能となる実務必携書。弁護士、行政書士、社会保険労務士、特定技能外国人の
受入企業、登録支援機関、職業紹介事業者等の実務に必要な情報を完全網羅。

ひと目でわかる
外国人の入国・在留案内

外国人の在留資格一覧
2020年1月刊
商品番号：40065
略
号：在案

B5判 380頁

17訂版

出入国管理関係法令研究会 編
定価4,180円
（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4617-4

●在留資格ごとに「資格該当性の基準」を五段組一覧表形式にまとめて掲載。
●平成30年法律102号の施行（平成31年４月１日施行）に伴い見直し、「特定
技能」に係る14分野の「要件適合審査チェックリスト（立証資料含む）」
を収録した最新版。

外国人の受入れと日本社会

髙宅茂・瀧川修吾 著

2018年10月刊

商品番号：40729
略
号：外受

四六判 336頁

定価2,750円
（本体2,500円） ISBN978-4-8178-4503-0

●「現状の制度はどうなっているのか？」
「優秀な外国人を確保するにはどう
すればよいのか？」
「たくさんの外国人が来ても軋轢が生じないようにする
にはどうしたらよいのか？」等、現在の法制度の仕組み・歴史的背景から今
後の展望までを、法律学者（元法務省入国管理局長）と政治学者が紐解く。

電子書籍有
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出入国管理・外国人

技能実習法の実務
2017年9月刊

商品番号：40690
略
号：技実法

A5判 356頁

山脇康嗣 著

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4422-4

●平成29年11月1日施行の「技能実習法」につき、入管関連実務に精通した
著者が丁寧に解説。図解を多用し、外部監査の詳細な項目やチェックすべ
き書類等のノウハウも公開。
●監理団体及び実習実施者の届出・書式についても掲載・解説。

電子書籍有

外国人のための
国際結婚手続マニュアル

改訂

商品番号：40420
略
号：国際結婚

電子書籍有

A5判 328頁

佐野誠・宮川真史 著

定価3,190円
（本体2,900円） ISBN978-4-8178-4439-2

●国際結婚に必要な手続や法律知識、必要書類から、配偶者の国籍が中国・
韓国・フィリピンの場合の国際結婚手続、在留手続の基礎までを、この一
冊に網羅。「日本人と外国人の結婚」「国籍が異なる外国人同士の結婚」
「結婚後の在留手続」「離婚」のテーマ別にケース紹介を収録。

出入国在留管理

2017年11月刊

外国人のための
起業・会社設立支援マニュアル
改訂

佐野誠 著

2015年9月刊

商品番号：40392
略
号：外援

A5判 300頁

定価2,530円
（本体2,300円） ISBN978-4-8178-4250-3

●日本で起業・会社設立を目指す外国人から相談を受ける実務家に向けて、
会社設立、投資経営ビザ申請手続、会社運営等についてわかりやすく解説。
●外国人の起業を成功に導く法律知識と専門ノウハウを余すことなく収録。

外国人研修・
技能実習生支援マニュアル

佐野誠・秋山周二 著

2013年5月刊

商品番号：40505
略
号：外研

A5判 224頁

定価2,420円
（本体2,200円） ISBN978-4-8178-4080-6

●「受入れから労務管理まで」雇用の実務をこの一冊に網羅。
●在留資格の中でも特に複雑さを極める「研修と技能実習」に特化。
●技能実習生に適用される労働関係法令や社会保険の重要ポイントについて
も記述。
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出入国管理・外国人

出入国管理制度ガイドブック
2017年8月刊

商品番号：40688
略
号：出入ガ

B5判 360頁

畠山学 著

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4417-0

●出入国管理に精通した著者の政策、法令、実務にわたる幅広い知識と経験
がまとまった一冊。重要なキーワードを厳選し、理解を促すよう平易にわ
かりやすく解説。入管手続の要件や流れに関するチャート図や豆知識など、
様々な角度からの説明も充実。

電子書籍有

出入国在留管理

実務裁判例
出入国管理及び難民認定法
2016年12月刊

商品番号：40655
略
号：判入

B5判 324頁

●過去10年に発出された700件の判例につき、「出入国管理関連」「難民認定
制度関連」「行政行為、行政訴訟関連」の大きく３つに整理し収録。
●各判例の冒頭に内容を簡略化した見出しを付してあるので、探したい判例
を容易に検索可能。

外国人のための
入国・在留手続の手引
2013年7月刊

商品番号：40034
略
号：在留

多賀谷一照 編著

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4356-2

A5判 372頁

９訂版
出入国管理法令研究会 編

定価3,410円
（本体3,100円） ISBN978-4-8178-4093-6

●入国・在留手続を和英対訳で、必要な要件や提出書類も交えて解説。
●申請者の立場を考えて内容を見直し、最近の関連法令の改正に対応。
●申請書等の様式及び記載例、入国管理署一覧も収録。

入管法判例分析
2013年2月刊

A5判上製 496頁

山脇康嗣 著
定価5,500円
（本体5,000円） ISBN978-4-8178-4060-8

●申請取次行政書士の経験を持つ弁護士が、入国・在留審査要領や通達等に
基づく「実務運用の観点」、憲法・行政法及び国際人権法等の「理論的な
観点」の両面から重要41判例を徹底分析。
商品番号：40494
略
号：入管判例
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出入国管理・外国人╱住民基本台帳事務
改訂

はじめての入管法

新しい外国人住民制度

黒木忠正 著
2012年8月刊

商品番号：40407
略
号：入法

A5判 276頁

定価2,640円
（本体2,400円） ISBN978-4-8178-4009-7

●複雑・難解な関係法令をわかりやすく平易に説明。
●中長期在留者、特別永住者の様々な届出・申請に関する、期間、窓口、
怠った場合等の罰則、怠った場合の行政処分を一覧にまとめた「在留中の
諸手続一覧表（B4サイズ）」を収録。

令和４年版

住民基本台帳六法
市町村自治研究会 監修

2021年12月刊 A5判上製箱入2巻組 3,016頁 定価8,800円（本体8,000円） ISBN978-4-8178-4765-2

商品番号：50002
略
号：４住基

●住民基本台帳法に関連する多数の法令をはじめ、通知等も多数収録。憲法、
基本法、関係法、参考、事務処理要領等、個人番号カード、法令施行等、
公的個人認証、印鑑、住居表示の10編に分類。通知・事務連絡等について、
年月日、通知番号等の検索が容易にできる、年月日別索引を収録。

行

８訂版

東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会・
住民基本台帳事務手引書作成委員会 編著

2018年10月刊

A5判 508頁

政

初任者のための住民基本台帳事務

商品番号：40043
略
号：事務

出入国在留管理

法令編／通知・実例編

定価5,170円
（本体4,700円） ISBN978-4-8178-4519-1

●マイナンバー制度に対応した改訂版。関係業務のあらましや事務の流れ、
住民票の事務処理方法等の基礎知識を解説。また、住民票の写し、住民の
届出と転出・転入・転居、世帯変更、職権処理、通知事務や戸籍の附票の
処理方法等をQ&Aで詳細に解説。実務で役立つ用語の解説等も収録。

9訂版

住民記録の実務

東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会・
住民基本台帳事務手引書作成委員会 編著

2018年6月刊

商品番号：40080
略
号：記録

A5判 708頁

定価6,050円
（本体5,500円） ISBN978-4-8178-4486-6

●マイナンバー制度、外国人住基事務について、最新の実務に対応。通知
カード、マイナンバーカードに係る事務を追加し、マイナンバーカードに
標準搭載されている電子証明書についても解説。マイナンバーの記載欄が
加わった各種帳票の記載例を多数収録。
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住民基本台帳事務／教育・学校

窓口業務のすすめ
Q&A 外国人住民基本台帳事務

市町村自治研究会 編著

2018年4月刊

商品番号：40711
略
号：窓外住

電子書籍有

A5判 252頁

定価2,860円
（本体2,600円） 978-4-8178-4468-2

●蓄積された具体事例を中心に、質疑応答形式で解説した、窓口事務担当者
の必携書。
●各Q＆Aには、実務上のポイントや参照法令等も登載。
●外国人住民基本台帳事務と入国・在留管理業務についても収録。

自治体担当者のための
外国人住民基本台帳事務Q&A集

市町村自治研究会 編著

2016年3月刊

商品番号：40619
略
号：自外住

A5判 200頁

定価2,200円
（本体2,000円） ISBN978-4-8178-4294-7

●「通知カード・マイナンバーカード」の内容を登載。実務の疑問について
詳細に解説。容易に検索できるようQ&Aを項目別に整理・分類。
●外国人住民に係る「通知カード・マイナンバーカード」等の取扱いについ
ても収録。

行

第２版

学校内弁護士

政

学校現場のための教育紛争対策ガイドブック
神内聡 著
2019年8月刊

商品番号：40641
略
号：学弁

A5判 240頁

定価2,640円
（本体2,400円） ISBN978-4-8178-4581-8

●学級担任を務める弁護士が教える、活きた教育紛争対策サポートブック。
●学級担任・部活動顧問・学年主任等、現場の教員が直面するそれぞれの法
的問題をはじめ、教育紛争の初期対応や保護者のクレーム対応等を類型化
し、教育現場の実情を知る弁護士として法的予防策・解決策を提示。

電子書籍有

スクールロイヤー

学校現場の事例で学ぶ教育紛争実務Q&A170
神内聡 著
2018年7月刊

商品番号：40726
略
号：スクロ

A5判 488頁

定価4,950円
（本体4,500円） ISBN978-4-8178-4494-1

●東京都の私立高校に勤務する現役教師でありながら弁護士資格も持つ、日
本で最初の「学校内弁護士」が、学校現場の問題をQ&Aで解説。
●「教師」と「弁護士」双方の視点で法的予防策・解決策を示す、学校問題
に関わる全ての人のための170問。

電子書籍有
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教育・学校／社会保障・社会福祉

Q&A 学校部活動・体育活動の法律相談

事故予防・部活動の運営方法・注意義務・監督者責任・損
害賠償請求
白井久明・片岡理恵子・高松政裕・宮田義晃 著
2017年12月刊
商品番号：40704
略
号：部活

電子書籍有

A5判 284頁

定価2,750円
（本体2,500円） ISBN978-4-8178-4449-1

●事故予防、部活動の運営方法から注意義務、監督者責任、損害賠償請求ま
で、Q&Aでポイントを解説。実務家及び学校関係者の必読書。
●学校での部活動、課外活動、体育授業などに特化して、教職員や引率者が
認識しておくべき法律問題を、弁護士の視点で解説。

新しい学校法務の実践と理論
教育現場と弁護士の効果的な連携のために

山口卓男 編著
2014年11月刊

商品番号：40568
略
号：学法

A5判 240頁

定価2,750円
（本体2,500円） ISBN978-4-8178-4194-0

●組織内弁護士の設置、弁護士による教員のための相談窓口の常設などの
「制度的な工夫」について解説。事件・事故の予防から発生時の混乱収束、
情報管理、児童・生徒のケア、保護者との折衝、教職員の処遇等に至るま
での専門的な法律知識・紛争解決技能が身につく一冊。

行

児童相談所弁護士による実践的対応と書式
2020年11月刊
商品番号：40846
略
号：虐実

電子書籍有

A5判 408頁

政

子ども虐待対応
法的実務ガイドブック

根ケ山裕子 編著

定価4,730円
（本体4,300円） ISBN978-4-8178-4691-4

●現場からのよくある質問に、児童相談所弁護士が答えるQ＆A122問。子
ども虐待対応のみならず、施設入所中の子どもへの対応、非行少年への法
的対応（家庭裁判所送致等）など児童相談所の実務全般を解説。引き続い
ての一時保護の承認を求める審判、特別養子縁組など法改正にも対応。

Q&A
実務家が知っておくべき社会保障
障害のある人のために

佐々木育子 編著
板野陽一・小久保哲郎・藤井渉・藤岡夕里子 著

2017年10月刊
商品番号：40695
略
号：Q社障

電子書籍有

A5判 484頁

定価5,060円
（本体4,600円） ISBN978-4-8178-4431-6

●各分野の実務に習熟した執筆陣が、「法律実務家であれば押さえておきた
い」制度と手続について解説した、今までにない、体系的な障害者支援の
ための実務書。支援をめぐって生じる様々な法的問題を全56問のQ&Aで
網羅的に収録。理解を助ける図表、受給金額の算出式も多数収録。
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社会保障・社会福祉／自治体・地方自治一般

Q&A
実務家が知っておくべき社会保障
働く人・離婚する人・高齢者のために

佐々木育子 編著
赤石千衣子・天野高志・大矢さよ子・小久保哲郎・山本宏子 著
2014年5月刊

商品番号：40549
略
号：Ｑ社

A5判 432頁

定価4,840円
（本体4,400円） ISBN978-4-8178-4157-5

●保険や年金、生活保護、児童扶養手当などの各分野の実務に習熟した執筆
陣が、
「法律実務家であれば押さえておきたい」制度と手続について、78
問のQ&Aで解説。
●労働、離婚、高齢者に関する「相談を受けるであろう事例」を収録。

生活保護ハンドブック

「生活保護手帳」を読みとくために

池谷秀登 著
2017年2月刊

商品番号：40663
略
号：生ハン

A5判 384頁

定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4369-2

●生活保護手帳等の膨大な実施要領・各種通知の実務での活用や、体系的な
知識・理解の不足を補うために、まず一読しておきたい一冊。現場の実情
や運用に沿った内容構成で、生活保護手帳等の根拠となる部分も明示した
解説となっているので、日々の業務で疑問・悩みが生じたときにも役立つ。

電子書籍有

行
政

QA自治体の
下水道に関する法律実務

関係法律、公共下水道事業・整備、工事請負契約、近隣対応
本多教義 著
2021年7月刊
商品番号：40879
略
号：Q下水

電子書籍有

A5判 280頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4741-6

●公共下水道事業を中心とした下水道事業について、法的観点から、Q＆A
でその内容を解説するとともに、実務上生ずる問題点を説明。下水道の成
り立ち、関係法律、契約から管理問題、近隣対応など幅広く収録。
●関係する裁判例も随所に掲載。訴訟リスクの検討にも有用。

地方財政の歴史を変えた8つの物語

小西砂千夫 著

2019年11月刊

商品番号：40790
略
号：地方歴

四六判 300頁

定価2,640円
（本体2,400円） ISBN978-4-8178-4601-3

●地方財政の歴史の転換点を物語として書き下ろした入門書。
●地方財政の制度形成において、どのような議論があったかなど、その当時
の書物の重要なエピソードを厳選して、わかりやすく掘り下げ、過去を再
現できるような人間ドラマとして書き起こした全８章の物語。

電子書籍有
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自治体・地方自治一般

自治体が
原告となる
訴訟の手引き
●「①回収すべき債権があるのに自治体内に必要な知識がないから訴訟を
起こせない→②訴訟が起きないから自治体債権の管理・回収に関する判
例が少ない→③判例が少ないから文献が少ない→④文献が少ないから自
治体職員が必要な知識を得られない→①に戻る」といった悪循環を断ち
切るためのシリーズ。
●地方自治体が原告となって訴訟を提起する場合に、どのように訴状を作
成し、提出したらよいか、具体的事例を挙げ、書式を示して説明。

行

福祉教育債権編
A5判 360頁

東京弁護士会自治体等法務研究部福祉教育債権班 著
定価3,520円（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4415-6

商品番号：40686

略号：自原福

政

2017年8月刊

財産管理・契約編

公有財産の管理と契約の実務
2020年2月刊

A5判 344頁

東京弁護士会自治体等法務研究部財産管理・契約班 著

定価3,960円（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4628-0

商品番号：40803

略号：自原契

電子書籍有

民法改正編・貸付金編

債権法改正が自治体実務に与える影響
東京弁護士会自治体等法務研究部民法改正班・貸付金班 著
2020年3月刊

A5判 360頁

定価3,960円（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4633-4

商品番号：40810

略号：自原貸

電子書籍有

公営住宅編
2021年7月刊

A5判 648頁

東京弁護士会自治体等法務研究部公営住宅班 著
定価7,590円（本体6,900円） ISBN978-4-8178-4743-0

商品番号：40852

略号：自原住

電子書籍有
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自治体・地方自治一般

まちづくり構造改革Ⅱ
あらたな展開と実践

中村良平 著
2019年2月刊

商品番号：40749
略
号：まち構２

A5判 248頁

定価2,200円
（本体2,000円） ISBM978-4-8178-4529-0

●本書の姉妹図書（基礎編）である「まちづくり構造改革～地域経済構造を
デザインする（2014年３月刊）」で解説した基礎知識をベースに、各自治
体が持っている地域活性化のタネをどのように活かしていけば良いのかを
具体的事例で解説した応用編。

電子書籍有

まちづくり構造改革
地域経済構造をデザインする

中村良平 著
2014年3月刊

商品番号：40543
略
号：まち構

A5判 240頁

定価1,980円
（本体1,800円） ISBN978-4-8178-4147-6

●地域産業関連を読み解く、地域創生の指南書。
●経済産業省における「地域経済研究会」委員として参加した著者が、当時
のスタッフと一緒に作り上げた「地域経済構造分析」をベースに更に展開。
●地域経済を活性化させ、かつ効果を持続させるための具体的手法を解説。

電子書籍有

行

五訂版

前科登録と犯歴事務

政

2016年9月刊

商品番号：40155
略
号：犯歴

A5判 376頁

冨永康雄 著

定価4,290円
（本体3,900円） ISBN978-4-8178-4333-3

●実務解説、実務資料、先例集の流れで、自治体における身分証明事務に直
結する犯罪人名簿に関する事務について具体的にわかりやすく解説。
●検察庁において犯歴事務を所管していた著者による執筆。
●人の資格制限に関する法令一覧表が充実。

これだけは知っておきたい
公用文の書き方・用字用語例集

第２版

渡辺秀喜 著

2016年3月刊

商品番号：40442
略
号：公用文

B5判 264頁

定価2,530円
（本体2,300円） ISBN978-4-8178-4290-9

●実務に即した文例で、読みやすい文書を作るコツ、間違いやすいポイント
を解説。用字用語例集（類似語を含む。）は、約7500語を収録。
●文書によるトラブル回避の参考として、法務局職員・自治体職員・土地家
屋調査士等の実務家にも好評。文書の起案が苦手な方への研修に最適。
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自治体・地方自治一般／遺言・相続

公証実務の基礎知識
行政証明と参考様式集

長谷部謙 著
2013年4月刊

商品番号：40503
略
号：行戸３

A5判 404頁

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4077-6

●幅広い証明実務を網羅した一冊。
●長年地方行政に携わり、行政に関する著作も多数執筆している著者が、関
係各種行政証明について、参考様式を掲げながら解説。
●各証明事務の解説に続けて参照すべき通達を収録。

全訂第三版補訂

相続における戸籍の見方と登記手続

髙妻新・荒木文明・後藤浩平 著

2022年4月刊 A5判上製箱入り 1,624頁 定価15,400円（本体14,000円） ISBN978-4-8178-4797-3

商品番号：40039
略
号：相戸

●相続適格者認定上必須の戸籍の見方を、ひな形、図表とともに191問のQ
＆Aでわかりやすく解説。相続登記について、申請書等のひな形を示して
わかりやすく解説し53事例を収録。
●改訂第二版刊行から10年の間の法改正や戸籍のコンピュータ化等に対応。

行

新旧民法・相続キーワード215
末光祐一 著
2021年12月刊

定価2,750円
（本体2,500円） ISBN978-4-8178-4774-4

●年代別の民法の変遷と相続の関係を図表とともにコンパクトに整理。
●相続人特定チェックリストなど、実務的なツールも収録。
●改正相続法のみならず、旧民法の相続や、旧民法施行前の相続を理解する
うえで必要不可欠な「キーワード」を網羅し、事例や表を交えて解説。

事

家庭裁判所における
遺産分割・遺留分の実務

家

商品番号：40886
略
号：相キ

A5判 240頁

政

相続法変遷・相続人特定チェックリスト付き

第４版

2021年12月刊

商品番号：40394
略
号：遺分

A5判 664頁

岡武・管野眞一 編著

定価5,060円
（本体4,600円） ISBN978-4-8178-4755-3

●実務運用の解説→ 設例解説→ 裁判例紹介の内容構成で実務を詳解。特に
遺産分割調停にスポットを当て、留意点を丁寧に解説する唯一の書。
●第４版では、改正相続法、令和３年改正民法・不動産登記法を踏まえた最
新の実務を詳解。改正法と家裁実務をさらに深く丁寧に掘り下げる。
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遺言・相続

遺言執行者の職務と遺言執行の要否
改正法を踏まえた実務詳解

岡武 著
2021年10月刊

商品番号：40864
略
号：遺執要否

A5判 348頁

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4748-5

●遺言類型毎に遺言執行者の職務及び執行の要否について、平成30年相続法
改正を反映し、詳細に解説した一冊。『第２版 家庭裁判所における成年
後見・財産管理の実務（2014/7）』の第４編「遺言執行者」部分を書式を
含め大幅加筆し全面改訂。新法による正しい遺言内容実現のための一冊。

終活・遺言・相続
法律相談の準備と工夫

64の相談例から学ぶ、信頼を得るための基礎知識
藤井薫 著
2021年10月刊
商品番号：40893
略
号：終法

電子書籍有

A5判 316頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4760-7

●法律相談の具体例をベースに、短い時間で相談者との信頼関係を形成する
コツや、相談内容の予測、接遇マナーまでが身に付くような工夫を紹介。
●理解の後押しとなる豆知識、うんちく、医学知識、統計等を記載した読み
ごたえ抜群の内容。

デジタル遺品の探しかた・
しまいかた、残しかた＋隠しかた

身内が亡くなったときのスマホ・パソコン・SNS・ネット
証券・暗号資産等への対応や、デジタル終活がわかる本
2021年10月刊

家

商品番号：40888
略
号：デジ遺品

事

電子書籍有

四六判 204頁

伊勢田篤史・古田雄介 著

定価1,980円
（本体1,800円） ISBN978-4-8178-4754-6

●家族が亡くなった際に、いかにしてデジタル遺品を探して処理すべきかを
中心に解説。デジタル遺品の対象物ごとに「探しかた」「しまいかた（処
理のしかた）」「残し方」の順で解説。当事者でも読めるよう、平易にわか
りやすく解説。理解促進から相談対応まで幅広く活用できる一冊。

法律家のための遺言・遺留分実務のポイント

遺留分侵害額請求・遺言書作成・遺言能力・信託の活用・
事業承継
森公任・森元みのり 著
2021年6月刊

商品番号：40858
略
号：遺分ポ

電子書籍有

A5判 352頁

定価4,290円
（本体3,900円） ISBN978-4-8178-4729-4

●遺留分侵害額請求について、事件処理に必要な論点を広く網羅。要件事実
や立証書類等、代理人としての主張立証活動に重点をおいて解説。
●改正相続法を踏まえた「一歩先を行く遺言書の作成方法」を取り上げ、あ
わせて改正相続法に対応した遺言執行・遺留分対策についても言及。
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遺言・相続

弁護士のための遺産相続実務のポイント
遺産分割・遺言無効・使途不明金ほか遺産分割の付随問題

森公任・森元みのり 著
2019年6月刊

商品番号：40761
略
号：遺産ポ

A5判 456頁

定価4,950円
（本体4,500円） ISBN978-4-8178-4565-8

●著者が実際に扱った事案等をもとに、要件事実や立証書類等、代理人とし
ての主張立証活動に重点をおいて解説。預金の無断引き出しに関連する使
途不明金訴訟、遺言無効のほか、葬儀費用、相続後の建物利用関係、事業
承継等、遺産分割の関連問題を幅広く収録。

電子書籍有

ストーリーと裁判例から知る
遺言無効主張の相談を受けたときの留意点

藤井伸介・志和謙祐・尾﨑由香・山田和哉・岡村峰子 著

2020年12月刊

商品番号：40841
略
号：遺言無効

電子書籍有

A5判 332頁

定価3,630円
（本体3,300円） ISBN978-4-8178-4689-1

●相談・訴訟の準備段階から訴訟終了までの留意点を、事件処理のストー
リーに当てはめて説明。受任前の相談時、資料収集、資料の検討といった
初期段階の手続について、書式を含めて解説。近年の遺言無効確認訴訟に
おける裁判例について、動向を解説するとともに、31件の重要判例を紹介。

事例でわかる 過去から現在の
相続に関する法律と実務

明治、大正、昭和、平成、令和 旧民法施行前・旧民法・
応急措置法・新民法・改正民法等
2020年9月刊

●明治から令和に至る、過去から現在の約130年以上にわたる各時代の親族
や相続に関する規律について解説した書。時代ごとの原則と特例、注意す
べき事柄などがわかる。改正相続法に関する事例や相続の放棄、特別受益、
寄与分、遺留分、相続分の譲渡、相続人不存在などの事例も収録。

事例でわかる 基礎からはじめる
旧民法相続に関する法律と実務

事

電子書籍有

末光祐一 著

定価5,170円
（本体4,700円） ISBN978-4-8178-4674-7

家

商品番号：40834
略
号：過現相続

A5判 460頁

民法・戸籍の変遷、家督相続・遺産相続、戸主、婿・養子、
継子・嫡母庶子、入夫、相続人の特定、所有者不明土地
商品番号：40766
略
号：事旧民

電子書籍有

2019年5月刊

A5判 384頁

末光祐一 著

定価4,180円
（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4568-9

●旧民法そのものに焦点を当て、親族、相続に関する129の具体的事例を示
しつつ、旧民法の条文に基づいて、論点を整理しながら、平易にわかりや
すく解説。
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事例でわかる戦前・戦後の新旧民法
が交差する相続に関する法律と実務
家督相続人不選定・家附の継子の相続登記、家督相続、遺産相続、絶家、隠居

末光祐一 著
2017年9月刊
商品番号：40689
略
号：新旧相

電子書籍有

A5判 344頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4420-0

●新旧民法の交差する相続に関する、判例・先例・実例を網羅した一冊。
●具体的な94事例を収録・図表を多用し、相続開始時を基準に「誰が、どの
ように相続するか」をわかりやすく解説。
●長期相続登記未了の不動産が増加している現在における必読書。

法務局に預けて安心！
遺言書保管制度の利用の仕方
2020年7月刊

商品番号：40826
略
号：遺言保管

電子書籍有

A5判 132頁

碓井孝介 著

定価1,540円
（本体1,400円） ISBN978-4-8178-4659-4

●新制度の全体像から遺言書の作成、保管申請書類の記入の仕方・添付書類
の揃え方、保管後の活用の仕方までを平易に解説。相談対応にも実務にも
活用できる便利な一冊。本制度では受付不可とされている遺言書の形式に
ついても明示。改正相続法、遺言書保管法とその関係法令に完全対応。

実践調停 遺産分割事件

第２巻

改正相続法を物語で読み解く

岡武・細井仁・飯野治彦 著
2020年6月刊

家

商品番号：40821
略
号：実調遺2

A5判 332頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4652-5

●改正相続法下の遺産分割の解決手法をストーリーと解説で描く一冊。特別
寄与料、配偶者居住権、預貯金の払戻しなど改正相続法に則した実務が理
解できる。改正法Q＆A、実務論点、ポイント等実務で使える設問を物語
の随所にて紹介。具体的な申請書や調停条項準備書面等も収録。

事

電子書籍有

実践調停 遺産分割事件
物語から読み解く調停進行と実務

岡武・細井仁・飯野治彦 著
2016年11月刊

商品番号：40646
略
号：実調遺

A5判 420頁

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4342-5

●相続人の死亡、相続分譲渡・放棄による排除、使途不明金や妻の介護負担、
代償金支払等、遺産分割のリアルと解決手法をストーリーで再現。
●調停申立書、主張整理表等の実務上参考となる書式も多数掲載。
●『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』の実践編。
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遺言・相続
第３版

実務 相続関係訴訟

遺産分割の前提問題等に係る民事訴訟実務マニュアル
田村洋三・小圷眞史 編著
北野俊光・雨宮則夫・秋武憲一・浅香紀久雄・松本光一郎 著
2020年6月刊

商品番号：40628
略
号：相訴

電子書籍有

A5判 584頁

定価6,380円
（本体5,800円） ISBN978-4-8178-4655-6

●６つの訴訟分類ごとに、意義、請求（訴訟物）と請求の趣旨、請求原因、
主な抗弁、再抗弁等、考えられる立証方法、訴訟法上の問題点等について、
具体的な記載例を掲げて解説。民法の相続関係規定の改正及び遺言書保管
制度の新設等に対応の改訂版。

デジタル遺産の法律実務Q＆A

北川祥一 著

2020年1月刊

商品番号：40805
略
号：デジ遺産

A5判 216頁

定価2,530円
（本体2,300円） ISBN978-4-8178-4620-4

●終活・遺言・相続の場面で相談事例が増えている『デジタル遺産』につい
て、探知、調査の時期・方法から法的対応、解決まで、法律専門家による
深い法的分析に基づく「現行法の枠組みの中での指針」を提示。
●本人・相続人・企業など様々な立場からの相談にこたえる一冊。

電子書籍有

新しい相続制度の解説

改正相続法の解説と相続制度のあらまし
小池信行 監修
吉岡誠一 著
2019年10月刊

●これまでの相続制度の概要だけでなく、改正事項が相続制度全体の体系の
中でどの部分に位置するのか、その改正がなぜ必要であったかまでを正確
に理解することができる一冊。特に、法務局の遺言書保管制度については、
法務局（審査側）目線での解説がなされた貴重な書。

３訂

終活にまつわる法律相談

事

電子書籍有

定価2,420円
（本体2,200円） ISBN978-4-8178-4595-5

家

商品番号：40791
略
号：新相制

A5判 216頁

遺言・相続・相続税

安達敏男・吉川樹士・吉川康代 著
2019年10月刊

商品番号：40569
略
号：終活

A5判 408頁

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4590-0

●昨今相談が急増している、「高齢者の終活にまつわる法的問題」「円滑な相
続につなげるための遺言書作成」「現代型の遺産分割問題」「相続税及び贈
与税の税制改正に係る問題点」等を中心として取り上げたQ&A解説書。
●改正相続法に対応。具体的な事例を用いた71問を収録。

電子書籍有
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司法書士のための遺産承継業務
中立型調整役業務の理論と実務

佃一男 著
2019年6月刊

商品番号：40770
略
号：遺承継

A5判 260頁

定価2,860円
（本体2,600円） ISBN978-4-8178-4572-6

●典型的事例を題材に、具体的解説が施された一冊。中立型調整役業務に基
づく遺産承継業務について、事例をもとに解説。
●永年の実務経験に基づく、詳細な資料も多数収録。

電子書籍有

改正相続法と家庭裁判所の実務

岡武・管野眞一 著

2019年10月刊

商品番号：40784
略
号：相家裁

A5判 328頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4587-0

●改正相続法の内容を遺産分割の段階的進行モデルを基に、手続の流れと要
点を詳述した実務書。遺言、特に「特定財産承継遺言」の性質に留意し、
遺言による分割方法の枠組みをフローチャートや設例を用いてわかりやす
く解説。さらに、改正後の遺留分制度・遺留分侵害額請求につき、詳説。

電子書籍有

東京家庭裁判所家事第5部（遺産分割部）に
おける相続法改正を踏まえた新たな実務運用

（家庭の法と裁判号外）

東京家庭裁判所家事第5部 編著
2019年6月刊

家

商品番号：40769
略
号：家判家事

事

電子書籍有

B5判 172頁

定価2,530円
（本体2,300円） ISBN978-4-8178-4560-3

●改正相続法による預貯金の払戻し、配偶者居住権、特別の寄与などの家裁
での新しい実務と書式等を詳解。
●東京家庭裁判所における申立記載例等の書式も収録。

相続前、相続後、申告・納期限経過後の３段階からみる

相続と税の実務に関する32ポイント

岡田俊明 編著

2019年5月刊

商品番号：40759
略
号：相前後

A5判 152頁

定価1,980円
（本体1,800円） ISBN978-4-8178-4554-2

●相続と税に関する実務において、相続前、相続後、申告・納期限経過後の
３段階のそれぞれの場面で、見落としがちなポイントをコンパクトにまと
めた一冊。税務に詳しい弁護士や大学教授、国税調査官OBの税理士など
による多様な視点から実務のポイントを解説。
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「在日」の相続法
その理論と実務
2019年4月刊

商品番号：40758
略
号：在日相

電子書籍有

A5判 696頁

趙慶済 著
定価9,020円
（本体8,200円）ISBN978-4-8178-4553-5

●日本・韓国・北朝鮮の国際私法・家族法・身分登録法並びに判例を網羅し、
「在日」の相続法を解明した著者の渾身の書。
●必要となる相続証明書は何かを整序し、実務上の対応を解説。
●統計・表（法令）・記載例（韓国身分登録簿関連）一覧を巻末に収録。

Q&Aでマスターする
相続法改正と司法書士実務
重要条文ポイント解説162問

東京司法書士会民法改正対策委員会 編
2018年12月刊
商品番号：40747
略
号：改司

電子書籍有

A5判 392頁

定価4,070円
（本体3,700円） ISBN978-4-8178-4532-0

●多岐にわたる相続法改正が実務に与える影響を、司法書士の視点からポイ
ントを絞って解説。全162問のQ&Aのうち、新法と対照可能な旧法の条文
があるものについては、解説の冒頭に新旧対照表を掲載。登記実務に関し
て、制度の運用開始と同時に対応できるよう、具体的な事例を設定し解説。

図解でわかる 改正相続法入門

碓井孝介 著

2018年12月刊

定価1,540円
（本体1,400円） ISBN978-4-8178-4531-3

●相続法改正の全体像を２時間でチェックできるよう、各項目を見開きで完
結して解説。配偶者居住権、遺産分割、自筆証書遺言、遺言執行者、相続
の効力、遺留分、相続人以外の者の貢献の７つのテーマごとに整理し、現
行法の問題点から改正内容を解きほぐす。

事

電子書籍有

家

商品番号：40748
略
号：図改正

A5判 148頁

相続実務が変わる！
相続法改正ガイドブック

安達敏男・吉川樹士・須田啓介・安重洋介 著

2018年9月刊

商品番号：40730
略
号：相改ガ

電子書籍有

A5判 280頁

定価2,640円
（本体2,400円） ISBN978-4-8178-4504-7

●相続法改正後の実務を手早く・手堅く知ることができる一冊。具体例の設
問と図表を多数交えながら“改正前の相続実務”と“改正後の相続実務”
が一目で比較できるよう解説。改正に関する要綱仮案、中間試案、法制審
議会部会の議事録、関連書籍や論文等から相続法改正を徹底分析。
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遺言・相続
第3版

Q&A 遺言・信託・任意後見の実務
公正証書作成から税金、遺言執行、遺産分割まで

雨宮則夫・寺尾洋 編著
2018年8月刊
商品番号：40471
略
号：Q遺信

電子書籍有

A5判 536頁

定価5,060円
（本体4,600円） ISBN978-4-8178-4496-5

●公証役場発、遺言作成実務の手引書。相続法改正を踏まえた改訂版。
●公正証書作成時の疑問や、死因贈与、信託、遺言執行、遺産分割、任意後
見契約などの身近な相続問題について、公証人が豊富な実務経験に基づき
わかりやすく解説。

相続法改正のポイントと
実務への影響

山川一陽・松嶋隆弘 編著

2018年5月刊

商品番号：40716
略
号：相改

電子書籍有

A5判 440頁

定価4,730円
（本体4,300円） ISBN978-4-8178-4476-7

●改正内容や、法務、税務、金融、保険、ジェンダー等の重要の論点ごとに、
どこがどう変わったか？どのような影響を受けるか？を、図表や具体的事
例を用いて解説する実務解説書。2018年３月13日民法〈相続関係〉法案に
対応。改正の背景や経緯からの丁寧な解説で実務への影響がよくわかる。

相続財産管理人、
不在者財産管理人に関する実務

財産管理、相続人の探索、選任の申立て、
相続放棄の対応、
権限外行為許
可、相続財産の清算、登記、不在者への対応、
失踪宣告
正影秀明 著
2018年3月刊 A5判 656頁 定価5,500円（本体5,000円） ISBN978-4-8178-4450-7

家

商品番号：40705
略
号：相不在

事

電子書籍有

●手続のフローチャート、裁判所への申請書類、申立書、公告の記載方法、不動産
の清算、登記を網羅。一冊で相続財産管理人、不在者財産管理人実務について
フォローする初任者からベテランまで必携の書。裁判所への「権限外許可審判申
立書」等、関係書式を多数収録。財産を処分する際の登記実務についても解説。

相続手続が簡単に

法定相続情報証明制度の利用の仕方

碓井孝介 著

2017年6月刊

商品番号：40679
略
号：相情

A5判 152頁

定価1,650円
（本体1,500円） ISBN978-4-8178-4400-2

●「法定相続情報証明制度」によって相続手続はどう変わるのか？手続の流
れに沿って、必要な知識をわかりやすく整理した一冊。
●戸籍の読み方・取り方や相続手続の進め方も解説。
●必要な書類の集め方や作成の仕方を具体的に提示。
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自分でする相続放棄
2017年5月刊

商品番号：40672
略
号：相放

A5判 184頁

碓井孝介 著

定価1,980円
（本体1,800円） ISBN978-4-8178-4391-3

●司法書士である著者が、相続放棄の手続きについて、当事者が「自分です
る」という前提のもとストーリー形式で解説。
●読者が読み疲れないよう配慮した限られた文字数のなかでわかりやすさを
追求し、難しい法律の予備知識がなくてもさらりと読める一冊。

電子書籍有

裁判例からみた

相続人不存在の場合における
特別縁故者への相続財産分与審判の実務

梶村太市 著

2017年3月刊

商品番号：40665
略
号：特相続

電子書籍有

A5判 564頁

定価5,500円
（本体5,000円） ISBN978-4-8178-4374-6

●特別縁故者への相続財産分与に関連する197件の裁判例を網羅。
●各裁判例の特徴を一覧できるインデックス及び一覧表も掲載。
●裁判例を年代順に配列し、時代区分（生成期・発展期・展開期・成熟期）
ごとの特色や判例理論の変遷を踏まえ、実務上の指針を明示。

お墓にまつわる法律実務
埋葬／法律／契約／管理／相続

NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク 編著
2016年10月刊

定価2,420円
（本体2,200円） ISBN978-4-8178-4344-9

●人が亡くなったときの手続から、お墓に関する契約、祭祀承継まで、お墓
にまつわる様々な問題や疑問について幅広く収録。
●弁護士による根拠法令、通達、判例を示したお墓についての解説書。

家

商品番号：40648
略
号：墓法

A5判 224頁

事

裁判例からみた
祭祀承継の審判・訴訟の実務

死亡・葬祭・喪主・香典・法事・埋葬・墓地・祭祀財産（系譜祭具墳墓）・遺体・遺骨・献体・臓器移植等
梶村太市 著
2015年12月刊
商品番号：40613
略
号：祭審

A5判 352頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4279-4

●公表された裁判例を基に民法897条の構造を踏まえ、祭祀承継紛争の調停、
審判、訴訟の手続・運用のあり方を実務的に解説。第三者からの申立て、
墓地使用権者名義変更など権利譲渡に必要な手続にも言及。
●関係する142裁判例につき類型別にポイントを解説。
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実務解説 相続・遺言の手引き

東京弁護士会 相続・遺言研究部 編

2013年6月刊

商品番号：40261
略
号：相遺

A5判 348頁

定価3,410円
（本体3,100円） ISBN978-4-8178-4088-2

●好評を博した「実務家のための相続遺言の手引き（2006/6刊）」の内容を
見直し、新章を追加。
●一般的な相続・遺言の解説に留まらず、「実務家目線」での留意点や理解
すべき内容を意識した解説。

改訂

実務解説 遺言執行

NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク 編著

2012年12月刊

A5判 332頁

定価3,080円
（本体2,800円） ISBN978-4-8178-4039-4

●書式と判例を多数収録。
●身に付けるべき知識と実務を網羅した手引書。
●書式やフローチャートを用いながら、わかりやすく解説。
商品番号：40386
略
号：遺執

家
事
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全訂

判例先例
相続法
松原正明 著
●裁判所等における実務処理の現状を紹介。
●相続に関する全1744件の判例・先例を体系的に整理し、想定しうるすべ
ての論点を裁判官の視点から解説。
●索引で判例・先例を容易に検索可能。
Ⅰ 総則・相続人・相続の効力
2006年1月刊

A5判上製 524頁

定価5,610円（本体5,100円） ISBN978-4-8178-0210-1

商品番号：49058 略号：判相１

定価5,720円（本体5,200円） ISBN978-4-8178-0211-8

商品番号：49059 略号：判相２

Ⅱ 相続の効力
2006年1月刊

A5判上製 600頁

Ⅲ 相続の承認及び放棄・財産分離・相続人の不存在
A5判上製 480頁

定価5,280円（本体4,800円） ISBN978-4-8178-0212-5

商品番号：49060 略号：判相３

家

2008年1月刊

2010年11月刊

A5判上製 504頁

定価5,720円（本体5,200円） ISBN978-4-8178-3894-0 商品番号：49066 略号：判相４

事

Ⅳ 遺言（総説・遺言の方式・遺言の一般的効力・遺贈）

Ⅴ 遺言（遺贈・遺言の執行）・遺留分
2012年10月刊

A5判上製 632頁

定価7,480円（本体6,800円） ISBN978-4-8178-4004-2 商品番号：49067 略号：判相５
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成年後見・高齢者
孤独死が起きた時に、孤独死に備える時に

Q&A 孤独死をめぐる法律と実務
遺族、事務手続・対応、相続、孤独死の防止

武内優宏 著
2022年2月刊

商品番号：40835
略
号：孤独死

A5判 284頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4767-6

●終活の法律相談に多く携わってきた弁護士による、いままでの経験に基づ
いた実務解説。孤独死の発生（発見）に際して対応を求められる全ての関
係者に向け、Q&A形式で必要となる知識や手続、孤独死に備える知識を網
羅的に解説。実際の相続の現場で出会う悩ましい出来事などもコラムで紹介。

事例でわかる 任意後見の実務

専門職後見人が初めて受任する際のポイントと書式記載例
勝猛一 著
2021年6月刊

商品番号：40868
略
号：事任意

A5判 296頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4732-4

●費用と報酬の具体例や営業ノウハウ、業務管理表、相談時のチェックシー
ト、訪問時報告書などの記載例を紹介。見守り契約、財産管理等委任契約、
死後事務委任契約、民事信託、遺言書作成、ライフプラン作成などの付随
業務・補完業務についても、豊富な書式記載例を交えて詳細に解説。

電子書籍有

事例詳解 介護現場における苦情・
ハラスメント対応の実務

松宮良典 著

2021年5月刊

家

商品番号：40874
略
号：事介護

事

電子書籍有

A5判 296頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4728-7

●ホワイトクレーム・ブラッククレーム・ハラスメント等につき、実際にあっ
た事例をもとに、よくあるパターン別に整理し、対応のポイントを解説。
●苦情・ハラスメント対応の手順フローを掲げつつ、事例・パターン別に丁
寧に解説。介護施設での研修資料としても最適。

事例詳解 介護現場における虐待・
事故の予防と対応

松宮良典 著

2019年10月刊

商品番号：40787
略
号：介虐

A5判 336頁

定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4591-7

●弁護士・介護支援専門員の著者が自身の経験に基づき、事例ベースで虐
待・事故の予防・対応・改善について「仮に自分が施設長ならどのように
取り組みたいか」の視点で解説。参考となる裁判例を提示しつつ、虐待・
事故発覚後の対応方法について具体的な手順に沿って詳説。

電子書籍有
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成年後見・高齢者

介護事故の事実認定と記録

「介護記録」を武器にする書き方

神保正宏・山本宏子 編著 石塚英一・藤岡隆夫・濟木昭宏・上田優子・
中間陽子・萩原得誉・藤吉彬・都田和義・石田真理 著
2021年4月刊

商品番号：40851
略
号：介事

A5判 244頁

定価2,860円
（本体2,600円） ISBN978-4-8178-4722-5

●介護事故で訴訟となった際に関係者が遡って事実を検証するための介護記
録のつけ方について記述。実際の判例を基にした26事例について、「①事
案の概要→②判決の内容→③争点→④提出された介護記録等→⑤判決の分
析→⑥推奨される記録のつけ方」の流れで解説。

改訂版

Q&A 高齢者施設・事業所の法律相談
介護現場の77問

介護事業法務研究会 編
2019年10月刊

商品番号：40587
略
号：高事

電子書籍有

A5判 548頁

定価5,720円
（本体5,200円） ISBN978-4-8178-4593-1

●高齢者施設・事業所で生じる問題を網羅し、コンパクトに解説。利用者や
介護事業者をめぐる法律や制度の変化に対応した、待望の改訂版。
●介護事故（転倒事故、転落事故、誤嚥事故・徘徊・失踪）の事故概要・判
旨概要・請求額・認容額等が一目でわかる裁判例一覧もさらに充実。

新・成年後見における死後の事務
円滑化法施行後の実務の対応と課題

松川正毅 編
2019年3月刊

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4541-2

●円滑化法の内容を反映した待望の書。円滑化法や逐条解説等によっても判
断・対応に悩む「遺体の引取りと火葬・埋葬」「葬儀と葬儀費用」「預貯金
の払戻し」等についての実務対応や考え方を解説。改正のポイント→事例
→Q&Aと解説の流れで、それぞれの事例に対する問題点と対応策がわかる。

成年後見における意思の探求と日常の事務

事

電子書籍有

家

商品番号：40419
略
号：死後事務

A5判 316頁

事例にみる問題点と対応策

松川正毅 編
2016年1月刊

商品番号：40616
略
号：成年事

A5判 300頁

定価3,080円
（本体2,800円） ISBN978-4-8178-4284-8

●被後見人の意思を探ることの意味を、後見開始から順を追って考察。
●実務で遭遇するであろう重要な問題を題材にして、被後見人の意思、事務
の正当性を、問題指摘とともに探求。
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判例先例 親族法 後見
2018年3月刊

商品番号：49077
略
号：判親後

A5判上製 416頁

中山直子 著

定価5,500円
（本体5,000円） ISBN978-4-8178-4459-0

●第一線で活躍する裁判官が、後見（成年後見、任意後見、未成年後見）実
務の諸問題と、裁判所における実務処理を解説。約200件の判例・先例を
紹介し、その詳細な分析をもとに実務を読み解く。家事事件手続法下での
運用、成年後見制度利用促進基本計画概要など、最新の現状を紹介。

電子書籍有

超高齢社会の家族法と法律実務
無縁・後見・遺言・遺留分

床谷文雄 監修
2018年3月刊

商品番号：40710
略
号：超高家

A5判 420頁

大阪司法書士会家族法研究会 著

定価4,400円
（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4460-6

●成年後見人として奔走する司法書士の実務事例を基に、超高齢・無縁社会における
課題と実務対応を取り上げた書。成年養子、任意後見契約、任意代理契約、死後事
務委任契約、親族後見人の支援、遺言能力の存否、遺言作成・執行、清算型包括
遺贈、遺言執行者の高齢化、遺留分紛争等につき、判例や契約書例を交えて解説。

電子書籍有

かんたん記入式
成年後見人のための管理手帳

第３版

公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 編著

2017年12月刊

家

商品番号：40403
略
号：成手

B5判 112頁

定価1,100円
（本体1,000円） ISBN978-4-8178-4447-7

●後見事務を行うためのヒントやアイディアが詰まった手帳。
●被後見人の基本情報や収支の記録、執務の記録をこの一冊でまとめられる。
●どのくらいの精度で金銭出納の管理・記録をすればよいのか、親族後見人
が迷いがちな部分を具体的に提案。任意後見にも対応した第３版。

事

実例 弁護士が悩む
高齢者に関する法律相談
専門弁護士による実践的解決のノウハウ

第一東京弁護士会法律相談運営委員会 編著
2017年11月刊
商品番号：40696
略
号：弁高相

A5判 384頁

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4432-3

●「難しい問題」に直面したときに、「採るべき方策」は何か？、「専門弁護
士」は何を考え、どのように事件を解決するのか？高齢者に関する弁護士
実務の「実践的」手引書。
●事件の概要図とともに「本相談のポイント」を明示した26事例を収録。
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成年後見制度のソリューション

法人後見のてびき

利用促進の原動力「地域連携ネットワーク・中核機関」の構築運営に向けて
齋藤修一 監修 一般社団法人全国地域生活支援機構・金原和也・尾川宏豪 著
2017年9月刊
商品番号：40692
略
号：法後て

B5判 216頁

定価2,970円
（本体2,700円） ISBN978-4-8178-4427-9

●後見法人の運営実務がよくわかるように、豊富な図表等を用いたQ＆Aで解説。
●抽象的な法律論・制度論に拠るのではなく、現実の実務で生じた事例を選定。
●現に法人後見を実施している方々（当該法人の経営者、管理者、担当者
等）にとっては、現在の後見人の職務のレベルアップにつながる一冊。

成年後見人のための
精神医学ハンドブック
2017年2月刊

商品番号：40664
略
号：成医

電子書籍有

A5判 324頁

五十嵐禎人 著

定価3,190円
（本体2,900円） ISBN978-4-8178-4371-5

●被後見人の自己決定支援を適切に行うために欠かせない医学的知識やコ
ミュニケーションの取り方について、医師の立場から解説。
●成年後見に関する法制度の解説に加えて、判断能力の精神医学的評価方法
や障害者権利条約等が要請する自己決定支援のあり方なども詳述。

これで安心！ これならわかる
はじめての成年後見 第２版
後見人の心得 お教えします

公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 編著
2015年6月刊

定価1,100円
（本体1,000円） ISBN978-4-8178-4235-0

事

意思決定支援ライフプランノート

家

商品番号：40253
略
号：安成後

B5判 80頁

●物語とQ&Aで、「成年後見のしくみ」と「成年後見人が出会う疑問点や心
配ごと」を解説。
●「金融機関等への届出の方法」などの対外的な職務から、「通帳の管理方
法」など日常の細かな事務に関してまでを書式や記載例を用いて説明。

別冊解説付

社会福祉法人 品川区社会福祉協議会 品川成年後見センター 編
2015年3月刊

商品番号：40582
略
号：ライフ

B5判 88頁

定価1,320円
（本体1,200円） ISBN978-4-8178-4220-6

●本人と支援者、双方の利用を想定した一冊。
●本人のこれまでの生き方、これからの希望、いざという時にどのような支
援を望むのかについて、家族や支援者などと一緒に考えながら書き進める
ことができる。参考となる別冊の「相談実務に基づく解説」も参照可能。
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高齢者を支える 市民・家族による
新しい地域後見人制度
市民後見人の実務コメント付き

遠藤英嗣 著
2015年2月刊
商品番号：40578
略
号：地後見

A5判 408頁

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4212-1

●法定後見制度、任意後見制度（任意後見契約）、後見事務（死後事務を含
む。）、見守り委任契約と任意の財産管理契約と死後事務委任契約、福祉型
の家族信託、認知症と後見など、市民後見人の育成に必須の内容を解説。
●後見に関わるNPO法人や社会福祉協議会、市区町村職員におすすめ。

成年後見監督人の手引き

公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 編著

2014年9月刊

商品番号：40564
略
号：成監

B5判 240頁

定価2,750円
（本体2,500円） ISBN978-4-8178-4188-9

●後見監督業務に特化した「唯一の実務書」。
●「後見人や被後見人・親族との関係の築き方」「後見人に伝えるべき留意
点」「職務上で気をつけるべき点」等、押さえておきたいポイントを網羅。
●場面ごとで必要となる書式例も多数収録。

地域後見の実現

その主役・市民後見人の育成から法人後見による支援の組
織づくり、新しい後見職務の在り方、権利擁護の推進まで
森山彰・小池信行 編著
2014年6月刊

家

商品番号：40557
略
号：地実

A5判 360頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4170-4

事

●「地域市民が適切な後見養成講座を受け、福祉や行政・支援団体と連携す
ることで、高齢者・障害者が後見制度を利用し、安心した生活を送ること
ができる社会を作ること」を主眼とした内容。
●後見制度を支える社会づくりの重要性と新しい後見職務の在り方を提言。

成年後見教室 実務実践編

３訂版

公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 編著

2013年2月刊

商品番号：40372
略
号：成教実

A5判 332頁

定価2,750円
（本体2,500円） ISBN978-4-8178-4063-9

●初めて成年後見人として実務を行う人のための、理解しやすい、行き届い
た実践的教本。
●成年後見人として判断に困っているそれぞれの状況に応じて、その該当す
るページを開けば、問題解決の糸口が早く見つかるように構成。
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成年後見の相談を受けたとき
どうする！？

小池信行 監修

2012年9月刊

商品番号：40473
略
号：後見相談

B5判 128頁

粂智仁 著

定価1,540円
（本体1,400円） ISBN978-4-8178-4017-2

●成年後見実務の「入り口」がわかる一冊。
●具体的な50事例を用いながら、相談を受ける前に知っておきたいことや相
談者への対応方法などを、わかりやすく解説。
●理解を深めるための図表やフローチャートを多数収録。

活用しよう！任意後見
安心の老後と相続のために
寳金敏明 監修
2011年11月刊

商品番号：40450
略
号：任意後見

A5判 312頁

太田健治・岡村幸治・兼行邦夫 編著
定価3,080円
（本体2,800円） ISBN978-4-8178-3967-1

●公証人の豊富な経験を踏まえた制度解説。
●任意後見制度の体系的な知識をわかりやすく解説するとともに、具体的な
財産管理契約・任意後見契約の注意点、任意後見契約の手続及び登記など
の実務上のポイントも詳細に解説。

民事信託の別段の定め
実務の理論と条項例

金森健一 著
2022年3月刊

定価4,950円
（本体4,500円） ISBN978-4-8178-4789-8

●信託法の「別段の定め」と「定め」ることができる条文を詳解した、初の
書籍。
●「ファミリービジネスの維持」「不動産賃貸の事業承継」など民事信託契
約の様々なシーンを想定した226の条項例を収録。

家

商品番号：40848
略
号：別段

A5判 448頁

事

成年後見・民事信託の
実践と利用促進

澁谷彰久・大貫正男・池田惠利子・伊庭潔 編著

2021年11月刊

商品番号：40902
略
号：成民利用

電子書籍有

A5判 616頁

定価10,230円
（本体9,300円） ISBN978-4-8178-4770-6

●財産管理・運用、身上保護の新たな地平を拓く。
●両制度の最前線で活躍する41名の研究者・実務家が執筆。
●実務家による先進的な実践例はもちろん、自治体の取組や研究者・金融機
関などの多角的な視点も盛り込んだ、珠玉の論文集。
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家族信託の実務
信託の変更と実務裁判例

家族信託をめぐる争訟を知り、信託行為と信託の変更を考える
遠藤英嗣 著
2021年11月刊
商品番号：40895
略
号：信託判例

電子書籍有

A5判 312頁

定価3,740円
（本体3,400円）ISBN978-4-8178-4773-7

●①信託財産の追加変更、②受託者の変更、③委託者の地位の変更、④受益
者と受益権の変更、⑤受益者保護関係人の変更、⑥信託の期間の変更、⑦
信託事務処理等の変更、⑧残余財産の帰属権利者等の変更、⑨遺言信託の
補正のための信託の変更や、令和３年９月17日東京地裁判決について詳解。

信託の80の難問に挑戦します！

井上聡 監修 田中和明 編著
小出卓哉・佐久間亨・関貴志・高橋智彦・冨田雄介・長屋忍 著
2021年6月刊

商品番号：40880
略
号：信託80

A5判 320頁

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4738-6

●伝統的な解釈論の及ばない領域に踏み込んで検討・分析を行い、信託の利
用形態の多様化に幅広く対応した一冊。疑問→検討→私見→実務上の対応
の流れでコンパクトに解説。自らも実務に携わる専門家らの知見を集約し、
最先端で起きている信託の「難問」を解き明かす。

電子書籍有

信託法からみた民事信託の手引き

伊庭潔 編著

2021年3月刊

家

商品番号：40859
略
号：民信手

A5判 456頁

定価5,060円
（本体4,600円） ISBN978-4-8178-4708-9

●日弁連信託センター長を中心とした執筆陣による「正しい実務」に役立つ
Q＆A121問を収録。
●好評図書『信託法からみた民事信託の実務と信託契約書例』（2017年３月
刊）の姉妹本。分かりやすさと網羅性の２つを調和。

事

電子書籍有

信託法からみた
民事信託の実務と信託契約書例

伊庭潔 編著

2017年3月刊

商品番号：40669
略
号：信託書

電子書籍有

A5判 408頁

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4382-1

●信託法の条文をもとに、信託の基本的な構成要素に沿って体系的に信託条
項を検討。全ての信託条項を体系的に並べ、どのような理由から各信託条
項を入れているのか理解できるよう配慮。信託法の規定に基づいた信託条
項の作成手法を学ぶことで、類似事案に応用する力が身に付く。
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改訂

信託の理論と実務入門

公益財団法人トラスト未来フォーラム 編
2020年9月刊

商品番号：40614
略
号：信実

A5判 372頁

田中和明・田村直史 著

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4673-0

●信託の全体像が理解できる入門書。債権法・相続法改正を踏まえた改訂版。
●第１編理論編では、信託法を旧信託法との比較を踏まえ丁寧に解説。
●第２編実務編では、様々なスキームを解説。最新の信託商品も含め実務を
網羅。

電子書籍有

弁護士が答える民事信託Q&A100

大阪弁護士会司法委員会信託法部会 編

2019年11月刊

商品番号：40785
略
号：民信Q

A5判 408頁

定価4,400円
（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4596-2

●民事信託に携わる実務家の頼れる一冊。
●民事信託の基本的な部分をわかりやすく解説し、参考となる具体例やス
キーム、条項例等も収録。
●実務家が学ぶべき税務に関する知識についてもわかりやすく解説。

電子書籍有

地域金融機関の信託・相続関連業務
の手引き
畠山久志 監修

2019年6月刊

●「地域金融機関」が信託・相続業務を行っていくためのわかりやすい手引書。
●信託業務参入のための手法や、信託コンサルティング業務・信託商品代理
店業務等様々な実務について、わかりやすく解説。
●金融機関と連携して高齢者をサポートしていく士業にとっても必携の一冊。

全訂

事

電子書籍有

田中和明 編著

定価3,630円
（本体3,300円） ISBN978-4-8178-4562-7

家

商品番号：40765
略
号：信相手

A5判 328頁

新しい家族信託

遺言相続、後見に代替する信託の実際の活用法と文例
遠藤英嗣 著
2019年6月刊

商品番号：40516
略
号：家信

A5判 608頁

定価6,160円
（本体5,600円） ISBN978-4-8178-4558-0

●金融機関の対応の厳格化を見据えた全訂版。
●「信託によって何ができるか」「それを現実するためのスキームはどうか」
「課税等のリスクはあるか」等、基礎から応用までが身に付く一冊。
●汎用性のある事例を中心に解説し、活用する上で参考となる文例も収録。

電子書籍有
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家族信託契約

遺言相続、後見に代替する信託の実務
遠藤英嗣 著
2017年10月刊

商品番号：40693
略
号：家契

A5判 352頁

定価3,630円
（本体3,300円） ISBN978-4-8178-4428-6

●金融機関の理解を得られる信託契約の条項を詳解した上で、契約が機能す
るための留意点まで踏み込んで解説。依頼者への説明の要点など、後日ト
ラブルにならないためのポイントも紹介。難しいとされる税制についても、
想定外の課税を避けるためのヒントなどを中心に解説。

電子書籍有

第2版

相続財産の管理と処分の実務

一般社団法人 日本財産管理協会 編

2018年9月刊

商品番号：40514
略
号：相管

A5判 476頁

定価4,620円
（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4499-6

●司法書士が担う、規則31条１号の附帯業務としての財産管理業務について、
法的根拠を分析・解説。委任契約による任意の相続財産管理人、遺言指定に
よる遺言執行者、各種相続財産管理人、不在者財産管理人等の具体的な実務
を詳説。Ｈ28.12.19最高裁大法廷決定、債権法・相続法改正対応の改訂版。

電子書籍有

新類型の信託ハンドブック

セキュリティ・トラスト／自己信託／受益証券発行信託／限定責任信託／信託社債／
事業の信託／受益者の定めのない信託／遺言代用信託／後継ぎ遺贈型受益者連続信託
田中和明 編著 荒巻慶士・小川宏幸・後藤出・佐久間亨・中野竹司・森田豪丈 著
2017年6月刊

家

商品番号：40677
略
号：類信

事

電子書籍有

A5判 372頁

定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4398-2

●受益証券発行信託や限定責任信託等、信託法改正にて導入された信託類型
の実務を余すことなく掲載。法制面だけでなく税務・会計を含め、創設経
緯、条文解釈、理論的問題の提起とその検討、活用事例・想定事例、実務
上の問題提起とその対応、現状における評価と今後の展望について詳解。

高齢社会における
信託制度の理論と実務

金融・信託業から医療・福祉・看護までの役割と機能
新井誠 編集代表
2017年3月刊
商品番号：40667
略
号：高信

A5判 364頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4379-1

●家族信託の発展と金融機関の対応、後見と信託の融合による安全低コスト
なホームロイヤーサービス、精神医学の立場による認知症高齢者の財産管
理能力などについて幅広く解説。家族信託標準書式、家族信託預金に関す
る特約規定、信託契約書例、障害者白書の抜粋も収録。
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財産管理・信託

民事信託のための信託監督人の実務

渋谷陽一郎 著

2016年12月刊

商品番号：40654
略
号：信監

A5判 448頁

定価4,510円
（本体4,100円） ISBN978-4-8178-4354-8

●これまでになかった、信託監督人の実務を徹底解説する実務書。
●豊富な信託条項の記載例と書式で、信託監督人の実務を明確化。
●信託監督人の活用が有効とされる、賃貸物件の信託について、その受託
者・監督人の実務を詳細に解説。

民事信託の理論と実務
2016年4月刊

商品番号：40621
略
号：民理

A5判上製 324頁

新井誠・大垣尚司 編著

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4298-5

●近年ニーズが高まる民事信託を理論的、実務的に体系化。基礎知識の習得
や新たな民事信託像の把握に最適な一冊。
●読者の便宜を図るため、重要な関連条文、基礎知識に関する簡単な解説注
や図解、各論文間の相互参照等を適宜附加。用語索引も収録。

財産管理の理論と実務

水野紀子・窪田充見 編集代表

2015年6月刊

A5判上製 596頁

定価7,700円
（本体7,000円） ISBN978-4-8178-4236-7

●関係する諸制度を縦断的に比較し、財産管理論を構築した一冊。
●重要な問題を、第一線で活躍する研究者・実務家が執筆。

家

商品番号：40589
略
号：財理

事

超高齢社会における
ホームロイヤーマニュアル
改訂

日本弁護士連合会高齢社会対策本部 編

2015年2月刊

商品番号：40488
略
号：ロイヤー

A5判 416頁

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4213-8

●生活のこと、財産管理、高齢者虐待、消費者被害、認知症、相続、遺言、
死後事務など、様々な問題に直面する高齢者を、「かかりつけの法律家」
たるホームロイヤーとして支えるための実践的マニュアル。高齢者の権利
擁護に欠かせない一冊。
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財産管理・信託╱離婚・親子

台湾信託法の理論と展開

王志誠 著

2014年4月刊

A5判上製 188頁

新井誠 監訳

定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4153-7

●台湾信託法の第一人者の手になる渾身の一冊。
●日本の信託研究者・実務家のために書き下ろした６つの論稿を収録。
●日本の法制度へ大きな示唆を与える最新の内容。
商品番号：40546
略
号：台信

実例にみる
信託の法務・税務と契約書式

NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク 編

2011年6月刊

商品番号：40425
略
号：実例信託

A5判 400頁

定価4,070円
（本体3,700円） ISBN978-4-8178-3916-9

●信託法とその税制における基礎的な知識を体系的にコンパクトに概説。
●実例をもとにした事例ごとに、スキーム図、信託採用の理由・メリット、
法律面・税務面からの解説、契約書式のひな形を掲げ、わかりやすく解説。

家庭裁判所における
監護者指定・保全の実務
子の利益の判断過程を読み解く

岡武・村松多香子・萱間友道・馬場絵理子 著
2021年10月刊

家

商品番号：40871
略
号：裁監

事

電子書籍有

A5判 384頁

定価4,180円
（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4761-4

●知識編では、事件申立て手続や家裁調査官による事実の調査等を丁寧に解
説。ケース編では、実務上よくある論点を組み込んだ架空のケースを軸に、
申立書、子の監護に関する陳述書などの書面例による実務実践と解決に向
けた働き掛けをナビゲートする。

判例ケーススタディ
いますぐ使える離婚事件実務

第一東京弁護士会全期会 編著

2021年10月刊

商品番号：40891
略
号：離婚事件

電子書籍有

A5判 384頁

定価4,180円
（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4758-4

●慰謝料、財産分与、養育費、面会交流、親権等の押さえておくべき裁判例
（約80裁判例）から主な争点を抽出し、事案の概要・設問・回答・主な論
点を簡潔に明示。単なる論点整理や判例解説に終わらず、実務上のポイン
トも充実。法律相談の現場や調停、裁判に役立つ一冊。
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離婚・親子

未成年期に父母の離婚を経験した子ども
の養育に関する全国実態調査とその分析
日本加除出版 編

2021年7月刊

商品番号：40811
略
号：養調査

電子書籍有

定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4740-9

●未成年期に父母の離婚・別居を経験した20～30代の2000名を対象にアン
ケート調査を実施。父母の離婚前・離婚後の子どもの養育実態や子どもが
感じた影響、別居親との交流や養育費等に関する客観的なデータを収録。
●分野の異なる４名の研究協力者による、調査を踏まえた論稿も収録。

第４版

離婚調停
2021年4月刊

商品番号：40437
略
号：離婚調停

B5判 248頁

A5判 480頁

秋武憲一 著
定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4719-5

●実務家から大絶賛の実践テキスト。
「養育費・婚姻費用算定表
（令和元年版）」
に対応した、待望の改訂版。親権、面会交流、婚姻費用、養育費、財産分
与等の個別の論点を実践的Q&Aを交えながら解説。離婚調停（夫婦関係調
整調停）申立書式や養育費・婚姻費用算定表等、実務に必要な資料も収録。

ケーススタディ 財産分与の実務

対象財産別調査・評価等の法務と税務のチェックポイント
勝木萌・竹下龍之介・中村啓乃・堀尾雅光・宮﨑晃 著
2021年3月刊

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4711-9

●多くの離婚相談を受け解決した実績を持つ弁護士チームが、特に調査・評
価が問題になりやすい事例とその解決方法を解説。参考となる裁判例とと
もに、離婚調停事案や協議での解決事例を収録。著者弁護士チームが訴訟、
和解においてどのように考え・対応するかについてのコメントも付与。

裁判例からみた
面会交流調停・審判の実務

事

電子書籍有

家

商品番号：40862
略
号：ケ分与

A5判 328頁

第２版

2020年9月刊

商品番号：40529
略
号：面審

電子書籍有

A5判 444頁

梶村太市 著

定価4,510円
（本体4,100円） ISBN978-4-8178-4677-8

●面会交流の実施等が争点となった親権者・監護者変更、子の引渡請求事件
のほか、審判前の保全処分、間接強制、渉外、慰謝料請求など、面会交流
に関係する公刊された129の全裁判例（2019年11月時点）を年代順に配列
し、事実関係と審判・決定理由の要点を元家庭裁判所判事が解説。
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離婚・親子

判例に学ぶ
婚姻を継続し難い重大な事由

本橋美智子 著

2020年7月刊

商品番号：40828
略
号：婚継続

電子書籍有

A5判 232頁

定価2,750円
（本体2,500円） ISBN978-4-8178-4658-7

●40年以上離婚事件を担当してきた弁護士が、民法770条１項５号の解釈に
関連する67裁判例について、
「婚姻破綻」、「有責配偶者の離婚請求」、「離
婚慰謝料」、「不貞慰謝料」に分類し、事案と判旨を簡潔に紹介したうえで、
各判例の意義や要旨等をキーポイントとして解説。

実践 離婚事案解決マニュアル

当事者ケアと子どもの権利・利益実現に向けた、弁護士のサポートのあり方

二宮周平 編集代表 有村とく子・伊藤佳代子・入江秀晃・岡﨑倫子・岡田裕子・小田耕治・
片山登志子・近藤眞弓・櫻井美幸・鈴木興治・高島聡子・中井洋恵・中村正・丹羽有紀・
乘井弥生・馬場陽・松本健輔・村本邦子・安元義博・山本健太郎・山本婦紗子 著
2020年6月刊
商品番号：40772
略
号：実離婚

電子書籍有

A5判 456頁

定価4,840円
（本体4,400円） ISBN978-4-8178-4657-0

●離婚事案に精通した弁護士・臨床心理士・社会福祉士・家裁調査官・研究
者の知識・ノウハウを集結。
●合意による解決に導くための、相談、交渉、調停、訴訟に関するQ＆Aを
収録。

ケーススタディ
多額の資産をめぐる離婚の実務
財産分与、婚姻費用・養育費の高額算定表
2020年5月刊

家

商品番号：40814
略
号：資産離

事

電子書籍有

A5判 260頁

●高額所得者の場合に影響しうる、資産形態、収入の内容、当事者属性、家
族関係などの事情を踏まえた54の具体的なケースと関連する裁判例（概
要）を紹介。標準算定表の上限年収を超える部分について、オリジナル
「高額算定表」を使い方の解説とともに収録。

日米親権法の比較研究
2020年3月刊

商品番号：40812
略
号：日米親

三平聡史 著

定価3,190円
（本体2,900円） ISBN978-4-8178-4643-3

A5判上製 368頁

山口亮子 著

定価6,160円
（本体5,600円） ISBN978-4-8178-4634-1

●アメリカ合衆国の監護法制を丁寧に分析し紹介。日米の違いを明確にしな
がら共通の問題点や要素を丁寧に抽出し、あるべき「親の権利」に迫る。
●離婚後の共同親権・共同監護、子の奪取と引渡し、面会交流・養育費の取
決めとその執行、養子縁組への同意権など、日本法への示唆に富む。

電子書籍有
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離婚・親子

子ども・親・男女の法律実務

DV、児童虐待、ハーグ、無戸籍、ストーカー、リベンジポル
ノ、女性・子どもの犯罪被害、ひとり親家庭などの法的支援
高取由弥子 編集代表
2019年12月刊
商品番号：40789
略
号：親子法

電子書籍有

A5判 456頁

定価5,170円
（本体4,700円） ISBN978-4-8178-4603-7

●①男女・親子に関する問題、②無戸籍に関する問題、③子どもに関する問
題の大きく３つのテーマに分け、事例・書式を交えて解説。
●リベンジポルノ、ハーグ、無戸籍問題など、類書の少ないテーマも収録。
●相談を受ける法律実務家、自治体の相談担当者にとって有益な一冊。

無断離婚対応マニュアル
外国人支援のための実務と課題

二宮周平・松本康之 監修
協議離婚問題研究会（リコン・アラート）編
2019年9月刊

商品番号：40780
略
号：無断離

電子書籍有

A5判 288頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4586-3

●相談対応の仕方から、法的な手続や申立書・訴状などの書式、更には「在
留資格」「生活保護」「年金・健康保険」まで、関連する実務を網羅。
●実際の事例を示すとともに、Q&A形式で支援者が何をすればいいのかを解
説。被害に苦しむ外国人に寄り添いサポートする、支援者のための必読書。

家事事件リカレント講座
離婚と子の監護紛争の実務

若林昌子・犬伏由子・長谷部由起子 編著

2019年8月刊

●手続法・家族法の研究者と弁護士・家庭裁判所調査官・家事調停委員・裁
判官の経験を有する実務家が指針を提示。
●具体的事例を中心に、弁護士が相談を受けた初期段階から始まり、家事調
停事件を受任した場合の書類の作成上の留意事項などを解説。

第３版

事

電子書籍有

定価4,840円
（本体4,400円） ISBN978-4-8178-4582-5

家

商品番号：40777
略
号：家事リカ

A5判 452頁

Q&A DV事件の実務

相談から保護命令・離婚事件まで

打越さく良 著
2018年12月刊

商品番号：40461
略
号：DV

A5判 412頁

定価4,180円
（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4534-4

●多数の法律・関連通達が複雑に絡み合うDV事件について、最新の法令・
通達を整理しながら、簡潔かつ丁寧に解説。
●「総論解説」「Q&A実務解説（60問）」の二部構成で、押さえておきたい
知識と対応時に注意し心がけたい点をカバー。

電子書籍有
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離婚・親子

事例解説 未成年後見実務

相原佳子・石坂浩 編

2018年11月刊

商品番号：40745
略
号：未後実

A5判 240頁

定価2,530円
（本体2,300円） ISBN978-4-8178-4527-6

●【第１編 総論】では、未成年後見に関わる法解説や実務の流れをわかり
やすく示し、【第２編 事例解説】では、未成年後見の実務経験豊富な弁
護士が、25の事例をもとに必要な手続やとるべき対応などを詳解。未成年
後見の実務がすべてわかる一冊。

電子書籍有

実践調停 面会交流

子どもの気持ちに寄り添う調停実務
岡武・萱間友道・馬場絵理子 著
2018年11月刊

商品番号：40734
略
号：実調面

A5判 432頁

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4513-9

●子どもとの面会をめぐる架空の２つのストーリーを設定し、実務家の視点
に基づき、実践的な調停援助技術と働きかけについて解説。重要場面にお
ける当事者、調停委員等の発言の意味や位置づけ、調査官の観点に基づく
分析や指針、実務担当者の視点に一歩踏み込む工夫が満載の一冊。

電子書籍有

第2版

面会交流と養育費の実務と展望

子どもの幸せのために

棚村政行 編著
2017年9月刊

家

商品番号：40508
略
号：面会交流

A5判 352頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4418-7

●理論と実務を熟知した最前線で活躍する弁護士、裁判官、民間機関のエキ
スパート、研究者、行政担当者等、現在の最高水準のメンバーが共同執筆。
●家事事件手続について、従前の理論に加え新法施行後の実務運用・実績を
踏まえ解説し、今後の理論や実務のあり方についても展望。

事

Q&A 家事事件手続法下の離婚調停
人事訴訟と家事審判を踏まえて

水野有子 著
2016年6月刊

商品番号：40635
略
号：家離

A5判 416頁

定価3,630円
（本体3,300円） ISBN978-4-8178-4320-3

●家裁実務に精通した裁判官が訴訟・審判を見通した離婚調停の考え方や実
践的知識及び調停進行の方法を解説。親権・監護権、面会交流、婚姻費
用・養育費などについても詳細に解説した113問のQ&Aで、実践的な知識
やノウハウを網羅。また、各調停条項例も掲載。
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離婚・親子

子ども中心の面会交流

こころの発達臨床・裁判実務・法学研究・面会支援の領域
から考える
梶村太市・長谷川京子 編著
2015年4月刊
商品番号：40583
略
号：子中

A5判 384頁

定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4224-4

●児童精神科医が乳幼児精神保健学の知見から、臨床心理士が面会交流援助
者の立場から、弁護士や研究者が片親引離し症候群PAS・片親引離しPA
やDV、トラウマ等の問題を、元裁判官が現行の調停・審判等を論じる面
会交流書籍の金字塔となる一冊。

判例先例 渉外親族法
2014年8月刊

商品番号：49057
略
号：判渉外

A5判上製 896頁

大塚正之 著

定価10,780円
（本体9,800円） ISBN978-4-8178-4179-7

●1,459件の判例・先例を登載した、実務処理の現状がよくわかる一冊。
●国際私法の諸点に関する判例、先例について概説。
●渉外婚姻法、渉外親子法、渉外後見・扶養法に関する判例497件、先例962
件を収録。

第4版

離婚調停ガイドブック

当事者のニーズに応える

梶村太市 著
2013年4月刊

定価5,170円
（本体4,700円） ISBN978-4-8178-4072-1

●「現場の悩み」を解決する、10年以上にわたるロングセラー。
●離婚調停の手続、運営の工夫の仕方、判例の考え方を集約。
●すぐに活用できる、116の調停条項例を収録。

家

商品番号：40232
略
号：離調

A5判 592頁

事

渉外離婚の実務

離婚事件の基礎からハーグ条約まで
渡辺惺之 監修
2012年2月刊

商品番号：40454
略
号：渉外離婚

大谷美紀子・榊原富士子・中村多美子 著

A5判 328頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-3974-9

●外国法と日本の家族法とを対比し、実務要点を押さえるための基本書。
●家事事件・渉外家事事件を数多く経験し、見識も豊富な現役の弁護士らに
よる執筆。
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離婚・親子

判例先例 親族法 扶養
2012年1月刊

商品番号：49056
略
号：判扶養

A5判上製 400頁

中山直子 著

定価5,170円
（本体4,700円） ISBN978-4-8178-3970-1

●夫婦間の協力扶助と婚姻費用の分担、別居・財産分与と婚姻費用、養育費
請求の根拠法、過去の扶養料、多数当事者間の扶養、扶養料の算定方法・
算定基準、扶養請求権、保全処分と履行確保等、変遷する扶養実務を解説。
●第一線で活躍する家庭裁判所判事が約250の判例・先例を詳細に分析。

家
事
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ジェンダー

LGBTをめぐる法と社会
2019年10月刊

商品番号：40788
略
号：LGBT

A5判 232頁

谷口洋幸 編著

定価2,860円
（本体2,600円） ISBN978-4-8178-4594-8

●めまぐるしく変化するLGBTの現状をめぐる最先端のセオリーが得られる
一冊。何を法とするのか、法をどう使うのか、問題をどのように解決する
のか。これらを判断する原理として、わたしたちは何に依拠すべきか。全
９章の中で、これらの問いに一定の解を提供する。

電子書籍有

講座
ジェンダーと法

ジェンダー法学会 編

●『ジェンダー法学』の体系的知識を習得し、実務上の課題を追究するため
に編まれた４巻組講座。
●ジェンダー法学に造詣の深い、選りすぐられた研究者・実務家による執筆。
●「研究と実務の架け橋」となる一冊。

第１巻 ジェンダー法学のインパクト
2012年11月刊

A5判上製 264頁

三成美保・広渡清吾・阿部浩己・小島妙子 編集委員

定価4,180円（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4035-6 商品番号：40483 略号：講ジェ１

第２巻 固定された性役割からの解放

榊原富士子・浅倉むつ子・林弘子・二宮周平 編集委員

2012年11月刊

A5判上製 280頁

第３巻 暴力からの解放
2012年11月刊

A5判上製 252頁

定価4,180円（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4036-3 商品番号：40484 略号：講ジェ２

戒能民江・棚村政行・後藤弘子・角田由紀子 編集委員
定価4,180円（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4037-0 商品番号：40485 略号：講ジェ３

家

第４巻 ジェンダー法学が切り拓く展望

辻村みよ子・吉田克己・安藤ヨイ子・松本克美 編集委員

2012年11月刊

A5判上製 228頁

定価4,180円（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4038-7 商品番号：40486 略号：講ジェ４

事
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家事事件・家族法

家庭裁判所の家事実務と理論
家事事件手続法後の実践と潮流

甲斐哲彦 編著 伊藤健太郎・今井弘晃・清水克久・下馬場直志・知野明・
千葉和則・中山直子・那波郁香・西澤瑞人・橋詰英輔・廣谷章雄・
藤田奈緒子・細矢郁・松谷佳樹・水野有子・村井壯太郎・村松多香子 著
2021年6月刊

商品番号：40878
略
号：裁実理

電子書籍有

A5判 428頁

定価5,280円
（本体4,800円） ISBN978-4-8178-4737-9

●家事事件手続法の施行から８年を契機とし、近時の立法、既存の法律・制
度の改正、重要な裁判例を踏まえ、家事実務の変化、問題点、動きなどに
ついて詳細に執筆。改定標準算定方式、コロナ禍における家事調停、令和
元年の特別養子縁組の改正などについても、実務を踏まえ、運用等を解説。

親族法・相続法講義
2021年2月刊

商品番号：40115
略
号：親相

A5判 452頁

第七版
山川一陽 著

定価4,510円
（本体4,100円） ISBN978-4-8178-4706-5

●近時の民法大改正ほか、主な判例等に対応した７年ぶりの改訂版。戸籍制
度の実務運営に深く関わった視点を交えて親族法・相続法の役割をやさし
く解説した入門書。戸籍法にも踏み込み、多くの判例・先例を引用。戸籍
記載例、各種届書、家事事件に関する申立書、遺言書の見本等も掲載。

Q＆A 家事事件と銀行実務

第２版

成年後見・高齢者・相続・遺言・離婚・未成年・信託
斎藤輝夫・田子真也 監修
2020年6月刊

家

商品番号：40520
略
号：家事銀

A5判 384頁

定価4,290円
（本体3,900円） ISBN978-4-8178-4644-0

●総勢34名の大手銀行の法務担当者、銀行実務に携わる弁護士らが、預金払
戻請求・取引経過開示請求等に対する銀行の対応とその論理を家事事件の
類型ごとに解説した、実践的な84問のQ＆A。相続法・債権法の大改正、
成年後見の死後事務に係る民法改正などを踏まえた全訂版。

事

電子書籍有

逐条ガイド親族法
民法725条～881条

本山敦 編著
2020年2月刊

商品番号：40808
略
号：逐親

A5判上製 480頁

定価8,030円
（本体7,300円） ISBN978-4-8178-4629-7

●民法第４編親族を判例・通説に即して簡潔・明瞭に逐条解説。最新の裁判
例・学説・関連通達等も示し、法曹・研究家はもちろん行政実務にも最適。
●現代家族法の論点で条文のない分野（生殖補助医療や婚姻外カップル等）
も丁寧にカバー。

電子書籍有
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家事事件・家族法

改正民事執行法における新たな運用と実務

債務者財産の開示・情報取得手続と子の引渡しの強制執行
を中心に（家庭の法と裁判号外）
家庭の法と裁判研究会 編
2020年2月刊
商品番号：40809
略
号：家判民執

電子書籍有

B5判 160頁

定価1,980円
（本体1,800円） ISBN978-4-8178-4624-2

●改正民事執行法について、特に家事事件に関連する制度 ─ 養育費等に関
する第三者からの情報取得手続の新設や債務者の財産開示手続と差押禁止
債権をめぐる規律の見直し、子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化
等について、実務の変更点や新しい書式をコンパクトかつ速報的に解説。

内縁・事実婚・同性婚の実務相談
多様な生き方を支える法律、社会保障・税金

小島妙子 著
2019年11月刊

商品番号：40793
略
号：内実

A5判 288頁

定価3,190円
（本体2,900円） ISBN978-4-8178-4597-9

●婚姻外カップルの、生活上起こり得るトラブルとその解決策について、48
問のQ&Aで詳説。
●図表・書式を適宜用いて、具体的な実務対応を適切に紹介。同性婚にも適
用可能な実務対応を示し、近時の社会情勢に対応した内容を展開。

電子書籍有

詳解 国際家事事件の裁判管轄
池田綾子 編著
2019年6月刊

A5判 256頁

定価2,750円
（本体2,500円） ISBN978-4-8178-4570-2

●増加する渉外的な離婚、相続などの裁判管轄を明確に規定した初の立法に
関する実務的解説の決定版。
●日弁連の法制審議会バックアップ会議のメンバーを中心とした実務家らに
よる執筆。

事

電子書籍有

家

商品番号：40776
略
号：国際管轄

手塚裕之・増田勝久・平田厚・近藤博徳・
古田啓昌・武田昌則・小枝未優 著

債権法改正と家庭裁判所の実務

佐々木茂美・潮見佳男 監修

2019年6月刊

商品番号：40768
略
号：債家裁

A5判 284頁

定価3,080円
（本体2,800円） ISBN978-4-8178-4559-7

●改正債権法の論点から、家事事件・人事訴訟実務への影響を紐解いた一冊。
●さまざまな形で財産法の問題が絡む債権法改正の諸論点につき、家裁実務
の指針を示す。
●実務の現場で家族法・相続法の分野を扱う専門家必携の一冊。

電子書籍有
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家事事件・家族法

講座 実務家事事件手続法（上・下）
金子修・山本和彦・松原正明 編著

（上）2017年12月刊

A5判上製 708頁

定価8,800円
（本体8,000円） ISBN978-4-8178-4445-3

（下）
2017年12月刊

A5判上製 584頁

定価7,150円
（本体6,500円） ISBN978-4-8178-4446-0

商品番号：40700
商品番号：40701

電子書籍有

略号：講家上
略号：講家下

●手続法及び家族法の研究者や裁判官、弁護士、家庭裁判所調査官が執筆。
●法律・実務の到達点を確認・分析しながら、実践的な視点や運用上・立法
論上の課題まで網羅。
●新時代の黎明期に編まれる関係者必読の本格的二巻組講座。

心の問題と家族の法律相談

離婚・親権・面会交流・DV・モラハラ・虐待・ストーカー
森公任・森元みのり 著
酒田素子 医事監修
2017年11月刊
商品番号：40702
略
号：心問題

電子書籍有

A5判 340頁

定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4444-6

●家事事件を多数取り扱う弁護士事務所が蓄積した実際の事例をもとにした
12の設例について、両当事者の弁護士の立場から解説。
●家族トラブルの相談に頻出する法的問題と「心の問題」について、弁護
士・精神科医の視点から平易に解説。

養育費の算定と履行確保

新・アジア家族法三国会議 編

2020年11月刊

家

商品番号：40825
略
号：三国19

A5判 184頁

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4694-5

●離婚後の養育費の確保、安全な養育環境のためにはどうすれば良いのか―
養育費の算定と履行確保をテーマに、日本・韓国・台湾の三国における現
状と課題を取り上げ、欧米の行政手段による養育費の確保制度も視野に入
れながら、社会保障および有力な行政手段による養育費の確保制度を検討。

事

高齢社会における相続法の課題

新・アジア家族法三国会議 編

2019年7月刊

商品番号：40778
略
号：三国18

A5判 168頁

定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4577-1

●加速化する超高齢社会において、「解決しなければならない法的課題は何
か？」「具体的な解決策を模索するためにはどのようなアプローチが必要
か？」等、日本・韓国・台湾の三国の報告と質疑応答を通じて、共有すべ
き論点を導き出す。
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親子関係の決定─血縁と意思

新・アジア家族法三国会議 編

2017年8月刊

商品番号：40687
略
号：三国16

A5判 176頁

定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4416-3

●親子関係の問題を扱うには、当事者間の“血縁”を重視すべきか、当事者
間の“意思”を重視すべきか ─ 日本・韓国・台湾における法制度及び判
例を考察し、嫡出推定・認知・人工授精・代理母等、三国の課題を比較検
討することで、解決策と「親子関係の決定」の展望を示す。

家事事件処理手続の改革

新・アジア家族法三国会議 編

2015年6月刊

A5判 180頁

定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4237-4

●日本・韓国・台湾において改正や見直しの議論が盛んに行われている家族
法、家事事件処理手続につき、改正に至る背景や沿革、改正内容の特色や
概要を踏まえた成果と課題を比較共同研究し集約。
商品番号：40590
略
号：三国14

成年後見制度
2014年7月刊

新･アジア家族法三国会議 編
定価2,970円
（本体2,700円） ISBN978-4-8178-4177-3

●ノーマライゼーションの理念を実現するという点において共通するところ
があるものの、具体的内容についてはなお相違が存する三国（日本・韓
国・台湾）の成年後見制度の現況、動向及び今後の課題につき相互理解を
深める。

2014年7月刊

商品番号：40561
略
号：三国12

A5判 176頁

事

親権と未成年後見

家

商品番号：40562
略
号：三国13

A5判 176頁

新･アジア家族法三国会議 編

定価2,970円
（本体2,700円） ISBN978-4-8178-4176-6

●親権・未成年後見法の現況と改正の動向、子の福祉と親権法の課題、親権
と未成年後見との関係という３つの個別テーマを設定し、三国（日本・韓
国・台湾）における親権制限の柔軟化・弾力化、児童虐待と親権・未成年
後見及び国際親権・後見法の動向と国内立法課題などの問題を検討。
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家事事件・家族法
逐条解説

国際家族法

重要判例と学説の動向
2017年6月刊

商品番号：40675
略
号：逐国

A5判上製箱入 684頁

木棚照一 著
定価9,900円
（本体9,000円） ISBN978-4-8178-4395-1

●「法の適用に関する通則法」第24条から第37条までにつき、立法趣旨から、
比較法、準拠法の決定・適用等までを、わかりやすく解説。
●各条文につき「重要判例」の要旨を掲載し、学説と裁判例の動向を明らか
にする。

電子書籍有

人事訴訟の要件事実と手続

訴訟類型別にみる当事者適格から請求原因・抗弁まで
岩井俊 著
2017年6月刊

商品番号：40680
略
号：人訴要

A5判 716頁

定価7,260円
（本体6,600円） ISBN978-4-8178-4403-3

●裁判官・法科大学院教授をつとめた著者が豊富な経験と知識に基づいて、
全ての人事訴訟の訴訟類型について整理・解説した、実務家必携の一冊。
●「離婚訴訟」「協議離婚の無効確認訴訟」「認知訴訟」「離縁訴訟」「親子関
係存否確認訴訟」等の実務上重要な訴訟類型については、特に詳細に解説。

電子書籍有

家事事件における
保全・執行・履行確保の実務

日本弁護士連合会家事法制委員会 編

2017年2月刊

家

商品番号：40661
略
号：家事執

A5判 400頁

●家事事件における保全と執行の手続を詳説するとともに、履行確保制度と
渉外家事事件について別に章を設けて解説。保全・執行それぞれにつき全
体構造と特徴などを俯瞰できる総論と実務で頻繁に遭遇するケースを元に
した具体的Q&Aで詳述。

事

憲法と家族
2016年4月刊

商品番号：40618
略
号：憲家

定価4,400円
（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4364-7

A5判上製 396頁

辻村みよ子 著
定価4,730円
（本体4,300円） ISBN978-4-8178-4293-0

●2015〈平成27〉年12月16日大法廷判決の初めての本格的評釈。変容する現
代家族の問題を憲法学の視点から論点整理。
●比較憲法学・憲法学のみならず民法学・社会学・歴史学・男女共同参画政策
論など多彩な視座から、混迷する現在・将来の家族問題の論点を明確に示す。
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家事事件・家族法
第２版

Q&A 新・韓国家族法

在日コリアン弁護士協会 編著

2015年4月刊

商品番号：40354
略
号：韓家

A5判 412頁

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4222-0

●国際裁判管轄権、外国判決の承認、家族関係登録制度、婚姻・離婚、姓（氏）
と本、婚約・事実婚、親権・後見・扶養、縁組・離縁、遺言・相続など、
在日の家族法問題について、蓄積されたノウハウを結集し、幅広く解説。
●最新の韓国民法改正（2015年10月16日施行）にも対応した第２版。

実例 弁護士が悩む
家族に関する法律相談

専門弁護士による実践的解決のノウハウ
第一東京弁護士会法律相談運営委員会 編著
2013年3月刊
商品番号：40496
略
号：弁相

A5判 432頁

定価4,070円
（本体3,700円） ISBN978-4-8178-4061-5

●実例をもとに、事件解決までの具体的な道筋を紐解き、直面しやすい問題
や疑問に対する方策を提示。
●事件の概要図とともに「本相談のポイント」を明示した26事例を収録。

中川淳先生傘寿記念論集

家族法の理論と実務
2011年6月刊

棚村政行・小川富之 編集代表

定価15,400円
（本体14,000円） ISBN978-4-8178-3928-2

●「面接交渉・養育費」、「代理懐胎」、「寄与分・遺留分」、「認知症高齢者の
遺言」、「家事事件手続法」、「子どもの代理人」、「子の奪取に関するハーグ
条約」等、家族法における最新の論点に切り込み、裁判実務と学説を繋ぐ
珠玉の論説集。

家

商品番号：40430
略
号：中川論集

A5判上製箱入 872頁

事

韓国家族関係登録法

戸籍に代わる身分登録法対応と実務
申榮鎬・裵薫 著
2009年3月刊

商品番号：40353
略
号：韓登

A5判 444頁

定価4,620円
（本体4,200円） ISBN978-4-8178-3812-4

●韓国家族関係登録法の概要とその実務について解説。
●在日韓国人関連事件を取り扱うすべての実務家にとって参考となる一冊。
●韓国の民法学者と在日弁護士による、唯一の体系書。
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不動産法

今日から実践！ アパート・マンション
明渡し・滞納家賃回収等の実務

賃貸アパート・マンションの滞納家賃、マンション管理組合における滞納管理費回収、
債権差押え、強制競売、区分所有法７条の先取特権に基づく担保権実行、所有者探索
山北英仁 著
2022年1月刊

商品番号：40905
略
号：滞納

A5判 344頁

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4779-9

●簡裁訴訟代理権を活用した訴訟手続とともに裁判書類作成の実務を解説。
●動産差押え、財産開示などの関連業務についても解説。
●業務に関するアドバイスとともに63の記載例等を収録。
●日本司法書士会連合会会長推薦。

不動産鑑定と訴訟実務
2021年5月刊

商品番号：40863
略
号：不鑑訴

A5判 600頁

中島俊輔 著

定価6,820円
（本体6,200円） ISBN978-4-8178-4723-2

●不動産鑑定が、民事裁判のいかなる場面でどのように活用され、裁判所で
いかに扱われているかについて詳細な分析を展開。地代、賃料に係る不動
産鑑定の理論を体系的に解説するとともに、豊富な裁判例と具体的な設例
で訴訟において不動産鑑定が関わる場面を、訴訟類型別に分析。

電子書籍有

改正民法対応 住宅会社のための
建築工事請負契約約款モデル条項の解説
改訂版

秋野卓生 編集代表

2020年3月刊

商品番号：40779
略
号：改建

電子書籍有

A5判 376頁

匠総合法律事務所 著

定価4,290円
（本体3,900円） ISBN978-4-8178-4631-0

●2020年４月の改正民法施行にあたり、住宅・建築業界に関連する改正内容
の解説から、対応すべき契約約款の改訂につき、やさしく丁寧に解説。中
建審約款の要素もモデル条項に取り入れ、多くの住宅会社に支持される最
新約款を提供。「保証書」「下請工事基本契約書・契約約款」の書式も収録。

当事者類型別 マンション関係訴訟

鈴木隆 著

民

2019年2月刊

事

商品番号：40751
略
号：当マン

A5判 432頁

定価4,620円
（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4540-5

●区分所有者、管理組合、管理者、関係業者などマンションに関係する主体
ごとに柱を建て、当事者間の紛争を類型化。
●参考となる130判例について、事例→論点→判旨→解説の流れでテンポ良
くポイントを絞って解説。

電子書籍有
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不動産法

マンションにおける
共同利益背反行為への対応

区分所有法57条・58条・59条・60条の実務

関口康晴・町田裕紀・小川敦司・田村裕樹・川口洸太朗 著

2018年10月刊
商品番号：40735
略
号：マン共

電子書籍有

A5判 268頁

定価2,750円
（本体2,500円） ISBN978-4-8178-4514-6

●区分所有法57条〜60条（義務違反者に対する措置）に絞って、その法律実
務を徹底的に掘り下げた実務書。具体的事例を基にしたQ＆Aで、様々なト
ラブルごとにその行為が①共同利益背反行為に該当するかどうか②該当す
るとして57条〜60条のどれで対応するかを、豊富な裁判例を踏まえて詳説。

Q&A 不動産の時効取得・
瑕疵担保責任に関する法律と実務
占有・援用・登記・売買・契約不適合・現況有姿

末光祐一 著
2018年8月刊
商品番号：40728
略
号：不時効

電子書籍有

A5判 712頁

定価7,370円
（本体6,700円） ISBN978-4-8178-4497-2

●取得時効について、様々な類型に分類し、判例・先例・実例を踏まえ解説。
登記手続や訴状作成における請求の趣旨についても解説。不動産売買におけ
る物理的・法的瑕疵から心理的瑕疵までを、多数の判例を踏まえ解説。民
法＜債権法＞改正についても、新旧条文比較表を用いながらポイントを解説。

論点解説 民法（債権法）改正と
不動産取引の実務

鎌野邦樹 編集代表

2018年5月刊

商品番号： 40717
略
号：民改不

電子書籍有

A5判 444頁

定価4,730円
（本体4,300円） ISBN978-4-8178-4477-4

●旧法と改正法の相違点、従来の判例との関係、実務への影響の有無の言及
等あらゆる視点から解説した、類のない一冊。
●各論点に関して、不動産取引の具体的な事例を多数設定しているので、改
正前後の取引への影響が理解しやすい。

実務裁判例
借地借家契約における各種特約の効力
第２版

電子書籍有

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4467-5

●特約について重要部分をコンパクトにまとめた「458の裁判例集」。和解・調
停条項作成の際の参考となる「オリジナルの和解条項、調停条項例」を収録。
●「不利な特約条項がある」と悩む賃貸人・賃借人の相談に応える一冊。
●サブリースに関する解説、判例を追加した待望の第２版。

事

商品番号：40459
略
号：借契

B5判 272頁

民

伊藤秀城 著

2018年4月刊
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不動産法

実務裁判例
借地借家契約における正当事由・立退料

伊藤秀城 著

2017年7月刊

商品番号：40681
略
号：借正

電子書籍有

B5判 224頁

定価2,970円
（本体2,700円） ISBN978-4-8178-4405-7

●「借地」「借家」ごとに、「正当事由」と「立退料」、
「正当事由以外の終了
事由」に分類し、判断基準となる241裁判例を収録した、画期的な一冊。
●裁判例を迅速かつ容易に検索できるよう、「正当事由」に関する要旨別の
索引や年月日順の総索引も収録。

実務裁判例
借地借家契約における原状回復義務

伊藤秀城 著

2016年6月刊

商品番号：40630
略
号：借原

B5判 160頁

定価2,200円
（本体2,000円） ISBN978-4-8178-4311-1

●原状回復義務、賃貸人修繕義務、必要費・有益費償還請求権、造作買取請
求権に関する裁判例につき、義務・請求等を「認めた判例」「認めなかっ
た判例」に分類した上でコンパクトに解説。
●各判例の概要・要点・裁判例要旨が一目で確認できるよう、体裁を工夫。

実務裁判例
借地借家契約における信頼関係の破壊

伊藤秀城 著

2015年4月刊

商品番号：40584
略
号：借信

B5判 348頁

定価4,070円
（本体3,700円） ISBN978-4-8178-4225-1

●信頼関係が破壊されたか否か「実際には、どう判断されているのか？」。
関係する430裁判例を、借地契約と借家契約に分類し、類型別に整理。
●実務上重要な項目ごとに、肯定した事例、否定した事例に区別した上で年
月日順に配列しているため、迅速かつ容易な検索が可能。

Q&A 空き家に関する法律相談
空き家の予防から、管理・処分、利活用まで

民

日本司法書士会連合会 編著
2017年7月刊

事

商品番号：40685
略
号：Q空家

A5判 348頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4412-5

●本人・相続人・成年後見人・借地借家関係・事務管理者・近隣関係・自治
体等からの相談を元にした解説書。将来の空き家予防や空き家の管理・処
分・利活用、関連する様々な法的問題等、空家特措法上の「特定空家」だ
けでなく、総合的な視点からのQ&A全81問。

電子書籍有

88

◆図書案内2022_4(p1_144)_CC.indd 88

2022/03/14 9:02

不動産法

Q&A 借地借家の法律と実務
安達敏男 監修
2017年6月刊

商品番号：40399
略
号：借地

第3版

古谷野賢一・酒井雅男・井原千恵・宅見誠 著

A5判 420頁

定価4,180円
（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4390-6

●約120年ぶりとなる民法（債権関係）の大改正に対応。原状回復義務や敷
金など、借地借家関係で整備される規定についての解説も充実。
●借地借家法の基礎から実務への応用までを、判例、図表、契約書などの書
式例を交えて具体的な63のQ&Aでわかりやすく解説。

電子書籍有

事例解説 農地の相続、農業の承継
農地・耕作放棄地の権利変動と農家の法人化の実務

髙橋宏治・八田賢司 編著 大島俊哉・小森谷祥平・照本夏子・中村勧・福島聡司 著
2017年6月刊

商品番号：40673
略
号：農承

A5判 324頁

定価3,080円
（本体2,800円） ISBN978-4-8178-4393-7

●「後継ぎがいない」、「農地を手放したい」といったよくある相談から、「相
続で農地を所有することになったが、どうすればよいのか」、「耕作放棄地
を別の目的で使うにはどうすればよいのか」といった困難な相談まで、
年々増加する農地に関する相談に対応するための情報をまとめた一冊。

渉外不動産取引に関する法律と税金
購入・賃貸借・売却・相続・登記・所得税・法人税・相続
税・租税条約

山北英仁・清水和友 著
2016年12月刊
商品番号：40652
略
号：渉税

電子書籍有

A5判 504頁

定価4,730円
（本体4,300円） ISBN978-4-8178-4352-4

●外国人・外国会社による日本の不動産の購入・賃貸借・売却から保有不動
産所有者の相続発生に伴う諸手続を解説。
●関連する法律知識や、契約、登記、税務に関する実務までを網羅。
●多数の登記添付情報を収録した事例や参考となる書式例・契約書例も収録。

ここが知りたい 建築紛争
建築士と弁護士が事例で読み解く実務

定価2,970円
（本体2,700円） ISBN978-4-8178-4349-4

●弁護士と一級建築士による建築紛争の入門書。相談対応から訴訟までの流
れと手続を一冊で解説。
●実際の相談に沿った流れで、全体像と要点がつかめる。
●建築士の視点によるコラムを挟むことで類書にはないポイントを紹介。

事

商品番号：40650
略
号：建紛

A5判 304頁

民

NPO法人 建築問題研究会 編
2016年11月刊
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不動産法

よくわかる 空き家対策と特措法の手引き
空き家のないまちへ

弁護士法人リレーション 編著
2015年12月刊

商品番号：40611
略
号：空き家

A5判 280頁

定価2,860円
（本体2,600円） ISBN978-4-8178-4277-0

●空家等対策計画の作成の流れ・盛り込むべき事項について、特措法を元に
解説。
●①特措法の解説→②対策計画の作成→③計画完成後の対応→④条文との関
係の流れで構成されており、場合に応じた読み進め方が可能。

実例 弁護士が悩む
不動産に関する法律相談
専門弁護士による実践的解決のノウハウ

第一東京弁護士会法律相談運営委員会 編著
2015年7月刊
商品番号：40592
略
号：弁不相

A5判 488頁

定価4,620円
（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4243-5

●不動産に関する弁護士実務の「実践的」手引書。
●実例をもとに、事件解決までの具体的な道筋を紐解き、弁護士が直面しや
すい「問題や疑問」に対する方策を提示。「専門弁護士」の考え方や事件
解決の手法、「難しい問題」に直面したときの「採るべき方策」がわかる。

第２版

事例解説 不動産をめぐる税金

不動産の取得／相続・贈与／保有・賃貸／譲渡

桑原秀年・關場修・庄司範秋 編著
2014年3月刊

商品番号：40481
略
号：不税

A5判 508頁

定価5,060円
（本体4,600円） ISBN978-4-8178-4145-2

●不動産取引の形態別に、関係する税の種類と概要を説明。
●相続・贈与、賃貸及び譲渡等が行われる際の課税関係、特例適用の条件や
留意点、計算例を具体的かつ豊富な事例を用いてわかりやすく解説。
●元国税庁職員ＯＢの税理士による、信頼のおける内容。

新・マンション管理の実務と法律
高齢化、老朽化、耐震改修、建替えなんて怖くない！

民

齊藤広子・篠原みち子・鎌野邦樹 著
2013年11月刊

事

商品番号：40533
略
号：マン管

A5判 316頁

定価3,080円
（本体2,800円） ISBN978-4-8178-4125-4

●工学研究者・弁護士・法学研究者による、工学・法学知識、トラブル予
防・解決法を一冊に網羅。多様な「トラブル予防策・解決策」を、最新事
例を交えて解説。「耐震改修促進法」「被災マンション法」の改正を踏まえ、
これから起こるであろう様々な問題を法的観点から考察。

90

◆図書案内2022_4(p1_144)_CC.indd 90

2022/03/14 9:02

不動産法╱消費者法

不動産取引とリスクマネジメント

不動産取引とリスクマネジメント研究会 編

2012年5月刊

商品番号：40462
略
号：不リス

A5判 352頁

定価3,630円
（本体3,300円） ISBN978-4-8178-3986-2

●リスクを防止し、被害を最小限に抑えるための一冊。
●契約段階から調査業務、立会、本人及び意思の確認ならびに登記原因の確
認にいたる、実務における「考え方」「リスク対処方法」を詳説。
●調査項目や契約条項についての「考え方」「留意点」を解説。

第２版

消費者法実務ハンドブック

消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法の実務と書式
安達敏男・吉川樹士・安重洋介・吉川康代 著
2021年11月刊

商品番号：40691
略
号：消ハン

A5判 292頁

定価3,080円
（本体2,800円） ISBN978-4-8178-4769-0

●消費者三法の全体像を実務に即してコンパクトに解説。複雑・難解な法体
系も図表を用いてわかりやすく整理。関連する裁判例を豊富に掲載し、実
務ベースで解説。クーリング・オフや不実告知等による取消しの通知書な
ど、実務に使える32書式を収録。

電子書籍有

美容医療トラブル解決への
実務マニュアル 施術別裁判例をふまえて

末吉宜子・寺尾幸治・伊藤茂孝・三枝恵真・田畑俊治・花垣存彦・
川見未華・晴柀雄太・渡邊隼人 著
2018年11月刊

商品番号：40737
略
号：美容

電子書籍有

A5判 216頁

定価2,640円
（本体2,400円） ISBN978-4-8178-4516-0

●その特殊性から相談を受ける弁護士が困難を感じることも多い「美容医療」
分野について、医療被害と消費者問題の両方の側面から解説。施術部位ごと
に施術方法や問題点と裁判例、その考察で詳解。本文で紹介した裁判例を
一覧化して巻末に収録。平成30年６月施行の医療法施行規則についても解説。

改訂

Q&A 投資取引被害救済の実務
2015年3月刊

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4216-9

●基本から難問までを網羅した、相談対応に不可欠な一冊。最新の被害実
態・問題に対応させ、書式も追加した改訂版。
●被害回復に関する実務をリードしてきた、あおい法律事務所に所属する執
筆陣の「先駆的な工夫」「実践的なノウハウ」が網羅された一冊。

事

商品番号：40489
略
号：投資取引

A5判 348頁

民

仕組債/投資信託/為替デリバティブ/日経225オプション/FX/未公開株・社債等劇
場型商法/ファンド商法/国内・海外先物/ロコ・ロンドン貴金属/CO2排出権証拠金
荒井哲朗 編著 浅井淳子・太田賢志・佐藤顕子・五反章裕・津田顕一郎・見次友浩・磯雄太郎 著
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インターネット・デジタル

Q＆A デジタルマーケティングの
法律実務
押さえておくべき先端分野の留意点とリスク対策

北川祥一 著
2021年4月刊
商品番号：40861
略
号：デジマ

電子書籍有

A5判 312頁

定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4724-9

●業務担当者がウェブサイト制作・運用、SNSマーケティング、インター
ネット広告を活用する際にデジタルマーケティング上で留意すべき法的問
題とリスク対策についてQ＆Aで解説。冒頭に掲載した各業務フローから
各フェーズに関連するQ&Aがすぐわかる、画期的な一冊。

インターネット削除請求・
発信者情報開示請求の実務と書式

神田知宏 著

2021年3月刊

商品番号：40872
略
号：ネト請

電子書籍有

A5判 304頁

定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4716-4

●どのように行動すればよいか、端的に分かりやすい構成立て。
●どこに何が書かれているのかが分かりやすい見開きスタイル。
●すぐに実務で使える、削除請求・発信者情報開示請求等の書式や資料、ロ
グ保存期間一覧、接続先IPアドレス一覧などの役立つ情報も収録。

デジタル法務の実務Q&A

高橋郁夫・鈴木誠・梶谷篤・荒木哲郎・北川祥一・斎藤綾・北條孝佳 編集
2018年11月刊

商品番号：40742
略
号：デジ法

A5判 492頁

定価4,840円
（本体4,400円） ISBN978-4-8178-4521-4

●IoT、AI、FinTech等の最新の法律問題から、企業における情報管理、サイ
バー攻撃への対処、個人情報保護に関するコンプライアンスまで、実務上必
要となる情報を解説。不正指令電磁的記録作成等罪、営業秘密侵害物品に係
る輸出入規制、法執行機関への対応等、より実践的で実務に資する内容を掲載。

デジタル証拠の法律実務Q&A

高橋郁夫・梶谷篤・吉峯耕平・荒木哲郎・岡徹哉・永井徳人 編集

民

2015年9月刊

事

商品番号：40597
略
号：デジタル

A5判 424頁

定価4,070円
（本体3,700円） ISBN978-4-8178-4248-0

●専門的知見を有する弁護士が、「デジタル証拠」の基本知識から民事・刑
事の実務的論点までを、図表を用い網羅的に解説。
●証拠の保全・収集・分析から訴訟手続まで、最新裁判例の動向も踏まえ、
実務上の疑問に答える全54問。
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インターネット・デジタル

仮想通貨法の仕組みと実務

逐条解説／自主規制団体・海外法制／会計・監査・税務
畠山久志 編著
横田清典・後藤出・金子得栄・濱本明・前田浩一 著
2018年10月刊

商品番号：40739
略
号：仮想法

電子書籍有

A5判 380頁

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4518-4

●多岐にわたる執筆陣が、「仮想通貨制度導入の意義」「取引システムとテク
ノロジー」「資金決済法の一部改正」「法制度における取扱い・解釈論」
「決済・金融ツールとして使う場合の税務会計措置の取扱い」等について、
図式や引用先を明示しながら丁寧に解説。

第3版

インターネット新時代の法律実務Q&A

FinTech╱クラウド╱ビッグデータ・ライフログ・マイナンバー╱情報セキュリティ╱検索エンジン・ドメイン
ネーム╱掲示板・ブログ・SNS╱動画投稿サイト╱ネットショップ・オンラインゲーム・電子書籍╱スマート
フォン╱子どもとネット╱サイバー犯罪

田島正広 監修・編集代表／編著

足木良太・上沼紫野・梅田康宏・大倉健嗣・長田敦・亀井源太郎・柴山将一・鈴木優・中島麻里・平林健吾 編著

2017年2月刊
商品番号：40475
略
号：ネット法

電子書籍有

A5判 408頁

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4368-5

●各方面で活躍する執筆者が、ツール利活用の場面毎に生起する問題に直接
斬り込み、問題解決に繋がる実践的なアドバイスを提供。「利便性を考慮
した簡潔明瞭な回答」＋「根拠を明確にしたわかりやすい解説」が好評。
FinTechやIoT、改正個人情報保護法など、最新トピックを幅広く収録。

よくわかる
テレビ番組制作の法律相談

第２版

梅田康宏・中川達也 著

2016年7月刊

商品番号：40638
略
号：テレビ

A5判 496頁

定価4,730円
（本体4,300円） ISBN978-4-8178-4324-1

●SNSに投稿された文や写真などを番組で紹介するには本人の承諾が必要？
ビッグデータを取得して報道に役立てたいが何か問題はある？放送した番
組についてBPOが審理に入ったらどのような対応が必要？等、取材や番
組制作時に生じうる法的問題点をQ&Aで解説。

基本講義

プロバイダ責任制限法

インターネット上の違法・有害情報に関する法律実務
定価2,750円
（本体2,500円） ISBN978-4-8178-4315-9

●元総務省消費者行政課の弁護士が基礎知識・理論・実務をコンパクトにま
とめた一冊。実務解説では、被害者側とプロバイダ側のそれぞれの立場か
ら実務上の手続を整理。付録として、実務上の疑問点や留意点を取り上げ
た25問のQ&Aや関連用語集等を収録。

事

商品番号：40632
略
号：プロ責

A5判 280頁

民

関原秀行 著
2016年6月刊
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Q＆A 若手弁護士からの相談203問
企業法務・自治体・民事編

京野哲也 編著
ronnor・福田英訓・頓宮尚公・中川佳男・花房裕志・黒田修平 著
2022年2月刊

商品番号：40906
略
号：若法

A5判 456頁

定価4,620円
（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4783-6

●企業・自治体の法律相談について「答えにくい、情報に到達しにくい、苦
慮する」問題を収録。元司法研修所民事弁護教官の弁護士を含む、実務家
７人による「経験知」を紹介。法律実務の入口からその先までを案内する
「参考文献」や、知りたいQ＆Aを逆引きできる索引も収録。

Q&A 若手弁護士からの相談374問

京野哲也・林信行 編著
中川佳男・山田圭太・花房裕志・佐々木久実 著

2019年4月刊

商品番号：40760
略
号：若弁

A5判 412頁

定価4,400円
（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4555-9

●「若手弁護士が簡単に調べにくい」「本を読んだだけでは不安に思う」「あ
まり本に書かれていない」問題について、374問のＱ＆Ａで経験豊富な弁
護士が解説した「何を調べどう考えたらよいか？」が身に付く一冊。各章
の冒頭に「定番文献」掲載し、個別のＱについても参考文献を参照可能。

電子書籍有

ワンアップ実務解説！
交通事故事件処理の道標
実務をはじめからていねいに

弁護士法人サリュ 業務改善部会 編著
2020年11月刊
商品番号：40836
略
号：実交

電子書籍有

A5判 352頁

定価4,180円
（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4676-1

●被害者側専門として解決実績１万4000件、年間相談件数3000件以上の実績
を持つ弁護士事務所が生んだ新人弁護士や事務スタッフのための教科書。
論理的な問題、判例解決等は極力省略しながら、事件処理の過程で起こり
やすいトラブルを指摘し、その解決策に踏み込んだ、類のない一冊。

判例にみる 高齢者の交通事故
高齢被害者の損害と高齢加害者の責任

民

古笛恵子 編著
2020年11月刊

事

商品番号：40845
略
号：高齢交通

A5判 440頁

定価5,060円
（本体4,600円） ISBN978-4-8178-4688-4

●高齢者が問題となる事件につき、これまでに出た多数の判例を読み解き、
「高齢被害者の損害論」、「高齢加害者の責任論」の視点から詳説。年齢に
対する評価、既往症状（例：認知症）ほか、高齢者特有の問題を徹底解説。
●高齢者に関わる裁判例一覧表（消極損害、慰謝料、過失相殺）も収録。

電子書籍有
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ペット訴訟ハンドブック

関係法・判例解説、交通事故、動物病院、飼い主が加害者となる場合、ペット
ショップ、ペットホテル、トリミングショップ、ペットをめぐる近隣トラブル
渋谷寛 著
2020年10月刊

商品番号：40840
略
号：ペット

電子書籍有

A5判 248頁

定価2,970円
（本体2,700円） ISBN978-4-8178-4681-5

●ペットの法律相談、訴訟について数多く取り組む著者が、起こりうるさま
ざまなトラブルを体系化。第１編でペットにまつわる関係法及び行政・自
治体による規制を解説したうえで、第２編で事件類型別に具体的事例・裁
判例・書式を交えて事件処理の流れやポイントを解説。

債権回収あの手この手Q＆A
各種財産の調査から回収まで

須藤英章 監修
2020年10月刊

商品番号：40839
略
号：債権回収

A5判 412頁

経営紛争研究会 編著

定価4,620円
（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4684-6

●回収の準備段階から始まり、情報収集の仕方、交渉による回収の秘訣、第
三者から回収する方法などについて、図解を交えて紹介。強制執行や仮差
押えなどについては、執行の目的物ごとに留意点を解説。倒産手続の申立
てによる回収や海外における回収についても実務に即した対応を紹介。

電子書籍有

民事執行法及びハーグ条約実施法等
改正のポイントと実務への影響

山川一陽・松嶋隆弘 編著

2020年2月刊

商品番号：40796
略
号：民執改

電子書籍有

A5判 464頁

定価4,950円
（本体4,500円） ISBN978-4-8178-4627-3

●民事執行法等改正の様々な問題点を多面的な角度から分析。まずはこの１
冊でという位置づけの「網羅的かつワンストップ」の実務書。2019年11月
公布の「規則」までフォロー。個別の論点ごとに、「どこがどう変わった
のか」、「どのような影響を受けるのか」を、図表や具体例を用いて解説。

Q&A
火災・地震保険に関する法律と実務
金子玄・神戸靖一郎 著
2019年12月刊

電子書籍有

定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4605-1

●家計分野を中心に、保険実務における判断、法根拠を取りまとめた一冊。
●重要な判例や通知等、多数収録。火災・地震保険に関連する具体事案での
法的判断や保険適用範囲を解説。

事

商品番号：40782
略
号：Ｑ火災

A5判 336頁

民

保険価額・補償範囲・自然災害・特約・免責事由・相続・告知義務・代位・時効・評価基準
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実務裁判例
交通事故における過失割合

第2版

自動車事故及び消滅時効、評価損等の諸問題
伊藤秀城 著
2019年5月刊
商品番号：40542
略
号：自動車

電子書籍有

B5判 412頁

定価4,950円
（本体4,500円） ISBN978-4-8178-4557-3

●交通事故に基づく損害賠償請求権に関する消滅時効の援用を始めとして、
実務でよく主張される代車料や休車損、評価損（格落ち）の裁判例を収録。
●高速道路事案における裁判例（車線変更や多重衝突、料金所付近における
事故等）も整理。

実務裁判例
交通事故における過失相殺率

第２版

自転車・駐車場事故を中心にして

伊藤秀城 著
2016年2月刊
商品番号：40500
略
号：自転車

B5判 424頁

定価4,620円
（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4287-9

●増え続ける自転車事故による高額賠償例や近時の判例を新たに追加・厳選
した、188例の交通事故裁判例集、第２版。裁判例を事故状況ごとに分類
し、事故時の概略図、過失相殺率、裁判例の要点を掲げて解説。参考とな
る和解条項例、道路交通法・施行令・施行規則（抄録）も収録。

明日、相談を受けても大丈夫！
破産事件の基本と実務
モデル事例と基本判例・論点でつづる破産法入門

髙木裕康 著
2019年3月刊
商品番号：40754
略
号：明日破

A5判 304頁

定価3,190円
（本体2,900円） ISBN978-4-8178-4544-3

●破産申立て・破産管財を含む倒産事件を多く手掛ける弁護士による「破産
実務の基本・概要をおさえる」ための一冊。実務の流れを一気通貫でイ
メージできるようモデルストーリーを掲げたうえで、破産法の構造、実務
の概要、主要な論点・裁判例をコンパクトに解説。

スキルアップ法律事務
破産申立ての事務手続
民

2018年10月刊

事

商品番号：40733
略
号：法破産

電子書籍有

A5判 340頁

矢野公一 著

定価3,080円
（本体2,800円） ISBN978-4-8178-4512-2

●現場をよく知り、研修会講師としても活躍中のベテラン事務職員が、破産
手続の申立てに特化した事務手続と流れをストーリーで解説。理解を促す
マンガを多数収録。破産事件そのものの考え方から申立手続、免責までの
知識や依頼者対応時の留意点まで丁寧に解説。
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Q&A 医薬品・医療機器・健康食品等
に関する法律と実務

医薬品該当性、医薬品・健康食品の広告、製造販売、添付文書、
薬局、個人輸入、医薬部外品、医療機器、化粧品、指定薬物
赤羽根秀宜 著
2018年8月刊

商品番号：40727
略
号：Q医薬

電子書籍有

A5判 316頁

定価3,300円
（本体3,000円）ISBN978-4-8178-4495-8

●薬機法、健康増進法、景品表示法等規制法の観点、製造物責任・医療過誤
等の民事責任や刑事責任等、医薬品・医療機器・健康食品等に関する法律
実務を、判例・通達・通知等の根拠を明確にした100問のQ&Aで丁寧に解説。

Q&A 保育所・幼稚園のための法律相談所
現場からの56の相談に、顧問弁護士がわかりやすく答えました

岩月泰頼・菅原清暁 編著
2018年4月刊

商品番号：40712
略
号：幼法

A5判 252頁

定価2,530円
（本体2,300円） ISBN978-4-8178-4469-9

●幼稚園・保育所の顧問弁護士が執筆。
●園内事故に対する予防策をはじめ、人事労務、各種契約締結など、事業の
運営上必要なノウハウを解説。
●最新の法令・ガイドライン・裁判例に対応。

電子書籍有

難しい依頼者と出会った法律家へ
パーソナリティ障害の理解と支援

岡田裕子 編著
2018年2月刊

商品番号：40708
略
号：難依

A5判 252頁

定価2,530円
（本体2,300円） ISBN978-4-8178-4457-6

●法的紛争の現場に出現しやすい当事者類型に近いパーソナリティ障害の類
型を６つ取り上げ、それぞれの特徴、原因、対応法を説明した上で、具体
的事例を設定し、法律相談の受付時から受任・手続に至る過程を丁寧にな
ぞりながら、対応のポイントを提示。

電子書籍有

弁護士・事務職員のための
破産管財の税務と手続

新版

電子書籍有

横田寛 著

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4429-3

●「破産財団の増殖のために税務申告をどう活用するか」「できるだけ手間を
かけずに税務申告を行うにはどうしたらよいか」を念頭に、著者の管財税
務業務遂行上の経験、管財人である弁護士との会話、事務職員からの質問
等を基にした「管財人が気になる論点」を解説。

事

商品番号：40502
略
号：破産管財

A5判 364頁

民

2017年9月刊
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再生可能エネルギービジネスの
法律と実務

水上貴央 著

2016年6月刊

商品番号：40633
略
号：再エネ

電子書籍有

A5判 492頁

定価4,620円
（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4316-6

●再エネビジネスに関係する制度から事業設計における個別論点の解説、持
続的な発展のための課題と提言までがまとまった一冊。事業計画、用地確
保、関連法規への対応、担保設定、資金調達、補助金や優遇税制といった、
事業設計における論点について、実務を意識したわかりやすい解説を展開。

不法行為法 基本判例解説
2010年8月刊

商品番号：40413
略
号：不法

A5判 248頁

良永和隆 著

定価2,640円
（本体2,400円） ISBN978-4-8178-3882-7

●不法行為法の学習に必要な基本判例を網羅。
●有名判例を多数取り上げ、論点を明確に示した上で詳解。
●①事実→②判決文→③解説の三段階構成でコンパクトにまとめられた絶好
の入門書。

行為類型別 詐害行為取消訴訟の実務

高須順一 著

2021年10月刊

商品番号：40889
略
号：詐害行為

A5判 320頁

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4762-1

●類型別に典型的な財産減少行為としての不動産、動産、金銭、債権の譲渡、
債務免除行為などを取り扱い、濫用的会社分割から遺産分割等の家族法上
の行為まで、現時点で想定される詐害行為類型を網羅的に取り上げて詳解。
具体的な37の設例で記載例（請求の趣旨、請求原因等）とともに解説。

実践演習 民事弁護起案

金子稔・川村英二・大坪和敏・姫野博昭 著

民

2021年7月刊

事

商品番号：40883
略
号：弁起案

B5判 328頁

定価4,620円
（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4742-3

●元司法研修所教官による実践・演習ができる主張書面作成の指南書。
●よく生じる５つの事件類型に基づいた〈参考となる起案〉と〈課題の残る
起案〉とを対比できる。各起案に対する良い点や留意すべき点などのコメ
ント付で良い起案のための勘所がわかる。研修・勉強会の教材にも最適。

電子書籍有
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民事・家事抗告審ハンドブック

法的審問請求権に基づく家事審判の基礎理論を目指して
松本博之 著
2020年10月刊

商品番号：40838
略
号：民抗

A5判 624頁

定価8,140円
（本体7,400円） ISBN978-4-8178-4683-9

●「当事者の法的審問請求権を十分保障しているか」という観点から現行の
抗告制度について考察。家事審判に対する不服申立てだけを扱うのではな
く、その前提となる家事審判手続の基本を明確にしたうえで、不服申立ての
諸問題に取り組む。
抗告から特別抗告までの手続き等について時系列で紹介。

電子書籍有

民事上告審ハンドブック

憲法上の手続基本権に基づく上告審手続の構築に向けて
松本博之 著
2019年5月刊

商品番号：40762
略
号：上告審

A5判 500頁

定価6,600円
（本体6,000円） ISBN978-4-8178-4561-0

●民訴法が目指す本来の民事上告審の在り方とは？憲法上の手続基本権の観
点を詳述。法曹関係者必読の書。
●最高裁判例及び多種にわたる文献を豊富に収録。
●上告制度の沿革・目的から上告審の仕組みまでの基礎も解説。

電子書籍有

民事控訴審ハンドブック

事後審的運営批判と理論・実務的諸問題の解明
松本博之 著
2018年6月刊

商品番号：40718
略
号：民ハン

A5判 672頁

定価8,250円
（本体7,500円） ISBN978-4-8178-4478-1

●「民事控訴審は、第一審判決の取消し自体を目的とするものではなく、不服
のある当事の申立てにより、請求について控訴裁判所が改めて審理し、正し
い裁判の実現を目指す手続である」との観点から、懸案となっている手続上
の諸問題の解決策を提示。控訴の提起から控訴審判決までを時系列的に解説。

電子書籍有

訴訟における裁判所手数料の算定
訴額算定の理論と実務

定価9,240円
（本体8,400円） ISBN978-4-8178-4388-3

●算定の基礎となる訴額（訴訟対象の価額）の算定基準が最高裁判所の事務
通知によって事実上決められている現状の問題性を指摘し、判決効を含む
訴訟法理論を踏まえたあるべき算定基準を追求する。実務家必読の書。

事

商品番号：40671
略
号：裁算

A5判上製 584頁

民

松本博之 著
2017年4月刊

電子書籍有
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ながめてわかる！
認定考査対策と要件事実の基礎

第３版

司法書士 特別研修

小山弘 著
2020年1月刊
商品番号：40444
略
号：要件事実

電子書籍有

B5判 300頁

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4612-9

●単なる解説書ではなく、特別研修の核となるグループ学習を体験できる、
討論形式の自習書。特別研修の履修内容や受講上の留意点を掲載。
●認定考査に必要な基礎知識、訴訟物、要件事実等の訴訟手続の基礎理論に
ついても叙述。模擬問題、認定考査直前のチェックシートも収録。

『第３版 ながめてわかる！認定考査対策と要件事実の基礎』別冊

司法書士認定考査
過去問題・解答集〔第１回～第18回〕
2020年1月刊

商品番号：40604
略
号：要実別冊

電子書籍有

B5判 244頁

小山弘 著

定価2,860円
（本体2,600円） ISBN978-4-8178-4613-6

●『第３版 ながめてわかる！認定考査対策と要件事実の基礎』と同時刊行の
別冊。
●第１回から第18回の認定考査の過去問題及びその回答例を収録。

国家賠償法実務ハンドブック

安達敏男・吉川樹士・須田啓介・安重洋介 著

2019年3月刊

商品番号：40753
略
号：賠ハン

A5判 348頁

定価3,410円
（本体3,100円） ISBN978-4-8178-4543-6

●市区町村等の公共団体に対する国家賠償請求事例を中心に、350件超に及
ぶ豊富な裁判例を整理・分析。学校事故や道路の瑕疵など、様々な場面で
関係してくる国家賠償法の基礎と実務のポイントを、論点ごとのQ&Aで
コンパクトに解説した、弁護士・地方公共団体法務担当者の必読書。

時効・期間制限の理論と実務
民

岩田合同法律事務所 編 田子真也 編集代表
佐藤修二・村上雅哉・大櫛健一・飯田浩司 編著

2018年7月刊

事

商品番号：40725
略
号：時効理

A5判 484頁

定価4,950円
（本体4,500円） ISBN978-4-8178-4492-7

●民事事件から金融・税務、国際取引まで、様々な「期間」管理を網羅。時
効・期間制限についての体系的実務書。
●分野別に整理された詳細な122のQ&Aを収録。
●改正民法〈債権法〉完全対応。
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自分でできる少額訴訟ハンドブック
事例にみる実務と実践

裁判ウォッチング市民の会 監修
2018年4月刊

商品番号：40714
略
号：少額訴

A5判 228頁

田中賢規 著

定価2,420円
（本体2,200円） ISBN978-4-8178-4473-6

●訴状の書き方、証拠の集め方、添付書面の作り方など、事前の準備につい
て書式と併せて詳細に解説。
●分かりやすいストーリーと、実際の裁判を想定したリアルな場面描写で相
談者の理解を促すので、本人訴訟支援にも使える。

電子書籍有

主文例からみた請求の趣旨記載例集

弁護士法人佐野総合 編

2017年11月刊

商品番号：40697
略
号：主請

A5判 592頁

定価6,050円
（本体5,500円） ISBN978-4-8178-4438-5

●広範な裁判例の主文を、訴訟類型・事件類型ごとに整理・検討し、様々な
類型の請求の趣旨について、豊富なバリエーションの記載例を提示した、
民事訴訟実務・訴状作成実務に必携の一冊。弁護士実務の視点で、検索の
利便性を重視して整理されているので、業務の効率化に最適。

電子書籍有

実務への影響まるわかり！
徹底解説 民法改正〈債権関係〉

安達敏男・吉川樹士・安重洋介・濱田卓 著

2016年10月刊

商品番号：40645
略
号：債改正

A5判 472頁

定価4,510円
（本体4,100円） ISBN978-4-8178-4341-8

●民法改正を理解するための入門書。どこがどう変わったかが一目でわかる。
●実務上の影響の有無をわかりやすく解説。
●理解を促す図表も多数収録。
●新法につき、旧法の条文と対比し、簡潔に解説。

司法書士
簡裁訴訟代理等関係業務の手引
2016年9月刊

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4313-5

●簡裁訴訟代理等関係業務に関する「確実に押さえておきたい業務のポイン
ト」を凝縮。各種関係書類のひな形、関係法令、手数料額早見表等の役立
つ資料や「業務を行い得ない事件Ｑ＆Ａ」「訴額算定事例（筆界特定事例
を含む。）」「司法書士の簡裁代理権Ｑ＆Ａ」を収録。

事

商品番号：40246
略
号：29簡代

日本司法書士会連合会 編
A5判 344頁

民

平成29年版
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財産開示の実務と理論
勝訴を無駄にしないための三段活用

小栁茂秀 著
2013年8月刊

商品番号：40518
略
号：財開

A5判 484頁

定価5,280円
（本体4,800円） ISBN978-4-8178-4106-3

●「申立書・当事者目録・債権目録・添付書類・証拠書類を含む申立手続」
「財産開示を有効活用するためのヒント」「参考資料・書式・記載例」「裁
判例」「事例・実例集」等、初任弁護士に向けた目線で実務を解説。
●民事執行法・家事事件手続法に基づく「知る人ぞ知る一手」を伝授。

基礎から実務へ 民事執行・保全

京野哲也・今井隆一 著

2013年4月刊

商品番号：40504
略
号：執行保全

A5判 440頁

定価4,180円
（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4078-3

●民事執行と民事保全の「実務と理論」が一冊で理解できる解説書。
●「実務との接点」「思い出話」など、実務現場のポイントがわかるコラムも
収録。
●「保全─執行」「強制執行─担保権実行」間を相互に参照可能。

聴く力 伝える技術

人間関係の誤解を解くメディエーションの極意
田中圭子 著
2012年7月刊

商品番号：40469
略
号：聴く力

A5判 292頁

定価2,640円
（本体2,400円） ISBN978-4-8178-4003-5

●各士業団体や企業、団体等でトレーナーを務める著者が、「もめごとの解
決技術」をわかりやすく解説。
●お互いの事情や感情のすれ違いを１つずつ確認し、話し合いに導く技術が
身に付く一冊。

調停への誘い

紛争管理と現代調停のためのトレーニング書

民

レビン小林久子 著
2004年7月刊

事

商品番号：40276
略
号：調停

A4判 124頁

定価2,200円
（本体2,000円） ISBN978-4-8178-1289-6

●スキルと理念を７段階に分け、場面ごとのポイントを学習可能。
●図表を多く取り入れ、視覚的にも理解を助けるよう工夫。
●「必要なスキルをどのような状況で、どう使うか」について順を追って学
習可能。
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弁護士13人が伝えたいこと
32例の失敗と成功

中山嚴雄 編集代表
2018年11月刊

商品番号：40744
略
号：弁13

A5判 264頁

定価2,750円
（本体2,500円） ISBN978-4-8178-4524-5

●若手からベテランまで、世代も専門も異なる13人の弁護士の、多岐にわた
る経験を一冊にまとめた書。当たり前とされている処理の重要性や独自の
工夫、事件当時の心境まで、経験と消えることのない知恵を収録。

電子書籍有

弁護士のための
事務所開設・運営の手引き
第2版

日本弁護士連合会 編

2016年11月刊

商品番号：40426
略
号：弁事開設

A5判 280頁

定価2,750円
（本体2,500円） ISBN978-4-8178-4355-5

●事務所の開設・運営に「最低限必要な情報やノウハウ」をまとめた一冊。
●「自身が業務経験を体験するのと同様の」注意点を得られるように工夫を
凝らした、具体的なケース事例も収録。
●「業務処理に欠かせない」14の基本的書式を巻末に収録。

弁護士・事務職員のための

法律事務所の確定申告入門
会計処理から税務調査対応まで

横田寛 著
2016年8月刊

商品番号：40639
略
号：弁確

A5判 392頁

定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4326-5

●源泉所得税の扱いや共同経営者との兼ね合いなどにおいて、判断が悩まし
い法律事務所の確定申告に特化した一冊。多数の法律事務所を顧問先に持
ち信頼の厚い著者が、実際に弁護士や事務職員から受けたよくある疑問・
質問をベースにまとめた、実践的な内容。

39のストーリーで楽しくわかる
法律事務所の日常業務

有馬圭 著
2013年11月刊

定価2,530円
（本体2,300円） ISBN978-4-8178-4124-7

●「誰でも」「今から」「簡単に」始められる「事務所運用ルールの工夫」や
「悩み解消ノウハウ」を解説。
●ITコンサルタントとして法律事務の世界に飛び込み、多様な業務につい
て悩みぬきながら解決してきた、異色の経験に基づいて執筆。

事

商品番号：40532
略
号：法日

A5判 248頁

民

総務・経理・IT・広報広告の仕組みと事務職員ができること
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スキルアップ法律事務
裁判所提出書類の作り方・集め方
民事訴訟／保全／執行

矢野公一 著
2013年9月刊
商品番号：40528
略
号：法裁

A5判 368頁

定価3,080円
（本体2,800円） ISBN978-4-8178-4114-8

●現場をよく知り、研修会講師として活躍中のベテラン事務職員が、「正し
く、素早い」申立ての準備の仕方を解説。
●事務の流れに沿って、事務手続き上の疑問点や問題点を細かく、深く解説。
●理解を助ける80パターン以上の書式、図解、イラスト、コラムを収録。

弁護士の仕事術Ⅰ
法律相談マニュアル

藤井篤 著
2013年7月刊

商品番号：40521
略
号：弁仕1

A5判 184頁

定価1,870円
（本体1,700円） ISBN978-4-8178-4097-4

●豊富な弁護士育成経験を基に、「法律相談とは何か？」「相談者は何を求め
て来るのか？」「法律相談の進め方は？」「法律相談に当たって工夫すべき
点や留意事項は？」といった疑問について解説。事例を数多く取り上げ、
理念的・抽象的な表現を補足するなど、読みやすさ、わかりやすさを工夫。

司法書士の責任と懲戒
2013年7月刊

商品番号：40513
略
号：司責

A5判 404頁

石谷毅・八神聖 著

定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4090-5

●司法書士の民事責任に関する判例や懲戒事例の整理・分析から、司法書士
の行為規範を明らかにする一冊。
●司法書士業務についての論点をまとめた上で、民事責任に関する判例の中
から137件、累計400件超の懲戒事例の中から176件を整理・分析。

スキルアップ法律事務テキスト
民事訴訟・執行・保全の入門から実務まで

民

矢野公一 著
2010年2月刊

事

商品番号：40390
略
号：法テ

A5判 324頁

定価2,970円
（本体2,700円） ISBN978-4-8178-3856-8

●法律事務所の職員や初任の弁護士が法律事務の基本をを身に付けるためのテキスト。
●新しい問題や疑問に直面しても解決できる能力を身に付けることを重視。
●基本から実践すべき実務のポイントまでを、事務職員の会話や事例を挙げ
ながら解説。
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約

務

トラブル事例でわかる
アライアンス契約

法

契

提携交渉から終了までのポイントと条項例
淵邊善彦 著
2020年11月刊
商品番号：40844
略
号：アラ契

電子書籍有

A5判 268頁

定価3,080円
（本体2,800円） ISBN978-4-8178-4690-7

●アライアンスに関する法的知識をコンパクトに解説した上で、著者の経験
した案件や裁判例をもとに構成した49事例について、条項例を交えて解説。
現場で役立つ実務的な解説に加え、ポイントを絞った裁判例や法令・ガイ
ドラインの紹介、巻末には参考文献リストも収録。

現代型ビジネスシーン別
契約条項例とチェックポイント

出澤秀二・丸野登紀子・大賀祥大 著

2020年11月刊

商品番号：40843
略
号：ビ契

電子書籍有

A5判 336頁

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4692-1

●現代のビジネスシーン上、契約書の記載が重要な意味をもつ契約（非典型
契約・混合契約）について焦点を当てた実務必携の書。契約書の作成・審
査の基本的事項や一般条項について解説するとともに、鍵となる重要な条
項例を中心に、その趣旨・実務における留意点などを丁寧に解説。

即実践!! 電子契約

電子契約・DX・文書管理（文書の電子化）の導入から運用
まですべてを体験できる
高橋郁夫・北川祥一・斎藤綾・伊藤蔵人・丸山修平・星諒佑・西山諒・細井南見 編集
2020年8月刊

商品番号：40832
略
号：電契

電子書籍有

A5判 372頁

定価4,180円
（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4668-6

●第１編では、ストーリーを交えて、電子契約の導入について解説。
●第２編では、電子契約の法的な仕組みについて、最新議論・法的議論を踏
まえたQ＆Aで解説。
●電子契約の導入担当者、文書管理担当者、弁護士・法務担当者必見の書。

改正民法はここを見直す！
契約実務チェックポイント
野村豊弘 監修

2020年7月刊

商品番号：40666
略
号：民改契

電子書籍有

A5判 308頁

虎ノ門南法律事務所 編著

定価3,410円
（本体3,100円） ISBN978-4-8178-4661-7

●第１部では、改正の解説を踏まえながら場面ごとに使える条項例を例示。
第２部では、実際にそのまま使える契約書式例を掲載。
●新旧どちらの民法が適用されるのか確認できる「経過措置について」を新
規収録。改正前の民法で締結された契約書の修正点も一目でわかる。
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法

契

約

務

債権法改正対応！
保証契約の法律と実務Q&A
中小企業の経営者による個人保証

須藤英章 監修
2019年3月刊
商品番号：40752
略
号：保契

電子書籍有

A5判 400頁

経営紛争研究会 編著

定価4,400円
（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4542-9

●多くの法的課題を有する個人保証制度について、企業経営者、金融機関担
当者、法律実務家に向けて、図表・判例を交えた166問のQ&Aでわかりや
すく解説。実際に起こりうる問題に素早く対応できるよう、問題の流れに
沿って構成。保証契約の一通りの流れをおさえることも可能。

渉外相続・不動産登記・会社取引等で役に立つ
英文の法律・法的文書作成に関する実践と書式
宣誓供述書・証明書・通知書・届出書・許可書・誓約書・保証書・捺印証書・売渡証書・売買契約書・贈与
書・委任状・遺言書・遺産分割協議書・株主総会議事録・信託証書等における英文・日本文の作成・翻訳

石田佳治・山北英仁 著

2018年12月刊
商品番号：40750
略
号：英法

電子書籍有

A5判 408頁

定価4,290円
（本体3,900円） ISBN978-4-8178-4533-7

●英文・訳文の作成方法を実際の書式を基に解説するとともに、具体的に活
用できる例文、書式や見本（70例）を掲載。
●英文法律・法的文書の特徴、作成の仕方を理解でき、業務のステップアッ
プにつながる一冊。

一人でつくれる
契約書・内容証明郵便の文例集

第2版

サンプル書式ダウンロード特典付き

安達敏男・吉川樹士 著
2017年10月刊
商品番号：40284
略
号：契内

電子書籍有

A5判 376頁

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4435-4

●公証人、司法研修所教官も努めた弁護士が、基本的なものから専門的な契
約書式まで、重要と思われる122文例を厳選した上で、わかりやすく解説。
掲載文例をダウンロードできる購入者特典付。民法（債権関係）改正に対
応したほか、実務の動きを踏まえた文例の見直し・追加を実施した第2版。

第2版

実務英文契約書文例集

サンプル書式ダウンロード特典付

黒河内明子／ムーン・キ・チャイ 著
2017年6月刊

商品番号：40457
略
号：英文契約

A5判 484頁

定価4,840円
（本体4,400円） ISBN978-4-8178-4402-6

●民法（債権関係）改正に対応した第２版。改正内容に加えて実務対応まで
詳細に解説。様々な契約に共通する一般条項と厳選した契約書21文例の英
文を収録し、全条項の和訳と充実した解説を付与。
●本書掲載の契約書21文例をダウンロードできる購入者特典付。

電子書籍有
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約

実践的ノウハウと契約締結のポイント
サンプル書式ダウンロード特典付

務

業種別ビジネス契約書作成マニュアル

法

契

田島正広 代表編著
足木良太・上沼紫野・浦部明子・笹川豪介・柴山将一・寺西章悟 編著
2015年11月刊

商品番号：40610
略
号：業契

A5判 432頁

定価4,070円
（本体3,700円） ISBN978-4-8178-4275-6

●製造、物流・小売、エンタメ、IT、医療・ヘルスケア、不動産・建設業、
金融の７業種ごとに、取引の特徴と場面に応じたリスク分析を踏まえ、契
約条項化する際のポイントを指摘。クロスレファレンスをたどることで、
類似または関連する他分野の契約に関する解説も参照可能。

契約書が楽に読めるようになる

英文契約書の基本表現

Encyclopedia of Key Words and Expressions in English Contracts
牧野和夫 著
2014年12月刊

商品番号：40573
略
号：英基

A5判 244頁

定価2,640円
（本体2,400円） ISBN978-4-8178-4201-5

●英文契約書を理解するために必要な表現や用語を精選。
●基本表現を対訳・語注つきのシンプルな例文を使って解説。「契約書の英
語」を体得できる。
●一般条項も同時にマスターできる構成。

現代取引社会における
継続的契約の法理と判例
2013年5月刊

商品番号：40507
略
号：継続

A5判 588頁

升田純 著

定価5,720円
（本体5,200円） ISBN978-4-8178-4082-0

●継続的契約の法理と解釈、契約類型ごとの問題点、解除の許否、債務不履
行の適否、具体的損害賠償の算定や価額までを網羅的に解説。
●130の裁判例について「法解釈」「紛争の争点」
「契約の類型」ごとに分類
し、丁寧に解説。
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法

労働法

務

同一労働同一賃金

パート・有期契約社員への合理的根拠を有した
待遇差説明の実務
高井・岡芹法律事務所 編著
2021年6月刊

商品番号：40876
略
号：待遇差

電子書籍有

A5判 336頁

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4735-5

●類書では記述が薄い「説明実務」に焦点を当てた書。
●正社員と非正規社員の間の待遇差について、使用者側がいかに対応すべき
か（見直しが必要な場合はその対処法を、合理的と判断される説明が可能
な場合には説明方法・理論構成の方法を）具体的な例を挙げて示す。

Q&A 労働者視点でめざす
同一労働同一賃金

最高裁判決を踏まえた交渉・手続のポイント
中島光孝 著
2021年3月刊

商品番号：40867
略
号：労働賃金

電子書籍有

A5判 284頁

定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4718-8

●ハマキョウレックス事件、日本郵便（西日本）事件の代理人である著者が
解説。使用者がどう提案してくるかを検討し、使用者の説明義務を梃子に、
どのように交渉に臨むか。訴訟を提起する場合の主張すべき要点も紹介。
199問のQ＆Aと、参考となる訴状構成例を収録。

働き方改革関連法、パワハラ防止法、民法改正、貨物自動車運送事業法改正に対応

運送会社のための労務管理・
働き方改革対応マニュアル
2021年3月刊
商品番号：40855
略
号：運労務

電子書籍有

A5判 404頁

長瀨佑志 著

定価4,290円
（本体3,900円） ISBN978-4-8178-4713-3

●近年改正された重要な法律の施行時期を踏まえ、運送事業者がとるべき対
策を提示。運送業界の労務管理において押さえておきたい重要な裁判例や
ポイントを解説。「相談事例」→対応の「ポイント」→「解説」→「ご相
談のケースについて」のQ&A形式の流れで理解しやすい。

コロナ危機でみえた 雇用の法律問題Q&A
在宅勤務 賃金 休業 罹患 ハラスメント 安全配慮義務
労災 採用 退職金 解雇 雇止め

水谷英夫 著
2021年2月刊

商品番号：40856
略
号：雇用問題

電子書籍有

A5判 288頁

定価2,970円
（本体2,700円） ISBN978-4-8178-4700-3

●コロナ禍での募集・採用から賃金・休業、特別休暇や退職金まで労働問題
を広く扱い、コロナ感染後の出勤停止等にかかる措置やコロナ不況下の解
雇・雇止め、そして、隠れたる在宅勤務下でのハラスメント問題まで、今
を生きる職場に必須の61問。
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深井剛志・姫乃たま・西島大介 著

2020年7月刊

商品番号：40820
略
号：アイドル

四六判 224頁

務

地下アイドルの法律相談

法

労働法

定価1,760円
（本体1,600円） ISBN978-4-8178-4650-1

●弁護士×元地下アイドル×マンガ家による、地下アイドル当事者、地下ア
イドルを目指す子、当事者のご家族などに向けて書かれた異色の書。地下
アイドルを取り巻く問題と法的対処法についてのやさしいQ＆Aのほか、
マンガによる具体的事例、元地下アイドルによる現場視点のコラムを収録。

電子書籍有

第２版 弁護士・社労士・税理士が書いた

Q&A 労働事件と労働保険・社会保険・税金
加入・離職・解雇・未払賃金・労災・非正規雇用・
高齢者・障がい者・外国人に関する231問と和解条項例

中島光孝・椎名みゆき 監修 大橋さゆり・中島ふみ・宮沢孝児・山中有里・岸祐司・村角明彦・伊藤誠一 著
2020年6月刊

商品番号：40574
略
号：Q労事

電子書籍有

A5判 500頁

定価5,280円
（本体4,800円） ISBN978-4-8178-4649-5

●保険・税金の基礎知識から実務での応用ポイントまで、根拠となる法令、
先例の明示を徹底して解説。実例に基づく和解条項例も充実。
●非正規雇用・高齢者・障がい者・外国人に関するポイントも充実。2020年
３月までの民法改正・労働関連法改正に対応。

住宅・建築業界における労務トラブル・
カスタマーハラスメント対応マニュアル
働き方改革のポイントと具体的事例の解説
秋野卓生 編集代表
2020年5月刊
商品番号：40818
略
号：住労務

電子書籍有

A5判 448頁

匠総合法律事務所 著

定価4,950円
（本体4,500円） ISBN978-4-8178-4642-6

●住宅・建築業専門の法律事務所に寄せられた法律相談を基にした全102問
のQ＆Aで、正しい労働法の知識をわかりやすく解説。
●ハラスメントや労働者派遣、メンタルヘルス関連、外国人労働者など、幅
広い労務トラブルを網羅。

判例解説
解雇・懲戒の勝敗分析

高井・岡芹法律事務所 編著

2020年4月刊

商品番号：40817
略
号：判解雇

A5判 340頁

定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4640-2

●主に経営側の立場から人事・労務問題を多く取り扱う法律事務所の弁護士
による執筆。
●一審と二審で裁判所の評価の覆ったもの、要件該当性の判断の微妙なもの
など、実務家にとって参考になる判例を数多く収録。

電子書籍有
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法

労働法
第4版

予防・解決 職場のパワハラ

務

セクハラ メンタルヘルス

パワハラ防止法とハラスメント防止義務╱事業主における措置・対処法と職場復帰まで
水谷英夫 著
2020年3月刊
商品番号：40537
略
号：パワハラ

電子書籍有

A5判 360頁

定価3,630円
（本体3,300円） ISBN978-4-8178-4636-5

●パワハラ防止法施行に伴い、内容を全面的に改訂。近年問題とされている
カスタマーハラスメントや障害者雇用における虐待等についても言及。主
に職場で起こるハラスメントとメンタルヘルスの問題を、具体的事例、Q
＆A、判例を交えて解説した、相談・訴訟に備えるための実践書。

明日、相談を受けても大丈夫！
労働事件の基本と実務
紛争類型別手続と事件処理の流れ、書式

旬報法律事務所 著
2020年1月刊
商品番号：40800
略
号：明日労

電子書籍有

A5判 368頁

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4615-0

●若手弁護士向け実務入門書「明日、大丈夫！」シリーズ第3弾。
●労働事件を数多く手掛ける旬報法律事務所による執筆。
●相談件数の多い事件類型ごとに、労働相談から訴状作成まで、実務の流れ
に沿って、わかりやすく解説。多数の重要判例、書式を収録。

明日、相談を受けても大丈夫！
ハラスメント事件の基本と実務
モデルストーリーとその実務、書式と裁判例

横山佳枝・倉田梨恵 著
2019年7月刊
商品番号：40773
略
号：明日ハラ

電子書籍有

A5判 284頁

定価3,190円
（本体2,900円） ISBN978-4-8178-4571-9

●セクハラ・パワハラ・マタハラのモデルストーリーを掲げ、事件の構造、
実務の概要、主要な論点を書式・裁判例を交えて解説。
●ハラスメント発生時のヒアリング・対応方法についても詳説。
●行為態様で慰謝料額等が一目でわかる、159の裁判例一覧つき。

早わかり!
ポスト働き方改革の人事労務管理
現場の悩み・疑問を解決するQ&A125問
佐藤久文 編著
2019年11月刊
商品番号：40786
略
号：ポ人事

電子書籍有

A5判 352頁

山本光洋・家村洋太・高岸亘 著

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4606-8

●労働集中部における執務経験を持つ元裁判官をはじめとする企業法務に精
通した弁護士が、現在の企業の雇用側が抱える幅広い問題について、125
問のQ&Aで解説。即活用できる、様々な働き方に対応した就業規則の規
程例やハラスメント防止の規程例、被雇用者への通知文書案なども収録。
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務

最新整理 働き方改革関連法と
省令・ガイドラインの解説

法

労働法╱知的財産法

残業時間の規制、有休取得の義務化、同一労働同一賃金等、企業に求められる対応
岩出誠 編集代表
2019年4月刊
商品番号：40757
略
号：働き方

電子書籍有

A5判 312頁

ロア・ユナイテッド法律事務所 編著
定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4552-8

●関連法施行に伴う制度の変更点や、事業主の責務等について、平易に解説。
●各改正点について、「改正法の施行に当たって、企業が準備すべきこと」
や、「想定される問題点と対応策」等を紹介。
●最新のガイドライン（告示）や通達について、図解をまじえて解説。

AI時代の雇用・労働と
法律実務Q&A

クラウドソーシング╱HRテック╱ライドシェア╱テレワーク╱働き方改革
2018年3月刊

商品番号：40706
略
号：ＡＩ雇

電子書籍有

A5判 282頁

水谷英夫 著

定価2,970円
（本体2,700円） ISBN978-4-8178-4453-8

●AI時代に起こりうる（既に起きている）法律問題について、43問の法律
相談形式で、やさしく、わかりやすく解説。
●第４次産業革命から現在の日本のAI・ICTの雇用環境に至るまでの基礎知
識についても解説。

ハラスメントの事件対応の手引き
内容証明・訴状・告訴状ほか文例

第二東京弁護士会両性の平等に関する委員会 編
2016年11月刊

商品番号：40660
略
号：ハラ対

A5判 288頁

定価2,860円
（本体2,600円） ISBN978-4-8178-4363-0

●ハラスメントに関する実務のポイント・実務において注意すべき点を紹介。
実務の現場をよく知る執筆陣が、相談事例をもとにわかりやすく解説。参
考裁判例や実務に使える書面の文例を豊富に収録。
「こんな時どうすればい
いのか？」を被害者・加害者、両方の立場から詳しく説明。

弁護士で作曲家の高木啓成がやさしく教える
音楽・動画クリエイターの権利とルール

高木啓成 著

2020年10月刊

商品番号：40847
略
号：音動

電子書籍有

A5判 264頁

定価2,640円
（本体2,400円） ISBN978-4-8178-4682-2

●クリエイターや自社YouTube動画制作に取り組む企業からの相談に備え
て手元に置いておきたい一冊。
●音楽クリエイター、動画クリエイターの個別の留意点を説明したうえで、
両者に共通する契約の基本やトラブル対処法についても解説。
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法

知的財産法

務

Q&A 独占禁止法と
知的財産権の交錯と実務

基礎から応用までを理解しコンプライアンスを実現するための手引き
永口学・工藤良平 編著
2020年8月刊
商品番号：40827
略
号：独知

電子書籍有

A5判 340頁

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4671-6

●デジタル革命以降、急速に問題が顕在化した当該分野について基礎から応
用部分までをカバーした稀少な実務書。令和２年に成立・公布となった
「取引透明化法」のポイントも端的に解説。用語解説と実例の紹介を踏ま
え、そこから読み解ける公正な技術利用の境界を示す。

初心者のための特許クレームの解釈

潮見坂綜合法律事務所・桜坂法律事務所 編著

2020年1月刊

商品番号：40801
略
号：特解

A5判 360頁

定価4,070円
（本体3,700円） ISBN978-4-8178-4616-7

●特許明細書クレームの解釈の仕方から、特許権侵害訴訟の流れ、特許権侵
害訴訟の争点（特許権侵害訴訟において、どのようにクレームが読まれる
か）まで、豊富な図表・図版を用いてわかりやすく説明。特許権侵害の有
無をめぐって指針となる実際の事件を元に、ケーススタディ形式で解説。

電子書籍有

知的財産ライセンス契約
産業技術（特許・ノウハウ）

伊藤晴國 著
2019年11月刊

商品番号：40795
略
号：ライ特

A5判 324頁

定価3,630円
（本体3,300円） ISBN978-4-8178-4608-2

●和英対訳のライセンス契約の個々の条項ごとに、理論的な考え方から実践
的なドラフティングまで、その実務を徹底的に掘り下げた書。
●サブライセンス権やハブメイド権など専門的な条項もカバー。ライセン
サーとライセンシーそれぞれの視点からの戦略的な側面についても解説。

電子書籍有

Q&A 商標・意匠・不正競争防止の
知識100問

清水節・髙野輝久・東海林保 編著

2016年5月刊

商品番号：40629
略
号：商標

A5判 504頁

定価4,620円
（本体4,200円） ISBN978-4-8178-4309-8

●厳選した重要裁判例を元に商標法・意匠法・不正競争防止法に関する実務
の考え方を解説。IT技術の進展や国際的な経済活動の拡大に伴うこれら法
律の重要性の高まりをふまえ、紛争についての考え方や解決に導く判断の仕
組みについても解説。裁判官を中心とした執筆陣による、知財の知識第２弾。
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清水節・岡本岳 編著

2013年3月刊

商品番号：40499
略
号：著作権

A5判 492頁

務

Q&A 著作権の知識100問

法

知的財産法╱企業法務一般

定価4,400円
（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4069-1

●裁判官を中心とした49名の執筆陣が「実務に使える知識」を集約。
●厳選した最新、重要な判例を元にした事例を通じて、知的財産権の基礎か
ら著作権実務の考え方までを明瞭に解説。
●近時の重要判例も収録。

技術法務のススメ

事業戦略から考える知財・契約プラクティス

知財戦略・知財マネジメント・契約交渉・契約書作成・特許ライセンス契約・秘密保持契約・
共同開発契約・共同出願契約・ソフトウェアライセンス契約・ソフトウェア開発委託契約など

鮫島正洋 編集代表
2014年6月刊
商品番号：40556
略
号：技法

A5判 396頁

定価3,795円
（本体3,450円） ISBN978-4-8178-4168-1

●ノウハウを惜しみなく提供した戦略的アドバイスのための必読書。
●知財法を知らないビジネスマンでも知財戦略を理解可能なように再構成し
た「知財戦略セオリ」を提唱。

Q&A 競業避止、営業秘密侵害等の
不正競争に関する実務

岡本直也 著

2021年10月刊

商品番号：40899
略
号：競業避止

電子書籍有

A5判 336頁

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4757-7

●中小企業も含む数多くの「不正競争」事件に携わってきた弁護士が、自身
の経験を活かした80問の具体的Q＆Aで解説。根拠となる188裁判例や官
公庁のガイドラインを交えて説明。仮処分命令申立書、競業避止義務に関
する誓約書、就業規則等、実務で必要となる記載例も収録。

Q&A リモート新時代の法律実務

労働問題、契約、セキュリティ・個人情報、株主総会・取締役会
等の運営、紛争解決、知的財産・エンターテイメント
足木良太・安藤尚徳・上沼紫野・柴山将一・田島正広・牧山嘉道 編著
2021年8月刊
商品番号：40873
略
号：リモート

電子書籍有

A5判 304頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4725-6

●変わっていくリモートでの働き方、業務、生活環境での様々な疑問や悩み
に応えるQ＆Aを収録。法律事務所やインハウス（企業内）において第一
線で活躍する弁護士が集まり、自身が感じている問題意識を背景に、様々
な角度から問題点と解決策を執筆。
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法

企業法務一般

務

会社議事録・契約書・登記添付書面
のデジタル作成実務Q& A
電子署名・クラウドサインの活用法

土井万二 編集代表 尾方宏行・新保さゆり・内藤卓・橋詰卓司・大塚至正・
重松学 執筆 弁護士ドットコム株式会社・株式会社リーガル 編集協力
2021年3月刊
商品番号：40857
略
号：デジ作

電子書籍有

A5判 360頁

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4714-0

●インターネットによる会議や書面決議による株主総会議事録、取締役会議
事録等の各種決議事項や議事録記載例とその押印・署名義務、それらをク
ラウドサインによって作成する場合などの議事録に関する最新実務や
PDFファイルによる登記申請、書面作成や署名検証等について詳説。

第４版

会社法定款事例集

定款の作成及び認証、定款変更の実務詳解
田村洋三 監修
2021年3月刊

商品番号：40306
略
号：定款

B5判 544頁

土井万二・内藤卓・尾方宏行 編集代表
定価4,950円
（本体4,500円） ISBN978-4-8178-4715-7

●会社定款の構成、作成方法から認証手続に至るまでの解説、種々の機関設
計に応じた定款文例及び解説、変更手続の解説等を網羅した事例集。改正
会社法に対応、合同会社の編を新設、さらにオンライン株主総会等に関す
る解説を追加した改訂版。本文収録の書式例をダウンロードできる特典付。

電子書籍有

最新法務省令対応

令和元年 会社法改正のポイントと
実務への影響

德本穰・服部秀一・松嶋隆弘 編著

2021年3月刊
商品番号：40866
略
号：会社改正

電子書籍有

A5判 396頁

定価4,400円
（本体4,000円） ISBN978-4-8178-4712-6

●弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等のベテラン実務家、各界の専門
家、研究者等、総勢24名が、個別の論点ごとに「どこがどう変わったのか」
、
「どのような影響を受けるのか」を、図表や具体例を用いて解説。令和３年
１月29日の法務省令までフォローし、実務への影響が「さらに」よくわかる。

現代国際ビジネス法
2021年3月刊

商品番号：40707
略
号：国ビ

A5判 304頁

第２版
浜辺陽一郎 著

定価3,190円
（本体2,900円） ISBN978-4-8178-4709-6

●基礎から実務まで、この一冊で国際ビジネス法がわかる。
●国際取引法の分野に精通した著者が、図解・判例・コラムを多数用いて、
複雑な国際ビジネスの仕組みをわかりやすく解説。
●国際ビジネスに大きな影響を与える最新のテーマに対応した第２版。

電子書籍有
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一人でできる定款作成から
会社設立登記まで

務

第２版

法

企業法務一般

安達敏男・吉川樹士・安重洋介・吉川康代 著

2021年2月刊

商品番号：40319
略
号：定設

電子書籍有

A5判 284頁

定価2,970円
（本体2,700円） ISBN978-4-8178-4707-2

●定款の作成から設立登記申請書類の作成方法までの必要事項をまとめたQ
＆A解説。元法務局長・元公証人を中心に、弁護士と社労士（元行政書士）
が初版をアップデート。各設問ごとに豊富な記載例と、巻末資料に「公証
人の認証を受けた定款例」を収録。

高速マスター 法律英単語2100
法律・基礎編

渡部友一郎 著
2021年1月刊

商品番号：40850
略
号：英法基

A5判 184頁

定価1,760円
（本体1,600円） ISBN978-4-8178-4697-6

●語彙の記憶・速習を目的とした、法律家・法務部員・パラリーガル、学生
のための新しい法律英単語集。実務に使用する頻度で４段階にレベル分け、
英語日本語の索引も充実。日本の法令を外国の顧客に伝えるための基礎的
なリサーチやメール起案、日本語の契約書や開示文書の英訳に役立つ。

電子書籍有

Q&A 広告宣伝・景品表示に関する法律と実務

景品表示法及び消費者関係法を踏まえた広告表現と販促活
動・キャンペーンに関する実務解説
波光巖・横田直和・小畑徳彦・高橋省三 著
2020年10月刊

商品番号：40831
略
号：Q広告

電子書籍有

A5判 448頁

定価5,170円
（本体4,700円） ISBN978-4-8178-4675-4

●打消し表示、おとり広告、二重価格、懸賞景品・共同懸賞・総付景品の制
限、原産国表示、課徴金など、広告宣伝に関連する法律（景品表示法・消
費者契約法・特定商取引法・割賦販売法・食品表示法・健康増進法・不正
競争防止法等）を横断的に解説。

Q＆A 健康・医薬品・医療の広告表示に関する法律と実務

健康食品・美容関連などの優良誤認、医薬品該当性、健康増進・誇大表示、医薬品等適
正広告基準、医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン、医療広告ガイ
ドライン、打消し表示、自動継続契約、不実証広告規制、差止請求、措置命令、課徴金
赤羽根秀宜・井上惠子 著
2020年9月刊
商品番号：40823
略
号：健康広告

電子書籍有

A5判 336頁

定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4663-1

●健康関連の広告に関連する判断について、法律・ガイドライン・措置命令
などの根拠とともに理解できる。
●医薬品に該当する？景品表示法の優良誤認・有利誤認に当たらない？その
他法律に抵触しない？など疑問解決に役立つ114問のQ＆Aを収録。
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法

企業法務一般

務

精神障害・発達障害のある方ととも
に働くためのQ＆A50
採用から定着まで

眞保智子 編著
2020年8月刊
商品番号：40833
略
号：精神Q

電子書籍有

A5判 216頁

定価2,420円
（本体2,200円） ISBN978-4-8178-4670-9

●採用、実際に働いてから定着に至るまでなど、雇用の様々な場面における
実践知を学べる。
●中小企業が知っておくべき・留意すべき点や対応策など、実際の対応・対
話例や就業規則の条項例などを交えながら、具体的に解説。

渉外取引・会社運営等で必要な

英文定款・議事録等の作成に関する実践と書式

株式会社・合同会社・一般社団法人等で活用する定款、議事録、決算期変更、発行可
能株式総数の変更、増資、減資、合併、清算、就業規則等における日英文例及び解説
石田佳治・山北英仁 著
2020年8月刊
商品番号：40830
略
号：英文定款

電子書籍有

A5判 284頁

定価3,410円
（本体3,100円） ISBN978-4-8178-4667-9

●会社定款、議事録に焦点を当て、実際に使用された書式139例を解説とと
もに収録した、企業法務ならびに渉外事案を扱う実務家・企業担当者必携
の書。
●実例で英文作成が学べ、活用できる。

事例解説 租税弁護士が教える
事業承継の法務と税務

相続・生前贈与・M&A・信託・社団・財団・国際
佐藤修二 監修
2020年4月刊
商品番号：40816
略
号：弁承継

電子書籍有

A5判 240頁

木村浩之・木村道哉 著

定価2,640円
（本体2,400円） ISBN978-4-8178-4639-6

●法務と税務両方に精通した租税弁護士（タックスロイヤー）が「法務と税
務」混ぜ合わせの留意点を解説。
●基礎的・典型的な親族内継承、親族外継承をはじめ、応用的な社団法人・
財団法人の活用、信託の活用、国際承継等ついて、具体的事例で解説。

企業法務はここを押さえる！
令和元年 会社法改正ガイドブック

安達敏男・吉川樹士・須田啓介・安藤啓一郎 著

2020年2月刊

商品番号：40806
略
号：企法改

電子書籍有

A5判 396頁

定価4,290円
（本体3,900円） ISBN978-4-8178-4630-3

●改正に関する要綱案（要綱）、中間試案（補足説明）、法制審議会部会の議
事録を徹底分析。①ポイント、②主な関係条文、③解説の流れで要点をま
とめあげた一冊。改正法と現行法の変更点がすぐに一覧できる「会社法の
一部を改正する法律」（抄録）を巻末付録として収録。
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務

ストーリーでわかる初めてのM&A

法

企業法務一般
会社、法務、財務はどう動くか

横張清威 著
2019年12月刊

商品番号：40798
略
号：M＆A

A5判 352頁

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4611-2

●弁護士兼公認会計士による解説。会社・法務・財務それぞれの立場によっ
て、実際にどのような作業が実施されており、どのような点に配慮すべきか、
リアルなストーリーで体感できる。ストーリーに続く解説では、法務・財
務・会社側の対応における要点を詳説。実際に使用する書式・文例も収録。

電子書籍有

ストーリーでわかる 営業損害算定の実務
新人弁護士、会計数値に挑む

横張清威・伊勢田篤史 著
2016年11月刊

商品番号：40649
略
号：営算

A5判 276頁

定価2,970円
（本体2,700円） ISBN978-4-8178-4346-3

●営業損害の算定方法という、法律と会計が交錯する分野について、弁護士・
公認会計士の視点から考え方と具体的な主張・反証の方法を提示。
●実務に即したストーリーとそれを補足する解説で「なぜそのように算定する
か」
「実際にどのように会計数値を用いるか」が容易に理解できる。

国際ビジネス法務のベストプラクティス
法律英語習得から契約・交渉までの実践スキル
David WALSH 著
2020年1月刊

商品番号：40802
略
号：国プラ

田子真也 監修代表

A5判 268頁

別府文弥・岩田圭祐 監修

定価3,300円
（本体3,000円） ISBN978-4-8178-4619-8

●国際ビジネス契約の基礎、外国の大企業との交渉術から、海外弁護士やク
ライアントのハンドリング、法務関係の翻訳・通訳活用術まで、ニュー
ヨークのローファーム勤務経験を有する岩田合同法律事務所のコンサルタ
ントによる国際ビジネス取引における実践的なスキルの紹介・解説。

電子書籍有

ポイントがわかる！
国際ビジネス契約の基本・文例・交渉

樋口一磨 著

2019年9月刊

商品番号：40781
略
号：国交

電子書籍有

A5判 272頁

定価3,190円
（本体2,900円） ISBN978-4-8178-4585-6

●国際ビジネス、海外展開の基本的な類型、特徴、リスクに触れた上で、国
際ビジネス契約に特有の留意点等について解説。実務において登場する頻
度が高い契約類型の各条項につき、標準的な条項例はもちろん、立場に応
じた留意点・条項例・交渉のコツまで、要点を押さえつつ紹介。
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法

企業法務一般

務

広告法律相談125問
2019年7月刊

商品番号：40763
略
号：広相談

A5判 272頁

松尾剛行 著

定価2,970円
（本体2,700円） ISBN978-4-8178-4575-7

●広告に関わる人・企業から法律相談を受ける人の必携書。
●頭に入りやすいモデルストーリーを導入とし、続くQ&Aで具体的に解説。
●違法・適法の判断だけでなく、その先のクレーム対応にまで言及した、現
場の実務に寄り添った内容。

電子書籍有

顧問先企業のための
「銀行からの融資」ハンドブック
実務家が知っておきたい

メガバンク融資担当者の視点で学ぶ、中小企業への融資事例とポイント

井村清志 著
2019年7月刊
商品番号：40775
略
号：融ハン

電子書籍有

A5判 176頁

定価2,090円
（本体1,900円） ISBN978-4-8178-4574-0

●企業からの申し込みから融資決定までの流れ、銀行による企業調査、決算
書等の見方、具体的な融資事例、銀行とのつきあい方等を紹介。具体的な
融資事例では、様々な経営状況の中で、金融機関がどのようなアドバイス
をし、融資の可否についてどう判断したか、決算書等を示しながら解説。

Q&A 業務委託・企業間取引に
おける法律と実務

下請法、独占禁止法、不正競争防止法、役務委託取引、大
規模小売業・運送業・建設業・フリーランスにおける委託
2019年5月刊

商品番号：40767
略
号：Ｑ委託

電子書籍有

A5判 336頁

波光巖・横田直和 著

定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4556-6

●公正取引委員会出身の執筆陣が下請法を中心に、「どのような場合に優越
的地位の濫用行為に当たるか」「発注書面はどのようにすべきか」等の判
断を解説。一般企業のほか、大規模小売業者、運送業者、建設業者、フラ
ンチャイズ契約など、様々な取引形態の実務解説をまとめた全105問。

司法書士目線で答える
会社の法務実務

株式・株主関係実務から契約関係実務、予防法務まで企業法務全般を解説
堀江泰夫 監修
2018年11月刊
商品番号：40741
略
号：司法務

電子書籍有

早川将和 編著

A5判 328頁

日本組織内司法書士協会 著

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4522-1

●実際に企業で法務実務を担う司法書士及び司法書士資格者が、企業法務の
周辺分野について、全般的かつ法律的に解説した、登記業務だけでなく、
企業のパートナーとなるための必読書。一問一答式で、問題に対する答え
とその解説で構成。図表を用いた、テーマごとのわかりやすい解説付き。
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務

弁護士・公認会計士の視点と実務
中小企業のM&A

法

企業法務一般

スキーム・バリュエーション・デューデリジェンス・契約・クロージング
加藤真朗
2018年9月刊
商品番号：40732
略
号：中小M

電子書籍有

A5判 568頁

編著

定価5,500円
（本体5,000円） ISBN978-4-8178-4508-5

●M＆Aの法務・税務等につき、弁護士・公認会計士・税理士がそれぞれの
専門分野を、図表を用いて基本事項から丁寧に解説。経営戦略、事業承継、
事業再生に係る12事例を紹介。問題点の解決方法を具体的事例に即して説
明。
「書式例」や「DD における調査項目に関するチェックリスト」も収録。

コーポレートガバナンスにおける
社外取締役・社外監査役の役割と実務
須藤修 監修

2018年5月刊

商品番号：40719
略
号：取実

電子書籍有

A5判 272頁

田中和明 編

定価2,860円
（本体2,600円） ISBN978-4-8178-4479-8

●「本人が社外取締役等に就任する場合」、「企業が導入を検討する場合」に
役立つポイントを整理・解説。CGコードにも対応。
●社外取締役等に期待される役割や必要な法務知識、職務・責任の整理と併
せて、就任後の具体的な実務や緊急事態への対応についても横断的に解説。

改訂

会社非訟申立ての実務＋申立書式集

池田浩一郎・田伏岳人・西谷昌樹・深山徹・本井克樹 著

2018年4月刊

商品番号：40493
略
号：会社非訟

A5判 408頁

定価4,180円
（本体3,800円） ISBN978-4-8178-4474-3

●改訂版では、本書掲載の80書式例をダウンロードできる購入者特典を追加。
書式は裁判所基準の書式に準じており、そのまま使用可能。
●趣旨・目的、申立ての方式・要件・添付書類等を掲げながら、事件を具体
的に解説。

実務事例
会計不正と粉飾決算の発見と調査

松澤綜合会計事務所 編著

2017年7月刊

商品番号：40684
略
号：会粉

電子書籍有

A5判 380頁

定価3,740円
（本体3,400円） ISBN978-4-8178-4410-1

●豊富な経験を持つ著者が、実話をもとに、会計不正の手口や発見のヒント
を具体的に解説。投融資元担当者の融資実行段階や会計監査人の監査意見
形成段階の苦悩・課題・判断を理解した上で展開される、記載強制調査権
限を持たないからこそ身に付いたノウハウを惜しみなく披露。

119

◆図書案内2022_4(p1_144)_CC.indd 119

2022/03/14 9:02

法

企業法務一般／刑事

務

経営権争奪紛争の法律と実務Q＆A

経営紛争研究会 著

2017年5月刊

刑
商品番号：40674
略
号：経争

A5判 376頁

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4394-4

●企業法務、倒産・再生の実務に精通した弁護士が、経営権奪取を狙う「攻
める側」と維持しようとする「守る側」の双方に役立つように、極めて実
務的な視点で解説。会社の株主権や役員の地位等をめぐる争いのほか、会
社以外の特殊法人についても言及。実務に役立つ書式例も多数収録。

事

中小企業における株式管理の実務
事業承継・株主整理・資本政策
中小企業の株式を戦略的にマネジメントする！

後藤孝典・野入美和子・牧口晴一・一般社団法人日本企業再建研究会 著
2015年5月刊
商品番号：40586
略
号：株管

A5判 392頁

定価3,850円
（本体3,500円） ISBN978-4-8178-4231-2

●14名の専門家（弁護士、司法書士、税理士）が、株式をただ見守るだけではな
く「政策として」積極的に管理する方法を提案。
「誰が所有し、どう収集・分
散すべきか」
「財産権と経営権を分離する方法」
「株主に判断能力がなくなった
場合の対応または予防」等の課題につき、定款記載例、書式等を交えて解説。

Q＆Aで学ぶ 企業における
パーソナルデータ利活用の法律実務
令和２年改正個人情報保護法と実務対応

関原秀行 著
2021年7月刊

電子書籍版のみの販売

EPUB版 330頁

定価3,520円
（本体3,200円）

●総務省において個人情報保護法、通信の秘密の執行などを担当し、その後、
法律事務所や企業に所属して実務運用に携わっている著者の経験を踏まえ、
パーソナルデータの利活用の場面における主要な法律上の論点をQ＆A形
式でわかりやすく解説。令和２年改正の個人情報保護法に対応。

行為依存と刑事弁護

性依存・窃盗症などの弁護活動と治療プログラム
神林美樹・斉藤章佳・菅原直美・中原潤一・林大悟・丸山泰弘 著
2021年3月刊

商品番号：40854
略
号：依存弁護

A5判 292頁

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4705-8

●刑事弁護の中でも嗜癖・嗜虐を伴うような「行為依存」について、裁判実
務の蓄積が少ない「性依存（性犯罪含）」「窃盗症（万引き）」にスポット
を当て、その実務対応について取り上げた唯一の書。弁護人による「初動
対応」から具体的な「法廷弁護」に至るまでの留意点を解説。

電子書籍有
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刑

事

明日、相談を受けても大丈夫！
刑事・少年事件の基本と実務
モデル事例で学ぶ実務、書式とポイント
2020年1月刊

商品番号：40799
略
号：明日少

定価3,520円
（本体3,200円） ISBN978-4-8178-4614-3

事

電子書籍有

A5判 328頁

●「実務手続」と「事件類型」に焦点を絞って執筆。
●犯罪類型や人的属性ごとに具体的な事例を設定し、注意点や基本的な流れ
を解説。
●争わない事件（自白事件）をメインに扱った１冊。

刑

石坂浩 編著
木田飛鳥・熊谷真由子・安藤尚徳・中村あゆ美・竹内省吾・戸木亮輔 著

刑事司法ソーシャルワークの実務
本人の更生支援に向けた福祉と司法の協働

千葉県社会福祉士会・千葉県弁護士会 編
2018年12月刊

商品番号：40743
略
号：刑実

A5判 388頁

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4526-9

●アセスメントから更生支援計画書の作成、証人出廷まで主要項目を事例で
掘り下げ、丁寧に解説。複数の書式例も収録。１つの事例に対して社会福
祉士、弁護士双方の視点からポイントを解説することで、事件の流れを立
体的に捉えることが出来る。

電子書籍有

改訂

ストーカー

被害に悩むあなたにできること リスクと法的対処
長谷川京子・山脇絵里子 著
2017年6月刊

商品番号：40548
略
号：ストカ

A5判 236頁

定価1,980円
（本体1,800円） ISBN978-4-8178-4401-9

●「ストーカー」に関する法律の解説、法改正の経緯とポイント、警察・行
政・学校等の今後の課題等、必要な情報をすべて詳解。
●2017年6月14日全面施行の改正ストーカー行為規制法に対応。

犯罪学原論
2003年4月刊

A5判上製箱入 368頁

藤本哲也 著
定価4,730円
（本体4,300円） ISBN978-4-8178-1260-5

●「犯罪とは何か」「なぜ人間は犯罪を犯すのか」「犯罪を防ぐためにはどう
したらよいのか」犯罪の原因、現状、対策や犯罪者の処遇方法等を研究す
る“犯罪学”の第一人者がおくる、犯罪学理論の集大成｡
商品番号：40197
略
号：犯論
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税╱白書・便覧

典型契約の税法務

弁護士のための税法×税理士のための民法
中村芳昭・三木義一 監修
2018年4月刊

商品番号：40713
略
号：典税

A5判 500頁

定価5,280円
（本体4,800円） ISBN978-4-8178-4472-9

●一つの契約に対する弁護士・税理士のそれぞれの捉え方を把握できる。
●契約ごとに、民法編・税法編・実務編の３段階で解説。
●民法・税法がそもそも互いにどのような関係なのか、という基本的な部分
や各種契約から生じる課税問題を多角的に検討。

電子書籍有

実務に活かす！ 税務リーガルマインド
その他

納税者勝訴事例から学ぶ税務対応へのヒントを中心に効果
的な税務調査の対応・国税不服審判所の活用まで
佐藤修二 編著
2016年11月刊

商品番号：40659
略
号：税リ

A5判 208頁

定価2,200円
（本体2,000円） ISBN978-4-8178-4360-9

●税務専門家に向けて、リーガルマインドとは何かを分かりやすく解説。納
税者勝訴事例をもとに、リーガルマインドがどのように展開され、勝訴に
つながったのかを解説するとともに、納税者側におけるリーガルな議論の
構築の仕方・ケーススタディを紹介。国税不服審判所とその活用法も解説。

令和３年度版

弁護士職務便覧

東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会 編
2021年7月刊

商品番号：51005
略
号：３弁職

B5判 364頁

定価2,310円
（本体2,100円） ISBN978-4-8178-4739-3

●東京高等裁判所、東京地方裁判所、東京簡易裁判所、東京家庭裁判所から
提供された各種申立の添付目録、受付窓口・予納金等の最新の情報を収録。
●裁判所・検察庁・法務局等の所在地・電話番号・管轄区域などについて令
和３年６月１日現在のものを網羅。

電子書籍有

司法書士白書 2021年版

日本司法書士会連合会 編

2021年6月刊

商品番号：51007
略
号：３司白

A4判 216頁

定価2,310円
（本体2,100円） ISBN978-4-8178-4736-2

●司法書士制度、登記制度、本人訴訟支援を含む裁判業務等の司法書士業務
全般、司法書士の社会活動並びに司法書士事務所の全国における点在状況
など多様な切り口から収集したデータを掲載。特集として第１回調査から
約10年を経た現在の実態を把握すべく、第２回司法書士全国調査を実施。
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その他
明治・昭和・平成の大合併で激変した日本地図

市町村名のつくり方
2020年11月刊

商品番号：40842
略
号：市町村名

四六判 224頁

今尾恵介 著

定価1,870円
（本体1,700円） ISBN978-4-8178-4693-8

●新しく作られた市町村名の成り立ちや変遷に迫る一冊。
●明治・昭和・平成の大合併時になぜその地名を選択したのか？ 見やすい
豊富な地形図から、その地名の特徴や郷土の歴史を紹介しつつ、各時代で
行われてきた合併によって、消滅した市町村名の事情や魅力を紹介。

中華人民共和国民法典

2021年１月施行 立法経緯・概要・邦訳

商品番号：40849
略
号：中法典

A5判 280頁

定価3,960円
（本体3,600円） ISBN978-4-8178-4704-1

●成立過程、新法の概説、全条文の邦訳の３部編成で、最新の情報と全条文
をコンパクトにまとめた一冊。特に従前との異同や新しく盛り込まれた規定
に焦点を当てて解説。中国の法解釈において重要な『司法解釈』についても、
施行の直前および直後に出された最新のものをできる限り紹介して解説。

その他

胡光輝 著
2021年2月刊

電子書籍有

日本全国 駅名めぐり
2018年6月刊

商品番号：40720
略
号：駅名

四六判 192頁

今尾恵介 著

定価1,540円
（本体1,400円） ISBN978-4-8178-4482-8

●「ふつうは地名が駅名に採用されるのに、駅名の影響力が強すぎて地名に
なったケース」や、「駅名についての緊迫した議論の結果、妥協の産物とし
て生まれた駅名」「二つの駅名や地名を足したり合成して生まれた駅名」な
どのバラエティに富んだ駅名を、著者ならではの切り口で取り上げた一冊。

電子書籍有

コスモポリタンになろう
人生もっとシンプルに

マンリオ カデロ 著
2012年2月刊

商品番号：40458
略
号：コスモ

四六判 276頁

定価1,572円
（本体1,429円） ISBN978-4-8178-3979-4
発行：三秀 発売：日本加除出版

●日本に長く暮らすサンマリノ共和国特命全権大使がヨーロッパ人の視点で
綴った、エピソード満載のエッセイ。
●ヨーロッパ人のモノの考え方や生き方のヒント、アドバイスを紹介。
●サンマリノ共和国を訪問する際の参考となる観光スポットも紹介。
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雑

誌

家事事件・少年事件の最新動向を追う
唯一の判例雑誌

FA M I LY C O U R T J O U R N A L
家庭の法と裁判研究会

編

年６回
（4・6・8・10・12・2月）
発行 B5判 定価1,980円
（本体1,800円）ISSN2189-1702

●収録の家事関係裁判例・少年関係裁判例には、実務上参考となる、その判断
の意義や位置づけ等を示す「解説（コメント）」を裁判例毎に掲載。
●時宜に適った特集記事はもちろん、
「論説・解説」
「実務に即した連載」など
の家庭裁判所に関する事件にかかわる周辺情報・資料等も充実。
《近刊・バックナンバーの特集》

雑

第37号 成年年齢引下げに伴う影響と対応

誌

第36号 令和３年少年法改正

2022年４月

2022年２月

第35号 実務家のための民事信託入門
2021年12月

第34号 未成年の子を持つ親の協議離婚の実態と分析
2021年10月

第33号 改正相続法施行後の運用状況と実務
2021年８月

第32号 インターネットと少年の性非行
2021年６月
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雑

誌

信託の最先端を発信する唯一の信託専門情報誌

編集代表
編集委員

新井誠 ╱ 特別編集顧問 高橋温・千種秀夫・落合誠一
伊庭潔・大貫正男・佐藤純通・平川純子

年２回（4月・10月）発行 B5判 定価1,980円（本体1,800円）ISSN2188-4773

本誌の
コンセプト

◆ 信託銀行など、金融関係者による実務の最新動向記事
◆ 各省庁などの行政機関、及び信託研究者による制度運用と
法理論の解説
◆ 法律専門士業による、実践と新しいアプローチ手法の紹介

●注目の最新テーマにおける信託活用の可能性と実務動向を追う、特集記事を掲載。
●今注目を浴びている家族信託についての事例紹介や、わかりにくいと言われる投資信
託や税金についての連載、最新の信託商品の紹介や旬の人に話をきくインタビュー等
の情報も充実。

雑

【近刊・バックナンバー】

誌

Vol.17 特集：信託法制定100年を迎えて╱事業承継と信託をめぐる新たな展開╱
2022年4月

信託終了をめぐる実務

Vol.16 特集：民法・不動産登記法改正と信託の可能性／民事信託をめぐる裁判例の
2021年10月

動向／受益者代理人制度の意義と実務

Vol.15 特集：信託税制の課題と展望╱高齢者の預金と信託╱コロナ禍の社会に

2021年4月

おける信託と遺贈寄付

Vol.14 特集：有価証券と民事信託╱民事信託と不動産登記をめぐる諸問題╱

2020年10月

マンションと信託

Vol.13 特集：所得者不明土地と信託╱信託への弁護士の関わり方〜アメリカの信託
2020年4月

実務から見えるもの〜╱信託と強制執行をめぐる諸問題
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雑誌（月刊誌）

住民行政の窓

編集協力
A5判

市町村自治研究会
住民行政の窓編集部

定価715円
（本体650円） ISSN1340-6612

昭和59年、「住基時報」として創刊。住民基本台帳制度やマイナンバー制度
関連等の通知や解説等最新の情報を掲載。また、多種多様のテーマを取り上
げた「寄稿」をはじめ、行政改革、業務改革など地方自治体の取組事例も収
録。さらに、「ファミリーカウンセラーの窓から」「鉄道路線名の謎」等の連
載も充実。

戸籍時報

戸籍時報編集部
A5判

定価715円
（本体650円） ISSN0912-1579

昭和33年創刊。全国法務局・市区町村役場の戸籍事務担当者をはじめ、家庭
裁判所職員、家事事件を扱う法律実務家、家族法研究者に向けた法律実務専
門誌。戸籍実務に欠かせない最新の法令・通達の解説から、家事事件におけ
る重要判例の紹介、親族相続等の家族法研究の論説・解説を掲載。また、外
国身分法の邦訳・解説等、渉外実務に不可欠な情報も充実。

雑
誌
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雑誌（学会誌）

家族〈社会と法〉
A5判

日本家族〈社会と法〉学会
定価2,640円
（本体2,400円） ISSN0911-4459

日本家族〈社会と法〉学会の学術大会・シンポジウムの報告・討論等を主に
収録。多様化する家族問題に対して、多角的見地から的確な政策を立てるに
は、何をいかにすべきなのか。研究者、実務家をはじめ、現場の声や他分野
の専門家も交えた学際的協力・国際的な討議等を通して、明日の家族の在り
方を探る。
※特別号等は定価が変更となる場合があります。

ジェンダーと法

ジェンダー法学会
A5判

定価3,300円
（本体3,000円） ISSN1349-466Ｘ

ジェンダー法学会の学術大会シンポジウム報告・討論・論説・書評などを収
録。ジェンダーに関わる法学的テーマやジェンダー教育に対して、あらゆる
法分野・法領域の研究者・実務家が集結し、学際的にジェンダー法学の課題
に取り組む。

雑

法曹養成と臨床教育

A5判

ISSN1883-4094

誌

臨床法学教育学会

臨床法学教育学会の年次大会シンポジウムの報告論文・討論等を軸に、学生
の声や外国比較など多彩な企画記事を収録。ロースクール教育に携わる研究
者、実務科教員、弁護士、学生、その他全ての人へ、司法臨床教育（イン
ターンシップ・エクスターンシップ・クリニック等）への取組や展望につい
て、国内外の最先端の情報を紹介。
※定価は、各号ごとに異なります。
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加除式図書

日本行政区画便覧
A5判

全9綴・加除式

日本加除出版編集部 編

定価45,100円
（本体41,000円） 明治34年7月刊

全国の地名（公称町名・字名）を精密な調査に基づき、ふりがな付で
網羅。また、明治22年から現在までの廃置分合による市町村の変更も
収録し、新旧市町村が一目でわかる。官公署の所在地・管轄区域も収録。

親族、相続、戸籍に関する
訓令通牒録

日本加除出版編集部 編

A5判

全18綴・加除式

定価63,800円
（本体58,000円） 昭和7年2月刊

明治31年以降、法務省（司法省）民事局から公表された、戸籍に関す
る訓令・通達・通知・回答を年次順に収録し、活滅情報を付加した唯
一の先例集。先例本文の要点を漏らさずコンパクトにまとめた要旨は、
先例の概要の把握に最適。新たな先例も順次登載。

新制

戸籍法並届書式、記載例
A5判

全15綴・加除式

戸籍法研究会 編

定価39,600円
（本体36,000円） 昭和19年9月刊

加除式図書

戸籍関係法令、届書式・記載例及び各種戸籍事務に関する解説、記載
例の変遷、外国の諸証明集及び戸籍法逐条解説を収録した、実務処理
上必携の戸籍全書。届書式編等では、出生から追完までの具体的な事
例に対応した、届書式、コンピュータ戸籍、紙戸籍の記載例を豊富に
掲載しており、記載上の注意、審査のポイントを解説。

戸籍法施行規則解説

戸籍法研究会 編

A5判 全9綴・加除式 定価24,200円
（本体22,000円） 昭和37年11月刊
（体系戸籍の実務とその理論全２綴を含む。
）

戸籍法施行規則、戸籍事務取扱準則制定標準の唯一の逐条解説。記載
例の解説（法定・参考）については、紙・コンピュータ戸籍ともに詳
細な解説を付す。そのほか、受理照会における実務解説や戸籍実務の
質疑応答集、「処理基準」とされた基本通達の詳解、文献案内など、豊
富な内容で実務に幅広く対応。
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加除式図書
体系

戸籍の実務とその理論
A5判

全2綴・加除式

成毛鐵二 編集代表

定価12,100円
（本体11,000円） 昭和57年9月刊

戸籍百科として実務家からも定評のある図書。戸籍の概念から戸籍制
度の理論までを網羅的かつ詳細に解説し、実務演習では、事例、書式
を掲げて解説。

渉外身分関係先例判例総覧

渉外身分関係実務研究会 編

A5判

全7綴・加除式

定価30,800円
（本体28,000円） 昭和40年8月刊

渉外戸籍に関する先例、判例、法令を実務本位に精選収録。先例判例
編では、法務省民事局からの通達・通知・回答、及び判例・審判例、
法令編には各国国籍・身分関係法規を収録。索引編では、先例判例編
について事項別、国別、年別にまとめ、法令編については掲載国一覧
として、利便性を考慮。

加除式図書
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デジタルコンテンツ

日本行政区画便覧
データファイル

100年以上の実績

「日本行政区画便覧データファイル」は、加除式図書「日本行政区画便覧」をデータ化した製品です。同書は明治34年7月創刊以
来今日まで、全国市区町村役場各課をはじめ官公署、民間会社等で100年以上にわたってご信頼を得ながら広く利用されています。
毎月更新版を提供し、情報の変更に迅速に対応します。

公文書に必要な町名・字名をフォロー

全国市区町村の町名、字名（戸籍及び住民基本台帳に小字を使用している地域は小字まで）を収録し、電子情報辞書として使用す
るのに最適な条件を備えています。京都市においては町名とともに通り名を使用していますので、その通り名を別ファイルで構成
しました。

廃置分合による新旧市町村対照

都道府県、市区町村の標準コード「統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コード」（昭和45年、行政管理庁告示第44号）施
行から現在まで廃置分合により廃止された旧市町村名を収録し、新旧コードにより現在どの市町村であるかを特定できます。同様
に町名・字名も新旧対照コードを収録しています。

各種文字コード・地名固有の外字にも対応

各種文字コードに対応（Shift̲JIS、Unicode、住基統一文字コードなど）。
現在使用されている市町村名、町名、字名でJISにない文字の一覧を提供いたします。

市町村業務及び顧客管理、商品発送業務に適したデータ

戸籍及び住民基本台帳に使用される町名・字名は、すべて収録されています。また、区画整理が進んでいない一部地域で使用され
ている通称名等も収録しています。転入・転出等の住民情報システムでの使用や、顧客管理、商品発送業務における住所入力・編
集に適しています。

住基ネット統一文字コードに対応

住民基本台帳ネットワークシステムに使用される統一文字コードへの対応版も提供しています。

オプションデータ

●街区データ
全国の住居表示実施区域における街区符号及び地番整理区域の親地番、百数十万件のデータをコード化。
●町・丁目、街区地理座標データ
全国の町・丁目（数十万件）及び、街区にその代表点（内点）の経緯度座標を付与。

字名・丁目

1丁目

大字・町名

K
（18）

市区郡町村名

字名・丁目

K
（18）

岩本町

外字情報

都道府県名

K
（12）

千代田区

大字・町名

K
（4）

東京都

市区郡町村名

都道府県名

旧郵便番号︵3・5桁︶

X
0

X
（32）

01チョウメ

漢字地名

X

X

X

X

1

1

1

1

修正コード

X
0

大字・字フラグ２

X
0

X
（32）

イワモトチョウ

大字・字フラグ１

X
0

通り名フラグ

X
0

X
（24）

チヨダク

通称名フラグ

X
1

レコード区分

X
（6）
199507

住居表示実施フラグ

X
（6）
000000

住居表示実施年月

郵便番号変更年月

X
（6）
000000

X
（8）
トウキョウト

字名・丁目

0

大字・町名

X

1

市区郡町村名

X

カナ読み

都道府県名

X
（7）
1010032

町名変更年月

X
（6）
000000

政令指定都市フラグ

大字・町名コード

X
（11）
13101003001

廃止年月

登録年月

デジタルコンテンツ

X
（6）
199507

字・丁目コード

X
（11）
13101003001

市区町村コード

都道府県コード

字・丁目コード

大字・町名コード

市区町村コード

都道府県コード

町名、字名コード 新町名、字名コード

郵便番号個数

郵便番号

■町名マスターデータ・ファイルレイアウト

X
（8） X
101 0

280 Byte/rec

ﬁller
字詰
データタイプ
意 味
X（ ） 半角英数字、カナ、記号等 左 スペース
K（ ） 漢字項目、1文字2バイト 左 スペース

日本行政区画便覧データファイルは、町名マスターファイル、京都市の通り名ファイル、複数郵便番号ファイル、ビル名・個別郵便番号ファイル及び
臨時複数郵便番号ファイルで構成されます。

■外字（JIS に無い文字）について

お客様のご要望により❶外字入りデータ、または❷外字をJIS類似字形に置き換えたデータを提供いたします。

■販売価格 ●基本契約料：300,000円
（税別） ●年間保守料：240,000円
（税別）
オプションデータの価格は別途お問い合わせ下さい。
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デジタルコンテンツ
全国の最新データを毎年提供!!

市町村役場便覧
●毎年11月に発売いたします。
●全国の市区町村役場、支所・出張所の自治体コード・郵便番号・
所在地・電話番号・人口・世帯数等のデータを固定長またはCSV
形式で提供します。
レコードレイアウト（固定長／

形式の場合も項目は準じます）

レコード長＝

バイト
予備

個別郵便番号 フラグ

世帯数

人口

チェックディジット

検索コード（CD付）

市区町村コード

支所・出張所

郵便番号

ふりがな
本庁

電話番号

住所2

住所

住所1

郡名

都道府県名

予備

原簿区分

宛名用名称2

名称部
宛名用名称1

名称

区分

枝番

レコード区分

市区町村コード

検索コード

（
K
（11）
K
（17）
K
K
（5）
K
（17）
K
（15）
K
（12） X
（16） X
（8） X
（5） X
（1） X
（9） X
（8） X
（1） X
（8）
（16） X
X 5） X（2） X（1） X（1） （9）
X（1） X（6） （4）
X
280 Byte/rec

ﬁller
字詰
データタイプ
意 味
X（ ） 半角英数字、カナ、記号等 左 スペース
K（ ） 漢字項目、1文字2バイト 左 スペース

市区町村コードについて
市区町村コードは「統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コード」
（昭和45年、行政管理庁告示第44号）に拠り
ました。
同コードは「郡・支庁コード」を除きJIS（X0401、X0402）に採用されています。

文字コードについて
データ中の漢字コードは、JIS X0208
（1990）
を基準としています。外字は使用していません。

使用コードについて
●固定長…各種コード ●CSV形式…シフトJISコード

活 用例

●市町村コードによる各種データ管理
●住民情報システムのデータベースとして

●住民票等の請求事務 ●住民税納付処理
●法定調書の提出 ●社員住所録作成
●商品の 及びアンケート調査
●セミナー、イベント類の案内
●公的年金等の支払報告書及び年金受給者管理
●市町村間の通知及び文書照会

■販売価格 ●新規（初年度）
：50,000円（税別） ●更新（年１回）：30,000円（税別）
※PC1台当たりの価格。複数台のご利用、サーバ組込のご利用についてはご相談ください。

デジタルコンテンツ

●地方自治体の宛名シール作成
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デジタルコンテンツ
信頼できる最新データを毎年提供!!

法務局・裁判所・検察庁・警察署
所在地・電話番号便覧
●全国の法務局・裁判所・検察庁・警察署の名称・所在地・電話番
号等のデータを固定長またはCSV形式で提供します。
レコードレイアウト（固定長／

X（12）

X（1）

予備

（17）
K

個別郵便番号フラグ

（17）
K

X（5）

X（1）

バイト

旧郵便番号

（
K 17）

チェックディジット

住所1

（4）
K

X（6）

X（1）

X（24）

検索コード（CD付）

市区町村コード

都道府県名

（8）
X

区分

郵便番号

（16）
X

電話番号

ふりがな

（16）
K

レコード長＝
所在地カッコ書き

名称2

（
K 16）

各機関の名称

住所2

名称1

管轄コード
（
X 8）

形式の場合も項目は準じます）

管轄コードについて
管轄コードは各機関の固有コードであり、その上部機関を示す内容も含んでいます。

検索コードについて
検索コードは各機関の所在地市区町村の「標準コード」（JIS）とチェックディジットです。

名称について
支部・支局・出張所等については、 名称2 にその機関名を、 名称1 にそれを管轄する機関名（法務局・地方法務
局、地方裁判所、家庭裁判所、地方検察庁、警察本部等）を収録しました。

文字コードについて
データ中の漢字コードは、JIS X0208（1990）を基準としています。外字は使用していません。

使用コードについて
●固定長…各種コード ● CSV形式…シフトJISコード

デジタルコンテンツ

■販売価格 ●商品区分：①法務局 ②裁判所・検察庁 ③警察署
●新規（初年度）
：①②③それぞれ 20,000円（税別）
●更新（年１回）
：①②③それぞれ 15,000円（税別）
※PC１台当たりの価格。複数台のご利用、サーバ組込のご利用についてはご相談ください。
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デジタルコンテンツ

KAJO̲J 入力システム V7

住民基本台帳ネットワーク統一文字に完全対応
「KAJO̲J入力システム」とは、住民基本台帳ネットワーク統
一文字に完全対応した明朝体フォント（KAJO̲Jフォント）
および当フォントの入力が簡単にできる専用のIMEをセットに
した製品です。
❶統一文字を使って文字入力できるようになります。
住民基本台帳ネットワーク統一文字は、コンピュータに標準搭載
されていない漢字を含んでいます。
KAJO̲J 入力システムを導入すれば、そのような漢字も使い慣れた
かな漢字変換の操作で簡単に入力することができます。
住民基本台帳ネットワーク統一文字が
変換候補に表示されます。

❷目的の文字を入力するために、さまざまな検索機能が揃っています。
部首検索、画数検索、キー入力（よみ検索）
、手書き検索、コード一覧（コード検索）など
さまざまな検索機能で、入力したい文字をスムーズに検索します。
手書き（部品）検索
部首がわからなくても文字の検索が可能です。
入力したい漢字の一部（部品）で検索すると
その部品を持つ文字が一覧表示されます。
部品は手書きで入力します。

部首検索
部首を選択すると、その部首を持つ文字が
一覧表示されます。

デジタルコンテンツ

部品は複数選択することができます。
例えば艹・心・口を選択すると、この 3 つの部
品を含んだ漢字が絞り込まれて表示されます。

■販売価格 ●ライセンス料：25,000円（税別） ●有償サポート料（年間）
：2,000円（税別）
［価格は基本ライセンス使用料金］
※本製品は有償サポート必須の製品となっております。
※動作環境についてはお問合せ下さい。
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デジタルコンテンツ
文字基盤管理ソフトウェア

パーフェクト字テン V7
標準化対応に向けてリニューアル
行政におけるシステムでは標準化に対応することが必須要件となりつつあります。他分野に先行して標準化が
進んでいる文字運用の分野においては、段階的な環境整備の必要性が高まっています。
パーフェクト字テンV7では新たな環境へのスムーズな移行をサポートする機能を強化いたしました。

■リニューアルポイント
①

一番よく似た標準文字がすぐわかる
文字相互の関係が一目でわかる機能により、運用している文字と標準的な文字との対応付けが容易。
形状や意味など文字の一致度についての判断が求められる場面で効果を発揮します。
② 探したい文字がすぐ見つかる
字形や意味が似ている文字を経由して、検索したい文字にスピーディーにたどり着ける機能を追加。従
来の手書き、部首・画数、読み、コード検索に加えてより強力な検索手段となっています。
③ 見やすい画面で操作も楽々
検索結果が一画面で見渡せるよう画面を一新。検索した履歴を左右に並べ、字形の比較を容易にするな
ど使い易さを向上しました。
④ 運用でよく使われる文字セットを一覧表で表示
マイクロソフト、富士通、NEC、日立等の運用で使用される字形や、住基・戸籍・登記の各統一文字
の一覧表を追加。これまで手間がかかっていた内字調査の効率があがります。
パーフェクト字テン

フォントステーション

文字検索ツール

文字管理ツール

■ご好評いただいているメイン機能
・外字の簡便な運用管理

ユーザー外字ファイルを取り込み、10万７千字と関連付け、外字の管理及び手書き検索を行えるようになる。

・外字追加可否の容易な判断

製品上で運用している文字に色付けをし、外字の追加の可否を直感的・視覚的に判断できる。

・行政で使用される文字を網羅

各メーカー字形（マイクロソフト、富士通、NEC、日立等）
、IPAmj明朝、住基・戸籍・登記の統一文字等10万７千字の字形
と属性を搭載。

■標準化対応の考え方
デジタルコンテンツ

パーフェクト字テンを文字運用の基盤として利用することをおすすめします。
実運用における字形の揺れやユーザーごとの外字の違いなどをパーフェクト
字テンが吸収し、文字同定作業や変換定義の整備などの負担が軽減します。
標準的な環境と既存の環境が連携しながら、スムーズに運用することがで
きます。

※価格および動作環境についてはお問合せください。
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デジタルコンテンツ

戸籍先例全文検索システム「全索」
本データは、全国戸籍担当者の事務の一助にと、戸籍に関す
る先例を集大成したものです。明治31年以降法務省（司法
省）民事局から公表された、戸籍に関する訓令・通達・回答
を収録しました。
戸籍事務の中で取り扱いに疑点が生じたり、参考書を読んで
いて原文を調べる必要が生じたときに、迅速にその先例が検
索できます。

フリーワード等による「条件検索」、先例発出年毎の一覧から選んで検索する「編年順
検索」、戸籍に関する事項区分を表すキーワードから基礎条件を選んで検索する「目次
検索」等の機能を用いて、柔軟に目的の先例データを検索できます。
※Windows11には対応しておりません。

要旨検索後、ワンクリックで先例全文を参照することができます。
文字の拡大縮小やプリンタへの出力にも対応しています。

「全索」は以下の構成となっております。
通達・回答編（明治31年７月９日訓令第３号〜最新先例までの7,600余件の要旨及
び全文）
決議編（昭和21年２月11日以降の各戸籍協議会決議本文7,480余件の要旨及び全文）
戸籍記載例、誤・俗字字体の照合等の各種戸籍事件の顛末詳細の確認等、要旨だけでは
掴めない付加情報を画像で読み出し、ご利用・ご活用いただけます。
デジタルコンテンツ

収録先例は、年１回追加更新いたします。
■販売価格 ●基本料（初年度）
：250,000円（税込価格275,000円）
●更新料（年１回）
：100,000円（税込価格110,000円）
※検索エンジン付のCD-ROM版以外にシステム組み込み用データをご用意しております。
価格等についてはお問合せ下さい。
※検索エンジン付のCD-ROM版はWindows11には対応しておりません。
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渉外身分関係先例判例総覧
先例判例編・法令編
渉外身分関係事件の増加に伴う戸籍事務、外国人登録事務担
当者並びに法曹関係者からの要望にこたえる形で、本製品を
作成いたしました。
渉外身分関係事件に関する先例・判例・外国法令・旧法令な
ど多岐にわたる情報を盛りこんでいます。
年１回のデータ更新で最新の情報をご提供します。

渉外身分に関する先例（明治32年以降）及び判例（明治39年以降）の要旨と全文を収録。
法務省民事局通達・回答・通知並びに裁判例について、実務本位に精選しました。

各国法規・身分関係法規について、約180 ヶ国*、802法令を収録。また、日本が批准
した条約・批准していない条約、その他日本の現行法令・旧法令を多数収録しています。
日本及び諸外国の国籍関係・身分関係法令を集約した唯一の資料です。（当社調べ）
＊解体・統合した国も１国として数えています。

デジタルコンテンツ

１）国籍の得喪に関する諸外国の法令要約集
国別の五十音順で検索をすることができます。
出生、婚姻、認知、養子縁組による国籍取得に関する各国法制要約
国籍取得届によって日本国籍を取得した場合等や日本国籍の選択宣言をした場合にお
ける諸外国の国籍の喪失に関する法令要約
身分行為による重国籍者が日本国籍単一になるための諸外国の国籍離脱等に関する法
令要約
２）各国における国籍又は夫婦・親子関係等を証する各種資料別記載事項一覧表
地域別に検索することが可能です。
■販売価格 ●基本料（初年度）
：90,000円（税込価格99,000円）
●更新料（年１回）
：40,000円（税込価格44,000円）
※検索エンジン付のCD-ROM版以外にシステム組み込み用データをご用意しております。
価格等についてはお問合せ下さい。
※検索エンジン付のCD-ROM版はWindows11には対応しておりません。
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戸籍時報・大阪だより総索引検索システム
戸籍時報と大阪戸籍だより（通称：大阪だより）の総合検索を可能にしたのが
本製品です。キーワード検索をはじめ、目次分類による検索、著者名による検索、
年号検索等を組み合わせることができ、実務に即した内容を適宜に探し出すこと
ができます。

戸籍時報 創刊号（昭和33年）〜令和３年12月号
大阪戸籍だより 創刊号（昭和43年）〜 157号（令和４年１月号）
2019年版から、
「戸籍時報特別増刊号」（通巻544号）に収録されている『戸籍事務
照会・回答事例集Ⅲ（平成14年7月刊行）』の315問の全文を追加収録いたしました。

大阪戸籍だより１号から150号までの全文閲覧が可能です。
※大阪戸籍だより平成26年11月号（151号）以降の索引につきましては，「質疑応答
事例」の索引のみの収録となっております（内容は戸籍時報に転載されています）。
※戸籍時報の全文は収録されておりません。

【検索条件入力画面】
ここから、キーワードや年号・
著者をもとに検索ができます。
目次検索も可能です。
デジタルコンテンツ

■販売価格 ●基本料（初年度）16,000円（税込価格17,600円）
●更新料（年１回） 6,000円（税込価格 6,600円）
※検索エンジン付のCD-ROM版以外にシステム組み込み用データをご用意しております。
価格等についてはお問合せ下さい。
※検索エンジン付のCD-ROM版はWindows11には対応しておりません。
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デジタルコンテンツ

デジタルコンテンツ
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その他（閲覧サービス、Amazon POD、eBook）
※品切れなどでお問合せの多い書籍について

閲覧サービスへのコンテンツ提供
当社のコンテンツは下記の各種図書閲覧サービスにも提供しています。
BUSINESS LAWYERS（ビジネスロイヤーズ）

LEGALSCAPE（リーガルスケープ）

LEGAL LIBRARY（リーガルライブラリー）

弁護士ドットコムLIBRARY（弁護士ドットコムライブラリー）

Amazon POD
PODについて
PODとは、「プリントオンデマンド」（Print on Demand：POD）の略です。必要な時に必要な
部数だけを印刷することが可能で、一般的にオンデマンド印刷と呼ばれています。

日本加除出版 POD書籍
当社では、読者の皆様からご要望の多かった品切れ書籍や永らく重版未定となっておりました既刊
書籍を、POD書籍により復刊することといたしました。
また、重版の難しい近刊についても、同様にPOD書籍としてラインナップし、
読者の皆様が欲しい時にいつでも入手可能な体制を整えさせていただきました。
是非、当社POD書籍を皆様の実務や研究などにお役立てください。
※装丁は刊行当時のものとは異なります。

購入方法
Amazonサイトにてご購入いただけます

対応書籍一覧はこちら

電子書籍（eBook）について
日本加除出版

電子書籍（eBook）について

当社では、読者の皆様からご要望の多かった紙書籍を、電子デバイス（パソコンやタブレットなど）
でも手軽に読めるように、まずは新刊近刊書籍から厳選し、Print Replica（プリント・レプリカ）版、
EPUB版、.book（ドット・ブック）版などとして電子コンテンツ化を進め、ご提供させていただき
ます。
是非、当社電子書籍（eBook）を皆様の実務や研究などにお役立てください。

Amazon Print Replica（アマゾン・プリント・レプリカ）について
Amazon Print Replica（アマゾン・プリント・レプリカ）とは、紙書籍とし
て出版されたコンテンツをAmazon Kindleで読むために用意された電子書籍
フォーマットの一つです。
PDFフォーマットをベースとしておりますので、元々の紙書籍の体裁をそのま
まにお読みいただけます。

購入方法
Amazonサイトなどでご購入いただけます

対応書籍一覧はこちら
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単行本購入方法／特約書店紹介（至誠堂書店霞ヶ関店）
単行本購入方法
①

お近くの書店 または オンライン書店

②

日本加除出版ホームページ（www.kajo.co.jp）

③

書籍申込書（FAX）

④

各種研修会等での展示販売
などの各方法でご購入いただけます。

※②弊社サイト、③FAX

申込みの場合のお届け・お支払い方法

お届け：宅配便でのお届けとなります
送

料：7,000円（税込）以上のお買上げは無料です
7,000円（税込）未満の方は、全国一律500円となります

お支払：代金引換となり、手数料330円（税込）が発生いたします
日本加除出版ホームページ
（www.kajo.co.jp）

・各種クレジットカード／AmazonPayにも対応
・団体別売上ランキング随時更新
・会員登録クーポン、
誕生日クーポンなどの各種特典をご用意
・月２回特典クーポン付メールニュースも配信中

特約書店紹介（至誠堂書店霞ヶ関店）
至誠堂書店 霞ヶ関店で店長を務めます、鈴木です。
裁判所内の書店で法律書を売って35年になります。
日本加除出版は法律書の出版社として、ここが出した書籍というだけで信頼を
得られるほど、法律家の皆様方から年々より認められてきているように感じています。
当店は霞ヶ関の裁判所地下にあり、狭小なスペースながらも法律家の皆様向けの品揃えを
しております。
お探しの書籍のご案内も承りますので、是非ご来店をお待ちしております。
2022年３月
至誠堂書店霞ヶ関店
至誠堂書店霞ヶ関店（東京都千代田区霞が関１丁目１−４

鈴木廣明

裁判所合同庁舎地下１階）
鈴木様ありがとうございます。

当社書籍は至誠堂書店様からもご購入頂けます。
（日本加除出版・営業部）
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日本加除出版

書籍申込書

FAX送信先

営業部

03−3953−2061

■お届け：宅配便でのお届けとなります
■送 料：7,000円（税込）以上のお買上げは無料です
7,000円（税込）未満の方は、全国一律500円となります
■お支払：代金引換となり、手数料330円（税込）が発生いたします

商品番号

略号

部数

行

〆切

2023年５月31日

販促コード

商品番号

略号

280441

部数
部

部

部

切

部

部

り 取

部

部

部

部

部

部

り

部

商品お届け先

申込日

年

月

日

お支払い

フリガナ

公費

勤務先名
ご担当者名

ご担当課名

・

私費

通信欄

〒
ご住所

ＦＡＸ

ＴＥＬ

※ご記入いただいた個人情報は、商品の発送、支払確認などの連絡および弊社からの各種ご案内（刊行物のDM・アンケート調査
など）以外の目的には利用いたしません。

※お手数ですが本紙をコピーの上、ご利用ください（A5→A4拡大約140％）
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全国主要特約書店【2022年３月１日現在】
・掲載の書店は、当社の新刊既刊書籍をお取り扱いされています。
・特に太字の店舗は、比較的在庫を充分に品揃えいただいています。
・品切の際には、すぐにお取り寄せ可能です。
・ここに掲載のない全国の書店でも、ご注文お取り寄せ可能です。
【北海道】

札 幌 市
中 央 区 紀伊國屋書店 札幌本店
〃
MARUZEN&ジュンク堂書店
札幌店
〃
北海道官報販売所
北
区 コーチャンフォー 新川通り店
〃
北海道大学生協 書籍部クラーク店
豊 平 区 コーチャンフォー ミュンヘン大橋店
旭 川 市 ジュンク堂書店 旭川店
〃
コーチャンフォー 旭川店
帯 広 市 喜久屋書店帯広店
釧 路 市 コーチャンフォー 釧路店
北 見 市 コーチャンフォー 北見店

【群馬県】

011︲231︲2131
011︲223︲1911
011︲231︲0975
011︲769︲4000
011︲736︲0916
011︲817︲4000
0166︲26︲1120
0166︲76︲4000
0155︲66︲7799
0154︲46︲7777
0157︲26︲1122

【青森県】
青 森 市
弘 前 市

成田本店 しんまち店
017︲723︲2431
（青森県官報販売所）
ジュンク堂書店 弘前中三店 0172︲80︲6010

盛 岡 市

ジュンク堂書店

【岩手県】
盛岡店

019︲601︲6161

【宮城県】
仙 台 市
青 葉 区 丸善 仙台アエル店
022︲264︲0151
〃
仙台政府刊行物サービスセンター 022︲261︲8320
〃
東北学院大学生協 土樋店
022︲264︲6325
〃
東北大学生協 文系書籍店
022︲262︲7463
若 林 区 東北税理士協同組合
022︲293︲2642

【秋田県】
秋 田 市

ジュンク堂書店

秋田店

山 形 市

八文字屋 本店
023︲622︲2150
（山形県官報販売所）

福 島 市
郡 山 市

西沢書店（福島県官報販売所）024︲522︲0161
ジュンク堂書店 郡山店
024︲927︲0440

018︲884︲1370

【山形県】

【福島県】

【茨城県】
水 戸 市 政府刊行物サービスステーション
茨城店
〃
川又書店 県庁店
つくば市 ACADEMIA イーアスつくば店
ひたちなか市 蔦屋書店 ひたちなか店

029︲291︲5676
029︲301︲1811
029︲868︲7407
029︲265︲2300

【栃木県】
宇都宮市 落合書店 宝木店
028︲650︲2211
〃
喜久屋書店 宇都宮店
028︲614︲5222
〃
亀田書店（栃木県官報販売所）028︲651︲0050

前 橋 市 紀伊國屋書店 前橋店
027︲220︲1830
〃
戸田書店 前橋本店
027︲223︲9011
〃
煥乎堂（群馬県官報販売所） 027︲235︲8111
〃
ブックマンズアカデミー 前橋店 027︲280︲3322
〃
蔦屋書店 前橋みなみモール店 027︲210︲0886
高 崎 市 戸田書店 高崎店
027︲363︲5110
〃
ブックマンズアカデミー 高崎店 027︲370︲6166
太 田 市 ブックマンズアカデミー 太田店 0276︲40︲1900

【埼玉県】
さいたま市
大 宮 区 ジュンク堂書店 大宮高島屋店 048︲640︲3111
〃
紀伊國屋書店 さいたま新都心店 048︲600︲0830
中 央 区 BookDepot書楽
048︲859︲4946
浦 和 区 須原屋 本店（埼玉県官報販売所）048︲822︲5321

【千葉県】
千 葉 市 千葉県官報販売所
流 山 市 紀伊國屋書店 流山おおたかの森店
習志野市 丸善 津田沼店

043︲222︲7635
04︲7156︲6111
047︲470︲8311

【東京都】
千代田区
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
中 央 区
〃
港
区
渋 谷 区
〃
〃
〃
新 宿 区
〃
〃
〃
豊 島 区
中 野 区
武蔵野市
武蔵野市

紀伊國屋書店 大手町ビル店 03︲3201︲5084
丸善 丸の内本店
03︲5288︲8881
至誠堂書店 霞が関店（東京地裁） 03︲3581︲2604
弁護士会館ブックセンター
03︲5157︲5222
三省堂書店 神保町本店
03︲3233︲3312
丸沼書店
03︲3261︲4540
三省堂書店 有楽町店
03︲5222︲1200
霞が関政府刊行物サービスセンター 03︲3504︲3885
有隣堂 ヨドバシAKIBA店
03︲5298︲7474
丸善 お茶の水店
03︲3295︲5581
公認会計士協同組合
03︲3515︲8960
三省堂書店 明治大学駿河台店 03︲5282︲3480
八重洲ブックセンター 本店 03︲3281︲7760
丸善 日本橋店
03︲6214︲2001
虎ノ門書房 本店
03︲3502︲3461
MARUZEN&ジュンク堂書店
渋谷店 03︲5456︲2111
東京税理士協同組合
ブックセンター 03︲3354︲6141
AGU Book Cafe
03︲3409︲9760
（青山学院購買会）
國学院大學生協 渋谷店
03︲5466︲0166
紀伊國屋書店 新宿本店
03︲3354︲0131
ブックファースト 新宿店
03︲5339︲7611
成文堂 早稲田正門店
03︲3203︲4806
早稲田大学生協コーププラザ 03︲3202︲4010
ブックセンター
ジュンク堂書店 池袋本店
03︲5956︲6111
ブックファースト 中野店
03︲3319︲5161
ジュンク堂書店 吉祥寺店
0422︲28︲5333
紀伊國屋書店
0422︲36︲0360
成蹊学園ブックセンター
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国 立 市
立 川 市
〃
八王子市
〃
〃
多 摩 市

一橋大学生協 西SB
オリオン書房 ノルテ店
オリオン書房 ルミネ立川店
くまざわ書店 八王子店
中央大学生協 多摩店
創学サービス ブックセンター
MARUZEN 多摩センター店

042︲575︲4184
042︲522︲1231
042︲527︲2311
042︲625︲1201
042︲674︲3032
042︲691︲9393
042︲355︲3220

【神奈川県】
横 浜 市
西
区 紀伊國屋書店 横浜店
〃
有隣堂 横浜駅西口店
〃
東京地方税理士協同組合
ブックマート
中
区 至誠堂書店 横浜店
（横浜弁護士会館）
〃
有隣堂 本店
〃
神奈川県官報販売所
青 葉 区 ブックファースト青葉台店
都 筑 区 ACADEMIA 港北店
神奈川区 神奈川大学生協 書籍店
川 崎 市
幸
区 丸善 ラゾーナ川崎店
藤 沢 市 ジュンク堂書店 藤沢店
〃
有隣堂 藤沢店
厚 木 市 有隣堂 厚木店

045︲450︲5901
045︲311︲6265
045︲243︲0553
045︲212︲4110
045︲261︲1231
045︲681︲2661
045︲989︲1781
045︲914︲3320
045︲481︲4012
044︲520︲1869
046︲652︲1211
0466︲26︲1411
046︲223︲4111

【新潟県】
新 潟 市
中 央 区 ジュンク堂書店 新潟店
西
区 新潟大学生協 書籍部
長 岡 市 戸田書店 長岡店

025︲374︲4411
025︲262︲6095
0258︲22︲5911

【富山県】
富 山 市 紀伊國屋書店 富山店
〃
BOOKSなかだ 本店本館
（富山県官報販売所）
〃
文苑堂書店 富山豊田店
高 岡 市 文苑堂書店 福田本店

076︲491︲7031
076︲421︲1330
076︲433︲8150
0766︲27︲7800

【石川県】
金 沢 市 うつのみや 金沢香林坊店
076︲234︲8111
（石川県官報販売所）
〃
金沢ビーンズ明文堂書店
076︲239︲4400

【福井県】
福 井 市 Super KaBoS 新二の宮店
0776︲27︲4678
（福井県官報販売所）

【山梨県】
甲 府 市 ジュンク堂書店 岡島甲府店 055︲231︲0606
〃
朗月堂 本店
055︲228︲7356
〃
柳正堂書店 オギノバリオ店 055︲268︲2213
（山梨県官報販売所）

【長野県】
長 野 市 平安堂 新長野店
026︲224︲4550
〃
西沢書店（長野県官報販売所）026︲233︲3187
松 本 市 MARUZEN 松本店
0263︲31︲8171

【岐阜県】
岐 阜 市 丸善 岐阜店
058︲297︲7008
岐 阜 市 郁文堂書店（岐阜県官報販売所）058︲262︲9897

【静岡県】

静 岡 市
葵
区 MARUZEN&ジュンク堂書店
新静岡店
〃
静岡県官報販売所
駿 河 区 静岡大学生協 書籍部静岡店
清 水 区 戸田書店 江尻台店
藤 枝 市 戸田書店 藤枝東店
浜 松 市
中
区 谷島屋 浜松本店

054︲275︲2777
054︲253︲2661
054︲237︲1427
054︲361︲3511
054︲647︲5611
053︲457︲4165

【愛知県】
名古屋市
中 村 区
〃
中
区
〃
〃
千 種 区
昭 和 区
〃
豊 橋 市
日 進 市

ジュンク堂書店 名古屋店
052︲589︲6321
三省堂書店 名古本店
052︲566︲6801
MARUZEN 名古屋本店
052︲238︲0320
名法書店（名古屋弁護士会館）052︲211︲5399
愛知県第一官報販売所
052︲961︲9011
名古屋大学生協 書籍部南部店 052︲781︲5031
紀伊國屋書店 南山大学ブックセンター 052︲837︲5201
中京大学生協 プラザリーブル 052︲831︲1911
精文館書店 本店
0532︲54︲2345
成文堂 日進店
0561︲73︲3833

【三重県】
四日市市 丸善 四日市店
059︲359︲2340
津
市 別所書店 津駅店
059︲226︲0200
（三重県官報販売所）

【滋賀県】
大 津 市 沢五車堂（滋賀県官報販売所）077︲524︲2683
〃
大垣書店 フォレオ大津一里山店 0775︲47︲1020
草 津 市 ジュンク堂書店 滋賀草津店 077︲569︲5553
〃
喜久屋書店 草津店
077︲516︲1118

【京都府】
京 都 市
下 京 区
中 京
〃
南
上 京
北

区
区
区
区

左 京 区

大垣書店 京都本店
（京都府官報販売所）
MARUZEN 京都本店
大垣書店 烏丸三条店
大垣書店 イオンモールKYOTO店
同志社生協 書籍部今出川店
立命館生協ブックセンター
ふらっと
京都大学生協 書籍部ルネ

075︲746︲2211
075︲253︲1599
075︲212︲5050
075︲692︲3331
075︲251︲4427
075︲465︲8288
075︲771︲7336

【大阪府】
大 阪 市
北
区 ジュンク堂書店 大阪本店
〃
紀伊國屋書店 梅田本店
〃
MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店
〃
大阪高裁内ブックセンター
北
区 紀伊國屋書店
グランフロント大阪店
中 央 区 ジュンク堂書店 天満橋店
中 央 区 紀伊國屋書店 本町店
阿倍野区 喜久屋書店 阿倍野店
浪 速 区 ジュンク堂書店 難波店
西
区 大阪府官報販売所 ㈱かんぽう
東大阪市 ヒバリヤ書店 本店

06︲4799︲1090
06︲6372︲5821
06︲6292︲7383
06︲6315︲5511
06︲7730︲8451
06︲6920︲3730
06︲4705︲4556
06︲6634︲8606
06︲4396︲4771
06︲6443︲2171
06︲6722︲1121
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【兵庫県】

神 戸 市
中 央 区
〃
〃
〃
東 灘 区
〃
西 宮 市
〃

ジュンク堂書店 三宮店
ジュンク堂書店 三宮駅前店
紀伊國屋書店 神戸阪急店
兵庫県官報販売所
ジュンク堂書店 神戸住吉店
甲南大学生協 書籍店
ジュンク堂書店 西宮店
ブックファースト
阪急西宮ガーデンズ店
〃
関西学院大学生協 フォーラム店書籍
姫 路 市 ジュンク堂書店 姫路店
明 石 市 ジュンク堂書店 明石店
加古川市 紀伊國屋書店 加古川店

【愛媛県】

078︲392︲1001
078︲252︲0777
078︲265︲1607
078︲341︲0637
078︲854︲5551
078︲441︲7901
0798︲68︲6300
0798︲62︲6103
0798︲53︲5233
079︲221︲8280
078︲918︲6670
079︲427︲3311

【奈良県】
橿 原 市
〃
大和郡山市

啓林堂書店 奈良店
0742︲20︲8001
（奈良県官報販売所）
喜久屋書店 橿原店
0744︲20︲3151
喜久屋書店 大和郡山店
0743︲55︲2200

【和歌山県】
和歌山市 TSUTAYAWAYガーデンパーク和歌山 073︲480︲5900
〃
宮脇書店 ロイネット和歌山店 073︲402︲1472

【鳥取県】
鳥 取 市

今井書店 吉成店
0857︲51︲7020
（鳥取県官報販売所）

【島根県】
松 江 市

今井書店

島根県官報販売所 0852︲24︲2230

【岡山県】
岡 山 市
北
区 丸善 岡山シンフォニービル店
〃
啓文社 岡山本店
〃
岡山大学生協 ブックストア
倉 敷 市 喜久屋書店 倉敷店

086︲233︲4640
086︲805︲1123
086︲256︲4100
086︲430︲5450

【広島県】
広 島 市
中
区 紀伊國屋書店 広島店
〃
MARUZEN 広島店
〃
広島県官報販売所
南
区 ジュンク堂書店 広島駅前店
安佐南区 広島修道大学生協 ブックストア
福 山 市 啓文社 ポートプラザ店

【高知県】
高 知 市

高知県官報販売所

088︲872︲5866

【福岡県】
福 岡 市
中 央 区 ジュンク堂書店 福岡店
〃
福岡県官報販売所
〃
政府刊行物福岡市役所内
サービスステーション
〃
金修堂書店 本店
博 多 区 丸善 博多店
〃
紀伊國屋書店 福岡本店
〃
政府刊行物福岡県庁内
サービスステーション
〃
日税サービス西日本 福岡
西
区 九州大学生協 中央図書館店
早 良 区 西南学院大学生協 まなび店
北九州市
小倉北区 喜久屋書店 小倉店

092︲738︲3322
092︲721︲4846
092︲733︲5830
092︲731︲2612
092︲413︲5401
092︲434︲3100
092︲641︲7838
092︲474︲2471
092︲707︲6532
092︲841︲2400
093︲514︲1400

【佐賀県】
佐 賀 市
佐 賀 市

佐賀県官報販売所
紀伊國屋書店 佐賀店

0952︲23︲3722
0952︲36︲8171

【熊本県】
熊 本 市
中 央 区 蔦屋書店 熊本三年坂
〃
金龍堂 まるぶん店
（熊本県官報販売所）
〃
日税サービス西日本 熊本
〃
熊本大学生協 学館ショップ

096︲212︲9101
096︲354︲5963
096︲371︲7151
096︲343︲6321

【大分県】
大 分 市 ジュンク堂書店 大分店
〃
明林堂書店 大分本店

097︲536︲8181
097︲573︲3400

【宮崎県】
082︲225︲3232
082︲504︲6210
082︲962︲3590
082︲568︲3000
082︲848︲5125
084︲971︲1211

【山口県】
山 口 市

松 山 市 ジュンク堂書店 松山三越店 089︲915︲0075
〃
愛媛県官報販売所
089︲941︲7879
〃
松山大学生協 ショップ
089︲924︲9262

文榮堂（山口県官報販売所） 083︲922︲5611

宮 崎 市 蔦屋書店 宮崎高千穂通り
0985︲61︲6711
〃
田中書店 本部
0985︲24︲0386
（宮崎県官報販売所）

【鹿児島県】
鹿児島市 ジュンク堂書店 鹿児島店
〃
ブックスミスミ オプシア店
〃
MARUZEN 天文館店
〃
鹿児島県官報販売所

099︲216︲8838
099︲813︲7012
099︲239︲1221
099︲285︲0015

【徳島県】

【沖縄県】

徳 島 市 紀伊國屋書店 徳島店
088︲602︲1611
〃
小山助学館 本店（徳島県官報販売所） 088︲654︲2135

那 覇 市 ジュンク堂書店 那覇店
098︲860︲7175
〃
リウボウブックセンター
098︲867︲1725
（沖縄県官報販売所）

【香川県】
高 松 市 宮脇書店 総本店
〃
ジュンク堂書店 高松店
〃
宮脇書店 本店
〃
香川県官報販売所
〃
香川大学生協 学館ショップ書籍部

087︲823︲3152
087︲832︲0170
087︲851︲3733
0878︲51︲6055
087︲833︲5755
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登記、親族・相続関連の情報に特化したWebサービス

リーガルガーデン

ごあいさつ

明治７年以降に発出された登記・供託に関する先例約8,700件
明治31年以降に発出された親族・相続に関する先例約7,600件
要旨のみならず先例全文を収録

日本加除出版株式会社は、1942年、加除式図書の出版社14社が合
併してスタートしました。2022年は、お陰様で80年の節目の年を迎
えます。行政や法律実務に携わる人々のための実務書を中心とした

登記、親族・相続に
関する判例
約15,900件を収録

登記、親族・相続に
関する法令約320件を収録。
主要法令は変遷情報も閲覧可能

出版と時代のニーズに合わせた多様な情報コンテンツの提供を行っ
て来ました。特に、戸籍や住民基本台帳、登記や入管実務などの専
門分野や家族をめぐる事件と実務の分野では、実務書、専門雑誌、
専門六法などを提供し、長年にわたり変わらぬご好評をいただいて
います。
現在は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士
など専門士業のニーズに的確に応えるべく、幅広いテーマについて、
詳細な法律実務書の刊行に誠実に努めており、大きなご信頼をいた
だいております。どうかこの機会に弊社書籍をご愛読賜りますよう、
お願いを申し上げる次第でございます。

2022年４月

日本加除出版株式会社

代表取締役社長

和田

裕

記載例集

実務QA

会社の目的事例集

不動産登記実務に即した記載例
を多数収録

登記実務に関するQAが検索可能。
「表示に関する登記の実務」１〜５巻が
電子書籍イメージで閲覧可能

会社の目的事例を約16,400件収録

地名・管轄情報

文字情報

全国の市区町村の町名・字名を網羅。
大合併前後の名称や管轄情報も収録。
旧市区町村名の現在に至るまでの変遷
や現管轄も閲覧可能

行政手続で使用される登記統一文字、
戸籍統一文字、住基統一文字
をすべて登載

法律パック（先例・判例・法令）が月々2,640円（税込）からご利用できます
特に司法書士・土地家屋調査士の業務に役立つ情報サービスです
先例等の全文をテキスト表示できます

旧法などの閲覧も可能です

まずは30日間の無料トライアルをお試しください
詳しい内容や料金体系については、
Legal Garden のはじめての方へページをご覧ください

日本加除出版ホームページ

https://www.kajo.co.jp または

Legal Garden
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