
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

  

書籍のご案内 (株)民事法研究会 

エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク 編 
2021 年６月 11 日発行 

本書の特色                
●第３版では、芸能人・スポーツ選手の移籍と独
占禁止法、ギフティングサービス（投げ銭）の
設問を新設！ 

●著作権法、個人情報保護法など最新の法改正、
独占禁止法の運用や実務動向等も踏まえ改訂！ 

●映像・出版・スポーツ・ゲームからインターネ
ット、イベント、プロダクション等をめぐる実
務対応を解説！ 

●権利の保護対象・契約等利用形態、事故・トラ
ブル対応から関係法律の知識、海外取引の留意
点等を74の設問に集約し、平易に解説した実践
的手引書！ 

●エンターテインメントにかかわる事件の最前線
で活躍し、日頃から研鑽を重ねている弁護士に
よる丁寧な解説！ 

 
弁護士 花野信子 編著 

2021 年５月 25 日発行 

本書の特色                

●ビジネス上、基本的に抑えておくべき請

求書・警告書・催告書・通知書など、代

表的なビジネス法文書71の書式例と作

成上の注意点を詳解！ 

●具体的事例と共に、ビジネスプロセスの

どの段階で、どのような書面を、どのよ

うな考えで準備するのかを当事者双方

の立場から解説！ 

●コロナ禍で注目される電子化の動向に

ついて、電子取引・電子契約・文書管理

法の視点から紹介！ 
 

三上安雄・緒方彰人・増田陳彦・安倍嘉一・吉永大樹 著 

2021年４月 20日発行 

本書の特色              

●テレワーク、フレックスタイム制、裁量

労働制、高プロ制、限定正社員、副業促

進、雇用類似の働き方など、多様で柔軟

な働き方導入のための指南書！ 

●最高裁判例（大阪医科薬科大事件、メト

ロコマース事件、日本郵便３事件）を踏

まえた同一労働同一賃金への実務対応

を経験豊富な弁護士が丁寧に解説！ 

本書の主要内容 

第１章 著作権（26問） 

第２章 パブリシティ権・人格権（11問） 

第３章 契約（14問） 

第４章 トラブル対応（７問） 

第５章 関係法律（13問） 

第６章 海外取引（３問） 

 

 
本書の主要内容 
第１編 ビジネス法文書の基礎知識 
 第１章 ビジネス法文書の特徴 
 第２章 ビジネスプロセスとビジネス法文書 
 第３章 ビジネス法文書作成上の留意点 
第２編 ビジネス法文書の作成実務 
 はじめに 
 第１章 ビジネス法文書のフォーマット 
 第２章 請求書 
 第３章 警告書 
 第４章 催告書 
 第５章 通知書 
 第６章 承認・確認・拒絶の文書 
 第７章 社内向け文書 
  

 

 

本書の主要内容 

第１章 総論～働き方の多様化・複雑化へ向けた動き～ 

第２章 各論～Ｑ＆Ａ～ 

 Ⅰ 多様な働き方 

  １ afterコロナを見据えた働き方／２ フレック

スタイム制度・裁量労働制・高度プロフェッショナ

ル制度／３ 限定正社員／４ 副業促進／５ 雇

用類似の働き方  

 Ⅱ 同一労働同一賃金 

  １ 働き方改革関連法における同一労働同一賃金

規制の概要／２ パート有期法要件論／３ パー

ト有期法８条効果論／４ 個別待遇論／５ パー

ト有期法９条要件・効果論／６ 定年後再雇用の特

殊性/７ パートタイム労働者の特殊性／８ 説明

義務等 

 
樋口 達・山内宏光・岡村憲一郎 著 

2021 年４月 26 日発行 

本書の特色              

●多発する企業の会計不正問題の対応と解決に

長年にわたって取り組まれている３名の法律

実務家により著わされたリスク管理の実践的

手引書！ 

●第１部では、基礎知識編として、会計不正に関

する防止方法・発見方法・発覚後の社内調査や

責任の明確化、経営を守るための対応策などの

事後処理を具体的に詳解！ 

●第２部の事例編では、実際に発生した事件を題

材にして、不正の発生原因を分析し、再発防止

の具体策や社会的責任を果たすためのあるべ

き対策のノウハウを詳細に明示！ 

本書の主要内容 
第１部 基礎知識編 
 第１章 基礎知識 
 第２章 会計不正の防ぎ方 
 第３章 会計不正の見抜き方 
 第４章 会計不正が発覚した場合 
第２部 事例編 
 事例Ⅰ 架空循環取引の事案 
 事例Ⅱ 棚卸資産の架空計上、 

仕入高の未計上の事案 
 事例Ⅲ 費用の計上時期の繰延べの事案 
 事例Ⅳ 売上げ高の前倒し計上等の事案 
 事例Ⅴ 逆粉飾の事案 
 事例Ⅵ 経理責任者の横領の事案 
 事例Ⅶ 代表取締役の横領の事案 

 

 





 

 

 

 

 

行政関係訴訟（改訂版） 
＜ﾘｰｶﾞﾙ･ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞｼﾘｰｽﾞ第6巻＞ 

 西川 知一郎 編著 

A5判･410頁･税込価格5,390円（本体4,900円）＋税 

 

 

 

 

 

 

 

編集者 

西川 知一郎:大阪高等裁判所判事 

 

執筆者 

徳地   淳:福岡地方裁判所判事 

廣谷 章雄:東京高等裁判所判事 

直江 泰輝:最高裁判所総務局付 

棚井  啓:東京地方裁判所判事 

石田 明彦:東京地方裁判所判事 

田中 健治:那覇地方裁判所長 

 

 

和久 一彦:最高裁判所調査官 

森田  亮:最高裁判所調査官 

岡田 幸人:東京地方裁判所判事 

森鍵  一:大阪地方裁判所判事 

山田 亜湖:岐阜家庭裁判所多治 

      見支部判事 

釜村 健太:東京地方裁判所判事 

仲井 葉月:岡山地方裁判所倉敷 

      支部判事 

（執筆順・肩書きは刊行時）

 

■本書の内容 

第１章 行政事件訴訟とは何か 

Ⅰ 行政事件訴訟の意義  

Ⅱ 行政事件訴訟の種類  

Ⅲ 行政事件訴訟の手続の特色  

第２章 抗告訴訟 

Ⅰ 抗告訴訟の意義・種類  

Ⅱ 訴えの提起  

Ⅲ 審理 

Ⅳ 訴訟の終了 

Ⅴ 仮の救済制度  

 

第３章 公法上の当事者訴訟 

Ⅰ 実質的当事者訴訟  

Ⅱ 形式的当事者訴訟  

第４章 住民訴訟 

Ⅰ 住民訴訟制度の意義  

Ⅱ 訴えの提起  

Ⅲ 審  理  

Ⅳ 訴訟の終了  

事項索引/ 判例索引

 

新刊書 

ますます充実！行政事件訴訟の実際を理解するための必携書！ 

●行政事件訴訟の性格や特質の正しい理解，紛争の核心の的確な把握，関係法令や判

例法理の正確な理解に資する解説 

●改正法下の最高裁判例・下級審裁判例，現時点の制度，運用実務，議論状況を踏ま

えた，体系的でわかりやすい解説 

●行政事件訴訟実務の豊富な経験を有する裁判官による解説 



 

 

 

 

使用者のための 
 
 

相談事例集 
高井･岡芹法律事務所 編 

A5判･450頁･税込価格6,160円（本体5,600円）＋税 
 
 
 
 
 
 
 

目  次 

第１編 解  雇 

総論 

第１章 労働者の労務提供の不能，労働能力又は適格性の欠如・喪失 

第２章 経営上の必要性に基づく解雇 

第 3章 その他の事例 

第２編 雇 止 め 

総論 

第１章 期間の定めのない雇用契約の終了と社会通念上同視できる場合 

第２章 雇用契約更新への合理的期待 

第３編 懲  戒 

第 3編 懲  戒 

総論 

第１章 懲戒事由 

第２章 懲戒処分の種類 

第３章 懲戒手続 

第４章 一事不再理 

第５章 退 職 金 

新刊書 

●弁護士をはじめとした実務家や企業の労務担当者のために具体的な

相談事例66件をわかりやすく解説！ 
法的に問題なく，確実に解雇等を行うための知識とノウハウを凝縮し

た相談事例集！ 

解 雇 

雇止め 
 

解 雇 
 

懲 戒 
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　　　　　齊藤 広子 著

マンションの再生と終焉のあり方を問う

土地･建物が別々の不動産であることの問題点と一体性の方向を探る。定期借地制度による不動産

の所有から利用への転換と仕組みを考究。定期借地権マンションの多くない日本の現状と課題に

迫り、これからのマンションの円滑な終焉のためのシステム整備を提唱する、渾身の書。

定期借地権マンションの法的課題と対応

【目　次】
◆序章　定期借地権マンションの位置づけ　
1　はじめに―定期借地権マンションの位置づけ　
2　マンションストックの状態と課題　
3　定期借地権が生まれた背景と定期借地権マンションへの期待と批判　
4　定期借地権マンションに関する諸課題と本書の特徴　
◆第 1章　全国の定期借地権マンションの供給概要　
1　はじめに　
2　定期借地権マンションストックの状態　
3　管理に関する初期設定　
4　まとめ　
◆第 2章　定期借地権マンションの管理上の課題　
1　はじめに
2　管理上の課題と対応
3　管理業者による管理上の課題への対応の違い　
4　敷地（底地）の買取り・借地期間延長に関する課題　
5　裁判事例からみた定期借地権マンションの管理上の課題
6　まとめ　
資料：定期借地権マンションの管理等に関連する裁判等の内容の概要と考察　
◆第 3章　アメリカ・ハワイ州におけるリースホールド共同住宅の法制度と実態　
1　はじめに　
2　ハワイ州のリースホールドコンドミニアムのストック状況
3　リースホールドコンドミニアムの借地契約関係の法と実態
4　リースホールドコンドミニアムの借地期間満了の制度と対応
5　リースホールドコンドミニアムの管理と流通の実態・課題と対応　
6　まとめ　
◆第 4章　イギリスにおけるリースホールド共同住宅の法制度と実態　
1　はじめに
2　イギリスにおけるリースホールドによる住宅保有制度　
3　共同住宅の管理方法―リースホールドを中心に　
4　リースホールド共同住宅の土地等の買取り制度　
5　リースホールド共同住宅の賃貸借契約期間の延長制度　
6　リースホールド共同住宅の管理事例
7　リースホールド共同住宅の管理及びフリーホールド買取り・賃貸借契約期間延長の支援体制　
8　リースホールド共同住宅ストックの課題（管理問題）　
9　まとめ
◆第 5章　定期借地権マンションにおける管理組合の関与の検討　
1　はじめに　
2　管理組合は建物を解体し，敷地を更地にし返却することに関与できるのか　
3　管理組合法人は底地を購入できるのか　
4　まとめ　
◆第 6章　結論―日本での立法への示唆
1　定期借地権マンションの位置づけ（序・第 1章より）　
2　管理上の課題からみた立法的措置の必要性（第 1・2・5章より）　
3　アメリカ・ハワイ州及びイギリスでの日本の定期借地権マンションの管理上の課題に対する法制度の対応 (第 3・4章より）　
4　我が国に必要な対応　

A５変・上カ製・840頁　7,700 円（税込）　ISBN978-4-7972-2915-8　C3332

         青竹 正一 著

令和元年 12 月 4 日に成立した「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）と、
それに伴って令和 2年 11 月 27 日に公布された会社法施行規則、会社計算規則（一部を除き、
令和 3年 3月 1日施行）に対応した最新版。使い易く、判例を重視し、索引も充実しており、
実務家に有用の体系書。

   　 　  新会社法 〔第5版〕

【目　次】

◆第 1編　総　論◇

　 第 1章　会社の法源と種類

　 第 2章　会社の概念と権利能力

　 第 3章　会社法総則

◆第 2編　株式会社◇

　 第 1章　総　説

　 第 2章　設　立

　 第 3章　株　式

　 第 4章　機　関

　 第 5章　資金調達

　 第 6章　計　算

　 第 7章　定款の変更

　 第 8章　組織再編

　 第 9章　解散と清算

◆第 3編　持分会社◇

　 第 1章　合名会社

　 第 2章　合資会社

　 第 3章　合同会社

◆第 4編　外国会社◇

　 第 1章　外国会社の意義と認許

　 第 2章　外国会社に対する法規整

令和 3年 3月 1日施行の最新法の対応版

法律学の森シリーズ
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