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2019年新規配信タイトル  
新日本法規出版 

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 

実務家が陥りやすい相続・遺言の落とし穴 
遺言・相続実務
問題研究会 

2018 9784788284708 ¥4,950 ¥11,550 1028650426 

訴状審査をめぐる実務 ―訴訟類型別― 佐藤  裕義 2018 9784788284692 ¥5,940 ¥13,860 1028650427 

農地登記申請memo 青山  修 2018 9784788284777 ¥3,795 ¥8,855 1028859968 

非公開株式評価実務マニュアル 梶野  研二 2018 9784788284760 ¥5,445 ¥12,705 1028859969 

キーワードからひもとく権利登記のポイント ―元登記官の視点― 青木  登 2018 9784788284821 ¥6,435 ¥15,015 1029052053 

非上場株式評価のチェックリストと着眼点 西山  卓 2018 9784788284869 ¥4,785 ¥11,165 1029312047 

契約違反と信頼関係の破壊による建物賃貸借契約の解除  
―違反類型別賃貸人の判断のポイント― 

御堂筋法律事
務所 

2019 9784788284975 ¥5,280 ¥12,320 1029452765 

株式会社との対比でみる合同会社の法務・登記・税務 加藤  政也 2018 9784788284876 ¥6,105 ¥14,245 1029452766 

労務管理の原則と例外 ―働き方改革関連法対応― 野口  彩子 2019 9784788284883 ¥5,115 ¥11,935 1029452767 

認知症高齢者への対応と法律問題 
 ―介護・医療現場が知っておくべき― 

平田  厚 2019 9784788284951 ¥4,620 ¥10,780 1029452768 

問題解決のための民事信託活用法 ―不動産有効活用、相続対策、
後継者育成・事業承継対策、空き家対策等の視点から― 

石垣  雄一郎 2019 9784788284968 ¥6,435 ¥15,015 1029452769 

不動産権利者の調査・特定をめぐる実務 山田  猛司 2019 9784788285019 ¥5,115 ¥11,935 1029834006 

給与所得者以外の逸失利益算定事例集  
 ―事業所得者・自由業・会社役員等― 

AIN法律事務所 2019 9784788285026 ¥6,270 ¥14,630 1029834007 

ミス事例でわかる 法人税の実務ポイント 

同時1アクセス（本体） ¥6,435 

同時3アクセス（本体） ¥15,015 

冊子版ISBN 9784788285828  

著編者名 渡邊 崇甫  発行年 2019  商品コード 1030593811 

重大な結果につながるミス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、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。 

ミス事例でわかる 相続税・贈与税の 
実務ポイント 

同時1アクセス（本体） ¥6,270 

同時3アクセス（本体） ¥14,630 

冊子版ISBN 9784788285842  

著編者名 山本 信行 発行年 2019  商品コード 1030593812 

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。 

ミス事例でわかる 源泉所得の実務ポイント 

同時1アクセス（本体） ¥4,785 

同時3アクセス（本体） ¥11,165 

冊子版ISBN 9784788285835  

著編者名 伊東 博之  発行年 2019  商品コード 1030593813 

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。 
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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 

「子の利益」だけでは解決できない親権・監護権・面会交流事例集 森  公任 2019 9784788285163 ¥5,610 ¥13,090 1029834008 

改正相続法対応 ―Q&A相続財産をめぐる第三者対抗要件― 平田  厚 2019 9784788285101 ¥3,960 ¥9,240 1029834009 

事例解説当事者の主張にみる婚姻関係の破綻 赤西  芳文 2019 9784788285170 ¥5,775 ¥13,475 1030071706 

株式会社・各種法人別清算手続マニュアル 
 ―手続の選択から業種別の注意点まで― 

尾島  史賢 2019 9784788285187 ¥5,280 ¥12,320 1030071707 

事例でみるスタンダード債権回収手続  
―専門家の視点と実務対応― 

大西  隆司 2019 9784788285194 ¥6,105 ¥14,245 1030071708 

新債権法における要件事実と訴状記載のポイント 中村  知己 2019 9784788285156 ¥6,600 ¥15,400 1030071709 

不動産取引における傾斜地・がけ地・擁壁の法律と実務 大川  隆之 2019 9784788285286 ¥6,930 ¥16,170 1030441923 

物損交通事故解決の実務 ―Q＆Aと事例― 志賀  晃 2019 9784788285743 ¥4,950 ¥11,550 1030441924 

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 渡辺  晋 2019 9784788285781 ¥5,445 ¥12,705 1030541310 

判例・裁決例にみる 評基通によらない財産評価‐「特別の事情」の存否 
 ―「特別の事情」の存否― 

与良 秀雄 2019 9784788285798 ¥5,940 ¥13,860 1030593814 

相続税更正の請求 ―Q&Aと事例解説― 渡邉 定義 2019 9784788285880 ¥6,435 ¥15,015 1030760087 

ケース別 農地をめぐる申請手続のチェックポイント 
 ―権利取得・転用・税制等― 

本木 賢太郎 2019 9784788285972 ¥5,775 ¥13,475 1030760088 

離婚に伴う財産分与 ―裁判官の視点にみる分与の実務― 松本 哲泓 2019 9784788286009 ¥5,280 ¥12,320 1030760089 

土壌汚染土地をめぐる法的義務と責任 小澤 英明 2019 9784788285996 ¥5,775 ¥13,475 1030760090 

図解税制改正のポイント 平成31年度 名南経営 2019 9784788285200 ¥825 ¥1,925 1030071710 

事例でわかるケアマネジャーのトラブル対応の手引 
神奈川県介護支援
専門員協会 

2019 9784788286078 ¥5,115 ¥11,935 1030988258 

Ｑ＆Ａ 同一労働同一賃金のポイント 
 ―判例・ガイドラインに基づく実務対応― 

別城 伸太郎 2019 9784788286061 ¥5,445 ¥12,705 1030988259 

ケース別 相続登記添付情報のチェックポイント 北山 英仁 2019 9784788286153 ¥4,785 ¥11,165 1030988260 

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― 秋野 卓生 2019 9784788286146 ¥5,445 ¥12,705 1030988261 

相続登記相談対応マニュアル おおさか法務事務所 2019 9784788286160 ¥5,280 ¥12,320 1030988262 

元登記官からみた抹消登記のポイント 青木 登 2019 9784788286177 ¥4,785 ¥11,165 1030988263 

Q&A改正相続法のポイント  
―改正経緯をふまえた実務の視点― 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784788284807  

著編者名 日本弁護士連合会 発行年 2018  商品コード 1029052054 

大きく変わる相続法制を実務家に向けて端的に解説しています。相続法改正の重要論点をＱ＆Ａ形式でわかりやすく解説し
ています。 改正の経緯やポイントを押さえながら、実務への影響について把握することができます。 

看護師の注意義務と責任 
 ―Q&Aと事故事例の解説―新版 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥12,320 

冊子版ISBN 9784788284814  

著編者名 加藤 済仁 発行年 2018  商品コード 1029052055 

看護業務における法律上の責任について、最新の法律や通知を交えながらＱ＆Ａでわかりやすく解説しています。看護師や
医療従事者が知っておくべき裁判例を事故態様ごとに分類・整理し47件の事故事例を紹介しています。各事例について裁判
所の判断を示しながらコメントを加えるとともに、随所で事故原因や予防方法などにも言及しています。 

最新告訴状・告発状 モデル文例集 
                  改訂版 

著編者名 白石 紘一・山本 喜一・織田 純代  

発行年 2019  

同時1アクセス（本体) ¥5,445 

同時3アクセス（本体） ¥12,705 

冊子版ISBN 9784788286054  

商品コード 1030760091 

働き方改革関連法完全対応 就業規則等
整備のポイント－改正法と実務解説・規程例－ 

著編者名 三木 祥史 

発行年 2019  

同時1アクセス（本体) ¥6,435 

同時3アクセス（本体） ¥15,015 

冊子版ISBN 9784788285873  

商品コード 1030593815 


	スライド番号 1
	スライド番号 2

