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テキストの文字拡大ができるのでスマホ・アプリからも読みやすい！ 
アプリで自分だけのしおりやマーカーをつけると学習にとても便利！ 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト
機能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

No.KD0118    2020年9月 

（全機関販売可能） 

リーガル・リサーチ 第5版 
5,940円（同時アクセス１・本体価） 

進化する法情報を、目的に沿って横断的かつ体系的に整理、解説し必要な情報へのアプ
ローチを的確に示す“定番のハンド・ブックの最新版。最新のデジタルコンテンツ、
データベースの情報をフォロー。法律学習、研究、法実務にも必携の書。 

著者：いしかわまりこ 藤井康子 村井のり子【著】 指宿信 齊藤正彰【監修】 
底本出版年月：2016/03 ISBN: 9784535521629 ProductID: KP00031802 
フォーマット：EPUB 同時アクセス3・本体価：8,910円 

ブラウザから閲覧（パソコン） ブラウザから閲覧（スマホ） アプリから閲覧（タブレット） 

アプリなら 
しおりや 
マーカーを 
いつでも 
呼び出し！ 

■日本評論社 EPUBリフロー版eBook タイトル明細（NDC順） 
※販売可否、価格は変更される場合がございます。予めご了承ください。 

ProductID ISBN 書名 著者 
底本刊
行年月 

同時アクセ
ス1本体価 

同時アクセ
ス3本体価 

NDC 

KP00030939 9784535523005  考古学のための法律 
久末弥生 

201712 ¥8,580 ¥12,870 202.5 

KP00031802 9784535521629  リーガル・リサーチ 第5版 

いしかわまりこ 藤井康子 
村井のり子【著】  
指宿信 齊藤正彰【監修】 

201603 ¥5,940 ¥8,910 320.7 

KP00030986 9784535523685  法学の世界 新版 
南野森【編】 

201903 ¥7,260 ¥10,890 321 

KP00030998 9784535522756  新装版 法学入門 
末弘厳太郎 

201802 ¥7,260 ¥10,890 321 

KP00030951 9784535524088  比較法学入門 
貝瀬幸雄 

201902 ¥7,260 ¥10,890 321.9 
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ProductID ISBN 書名 著者 底本刊
行年月 

同時アクセ
ス1本体価 

同時アクセ
ス3本体価 

NDC 

KP00030954 9784535523968  アメリカ憲法の考え方 
丸田隆 

201904 ¥11,550 ¥17,325 323.53 

KP00030972 9784535523333  基本行政法 第3版 
中原茂樹 

201803 ¥11,220 ¥16,830 323.9 

KP00030956 9784535806849  
民法総則 補訂版 
(日評ベーシック・シリーズ) 

原田昌和 寺川永 
吉永一行 201811 ¥5,940 ¥8,910 324.1 

KP00030974 9784535523548  民法総則 第2版 
中舎寛樹 

201806 ¥12,210 ¥18,315 324.1 

KP00030991 9784535521599  民法総則 
平野裕之 

201709 ¥14,850 ¥22,275 324.1 

KP00030988 9784535522930  プラスアルファ基本民法 
武川幸嗣 

201903 ¥8,910 ¥13,365 324.2 

KP00030965 9784535521858  担保物権法 
松岡久和 

201703 ¥10,890 ¥16,335 324.3 

KP00030968 9784535806825  
債権総論 
 (日評ベーシック・シリーズ) 

石田剛 荻野奈緒 
齋藤由起 201810 ¥6,270 ¥9,405 324.4 

KP00030973 9784535523487  債権法 債権総論・契約 
中舎寛樹 

201803 ¥12,210 ¥18,315 324.4 

KP00030992 9784535522428  債権総論 
平野裕之 

201709 ¥14,850 ¥22,275 324.4 

KP00030993 9784535522435  債権各論Ⅰ 契約法 
平野裕之 

201808 ¥15,180 ¥22,770 324.5 

KP00030994 9784535522442  
債権各論Ⅱ 事務管理・ 
不当利得・不法行為 

平野裕之 
201912 ¥15,180 ¥22,770 324.5 

KP00030952 9784535523951  
離婚後の共同親権とは何か 
子どもの視点から考える 

梶村太市 長谷川京子 
吉田容子【編著】 201902 ¥10,560 ¥15,840 324.64 

KP00030953 9784535524583  
離婚後の子どもをどう守るか 
「子どもの利益」と「親の利益」 

梶村太市 長谷川京子 
吉田容子【編著】 202003 ¥9,570 ¥14,355 324.64 

KP00030942 9784535524491  
伊藤真の会社法入門 講義 
再現版 

伊藤真 
201910 ¥5,610 ¥8,415 325.2 

KP00030971 9784535522404  基本刑法 2 各論 第2版 
大塚裕史 十河太朗 
塩谷毅 豊田兼彦 201804 ¥12,870 ¥19,305 326 

KP00030945 9784535524125  ケーススタディ刑法 第5版 
井田良 丸山雅夫 

201909 ¥10,230 ¥15,345 326.1 

KP00030978 9784535522220  民事訴訟判例 読み方の基本 
田中豊 

201709 ¥15,510 ¥23,265 327.2 

KP00031000 9784535521964  民事紛争解決の基本実務 
木納敏和 鈴木道夫 
高須順一 藤原浩【編著】 201807 ¥14,850 ¥22,275 327.2 

KP00030959 9784535522879  刑事法廷弁護技術 
高野隆 河津博史【編著】 

201802 ¥9,570 ¥14,355 327.6 

KP00030962 9784535524378  刑事訴訟法の思考プロセス 
斎藤司 

201910 ¥11,550 ¥17,325 327.6 

KP00030987 9784535524279  
起訴前・公判前整理・ 
裁判員裁判の弁護実務 

日本弁護士連合会刑事 
調査室【編著】 201905 ¥5,940 ¥8,910 327.6 

KP00030958 9784535524248  伝聞法則に強くなる 
後藤昭 

201907 ¥6,600 ¥9,900 327.62 

KP00030967 9784535524729  
サブテクスト国際法 
教科書の一歩先へ 

森肇志 岩月直樹【編】 
202003 ¥7,920 ¥11,880 329 

KP00030975 9784535523463  ＥＵ法基本判例集 第3版 
中村民雄 須網隆夫【編著】 

201903 ¥13,200 ¥19,800 329.37 

KP00031004 9784535523432  企業法入門 第5版 
龍田節 杉浦市郎 

201803 ¥7,260 ¥10,890 335 

KP00030950 9784535563742  スクールロイヤーにできること 
ストップいじめ！ナビスクー
ルロイヤーチーム【編】 201902 ¥6,270 ¥9,405 373.2 


