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法律書籍で、法治国家形成の一翼を担う 
新日本法規出版の書籍が、電子になってKinoDenで利用できるようになりました。 

法学部だけでなく、一般社会問題の解決ツールとしてもご利用ください。 

新規公開出版社！ 
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すきま
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②無料アプリ 
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ダウンロードしてログイン 
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アカウントを作って読みたい本を 
My本棚に追加 
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底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

建築申請に役立つ

技術的助言ガイドブック
KP00026036

新日本法規出版 201912 PDF ¥5,775 - ¥13,475

建築申請実務研究会【編】 9784788286467

隣地・隣家紛争

権利主張と対応のポイント
KP00026037

新日本法規出版 201912 PDF ¥5,445 - ¥12,705

川口誠/岡田修一【編著】 9784788286450

ケース別　特殊な遺言条項

作成と手続のポイント
KP00026038

新日本法規出版 201912 PDF ¥6,435 - ¥15,015

山田知司【編著】 9784788286603

相談対応 相続Ｑ＆Ａ KP00026039 新日本法規出版 201912 PDF ¥5,115 - ¥11,935

伊藤崇/渡邊竜行【編著】 9784788286412

成年後見 手続ガイドブック　補訂版 KP00026040 新日本法規出版 201912 PDF ¥5,445 - ¥12,705

成年後見センター・リーガルサポート【編】 9784788286436

改正民法対応　Ｑ＆Ａ

民事法における期間・期日・期限
KP00025883

新日本法規出版 201911 PDF ¥8,085 - ¥18,865

川合善明【編著】

木村美隆　ほか【著】
9784788286429

Ｑ＆Ａ　改正労働時間法制のポイント KP00025884 新日本法規出版 201911 PDF ¥5,115 - ¥11,935

高仲幸雄 9784788286320

ケース別

債権法新・旧規定適用判断のポイント
KP00025885

新日本法規出版 201911 PDF ¥5,280 - ¥12,320

愛知県弁護士会研修センター運営委員

会法律研究部改正債権法・新旧適用

検討チーム【編】

9784788286337

遺産相続事件処理マニュアル KP00025889 新日本法規出版 201911 PDF ¥6,435 - ¥15,015

仲隆/浦岡由美子【編】 9784788286399

相続土地評価実務マニュアル KP00025890 新日本法規出版 201911 PDF ¥6,270 - ¥14,630

梶野研二 9784788286405

法律家のための

相続預貯金をめぐる実務
KP00025882

新日本法規出版 201910 PDF ¥4,455 - ¥10,395

本橋総合法律事務所【編】 9784788286290

相続・贈与と生命保険をめぐる

トラブル予防・対応の手引
KP00025886

新日本法規出版 201910 PDF ¥6,765 - ¥15,785

中込一洋/遠山聡/原尚美 9784788286184

保育現場における

困りごと相談ハンドブック
KP00025887

新日本法規出版 201910 PDF ¥4,455 - ¥10,395

木元有香 9784788286306

10
難しい土地の評価を円滑に処理するために‼土地の評価について、相談・受任から現地確認調査、地目や権利関

係に応じた評価方法、評価結果の報告に至るまで、実務上のポイントをわかりやすく解説！各項目では、フローチャー

トで評価の手順を行う上で留意すべきポイントを「ケーススタディ」や「アドバイス」を交えて解説！

13 保育教諭の資格を持つ弁護士がわかりやすく解説！保育士・保育教諭や保育施設から寄せられた相談事例を幅広

く取り上げ、対応及び再発防止のポイントと具体的な方策を解説。熟練者の協力のもと、現場のノウハウを「先輩保

育士・保育教諭からのアドバイス」「他園の園長からのアドバイス」として掲載。

NO 書影

内容紹介

7
改正内容がよくわかる‼働き方改革関連法における労働時間法制の改正のポイントをQ&A形式でわかりやすく解

説！関係する法律・規則・指針・通達等を各省に抜粋して掲載！改正の主なポイント。1時間外労働の上限制、2

年5日の年次有給休暇付与の義務化、3フレックスタイム制の見直し、4高度プロフェッショナル制度の創設。

8 債権法の経過措置をクローズアップ‼判断に迷う適用関係を明らかに！令和2年4月1日をまたぐ取引上の法律関

係を図表を用いて分かりやすく解説‼弁護士の実務経験を踏まえ、施行に備えて準備すべき事柄や留意点を解

説！

5
成年後見の開始から終了までに関係する多種多様な手続を取り上げていますので、様々なケースに対応できます。

各手続の要領を表形式でまとめた上で、業務上のポイントをわかりやすく解説しています。実務上のノウハウや参考に

なる情報を【アドバイス】や【コラム】、資料として随所に掲載しています。

6 民法改正（債権関係・相続関係・特別養子縁組など）等に対応した最新版！時効期間や権利の発生時期、裁

判上の申立て期限など、期間や時に関する法律上の規定に焦点をあてて分かりやすく解説！様々な法律の体系に

沿って条文の内容をコンパクトなQ&Aにまとめて掲載‼

1 建築設計・確認申請業務で参考となる多数の技術的助言をテーマごとに分類し、検索しやすい見出しを付して集録

しています。関係する法令改正の内容や施行日、法令条数等を実務上の参考情報として掲載しています。「建築申

請memo2020」に本書への参照表記を記載していますので、あわせてご利用いただけます。

2 隣地・隣家をめぐる紛争において、相手方に権利主張や損害賠償請求を行う際のポイントをわかりやすく解説していま

す。主張や請求の根拠となる証拠資料を表形式で例示しています。請求を受ける側の対応方針や留意点についても

適宜解説しています。

3 遺言書作成後の状況の変化や遺言者の特別な想い、祭祀承継の様々な希望に対応できる条項例を多数掲載し

ています。ケースごとに遺言条項の【作成例】と留意すべき【視点】を示し、【解説】で遺言者の意図を反映させるための

ポイントを、【手続】で事前・事後の手続等を説明しています。

4
令和2年4月施行の民法（相続法）改正を踏まえ、相続に関わる諸問題をQ＆Aでわかりやすく解説した最新版で

す。相続相談に携わる方が相続争いの防止や相続税対策などのポイントを、相談者に対してわかりやすく明解に回答

するための、必携の一冊です。

11 最も身近な財産の相続問題を詳解‼相続法改正や判例変更の影響が大きい相続預貯金について、実務に精通

する弁護士が執筆！第1章では、預貯金の相続に関する法制度や手続、判例などを網羅的に取り上げ、実務上の

論点を解説！第2章では預貯金の相続で問題になりやすい事案をケースとして設定したい王子のポイントを示してい

ます。

12 相続法改正に対応した最新の内容！【Q&A編】では相続・贈与に伴い保健給付で問題となる場面を設定し、法

務・税務の両面から解説！【事例編】では相続・贈与をめぐり保険金請求権の有無等が争点となった重要な判例・

裁決例を取り上げ、裁判所等の判断を紹介した上で、「コメント」を加えています。民法・保険法・税法等の各分野に

精通した専門家が執筆‼

9
相続事件を適時・適切に処理するために！相談・受任、前提問題の整理から、遺産分割協議、調停や審判等の裁

判手続き、相続後の税金処理までの流れを詳解‼事件処理の流れをフローチャートで示した上で、業務遂行上のポ

イントを解説！相続財産管理人や遺言執行者の業務など、付随する実務も収録！申立書・訴状例なども多数掲

載！ケーススタディでは特別受益の持戻しや寄与分の額を計算例で解説！
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裁判上の各種目録記載例集　改訂版 KP00025888 新日本法規出版 201910 PDF ¥7,755 - ¥18,095

佐藤裕義【編著】 9784788286283

事例でわかる

ケアマネジャーのトラブル対応の手引
KP00025873

新日本法規出版 201909 PDF ¥5,115 - ¥11,935

神奈川県介護支援専門員協会【編】 9784788286078

Ｑ＆Ａ同一労働同一賃金のポイント KP00025877 新日本法規出版 201909 PDF ¥5,445 - ¥12,705

別城信太郎【編著】 9784788286061

ケース別

相続登記添付情報のチェックポイント
KP00025878

新日本法規出版 201909 PDF ¥4,785 - ¥11,165

山北英仁【編】 9784788286153

建設業法の課題と実務

対応電子契約化への法的アプローチ
KP00025879

新日本法規出版 201909 PDF ¥5,445 - ¥12,705

匠総合法律事務所【編】

秋野卓生/田中敦/樋口孝之介【著】
9784788286146

相続登記相談対応マニュアル KP00025880 新日本法規出版 201909 PDF ¥5,280 - ¥12,320

おおさか法務事務所【編】 9784788286160

元登記官からみた抹消登記のポイント KP00025881 新日本法規出版 201909 PDF ¥4,785 - ¥11,165

青木登 9784788286177

離婚に伴う財産分与 KP00025872 新日本法規出版 201908 PDF ¥5,280 - ¥12,320

松本哲泓 9784788286009

土壌汚染土地をめぐる

法的義務と責任
KP00025875

新日本法規出版 201908 PDF ¥5,775 - ¥13,475

小澤英明 9784788285996

働き方改革関連法完全対応

就業規則等整備のポイント
KP00025876

新日本法規出版 201908 PDF ¥5,445 - ¥12,705

白石紘一/山本喜一/織田純代 9784788286054

ミス事例でわかる

相続税・贈与税申告の実務ポイント
KP00025864

新日本法規出版 201907 PDF ¥6,270 - ¥14,630

山本信行 9784788285842

ケース別

農地をめぐる申請手続のチェックポイント
KP00025874

新日本法規出版 201907 PDF ¥5,775 - ¥13,475

本木賢太郎/松澤龍人/飯田淳二 9784788285972

相続税更正の請求 KP00025891 新日本法規出版 201907 PDF ¥6,435 - ¥15,015

渡邉定義【編著】

平岡良/山野修敬【著】
9784788285880

25 農地をめぐる煩雑な手続きの手助けに！ケースごとに、申請前後のチェック事項や実務上のポイントを解説！農地法

を始めとする関係法令のほか、農地利用に必要な税法の手続を幅広く取り上げ、関連する書式を豊富に掲載！農

地制度に精通した専門家による、信頼できる確かな内容です。

26
迷うことが多い相続税の「更正の請求」で頼りになる1冊！【Q&A編】では、相続税の更正の請求について、一般的な

取り扱いや基本的な考え方をわかりやすく解説しています。【事例編】では、更正の請求の要件や手続等について争わ

れた判例・裁決例を取り上げ、実務上問題となるポイントを解説しています。税務当局で、主として資産税の審理事

務に従事してきた著者が豊富な経験を踏まえて編集・執筆‼

23 令和元年7月までの改正省令・ガイドライン・通達を踏まえた最新版‼働き方改革関連法の改正のポイントと就業規

則等の整備の方法がわかる！法改正に対応した就業規則や労使協定等を豊富に掲げ、整備前後の条項を対比し

留意点を解説！「働き方改革」に関する政策立案に携わった専門家による、確かな内容です‼

24 誤りやすい取扱いについて、ミス事例を掲げて解説！重大な結果につながる事例や間違えやすい事例、著者が実際

に悩んだ事例を中心に、申告業務プロセスに沿ってミス事例を掲げています。相続人の判定や納税義務者、課税財

産・非課税財産・みなし相続財産、財産評価、課税価格・税額の計算等の項目ごとに、多数のミス事例を掲げた上

で、正しい解釈や判断の仕方について解説しています。

21
裁判官による事例研究の成果を書籍化‼大阪高裁家事抗告集中部の事例研究「究理九疇(きゅうりきゅうちゅう)」

をベースに最新の審判・裁判例を加えて構成しました。財産分与の対象となる財産や具体的な分与方法を詳しく解

説したうえで、調停条項例を掲載しています。元大阪高裁第9民事部部総括判事の執筆‼客観的な視点に基づい

た内容です。

22 取引に大きな影響を与える土壌汚染の法的リスクがわかる‼土壌汚染土地に関わる当事者をひろく取り上げ、その

法的義務と責任を、土壌汚染対策法と民法の両面から解説しています。債権法改正により判断や考え方が変わる

場合は、施工前の実務と施工後の影響を解説しています！

19
民法などの法的知識を踏まえ、相続登記を円滑に進めるために‼相談・受任から登記後の処理まで、手続の流れに

沿って分かりやすくまとめています業務の手順を【フローチャート】で示し、そのポイントを【アドバイス】や【ケーススタディ】

【補助者業務のポイント】【参考書式】を交えて解説！改正相続法にも言及した最新の内容です。

20
抹消登記の機能と効果を元登記官の視点で解説！所有権や抵当権、仮登記などのさまざまな権利に関する登記

の抹消について実務のポイントを示し、分かりやすく解説！事案に報じた登記記録例を適宣掲載！実務に精通した

元登記官が、豊富な経験に基づき執筆！

17 増加が見込まれる相続登記を適切に進めるために！相続登記の附帯的な場面をケースとして設定し、必要な添付

情報を表形式でまとめています。各ケースでは登記申請時の留意点や添付情報の確認すべきポイントを解説‼相続

法改正に対応した最新の内容！

18 請負契約書等の電子化のために！民法(債権法)改正により抜本的な改訂が必要とされる請負契約書等について、

業務効率化に資する電子化の方法を分かりやすく解説。電子契約化についての様々なメリットや、実施に際して必要

となる建設業法について言及！住宅・建設業界において数多くの法律相談に携わってきた弁護士が、実務経験に基

づき執筆しています。

15 介護現場の実例を基に、対応のポイントが学べる‼ケアマネージャーが業務の中で直面するトラブル事例。利用者や

その家族、医師、介護事業者などとの間のトラブル事例を取り上げています。各事例では、トラブル発生時の対応やア

フターケアなどを具体的に紹介・解説！第一線で活躍する経験豊かなケアマネージャーが執筆！

16
『待遇の不合理性』を判断し、対応するために！法が求める「同一労働同一賃金」の内容と実務対応について、判

例やガイドラインを踏まえて解説！不合理な待遇格差をめぐる裁判例の一覧や、用形態別の就業規則例、説明義

務履行の具体例などを掲載！経営法曹会議に所属し、企業の労務管理に精通した弁護士が豊富な経験を踏まえ

執筆した確かな内容‼

14
目録の迅速・適切な作成のために！当事者目録や物件目録、請求債権目録などのさまざま文例を多数掲載。作成

上の留意点や、類似の事案に対応した目録記載例の【参考例】も充実経験豊富な書記官等が、実務を踏まえた

【記載例】217件を1冊に集約。
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ミス事例でわかる法人税の実務ポイント KP00025861 新日本法規出版 201906 PDF ¥6,435 - ¥15,015

渡邊崇甫 9784788285828

判例・裁決例にみる

評基通によらない財産評価
KP00025869

新日本法規出版 201906 PDF ¥5,940 - ¥13,860

与良秀雄⊥渡邉正則 9784788285798

ミス事例でわかる

源泉所得税の実務ポイント
KP00025870

新日本法規出版 201906 PDF ¥4,785 - ¥11,165

伊東博之 9784788285835

最新　告訴状・告発状モデル文例集

改訂版
KP00025871

新日本法規出版 201906 PDF ¥6,435 - ¥15,015

三木祥史【編著】 9784788285873

不動産取引における

心理的瑕疵・環境瑕疵対応のポイント
KP00025868

新日本法規出版 201905 PDF ¥5,445 - ¥12,705

渡辺晋 9784788285781

不動産取引における

傾斜地・がけ地・擁壁の法律と実務
KP00025863

新日本法規出版 201904 PDF ¥6,930 - ¥16,170
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専門家ならではの債権回収のノウハウとは！？◆債権回収に困った企業からの相談に応じるために有効かつ適切な

方法の選択肢を示しています。◆債権回収を相談の場面ごとに対話形式で取り上げ、対応のポイントを解説していま

す。◆連携のタイミングや、債権回収の手法と手続を、参考となる書式を交えながら横断的に解説しています。◆改

正民法(債権法)施行後の実務の見通しもわかります。

33 増加する物損事故紛争に備えて、物的損害の費用に応じた算定上の留意点をQ&A形式で解説！物損事故を取

り扱う際に役立つ知識を「コラム」として掲げています。物的損害が争点となった裁判例について、損害額や賠償責任

の有無に対する裁判所の判断を掲げ事案処理における留意点などを解説。交通事故の事件処理に精通した弁護

士が共同で執筆しています。

34 裁判で効果的な主張をするために！◆婚姻関係の破綻に関する裁判例を、主要な論点に基づいて分類・整理して

います。◆破綻をめぐる当事者の主張について、裁判所が重視したポイントを明示しながら解説し、立証資料を例示

しています。◆離婚事件に精通した元裁判官と弁護士の執筆による、信頼できる確かな内容です。

35
会社、法人の特性に応じた迅速・的確な清算業務をサポート！◆清算業務の受任から手続の選択、実施までの手

順をフローチャートで示し、留意事項をわかりやすく説明しています。◆第3章では、株式会社をはじめ、持分会社、医

療法人、NPO法人など8類型の会社、法人を取り上げ、清算の実務における法務・税務・登記のポイントを解説して

います。◆第4章では、建設業、製造業、サービス業など、13の業種別に、押さえておくべき特有の注意点を解説して

います。

31
事故物件の取引上の留意点が分かる！不動産取引における心理的欠陥(事故物件)・環境的欠陥に関する裁判

所の判断を、Q&Aと事例の形にとりまとめて解説した書籍です。Q&Aで要点を解説し、事例でケースを紹介しなが

ら、説明を加えました。不動産が抱える心理的欠陥(事故物件)・環境的欠陥に対する売主・貸主・仲介業者の義

務・責任を解説するとともに、欠陥への該当性を判断した裁判例を紹介しています。債権法改正が与える影響につい

ても検討・解説しています。不動産取引に精通した弁護士が執筆しています。

32 重要事項説明時のポイントと紛争対応の指針がわかる！◆第1編では、民法やがけ条例をはじめとする規制の内容

や現地調査を実施する際の留意点等をQ&Aで解説しています。 第2編では、実際の紛争事例を掲げて予防・対応

のポイントを示しています。◆宅建業務に精通した弁護士が共同で執筆しています。

29
誤りやすい取扱いについて、ミス事例を掲げて解説！税務調査で指摘を受けやすい事例など、企業担当者が直面す

る源泉徴収の要否の判断や源泉所得税の処理を取り上げています。給与所得、退職所得、報酬・料金、非居住

者所得の取扱いや納付に関して多数のミス事例を掲げた上で、正しい解釈や判断の仕方について解説しています。

各項目の冒頭では、源泉所得税関係の実務の処理方法を簡潔に解説します。項目ごとに、具体的なミス事例を豊

富に掲げ、その対応方法について解説します。

30 近年の複雑化した事件に対応した最新版！自動車の過失運転事故や独占禁止法違反、過労死問題、刑法改

正などにも対応した最新のモデル文例を収録‼実践Q&A編。告訴・告発の基本知識を解説してあります。文例編、

刑法及び特別法に関する208件を犯罪類型別に登載してあります。罪名と事例を掲げた「文例目次」により検索の

弁を図りました。

27
誤りやすい取扱いについて、ミス事例を掲げて解説！重大な結果につながるミス事例や間違いやすい事例、著者が実

際に悩んだ事例を中心に、法人税の課税上の判断を取り上げています。役員給与や交際費等の費用の判断を中心

に、益金・損金の対象・計上基準などの主要項目から、グループ法人税制・リース取引などの個別の項目まで、多数

のミス事例を掲げた上で、正しい解釈や処理の仕方について解説しています。

28
財産評価基本通達6項の適用をめぐる判断事例を詳解評基通(財産評価基本通達)により難い「特別の事情」の

存否について争われた判例・裁決例を厳選し、相続財産の種類別に分類・整理しています。各事例の問題点を明示

した上で、「事案の概要」「納税者の主張」「課税庁の主張」「裁判所(審判所)の判断」を簡潔に掲げるとともに、判

断のポイント等についてわかりやすく解説しています。国税当局で税務行政に携わった著者が、豊富な実務経験と知

識を活かして執筆しています。


