Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した
電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます

https://elib.maruzen.co.jp/
学術認証フェデレーションと連携

No.2018-029

信山社
新刊も続刊予定！

立法史関係資料で著名な信山社出版がMaruzen eBook Libraryに収録！

日本の立法史研究に必備の資料、遂に電子化！

日本立法資料全集(別巻)
我が国の主要法律の制定資料集である
日本立法資料全集(本巻)を補充する
明治期の重要法律文献を復刻！
基本六法を中心として重要な法律の解説・
注釈により成立、変遷過程が見えるように
各法分野の主要文献を網羅的に刊行！
19世紀西洋法継受と学説史研究の為の
必須文献の宝庫！
全国に散在する文献原本を調査して
刊行をしています。
価格も冊子版と同じでお買い得です！
ぜひ電子版もお求めください！

別
巻

1989年の刊行開始から2018年刊行分の全1033点を提供！
今回のカタログにはすぐご提供できるタイトルをまとめました！
その他タイトルは受注生産方式の為、納期についてはお問い合わせください。
(※)本商品は目次のみが検索対象となっております。
合計
分野
01法律一般

同時1アクセス（本体）

点数

¥46,980,300
同時1アクセス（本体）

点数

分野

1,033
同時1アクセス（本体）

点数

¥5,122,400

104

08司法・訴訟手続

¥2,504,800

50

02辞典

¥272,000

5

09刑事訴訟法

¥4,954,000

102

03憲法

¥4,196,000

91

10民事訴訟法

¥2,437,700

62

04行政法

¥1,685,000

34

11労働法

¥63,000

2

05民法

¥8,754,400

203

12国際法

¥575,000

11

06商法

¥3,435,000

74

13地方自治法研究復刊大系

¥9,040,000

209

07刑法

¥2,962,000

64

14追加2018年22点

¥979,000

22

● 表示価格は税抜きです。

※各タイトル詳細はMaruzen eBook Library担当までお問い合わせください！

2018年1月
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穂積陳重立法関係文書の研究 復刻（別巻1）

広中 俊雄

1989

9784882610182

¥55,000 ¥110,000 1023588357

増補刑法沿革綜覧 増補復刻版（別巻2）

松尾 浩也

1990

9784882610199

¥80,000 ¥160,000 1023588358

法典論 復刻版（別巻3）

穂積 陳重

1991

9784882611332

¥28,000

¥56,000 1023588359

仏訳日本帝国民法典 （別巻19）

本野 一郎

1997

9784882613480

¥20,000

¥40,000 1023588375

第一章総則完 復刻版（民法「明治29年」債権 別巻20）

梅 謙次郎

1996

9784797245301

¥35,000

¥70,000 1023588376

第二章契約 第1節-第3節 復刻版（民法「明治29年」債権 別巻21）

梅 謙次郎

1996

9784797245318

¥35,000

¥70,000 1023588377

第二章契約 : 第四節--第十四節 ; 第三章事務管理 ; 第四章不当利得
; 第五章不法行為 復刻版（民法「明治29年」債権 別巻22）

梅 謙次郎

1996

9784797245325

¥36,000

¥72,000 1023588378

憲法・行政法・刑法・国際公法・国際私法 復刻版（法典質疑録 別巻23 上巻）

多々納 瀧藏

1993

9784882613190

¥12,100

¥24,200 1023588379

民法 復刻版（法典質疑録 別巻24 中巻）

多々納 瀧藏

1993

9784882613206

¥16,400

¥32,800 1023588380

商法・刑事訴訟法・民事訴訟法・破産法・競売法・裁判所構成法 復刻版
（法典質疑録 別巻25 下巻）

芦部 信喜

1993

9784882613213

¥16,700

¥33,400 1023588381

憲法・行政法・刑法・民法・民事訴訟法・破産法・刑事訴訟法・国際公法・国際私法
多々納 瀧藏
復刻版（法典質疑録 別巻26 続）

1993

9784882613244

¥24,300

¥48,600 1023588382

法典質疑録 索引 復刻版（別巻27）

1993

9784882613220

¥13,300

¥26,600 1023588383

日本帝国民法典並びに立法理由書 第1巻 ―仏語公定訳―復刻版（別巻28）

1993

9784882613350

¥57,000 ¥114,000 1023588384

日本帝国民法典並びに立法理由書 第2巻 ―仏語公定訳―復刻版（別巻29）

1993

9784882613367

¥88,000 ¥176,000 1023588385

日本帝国民法典並びに立法理由書 第3巻 ―仏語公定訳―復刻版（別巻30）

1993

9784882613374

¥50,000 ¥100,000 1023588386

日本帝国民法典並びに立法理由書 第4巻 ―仏語公定訳―復刻版（別巻31）

1993

9784882613381

¥55,000 ¥110,000 1023588387

法典質疑会

改正刑法釋義 上巻 復刻版（別巻35）

田中 正身

1994

9784882613435

¥40,000

¥80,000 1023588392

民事訴訟法「明治23年」正義 上-1 復刻版（別巻65）

宮城 浩蔵

1996

9784797245141

¥35,000

¥70,000 1023588422

民事訴訟法「明治23年」正義 上-2 復刻版（別巻66）

宮城 浩蔵

1996

9784797245158

¥35,000

¥70,000 1023588423

民事訴訟法「明治23年」正義 下-1 復刻版（別巻67）

龜山 貞義

1996

9784797245165

¥30,000

¥60,000 1023588424

民事訴訟法「明治23年」正義 下-2 復刻版（別巻68）

龜山 貞義

1996

9784797245172

¥30,000

¥60,000 1023588425

民事訴訟法「明治23年」述義 第1編 復刻版（別巻75）

井上 操

1996

9784797245257

¥30,000

¥60,000 1023588432

民事訴訟法「明治23年」述義 第2編 復刻版（別巻76）

井上 操

1998

9784797245264

¥30,000

¥60,000 1023588433

民事訴訟法「明治23年」述義 第3編・第4編・第5編・第6編 復刻版（別巻77）

井上 操

1999

9784797245271

¥35,000

¥70,000 1023588434

民事訴訟法「明治23年」述義 第6編・第7編・第8編 復刻版（別巻78）

井上 操

2000

9784797245288

¥46,000

¥92,000 1023588435

● 表示価格は税抜きです。
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総則 自第1條至第51條 復刻版（帝国民法「明治29年」正解 別巻95 第1巻）

松波 仁一郎

1997

9784797245813

¥27,000

¥54,000 1023588452

総則 自第52條至第174條 復刻版（帝国民法「明治29年」正解 別巻96 第2巻）

松波 仁一郎

1997

9784797245820

¥32,000

¥64,000 1023588453

物権 自第175條至第239條 復刻版（帝国民法「明治29年」正解 別巻97 第3巻）

松波 仁一郎

1997

9784797245837

¥35,000

¥70,000 1023588454

物権 自第240條至第398條 復刻版（帝国民法「明治29年」正解 別巻98 第4巻）

松波 仁一郎

1997

9784797245844

¥35,000

¥70,000 1023588455

債権 自第399條至第514條 復刻版（帝国民法「明治29年」正解 別巻99 第5巻）

松波 仁一郎

1997

9784797245851

¥45,000

¥90,000 1023588456

債権 自第515條至第724條 復刻版（帝国民法「明治29年」正解 別巻100 第6巻）

松波 仁一郎

1997

9784797245868

¥45,000

¥90,000 1023588457

改正民事訴訟法の解説 （別巻164）

奥野 健一

2000

9784797246742

¥12,500

¥25,000 1023588520

佛國民法正解 財産編 復刻版（別巻169）

ガブリエル・ボード
リ-ラカンチヌリ

2000

9784797246841

¥30,000

¥60,000 1023588525

佛國民法正解 契約編 復刻版（別巻172）

ガブリエル・ボード
リ-ラカンチヌリ

2000

9784797246872

¥55,000 ¥110,000 1023588528

ローマ法及びフランス法における代金不払による売主の契約解除権 = Droit romain: des droits
du vendeur non payé : Droit français: du droit de résolution du vendeur non payé : thèse pour 富井 政章
le doctorat ―仏語版―復刻版（別巻243）

2003

9784797247848

¥14,000

¥28,000 1023588599

大日本帝國憲法(明治22年)詳解 復刻版（別巻276）

城 數馬

2003

9784797248159

¥38,000

¥76,000 1023588632

大日本帝國憲法「明治22年」註釋
―附議員法衆議院議員選舉法及貴族院令註釋―復刻版（別巻277）

磯部 四郎

2003

9784797248166

¥50,000 ¥100,000 1023588633

日本行政法大意 上編 復刻版（別巻283）

井阪 右三

2003

9784797248258

¥37,000

¥74,000 1023588639

日本行政法大意 下編 復刻版（別巻284）

井阪 右三

2003

9784797248265

¥35,000

¥70,000 1023588640

大日本帝國憲法(明治22年)註釋
―附議院法,衆議院議員選擧法,會計法,貴族院令―復刻版（別巻293）

井土 經重

2004

9784797248401

¥35,000

¥70,000 1023588649

行政學 上巻内務篇 復刻版（別巻453）

有賀 長雄

2007

9784797252903

¥37,000

¥74,000 1023588804

行政法講義 ―完―復刻版（別巻454）

有賀 長雄

2007

9784797252910

¥55,000 ¥110,000 1023588805

商法文献立法資料総目録 1 （別巻466）

信山社編集部

2007

9784797252057

¥60,000 ¥120,000 1023588817

國法汎論 ―自第四卷ノ下至第五卷自第十卷至第十二卷―復刻版（別巻544）

ブルンチュリー 2009

9784797263152

¥35,000

¥70,000 1023588893

公權論 復刻版（別巻685）

イェリネック

2011

9784797263824

¥45,000

¥90,000 1023589003

改正市制町村制精義 ―全―復刻版
（地方自治法研究復刊大系 第25巻 (別巻715)）

梶 康郎

2010

9784797264555

¥78,000 ¥156,000 1023589032

改正市制町村制釈義 復刻版（地方自治法研究復刊大系 第26巻 (別巻716)）

中川 健藏

2010

9784797264562

¥70,000 ¥140,000 1023589033

改正町村制詳解 復刻版（地方自治法研究復刊大系 第29巻 (別巻719)）

長峰 安三郎

2010

9784797264593

¥43,000

¥86,000 1023589036

市町村国税事務取扱手続 復刻版（第122巻 (別巻932)）

廣島
財務研究會

2013

9784797266382

¥34,000

¥68,000 1023589249

国税地方税市町村税滞納処分法問答 復刻版（第138巻 (別巻948)）

竹尾 高堅

2014

9784797266542

¥28,000

¥56,000 1023589265

● 表示価格は税抜きです。
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地方制度実例総覧 ―明治三十六年初版―復刻版（地方自治法研究復刊大系 第
金田 謙
167巻 (別巻977)）

2015

9784797269437

¥48,000

¥96,000 1023589294

公民之友 ―全 : 府県制郡制町村制新税法―復刻版（地方自治法研究復刊大系
第181巻 (別巻992)）

内田 安蔵

2015

9784797269574

¥21,000

¥42,000 1023589308

日本古代法典 上 復刻版（別巻1107）

小中村 清矩

2016

9784797272116

¥43,000

¥86,000 1023589343

日本古代法典 下 復刻版（別巻1108）

小中村 清矩

2016

9784797272123

¥65,000 ¥130,000 1023589344

法學通論 復刻版（別巻1115）

羽生 慶三郎

2016

9784797272208

¥40,000

¥80,000 1023589351

大改正市制及町村制 （別巻1036）

一書堂書店

2017

9784797276367

¥28,000

¥56,000 1026662789

地方自治之研究 （別巻1037）

及川 安二

2017

9784797276374

¥68,000 ¥136,000 1026662790

市制町村制俗解 （別巻1038）

春陽堂

2017

9784797276381

¥22,000

¥44,000 1026662791

改正府県制郡制釈義 （別巻1039）

坪谷 善四郎

2017

9784797276398

¥34,000

¥68,000 1026662792

改正市制町村制註釈 別巻1040）

中村 文城

2017

9784797276404

¥22,000

¥44,000 1026662793

改正市制町村制 （別巻1041）

修学堂

2017

9784797276411

¥28,000

¥56,000 1026662794

郡制府県制 （別巻1042）

魚住 嘉三郎

2017

9784797276428

¥20,000

¥40,000 1026662795

傍訓市制町村制 （別巻1043）

鶴聲社

2017

9784797276435

¥20,000

¥40,000 1026662796

改正市制町村制 （別巻1044）

田山 宗堯

2017

9784797276442

¥24,000

¥48,000 1026662797

實用土地建物の法律詳説 （別巻1160）

宮田 四八

2017

9784797272710

¥32,000

¥64,000 1026662798

鼇頭伺指令内訓現行類聚大日本六法類編 （別巻1161）

加太 邦憲

2017

9784797272727

¥70,000 ¥140,000 1026662799

鼇頭伺指令内訓現行類聚大日本六法類編 （別巻1162）

加太 邦憲

2017

9784797272734

¥65,000 ¥130,000 1026662800

鼇頭伺指令内訓現行類聚大日本六法類編 （別巻1163）

加太 邦憲

2017

9784797272741

¥60,000 ¥120,000 1026662801

鼇頭伺指令内訓現行類聚大日本六法類編 （別巻1164）

加太 邦憲

2017

9784797272758

¥65,000 ¥130,000 1026662802

國家哲學 （別巻1165）

ウィロビー

2017

9784797272772

¥45,000

王權論 （別巻1166）

ロリユー

2017

9784797272789

¥50,000 ¥100,000 1026662804

民法學説彙纂 （別巻1167）

三藤 久吉

2017

9784797272796

¥40,000

民法學説彙纂 （別巻1168）

三藤 久吉

2017

9784797272802

¥60,000 ¥120,000 1026662806

¥90,000 1026662803

¥80,000 1026662805

新刊についても提供予定！
お求めの巻号がございましたらお気軽にお問い合わせください。
● 表示価格は税抜きです。

2018年2月
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