
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

  

書籍のご案内 (株)民事法研究会 

森 宏司・中本敏嗣・小野憲一・森 純子 編 
2021年７月４日発行 

本書の特色                
●争点整理で悩む多くの実務家が渇望す
る具体的な方法論を、現役裁判官が提
示！ 

●訴状・答弁書の検討から第１回口頭弁論
期日を経て、争点整理の序盤・中盤・終
盤に至るまでの思考過程と審理運営の
ポイントを、事件類型別に具体的に解
説！ 

●争点整理の制度趣旨に対する理解を深
めるとともに、暫定的な心証開示や和解
勧試のタイミングも含めて「裁判官が考
えていること」がわかる必読の書！ 

 

園部 厚 著 

2021年６月 16日発行 

本書の特色                

●簡易裁判所の一般的民事事件における訴訟類

型ごとの「請求の趣旨・原因」についての要

件事実上の内容・論点をまとめ、簡明に解説

した実務マニュアル！ 

●第２版では、民法や消費者契約法、労働基準

法などの関係法令の改正だけでなく、最新の

判例・文献にも対応して改訂増補！ 

●詳細な事項索引と判例索引・条文索引を付す

ことで検索を容易にし、迅速・的確に訴状を

はじめとした訴訟関係書類の作成が実現でき

る必携の実践的手引書！ 

濱田芳貴 編著 

2021年５月 19日発行 

本書の特色              

●近時、事業再生や中小企業支援、経営者保

証債務整理、自然災害による被災者の債務

整理などに活用されている特定調停につ

いて、制度、手続が容易に理解できるよう

に特定調停法・民事調停法・非訟事件手続

法・関連規則を逐条的に概説！ 

●逐条の解説を超えた特定調停制度全般の

概説書としても活用可能！ 

●東京地裁の新運用にも言及しており、企業

の事業再生や私的整理等に携わる実務家

の必携書！ 

本書の主要内容 
第１編 総論 
 第１章 争点整理の対象と手法 
 第２章 民事訴訟手続のＩＴ化と争点整理 
第２編 一般民事訴訟 
 第１章 不動産関係訴訟 
 第２章 契約関係訴訟 
 第３章 損害賠償関係訴訟 
 第４章 相続関係訴訟 
第３編 専門訴訟 
 第１章 医事関係訴訟 
 第２章 交通関係訴訟 
第３章 建築関係訴訟 

 第４章 会社関係訴訟 
 

本書の主要内容 
第１章 貸金関係事件 
第２章 信販関係事件 
第３章 リース料等請求事件 
第４章 通信料等請求事件 
第５章 預貯金返還請求事件 
第６章 売買関係事件 
第７章 労働関係事件 
第８章 不動産関係事件 
第９章 動産引渡等請求事件 
第10章 請負関係請求事件 
第11章 保証債務関係事件 
第12章 譲受債権関係事件 
第13章 債務不存在確認事件 
第14章 不法行為関係事件 
第15章 不当利得関係事件 
第16章 商事上の請求関係事件 
第17章 執行関係事件 
第18章 その他の紛争類型事件 
第19章 消費者保護法関係の主張・請求 
  

 

 
本書の主要内容 

序 章 

第１章 特調法の目的 

第２章 当事者と代理人 

第３章 特定調停の申立て 

第４章 特定調停事件の手続 

第５章 事実の調査と証拠調べ 

第６章 特定調停の成立等 

第７章 その他重要な制度 

第８章 他の法令との関係 

第９章 罰則 

 

平沼直人 著 

2021 年６月 28日発行 

本書の特色              

●施行令・施行規則・省令、判例、通達・通

知・回答等を網羅して保助看法を体系化し

た逐条解説書！ 

●弁護士・医学博士である著者が、臨床現場

も踏まえた法律解釈を展開する、関係者待

望の実務書！ 

●『保健師助産師看護師法』と端的に題する

わが国初めての書！ 
●保健師・助産師・看護師・准看護師の相互

関係、患者との関係、医師との関係を体系

的に研究・解釈！ 

本書の主要内容 

序 論   沿革等 

第１章   総則（第１条～第６条） 

第２章   免許（第７条～第 16 条） 

第３章   試験（第 17条～第 28条の２） 

第４章   業務（第 29条～第 42条の３） 

第４章の２ 雑則（第 42条の４～第 42 条の６） 

第５章   罰則（第 43条～第 45条の３） 

・法令用語の解説 

・法令索引 

・判例索引 

・通知等索引 

・用語索引 

 

 



 

 

 

 

新・商標法概説 
〔第３版〕 

小野昌延・三山峻司 [著] 

A5判・（本体 8,600円）+税／978-4-417-01811-7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■本書の概要■ 

第１編 序   論 

第１章 序  説 

第２章 商標法の沿革と発展 

第３章 商標法の概念 

第４章 商標法の体系的地位 

第２編 実体的商標法 

第５章 商標権の成立 

第６章 商標権の主体 

第７章 商標権の効力 

第８章 商標権の処分 

（商標権の移転） 

 

第９章 商標権の存続期間と 

    消滅 

第３編 手続的商標法 

第10章 総  説 

第11章 商標登録出願 

第12章 審  査 

第13章 審  判 

第14章 マドリッド協定議定書に

基づく特例 

第15章 訴  訟 

判例索引／事項索引

 

新刊書 

令和３年改正と最新の裁判例に対応した信頼と実績の｢第３版｣ 
■令和３年改正商標法にも対応し，過去の度重なる法改正前後の仕組みや内容にも随所で

詳解。商標法実務書の最新決定版!! 

■商標法に関する重要判例を広範囲に取り入れ，第３版で新たに設けた「脚注」に一挙掲

載。令和３年の主要裁判例まで解説!!  

 



 

 

 

 
 

詳解 
ＬＧＢＴ企業法務 

第一東京弁護士会司法研究委員会ＬＧＢＴ研究部会[編] 
 

A5判・（本体3,300円）+税／978-4-417-01812-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■本書の概要 

第１部 総論 

第２部 入門編 

第３部 各論編 

    採用/人事異動―配転命令/懲戒・服務規律/人格権・プライバシー/ 

    職場における環境調整/育児・介護休業法/福利厚生 

第４部 ビジネスにおけるLGBT 

    はじめに/LGBT当事者がいる社会―取引先や顧客との関係 

第５部 就業規則編 

第６部 事例検討 

巻末資料―企業における取組事例 

     コラム（外国人パートナーの在留資格/社内でのカミングアウト/ 

     LGBTとテレビ） 
 

  

新刊書 

企業が直面する LGBT 対応の問題を法務の専門研究部会が徹底解説！ 
●LGBT の基礎知識から，企業対応の具体的問題・ビジネスにおける問 
 題・就業規則による対応・事例検討まで，実践的かつ充実のコンテン 
 ツ！ 
●令和新時代の企業法務，ビジネスにとって不可欠となる貴重な１冊！ 
 



 
 

 

 

 
 

 

類型別 労働関係訴訟 
の実務Ⅰ･Ⅱ 〔改訂版〕 

佐々木宗啓･清水響･吉田徹･佐久間健吉･ 

伊藤由紀子･遠藤東路･湯川克彦･阿部雅彦 [編著] 
 

Ⅰ A5判・（本体4,500円+税）/978-4-417-01816-2 

Ⅱ A5判・（本体4,700円+税）/978-4-417-01817-9  

     

 

 
 

 

目 次 

Ⅰ 

第 1 章 賃金・賞与の請求事件 

第 2 章 賃金減額の無効を理由 

    とする差額賃金の請求 

    事件 

第 3 章 時間外労働等の割増賃 

    金請求事件 

第 4 章 新部署等における就労 

    義務不存在確認請求事 

    件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 

第 5 章 非正規労働者の不合理 

    な待遇差等を争う損害 

    賠償請求 

第 6 章 解雇の効力を争う地位 

    確認請求事件 

第 7 章 有期労働契約における 

    雇止めの効力を争う地 

    位確認請求事件 

第 8 章 休職期間満了による解 

    雇・自動退職の効力を争 

    う地位確認請求事件 

第 9 章 定年（高齢者雇用の義務 

    違反）を争う地位確認請 

    求事件 

第 10 章 辞職・合意退職の効力 

     を争う地位確認請求事件 

第 11 章 解雇予告手当の請求事件 

第 12 章 退職金の請求事件 

第 13 章 労働審判事件  

新刊書 

さらに充実，待望の改訂版！ 

わかりにくい労働関係紛争のルールを客観的にわかりやすく解説！ 

個別的労働紛争に携わる者必携！ 

●東京地裁労働部に所属して労働関係事件を担当した裁判官が執筆 

●働き方改革関連法等による改正をフォロー，新たな判例や裁判例を収録 

●新章「非正規労働者の不合理な待遇差等を争う損害賠償請求」を掲載 

●コンパクトかつ実務上必要なことを一通り記載，使いやすい仕様 

 



A5判 並製 282ページ
定価 3,080円（税込）
ISBN 978-4-335-31888-2
C1332

　家事事件ならではの留意事項を十分にふまえて、第1章で離婚事件の流れを概観し、
第2章以下では、離婚事件で問題となる類型ごとに、双方代理人の視点から解説します。
　改定された「養育費・婚姻費用算定表」や家事事件のIT化など最新のトピックも豊富に
取り上げるとともに、弁護士倫理・業務妨害などの視点も盛り込んで、ミスをしないために
最適の入門書です。

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-7　
TEL 03-3294-4801　 FAX 03-3294-7034
https：//www.koubundou.co.jp/

目次

Check Lis
t

が役に立つ

離婚の
チェックポイント

第１章　総論

　Ⅰ　法律相談　Ⅱ　手続の選択　
   
   Ⅲ　交渉　Ⅳ　法的手続

第２章　離婚の条件（金銭給付）

　Ⅰ　婚姻費用　Ⅱ　財産分与　
   
   Ⅲ　慰謝料  Ⅳ　養育費

　Ⅴ　年金分割

第３章　離婚の条件（子どもにかかわる問題）

　Ⅰ　監護者指定・引渡し　Ⅱ　親権　
   
   Ⅲ　面会交流

　Ⅳ　養育費

第４章　DVがある場合の対応

　Ⅰ　DV被害者からの受任  Ⅱ　保護命令　

　Ⅲ　調停時における注意点　
   
   Ⅳ　訴訟における注意点

第５章　不貞行為を原因とする離婚事件

　Ⅰ　相談段階　Ⅱ　離婚調停　

   Ⅲ　離婚訴訟　

　Ⅳ　不貞行為当事者からの受任

　Ⅴ　有責配偶者からの離婚請求

【 実務の技法シリーズ ８ 】

離婚事件の特徴を理解するために
最適の入門書！

髙中　正彦（髙中法律事務所） 
岸本　史子（あずさ総合法律事務所）
 

大森　啓子（フローラ法律事務所） 
國塚　道和（かすが・國塚法律事務所）
澄川　洋子
（ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所）

編著 著 

1 会社法務のチェックポイント　　　　　　市川　充・安藤知史　編著
2 債権回収のチェックポイント　　　　　　市川　充・岸本史子　編著 
3 相続のチェックポイント　　　　　　　　髙中正彦・吉川　愛　編著
4 交通賠償のチェックポイント＜第２版＞　 髙中正彦・加戸茂樹　編著
5 破産再生のチェックポイント　　　　　　髙中正彦・安藤知史　編著 
6 建物賃貸借のチェックポイント　　　　　市川　充・吉川　愛　編著
7 労働法務のチェックポイント　　　　　　市川　充・加戸茂樹　編著

実務の技法シリーズ 

８／６ 発売！！






