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借地上の建物をめぐる実務と事例－朽廃・滅失、変更、譲渡－ 

著編者名 樅木 良一  発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 同時3アクセス(本体) ¥13,860 

冊子版ISBN 9784788284609  商品コード 1028391623 

借地上の建物や借地契約における、さまざまな法律関係や判例・裁判例を、Ｑ＆Ａと事例形式で多角的に
説明・紹介しています。事実関係が複雑な事例については、図表を用いて視覚的にわかりやすく解説してい
ます。実務経験豊富な弁護士による執筆で、信頼できる内容です。 

  
不貞慰謝料の算定事例集－判例分析に基づく客観的な相場観－ 

著編者名 久保田有子 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥6,105 同時3アクセス(本体) ¥14,245 

冊子版ISBN 9784788284616  商品コード 1028494699 

不貞慰謝料の相場観がつかめる！ 不貞慰謝料の事例160件を厳選し、どのような状況・理由でいくらの慰
謝料額が認定されたかをコンパクトに整理した事例集です！ 各事例では、家庭状況などの「事実関係」が
一目でわかるように表を用いて示し、算定のポイントとなる「増額要素」「減額要素」について端的に解説し
ています！ 

  
通知でわかる 消防用設備の設置免除・緩和措置－消防法施行令第３２条の特例－ 

著編者名 消防設備設置基準研究会 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 同時3アクセス(本体) ¥15,400 

冊子版ISBN 9784788284685  商品コード 1028494700 

【令32条特例】の適用要件がわかる！！ 多数の通知・行政実例を収録 消防法施行令第32条に基づく消防
用設備等の設置の免除・緩和等の特例に関する通知・行政実例を多数収録しています。 適用要件が探し
やすい！ 通知・行政実例を消防用設備別に分類・整理して掲載しているので、参考となる適用要件をすぐ
に見つけることができます。 

  
事業承継相談対応マニュアル 平成３０年度税制改正対応版 

著編者名 浅野洋 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784788284678  商品コード 1028494701 

クライアントの事情に応じた事業承継を提案するために！ 多様化する事業承継について、相談・受任から
事業承継完了までの業務を一連の流れに沿ってわかりやすく解説しています。 親族内での事業承継はも
ちろん、近年増加している親族外への事業承継やＭ＆Ａを利用した事業承継についても詳しく取り上げてい
ます。 
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成年後見手続ガイドブック ―介護・福祉・医療サービスの活用、
日常生活支援、裁判所への申立て等― 

成年後見センター・リーガルサ
ポート 

2018 9784788283596 ¥4,785 ¥11,165 1026761372 

新民法対応契約審査手続マニュアル 
愛知県弁護士会研修センター運
営委員会法律研究部契約審査
チーム 

2018 9784788283701 ¥6,600 ¥15,400 1027134219 

図解税制改正のポイント 平成30年度 名南経営 2018 9784788283695 ¥825 ¥1,925 1027261647 

Q＆A 抵当権の法律と登記 青山 修 2018 9784788283718 ¥5,280 ¥12,320 1027261648 

婚姻費用・養育費の算定 ―裁判官の視点にみる算定の実務
― 

松本 哲泓 2018 9784788283787 ¥4,455 ¥10,395 1027372544 

Q&A未分割遺産の管理・処分をめぐる実務 野々山 哲郎 2018 9784788283770 ¥4,455 ¥10,395 1027372545 

必携実務家のための法律相談ハンドブック 第一東京弁護士会全期旬和会 2018 9784788283800 ¥3,630 ¥8,470 1027372546 

養育費・扶養料・婚姻費用・実務処理マニュアル 冨永 忠祐 2018 9784788283763 ¥3,960 ¥9,240 1027372547 

社格を上げるトップリーダーの手紙 ―文例とポイント― 中川 越 2018 9784788284296 ¥6,435 ¥15,015 1027621491 

Q&A空き家をめぐる税務 ―空き家譲渡の3,000万円控除の特
例を中心に― 

塩野入 文雄 2018 9784788284289 ¥3,960 ¥9,240 1027621492 

目的別生前贈与のポイントと活用事例 ―平成30年度税制改
正対応版― 

飯塚 美幸 2018 9784788284357 ¥5,940 ¥13,860 1027621493 

Q&A介護職種の技能実習生受入れの手引 日本介護福祉士会 2018 9784788284326 ¥3,465 ¥8,085 1027723646 

建築設計・施工クレーム対応マニュアル 改訂版 匠総合法律事務所 2018 9784788284333 ¥6,435 ¥15,015 1027723647 

事例でみるスタンダード相続手続 ―士業間連携による対応方
法―改訂版 

大西 隆司 2018 9784788284418 ¥5,775 ¥13,475 1027855712 

判決例・審判例にみる婚姻外関係保護基準の判断 ―不当解
消・財産分与・死亡解消等― 

平田 厚 2018 9784788284425 ¥5,775 ¥13,475 1027855713 

ヒアリングシートを活用した遺言書作成 ―聴取事項のチェック
ポイント― 

伊東 大祐 2018 9784788284456 ¥3,300 ¥7,700 1027913956 

司法試験トップ合格者らが伝えておきたい勉強法と体験記 大島 眞一 2018 9784788284463 ¥2,475 ¥5,775 1027913957 

農業・農地をめぐる税務上の特例－ケース別適用のポイントと
計算例－ 

浅野洋 2018 9784788284449 ¥4,620 ¥10,780 1028112405 

死因贈与の法律と実務 本橋総合法律事務所 2018  9784788284524 ¥5,280 ¥12,320 1028112406 

借地借家の正当事由・立退料 ―判例データブック― 川口 誠 2017 9784788283244 ¥5,940 ¥13,860 1026040620 

事例でみる事業承継の実務 ―士業間連携と対応のポイント
― 

大西 隆司 2017 9784788283312 ¥5,280 ¥12,320 1026040621 

障害年金相談対応マニュアル 椎野 登貴子 2017 9784788283459 ¥5,115 ¥11,935 1026295903 

判例にみる債務不存在確認の実務 中里 和伸 2017 9784788283442 ¥5,280 ¥12,320 1026295904 

Q&A有期契約労働者の無期転換ルール 別城 信太郎 2017 9784788283527 ¥4,125 ¥9,625 1026295905 

女性社員の労務相談ハンドブック ―女性活躍推進法・改正育
児介護休業法対応― 

山浦 美紀 2017 9784788283534 ¥3,960 ¥9,240 1026295906 

2018年 新規配信タイトル！ 
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