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民法判例百選 Ⅰ  
総則・物権 第7版 
（別冊ジュリスト No.223） 
（※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥6,930 

冊子版ISBN 9784641115231  

著編者名 潮見 佳男 発行年 2014年 
商品 

コード 
1027352322 

精選された最重要判例を体系的に整序のうえ，簡潔・的確な解説を加える，民法判例解説書の決
定版。第6版（2009年）刊行以降の動向をふまえて収載判例の見直しや内容のアップデートを行っ
た。総則・物権分野100件を収録。◆2018年3月 改訂 第8版刊行 

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 

行政判例百選 Ⅱ 第7版（別冊ジュリスト No.236） （※） 宇賀 克也 2017 9784641115361 ¥5,060 ¥7,590 1027352335 

行政判例百選 Ⅰ 第7版（別冊ジュリスト No.235） （※） 宇賀 克也 2017 9784641115354 ¥5,060 ¥7,590 1027352334 

経済法判例・審決百選 第2版（別冊ジュリスト No.234） （※） 金井 貴嗣 2017 9784641115347 ¥6,160 ¥9,240 1027352333 

交通事故判例百選 第5版（別冊ジュリスト No.233） （※） 新美 育文 2017 9784641115330 ¥5,500 ¥8,250 1027352332 

刑事訴訟法判例百選 第10版（別冊ジュリスト No.232） （※） 井上 正仁 2017 9784641115323 ¥5,500 ¥8,250 1027352331 

著作権判例百選 第5版（別冊ジュリスト No.231） （※） 小泉 直樹 2016 9784641115262 ¥5,280 ¥7,920 1027352330 

労働判例百選 第9版（別冊ジュリスト No.230） （※） 村中 孝史 2016 9784641115316 ¥5,280 ¥7,920 1027352329 

会社法判例百選 第3版（別冊ジュリスト No.229） （※） 岩原 紳作 2016 9784641115309 ¥5,280 ¥7,920 1027352328 

租税判例百選 第6版（別冊ジュリスト No.228） （※） 中里 実 2016 9784641115293 ¥5,720 ¥8,580 1027352327 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

判例百選シリーズ ４２タイトル 新規発売開始！ 

  ●  表示価格は税抜きです。 
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● 表示価格は税抜きです。 2018年5月 

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 

社会保障判例百選 第5版（別冊ジュリスト No.227） （※） 岩村 正彦 2016 9784641115286 ¥5,500 ¥8,250 1027352326 

民事訴訟法判例百選 第5版（別冊ジュリスト No.226） （※） 高橋 宏志 2015 9784641115279 ¥6,160 ¥9,240 1027352325 

民法判例百選 Ⅲ 親族・相続 （別冊ジュリスト No.225） （※） 水野 紀子 2015 9784641115255 ¥4,620 ¥6,930 1027352324 

民法判例百選 Ⅱ 債権 第7版（別冊ジュリスト No.224） （※） 中田 裕康 2015 9784641115248 ¥4,840 ¥7,260 1027352323 

手形小切手判例百選 第7版（別冊ジュリスト No.222） （※） 神田 秀樹 2014 9784641115224 ¥4,840 ¥7,260 1027352321 

刑法判例百選 Ⅱ 各論 第7版（別冊ジュリスト No.221） （※） 山口 厚 2014 9784641115217 ¥5,280 ¥7,920 1027352320 

刑法判例百選 Ⅰ 総論 第7版（別冊ジュリスト No.220） （※） 山口 厚 2014 9784641115200 ¥4,840 ¥7,260 1027352319 

医事法判例百選 第2版（別冊ジュリスト No.219） （※） 甲斐 克則 2014 9784641115194 ¥5,280 ¥7,920 1027352318 

憲法判例百選 Ⅱ 第6版（別冊ジュリスト No.218） （※） 長谷部 恭男 2013 9784641115187 ¥4,620 ¥6,930 1027352317 

憲法判例百選 Ⅰ 第6版（別冊ジュリスト No.217） （※） 長谷部 恭男 2013 9784641115170 ¥4,620 ¥6,930 1027352316 

倒産判例百選 第5版（別冊ジュリスト No.216） （※） 伊藤 眞 2013 9784641115163 ¥5,280 ¥7,920 1027352315 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
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● 表示価格は税抜きです。 

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 

地方自治判例百選 第4版（別冊ジュリスト No.215） （※） 磯部 力 2013 9784641115156 ¥5,500 ¥8,140 1027352314 

金融商品取引法判例百選 （別冊ジュリスト No.214） （※） 神田 秀樹 2013 9784641115149 ¥5,060 ¥7,590 1027352313 

アメリカ法判例百選 （別冊ジュリスト No.213） （※） 樋口 範雄 2012 9784641115132 ¥5,720 ¥8,580 1027352312 

行政判例百選 Ⅱ 第6版（別冊ジュリスト No.212） （※） 宇賀 克也 2012 9784641115125 ¥5,060 ¥7,590 1027352311 

行政判例百選 Ⅰ 第6版（別冊ジュリスト No.211） （※） 宇賀 克也 2012 9784641115118 ¥5,060 ¥7,590 1027352310 

国際私法判例百選 第2版（別冊ジュリスト No.210） （※） 櫻田 嘉章 2012 9784641115101 ¥5,720 ¥8,580 1027352309 

特許判例百選 第4版（別冊ジュリスト No.209） （※） 中山 信弘 2012 9784641115095 ¥5,280 ¥7,920 1027352308 

民事執行・保全判例百選 第2版（別冊ジュリスト No.208） （※） 上原 敏夫 2012 9784641115088 ¥4,840 ¥7,260 1027352307 

租税判例百選 第5版（別冊ジュリスト No.207） （※） 水野 忠恒 2011 9784641115071 ¥5,610 ¥8,470 1027352306 

環境法判例百選 第2版（別冊ジュリスト No.206） （※） 淡路 剛久 2011 9784641115064 ¥5,720 ¥8,580 1027352305 

会社法判例百選 第2版（別冊ジュリスト No.205） （※） 江頭 憲治郎 2011 9784641115057 ¥4,730 ¥7,150 1027352304 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 2018年5月 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
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● 表示価格は税抜きです。   ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 2018年5月 

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 

国際法判例百選 第2版（別冊ジュリスト No.204） （※） 小寺 彰 2011 9784641115040 ¥5,500 ¥8,140 1027352303 

刑事訴訟法判例百選 第9版（別冊ジュリスト No.203） （※） 井上 正仁 2011 9784641115033 ¥5,280 ¥7,920 1027352302 

保険法判例百選 （別冊ジュリスト  No.202） （※） 山下 友信 2010 9784641115026 ¥5,280 ¥7,920 1027352301 

民事訴訟法判例百選 第４版（別冊ジュリスト No.201） （※） 高橋 宏志 2010 9784641115019 ¥6,160 ¥9,240 1027352300 

消費者法判例百選 （別冊ジュリスト No.200） （※） 廣瀬 久和 2010 9784641115002 ¥5,940 ¥8,910 1027352299 

経済法判例・審決百選 （別冊ジュリスト No.199） （※） 舟田 正之 2010 9784641114999 ¥6,160 ¥9,240 1027352298 

著作権判例百選 第４版（別冊ジュリスト No.198） （※） 
中山 信弘 
編他 

2009 9784641114982 ¥5,280 ¥7,920 1027352297 

労働判例百選 第8版（別冊ジュリスト No.197） （※） 村中 孝史 2009 9784641114975 ¥5,500 ¥8,140 1027352296 

民法判例百選 Ⅱ 債権 第６版（別冊ジュリスト No.196） （※） 中田 裕康 2009 9784641114968 ¥4,620 ¥6,930 1027352295 

民法判例百選 Ｉ 総則・物権 第６版（別冊ジュリスト No.195） （※） 中田 裕康 2009 9784641114951 ¥4,620 ¥6,930 1027352294 

今後も提供予定！ 
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