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No.2019-561 

2019年11月 

書名 発行年 冊子版ISBN 同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

経営側弁護士による精選労働判例集 2011年版 2011 9784897613529 ¥4,713  ¥7,541  1013474135 

経営側弁護士による精選労働判例集 第2集 2012 9784897613925 ¥4,713  ¥7,541  1013474126 

経営側弁護士による精選労働判例集 第3集 2013 9784897614625 ¥4,713  ¥7,541  1013474106 

経営側弁護士による精選労働判例集 第4集 2014 9784897615042 ¥7,480  ¥11,220  1016496575 

経営側弁護士による精選労働判例集 第5集 2015 9784897615592 ¥4,675  ¥7,480  1018698781 

経営側弁護士による精選労働判例集 第6集 2016 9784897616032 ¥4,675  ¥7,480  1022371086 

経営側弁護士による精選労働判例集 第7集 2017 9784897616568 ¥4,675  ¥7,480  1030893563 

経営側弁護士による精選労働判例集 第8集 2018 9784897617008 ¥4,675  ¥7,480  1030893564 

経営側弁護士による精選労働判例集 第9集 2019 9784897617589 ¥4,675  ¥7,480  1030893565 

経営側弁護士による精選労働判例集 

書名 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

まる分かり平成28年改正外国人技能実習制度 ―速報版― 2016 9784897616384 1030893558 

まる分かり平成29年改正雇用保険法・育児介護休業法・職業安定法 
 ―速報版― 

2017 9784897616520 1030893559 

まる分かり平成30年働き方改革関連法 改正労基法編 2018 9784897617145 1030893560 

まる分かり平成30年働き方改革関連法 同一労働同一賃金編 2018 9784897617169 1030893561 

まる分かり2019年施行入管法 ―特定技能資格の創設― 2019 9784897617527 1030893562 

石井  妙子 著 

書名 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

労働実務事例研究 平成28年版 2016 9784897616131 1030893554 

労働実務事例研究 平成29年版 2017 9784897616698 1030893555 

労働実務事例研究 平成30年版 2018 9784897617084 1030893556 

労働実務事例研究 2019年版 2019 9784897617701 1030893557 

労働実務事例研究  

各冊価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥1,375 ¥2,200 

各冊価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥8,250 ¥13,200 

※平成15年版～27年版も配信中！ 

まる分かりシリーズ  

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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2019年 新規配信タイトル 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

ブラック企業VS問題社員 ―ブラック企業と決別する判例活用術― 堀下 和紀 2016 9784897616094 ¥4,950 ¥7,920 1030893566 

民法を中心とする人事六法入門 ―人事のための労働法以外の法律入門― 倉重 公太朗 2016 9784897616155 ¥8,800 ¥14,080 1030893567 

効果的な安全衛生教育 ―指導・講義のコツ― 白崎 淳一郎 2016 9784897616285 ¥7,700 ¥12,320 1030893568 

製造現場等におけるイラストで学ぶリスクアセスメント 第1集 中野 洋一 2016 9784897616315 ¥4,950 ¥7,920 1030893569 

非正規社員サバイバルマニュアル ―みんなを守る働くルールを知ろう!― 富田 朗 2016 9784897616339 ¥1,925 ¥3,080 1030893570 

労災発生時対応完全マニュアル ―労災事故発生時の緊急対応から事後処理、再発防止まで― 村木 宏吉 2016 9784897616407 ¥4,400 ¥7,040 1030893571 

不安全行動をなくす管理活動事例集 ―建設現場が変わる!― 
建設労務安全研究会教
育委員会 

2017 9784897616445 ¥4,950 ¥7,920 1030893572 

本書を読まずに障害者を雇用してはいけません! -障害者ユニオン書記長が本音で明かす解決法- 久保 修一 2017 9784897616469 ¥3,850 ¥6,160 1030893573 

今まで無かった労働安全衛生の知識と対策 合田 弘孝 2017 9784897616544 ¥3,300 ¥5,280 1030893574 

これでミスやエラーは防げる!! ―不安全行動にストップをかける「知恵と工夫」― 労働新聞社 2017 9784897616605 ¥1,375 ¥2,200 1030893575 

これでミスやエラーは防げる!! 2 ―不安全行動にストップをかける「知恵と工夫」― 労働新聞社 2018 9784897617046 ¥1,375 ¥2,200 1030893576 

女性活躍のための労務管理Q&A164 ―セクハラ・男女差別・産休育休・ポジティブ・アクション― 堀下 和紀 2017 9784897616636 ¥4,950 ¥7,920 1030893577 

改正外国人技能実習制度の実務 労働新聞社 2017 9784897616650 ¥2,475 ¥3,960 1030893578 

安全・衛生委員のための安全衛生読本 （労新新書 5） 末松 清志 2017 9784897616735 ¥2,475 ¥3,960 1030893579 

高所作業の基礎知識 ―ハーネスやロープ高所作業の安全対策Q&A―改訂第2版 菊一 功 2017 9784897616766 ¥1,375 ¥2,200 1030893580 

雇用保険制度の実務解説 改訂第9版 労働新聞社 2017 9784897616780 ¥6,600 ¥10,560 1030893581 

新入社員が学ぶ建設現場の災害防止 ―これだけは知っておきたい安全衛生の知識―改訂第2版 建設労務安全研究会 2018 9784897616803 ¥4,191 ¥6,710 1030893582 

求職者支援制度の解説 改訂第2版 労働新聞社 2018 9784897616872 ¥4,840 ¥7,810 1030893583 

労災保険メリット制Q&A ―労働災害と保険料―第9版 労働新聞社 2018 9784897616988 ¥2,618 ¥4,191 1030893584 

イラストで学ぶ高所作業の知識とべからず83事例 中野 洋一 2018 9784897617022 ¥4,675 ¥7,480 1030893585 

労働災害を防ぐ「しつけ」のすすめ 東内 一明 2018 9784897617107 ¥2,200 ¥3,520 1030893586 

実務に即した労災認定の考え方と申請のポイント 高橋 健 2018 9784897617060 ¥4,400 ¥7,040 1030893587 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

中小企業は『懲戒処分』を使いこなしなさい 安中 繁 2018 9784897617121 ¥4,125 ¥6,600 1030893588 

リスクアセスメントを取り込んだ作業手順書 建設労務安全研究会 2018 9784897617183 ¥3,850 ¥6,160 1030893589 

労務管理は負け裁判に学べ! 2 ―なぜ負け続けるのか?これが最後の負け戦!― 堀下 和紀 2018 9784897617206 ¥5,225 ¥8,360 1030893590 

職業安定法の実務解説 改訂第5版 労働新聞社 2018 9784897617237 ¥7,700 ¥12,320 1030893591 

お金をかけず定着する人材を採用する ―人手不足に対応したスグに使える採用定着ノウハウ集― 採用定着実践会 2018 9784897617251 ¥3,575 ¥5,720 1030893592 

外資系企業で働く ―人事から見た日本企業との違いと生き抜く知恵― 鈴木 孝嗣 2018 9784897617275 ¥3,850 ¥6,160 1030893593 

実務家のための100の実践事例で分かる入管手続き 浜川 恭一 2019 9784897617312 ¥4,125 ¥6,600 1030893594 

ウェルビーイング経営の考え方と進め方 ―健康経営の新展開― 森永 雄太 2019 9784897617336 ¥6,325 ¥10,120 1030893595 

あたらしい労働時間・休日・休暇の本 ―働き方改革の進め方付き― 富田 朗 2019 9784897617367 ¥4,400 ¥7,040 1030893596 

工事安全衛生ポケットブック 改訂第2版 労働新聞社 2019 9784897617404 ¥1,375 ¥2,200 1030893597 

労働者派遣法の実務解説 ―派遣元責任者講習テキスト―改訂第4版 労働新聞社 2019 9784897617428 ¥5,500 ¥8,800 1030893598 

ここがポイント!労使トラブルはこれで解消! 内海 正人 2019 9784897617442 ¥4,125 ¥6,600 1030893599 

労災保険適用事業細目の解説 平成31年版 労働新聞社 2019 9784897617466 ¥5,500 ¥8,800 1030893600 

労働保険の手引 平成31年度版 ―わかりやすい年度更新の手続― 労働新聞社 2019 9784897617480 ¥4,950 ¥7,920 1030893601 

労働保険事務組合の実務 平成31年版 労働新聞社 2019 9784897617503 ¥5,500 ¥8,800 1030893602 

こんな事故・災害にも気をつけよう! ―建設現場の災害事例集― 労働新聞社 2019 9784897617565 ¥1,375 ¥2,200 1030893603 

フルハーネス時代の新しい現場管理 菊一 功 2019 9784897617640 ¥1,375 ¥2,200 1030893604 

建設安全屋の春夏秋冬&季節はずれ ―日常からみる建設現場の安全衛生― 中込 平一郎 2019 9784897617671 ¥4,400 ¥7,040 1030893605 

建設業における外国人技能実習制度と不法就労防止 第3版 建設労務安全研究会 2018 9784897616858 ¥2,475 ¥3,960 1030893606 

建設業における労災保険の実務Q&A 改訂第2版 建設労務安全研究会 2018 9784897616964 ¥4,400 ¥7,040 1030893607 

社労士のためのわかりやすい補佐人制度の解説 岡崎 教行 2019 9784897617299 ¥3,025 ¥4,840 1030893608 

社労士事務所に学ぶ中小企業ができる「働き方改革」 堀下 和紀 2018 9784897616827 ¥2,475 ¥3,960 1030893609 

社労士・弁護士の労働トラブル解決物語(ストーリー) 堀下 和紀 2019 9784897617725 ¥3,850 ¥6,160 1030893610 

2019年 新規配信タイトル 
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書名 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

平成18年版（2567-2614） ¥115,500  ¥184,800  1023576747 

平成19年版（2615-2662） ¥115,500  ¥184,800  1023576748 

平成20年版（2663-2710） ¥115,500  ¥184,800  1023576749 

平成21年版（2711-2758） ¥115,500  ¥184,800  1023576750 

平成22年版（2759-2806） ¥115,500  ¥184,800  1023576751 

平成23年版（2807-2854） ¥115,500  ¥184,800  1023576752 

書名 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

平成25年版（2177-2200） ¥115,500  ¥184,800  1030271761 

平成26年版（2201-2224） ¥115,500  ¥184,800  1030271762 

平成27年版（2225-2248） ¥115,500  ¥184,800  1030271763 

平成28年版（2249-2272） ¥115,500  ¥184,800  1030271764 

平成29年版（2273-2296） ¥115,500  ¥184,800  1030271765 

平成30年版（2297-2320） ¥115,500  ¥184,800  1030271766 

平成18年～平成30年版（2567-3190号） 揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥1,430,000  ¥2,288,000  1030541284 

書名 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

平成24年版（2855-2902） ¥115,500  ¥184,800  1023576753 

平成25年版（2903-2950） ¥115,500  ¥184,800  1023576754 

平成26年版（2951-2998） ¥115,500  ¥184,800  1023576755 

平成27年版（2999-3046） ¥115,500  ¥184,800  1023576756 

平成28年版（3047-3094） ¥115,500  ¥184,800  1024300924 

平成29年版（3095-3142） ¥115,500  ¥184,800  1026988200 

平成30年版（3143-3190） 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥115,500  ¥184,800  1030134672 

昭和26年創刊の人事・賃金・労務の総合情報紙 

平成30年度版が 
追加されました！ 

 産業安全をめぐる行政施策、研究活動、業界団体の動向などをニュースとしていち早く報道 
 毎号の特集では安全衛生管理活動に欠かせない実務知識や実践事例、災害防止のノウハウ、 法律解説、各種 指針・

研究報告などを専門家、企業担当者の執筆・解説と編集部取材で掲載 
 「実務相談室」では読者から寄せられた質問（人事・労務全般、社会・労働保険等に関するお問い合わせ）に担当者が直

接お答えします！ 
 連載には労災判例、メンタルヘルス、統計資料、読者からの寄稿・活動レポートがあって好評 

平成25年～平成30年 揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

 ¥693,000  ¥1,108,800 

現場で活かせる安全衛生関係の情報が満載！ 

安全・衛生・教育・保険の総合実務誌 
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