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■ジュリスト 

ジュリスト関連カタログ 

ジュリスト・論究ジュリスト  

「ビジネスロー」を中心とした特集と判例記事を中心に、日常業務に直接的に生かせる
法律情報誌として2012年にリニューアル。 無理なく読みこなせる工夫を随所に施し、日
常で実際に学べる・使える情報をお届けします。 

書名 同時3アクセス(本体) 商品コード 

ジュリスト 【2004年版】（1260-1281号） ¥26,400  1016291369 

ジュリスト 【2005年版】（1282-1303号） ¥26,400  1016291906 

ジュリスト 【2006年版】（1304-1325号） ¥28,600  1016293889 

ジュリスト 【2007年版】（1326-1347号） ¥24,200  1016298901 

ジュリスト 【2008年版】（1348-1369号） ¥24,200  1016311220 

ジュリスト 【2009年版】（1370-1391号） ¥24,200  1016376528 

ジュリスト 【2010年版】（1392-1413号） ¥24,200  1016378598 

ジュリスト 【2011年版】（1414-1435号） ¥24,200  1016379508 

ジュリスト 【2012年版】（1436-1448号） ¥13,200  1016388175 

ジュリスト 【2013年版】（1449-1461号） ¥15,400  1016391442 

ジュリスト 【2014年版】（1462-1474号） ¥15,400  1019613774 

ジュリスト 【2015年版】（1475-1487号） ¥15,400  1021933256 

ジュリスト 【2016年版】（1488-1500号） ¥15,400  1024920669 

ジュリスト 【2017年版】（1501-1513号） ¥15,400  1027378895 

ジュリスト 【2018年版】（1514-1526号） ¥15,400  1030441899 

2018年版 
追加配信中! 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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ジュリスト・論究ジュリスト 

■論究ジュリスト 

■ジュリスト・論究ジュリスト 
書名 

同時3アクセス 
(本体) 

商品コード 

ジュリスト・論究ジュリスト【2012年版】 
（ジュリスト：1436～1448号、論究ジュリスト：1～3号） 

¥28,600  1016391443 

ジュリスト・論究ジュリスト【2013年版】 
（ジュリスト：1449～1461号、論究ジュリスト：4～7号） 

¥34,100  1016391444 

ジュリスト・論究ジュリスト【2014年版】 
（ジュリスト：1462-1474号、論究ジュリスト：8～11号） 

¥34,100  1019613776 

ジュリスト・論究ジュリスト【2015年版】 
（ジュリスト：1475-1487号、論究ジュリスト：12～15号） 

¥34,100  1021933258 

ジュリスト・論究ジュリスト【2016年版】 
（ジュリスト：1488-1500号、論究ジュリスト：16～19号） 

¥34,100  1024920670 

ジュリスト・論究ジュリスト【2017年版】 
（ジュリスト：1501-1513号、論究ジュリスト：20～23号） 

¥34,100  1027378893 

ジュリスト・論究ジュリスト【2018年版】 
（ジュリスト：1514-1526号、論究ジュリスト：24-27号） 

¥36,300  1030441902 

書名 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

論究ジュリスト（1-23号） ¥114,400  1027378896 

論究ジュリスト（8-11号） ¥20,900  1025183797 

論究ジュリスト（12-15号） ¥20,900  1023991169 

論究ジュリスト（16-19号） ¥20,900  1024920675 

論究ジュリスト（20-23号） ¥20,900  1027378897 

論究ジュリスト（24-27号） ¥20,900  1030441901 

幅広い法分野・法事象を対象に核心にせまる理論考察を行う法律学究誌としてデビュー。
重厚な特集と学術研究欄を中心に、より高度な法知識の理解と獲得に向けた、資料性の
高い１冊を目指します。より掘り下げた専門知識が得られます。 

+ 

2018年版 
追加配信中! 
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書名 同時３アクセス(本体) 商品コード 

■法学教室【2006-2018年度版】 ¥196,900  1030441903 

法学教室 【2006年度版】（307-318号） ¥20,900  1016457952 

法学教室 【2007年度版】（319-330号） ¥23,100  1016462180 

法学教室 【2008年度版】（331-342号） ¥20,900  1016467453 

法学教室 【2009年度版】（343-354号） ¥23,100  1016479794 

法学教室 【2010年度版】（355-366号） ¥23,100  1016495982 

法学教室 【2011年度版】（367-378号） ¥23,100  1016498147 

法学教室 【2012年度版】（379-390号） ¥23,100  1016500194 

法学教室 【2013年度版】（391-402号） ¥23,100  1016502151 

法学教室 【2014年度版】（403-414号） ¥23,100  1019613778 

法学教室 【2015年度版】（415-426号） ¥23,100  1021933260 

法学教室 【2016年度版】（427-438号） ¥23,100  1024920671 

法学教室 【2017年度版】（439-450号） ¥23,100  1027378899 

法学教室 【2018年度版】（451号-462号） ¥23,100  1030441904 

■法学教室  

■法学教室Library（単行本）  
法学教室の連載を単行本化した大人気シリーズ！ 
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法学教室・法学教室Library（単行本） 

学習が進む、理解が深まる。法学がもっと面白くなる。 

2019年5月 

2018年版 
追加配信中! 

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 

入門刑法学 = Introductory lectures in criminal law 各論 第2版 （※） 井田 良 2018 9784641139343 ¥4,400  ¥6,600  1027659370 

租税法入門 第2版 （※） 増井 良啓 2018 9784641227538 ¥6,160  ¥9,240  1028506619 

入門刑法学 = Introductory lectures in criminal law 総論 第2版 （※） 井田 良 2018 9784641139381 ¥4,620  ¥6,930  1029502782 

経済法入門  （※） 泉水 文雄 2018 9784641243125 ¥8,140  ¥12,210  1029728089 

「判旨」から読み解く民法  （※） 水野 謙 2017 9784641137714 ¥8,580  ¥12,870  1025193916 

独禁法事例集  （※） 白石 忠志 2017 9784641243026 ¥11,440  ¥17,160  1027659374 

講義破産法・民事再生法 ―重要論点の解説と演習― 田頭 章一 2016 9784641137202 ¥9,570  ¥12,760  1020296377 

会社法を学ぶ  （※） 酒井 太郎 2016 9784641137271 ¥5,500  ¥8,250  1020598927 

事例から行政法を考える  （※） 北村 和生 2016 9784641131873 ¥11,220  ¥14,960  1023366598 

新判例から見た刑法 第3版 （※） 山口 厚 2015 9784641139114 ¥6,380  ¥9,570  1017819749 

事例演習刑事訴訟法 第2版 （※）  古江 頼隆 2015 9784641139046 ¥7,040  ¥10,560  1018441486 

刑法の道しるべ  （※） 塩見 淳 2015 9784641139077 ¥4,840  ¥7,260  1019314986 

事例で考える会社法 第2版 （※） 伊藤 靖史 2015 9784641137295 ¥7,700  ¥11,550  1020296376 

憲法学再入門  （※） 木村 草太 2014 9784641131620 ¥4,180  ¥6,270  1016480172 

行政法総論を学ぶ  （※） 曽和 俊文 2014 9784641131576 ¥7,700  ¥11,550  1016480182 

租税法入門  （※） ◆新版販売中(第2版) 増井 良啓 2014 9784641131675 ¥5,720  ¥8,580  1016480187 
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■法学教室Library（単行本）  
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法学教室・法学教室Library（単行本） 

2019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 

事例から民法を考える  （※） 佐久間 毅 2014 9784641136755 ¥6,600  ¥9,900  1016480192 

事例から刑法を考える  第3版 （※） 島田 聡一郎 2014 9784641042988 ¥7,040  ¥10,560  1016480206 

刑法総論の考え方・楽しみ方  佐伯 仁志 2013 9784641042896 ¥8,800  ¥12,320  1014001237 

事例演習民事訴訟法  第3版 遠藤 賢治 2013 9784641136441 ¥7,425  ¥10,395  1014001243 

入門刑法学 = Introductory lectures in criminal law 総論  （※） 
 ◆新版販売中(第2版) 

井田 良 2013 9784641042957 ¥4,400  ¥6,600  1016480207 

入門刑法学 = Introductory lectures in criminal law 各論  （※） 
 ◆新版販売中(第2版) 

井田 良 2013 9784641042964 ¥4,400  ¥6,600  1016480209 

続・Interactive憲法  長谷部 恭男 2011 9784641131101 ¥6,600  ¥9,240  1014001210 

憲法基本判例を読み直す  野坂 泰司 2011 9784641130616 ¥9,625  ¥13,475  1014001211 

事例で考える会社法  ◆新版販売中(第2版) 伊藤 靖史 2011 9784641136113 ¥9,350  ¥13,090  1014001227 

事例演習刑事訴訟法  ◆新版販売中(第2版) 古江 頼隆 2011 9784641042797 ¥6,875  ¥9,625  1014001242 

演習会社法  第2版 弥永 真生 2010 9784641135925 ¥4,950  ¥6,930  1014001226 

独禁法事例の勘所  第2版 白石 忠志 2010 9784641144095 ¥7,975  ¥11,165  1014001248 

ウォッチング労働法  第3版 土田 道夫 2009 9784641144132 ¥8,525  ¥11,935  1014001244 

続・医療と法を考える――終末期医療ガイドライン  樋口 範雄 2008 9784641125322 ¥6,325  ¥8,855  1014001247 

新判例から見た刑法 第2版 ◆新版販売中(第3版) 山口 厚 2008 9784641042636 ¥7,150  ¥10,010  1014001236 

医療と法を考える――救急車と正義  樋口 範雄 2007 9784641125230 ¥6,050  ¥8,470  1014001246 

Interactive憲法  長谷部 恭男 2006 9784641130159 ¥6,325  ¥8,855  1014001207 

ファーストステップ憲法  赤坂 正浩 2005 9784641129719 ¥7,425  ¥10,395  1014001206 

演習刑事訴訟法  長沼 範良 2005 9784641042247 ¥7,700  ¥10,780  1014001240 

刑事手続法Ⅲ  三井 誠 2004 9784641042179 ¥9,900  ¥13,860  1014001239 

刑事手続法Ⅱ  三井 誠 2003 9784641042032 ¥10,725  ¥15,015  1014001238 

債権総論  淡路 剛久 2002 9784641133198 ¥12,925  ¥18,095  1014001221 
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ジュリスト増刊  
■最高裁 時の判例（ジュリスト増刊）  

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 

最高裁 時の判例 1 （平成元年～平成14年） 公法編（憲法・行政法ほか） 2003 9784641113824 ¥7,700  ¥10,780  1014001164 

最高裁 時の判例 2 （平成元年～平成14年）私法編1（民法） 2003 9784641113831 ¥7,700  ¥10,780  1014001165 

最高裁 時の判例 3 （平成元年～平成14年）私法編2（商法・民訴・知財ほか） 2004 9784641113848 ¥8,800  ¥12,320  1014001166 

最高裁 時の判例 4 （平成元年～平成14年）刑事法編（刑法・刑訴ほか） 2004 9784641113855 ¥7,700  ¥10,780  1014001167 

最高裁 時の判例 5 （平成15年～平成17年） 2007 9784641113930 ¥10,450  ¥14,630  1014001168 

最高裁 時の判例 6 （平成18年～平成20年） 2010 9784641113961 ¥9,430  ¥13,202  1014001169 

法曹実務家や法曹を目指す学生・法科大学院生の判例学習にとって必携。 

ジュリスト編集室 著 
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ジュリスト増刊  
■その他ジュリスト増刊タイトル 

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 

ケース・スタディ ―生命倫理と法― 第2版 樋口 範雄 2012 9784641113985 ¥8,800  ¥12,320  1014001176 

民事訴訟法の改正課題  三木 浩一 2012 9784641113992 ¥7,857  ¥11,000  1014001187 

会社法施行5年 理論と実務の現状と課題  岩原 紳作 2011 9784641113978 ¥7,150  ¥10,010  1014001181 

労働審判 ―事例と運用実務― 日本弁護士連合会 2008 9784641113954 ¥7,334  ¥10,268  1014001197 

新破産法の基本構造と実務  伊藤 眞 2007 9784641113947 ¥11,000  ¥15,400  1014001191 

〈判例から学ぶ〉民事事実認定  伊藤 眞 2006 9784641113923 ¥8,250  ¥11,550  1014001185 

新仲裁法の理論と実務  三木 浩一 2006 9784641113916 ¥10,450  ¥14,630  1014001190 

改正行政事件訴訟法研究  小早川 光郎 2005 9784641113886 ¥8,800  ¥12,320  1014001171 

会社法新旧対照条文  弥永 真生 2005 9784641113909 ¥7,700  ¥10,780  1014001180 

新会社更生法の基本構造と平成１６年改正  伊藤 眞 2005 9784641113893 ¥7,700  ¥10,780  1014001189 

精神医療と心神喪失者等医療観察法  町野 朔 2004 9784641113862 ¥8,800  ¥12,320  1014001195 

民事再生法逐条研究 ―解釈と運用― 伊藤 眞 2002 9784641113817 ¥10,450  ¥14,630  1014001188 

研究会新民事訴訟法 ―立法・解釈・運用― 竹下 守夫 1999 9784641013988 ¥10,725  ¥15,015  1014001184 

民事訴訟法・民事訴訟規則新旧対照条文  ジュリスト編集部 1997 9784641013919 ¥3,666  ¥5,132  1014001183 
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別冊ジュリスト  

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 

総則・物権 第6版（ 民法判例百選 ; 1 no. 195） （※） 中田 裕康 2009 9784641114951 ¥4,620  ¥6,930  1027352294 

債権 第6版（ 民法判例百選 ; 2 no. 196） （※） 中田 裕康 2009 9784641114968 ¥4,620  ¥6,930  1027352295 

労働判例百選 第8版（no. 197(45巻3号)） （※） 村中 孝史 2009 9784641114975 ¥5,500  ¥8,140  1027352296 

著作権判例百選 第4版（no. 198(45巻4号)） （※） 中山 信弘 2009 9784641114982 ¥5,280  ¥7,920  1027352297 

経済法判例・審決百選 （no. 199） （※） 舟田 正之 2010 9784641114999 ¥6,160  ¥9,240  1027352298 

消費者法判例百選 （no. 200） （※） 廣瀬 久和 2010 9784641115002 ¥5,940  ¥8,910  1027352299 

民事訴訟法判例百選 第4版（no. 201(46巻3号)） （※） 高橋 宏志 2010 9784641115019 ¥6,160  ¥9,240  1027352300 

保険法判例百選 （no. 202(46巻4号)） （※） 山下 友信 2010 9784641115026 ¥5,280  ¥7,920  1027352301 

刑事訴訟法判例百選 第9版（no. 203(47巻1号)） （※） 井上 正仁 2011 9784641115033 ¥5,280  ¥7,920  1027352302 

国際法判例百選 第2版（no. 204） （※） 小寺 彰 2011 9784641115040 ¥5,500  ¥8,140  1027352303 

会社法判例百選 第2版（no. 205） （※） 江頭 憲治郎 2011 9784641115057 ¥4,730  ¥7,150  1027352304 

環境法判例百選 第2版（no. 206(47巻4号)） （※） 淡路 剛久 2011 9784641115064 ¥5,720  ¥8,580  1027352305 

租税判例百選 第5版（no. 207(47巻5号)） （※） 水野 忠恒 2011 9784641115071 ¥5,610  ¥8,470  1027352306 

民事執行・保全判例百選 第2版（no. 208） （※） 上原 敏夫 2012 9784641115088 ¥4,840  ¥7,260  1027352307 

特許判例百選 第4版（no. 209） （※） 中山 信弘 2012 9784641115095 ¥5,280  ¥7,920  1027352308 

国際私法判例百選 第2版（no. 210） （※） 櫻田 嘉章 2012 9784641115101 ¥5,720  ¥8,580  1027352309 

行政判例百選 1 第6版（no. 211(48巻4号)） （※） 宇賀 克也 2012 9784641115118 ¥5,060  ¥7,590  1027352310 

行政判例百選 2 第6版（no. 212(48巻5号)） （※） 宇賀 克也 2012 9784641115125 ¥5,060  ¥7,590  1027352311 

アメリカ法判例百選 （no. 213） （※） 樋口 範雄 2012 9784641115132 ¥5,720  ¥8,580  1027352312 

金融商品取引法判例百選 （no. 214(49巻1号)） （※） 神田 秀樹 2013 9784641115149 ¥5,060  ¥7,590  1027352313 

地方自治判例百選 第4版（no. 215） （※） 磯部 力 2013 9784641115156 ¥5,500  ¥8,140  1027352314 

倒産判例百選 第5版（no. 216(49巻3号)） （※） 伊藤 眞 2013 9784641115163 ¥5,280  ¥7,920  1027352315 

憲法判例百選 1 第6版（no. 217） （※） 長谷部 恭男 2013 9784641115170 ¥4,620  ¥6,930  1027352316 

憲法判例百選 2 第6版（no. 218） （※） 長谷部 恭男 2013 9784641115187 ¥4,620  ¥6,930  1027352317 
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商品コード 

医事法判例百選 第2版（no. 219） （※） 甲斐 克則 2014 9784641115194 ¥5,280  ¥7,920  1027352318 

刑法判例百選 1: 総論 第7版（no. 220(50巻2号)） （※） 山口 厚 2014 9784641115200 ¥4,840  ¥7,260  1027352319 

刑法判例百選 2: 各論 第7版（no. 221(50巻3号)） （※） 山口 厚 2014 9784641115217 ¥5,280  ¥7,920  1027352320 

手形小切手判例百選 第7版（no. 222(50巻4号)） （※） 神田 秀樹 2014 9784641115224 ¥4,840  ¥7,260  1027352321 

総則・物権 第7版（ 民法判例百選 ; 1 no. 223） （※） 潮見 佳男 2015 9784641115231 ¥4,620  ¥6,930  1027352322 

債権 第7版（ 民法判例百選 ; 2 no. 224） （※） 中田 裕康 2015 9784641115248 ¥4,840  ¥7,260  1027352323 

親族・相続 （ 民法判例百選 ; 3 no. 225） （※） 水野 紀子 2015 9784641115255 ¥4,620  ¥6,930  1027352324 

民事訴訟法判例百選 第5版（no. 226(51巻4号)） （※） 高橋 宏志 2015 9784641115279 ¥6,160  ¥9,240  1027352325 

社会保障判例百選 第5版（no. 227） （※） 岩村 正彦 2016 9784641115286 ¥5,500  ¥8,250  1027352326 

租税判例百選 第6版（no. 228(52巻2号)） （※） 中里 実 2016 9784641115293 ¥5,720  ¥8,580  1027352327 

会社法判例百選 第3版（no. 229） （※） 岩原 紳作 2016 9784641115309 ¥5,280  ¥7,920  1027352328 

労働判例百選 第9版（no. 230(52巻4号)） （※） 村中 孝史 2016 9784641115316 ¥5,280  ¥7,920  1027352329 

著作権判例百選 第5版（no. 231(52巻5号)） （※） 小泉 直樹 2016 9784641115262 ¥5,280  ¥7,920  1027352330 

刑事訴訟法判例百選 第10版（no. 232(53巻1号)） （※） 井上 正仁 2017 9784641115323 ¥5,500  ¥8,250  1027352331 

交通事故判例百選 第5版（no. 233） （※） 新美 育文 2017 9784641115330 ¥5,500  ¥8,250  1027352332 

経済法判例・審決百選 第2版（no. 234） （※） 金井 貴嗣 2017 9784641115347 ¥6,160  ¥9,240  1027352333 

行政判例百選 1 第7版（no. 235(53巻4号)） （※） 宇賀 克也 2017 9784641115354 ¥5,060  ¥7,590  1027352334 

行政判例百選 2 第7版（no. 236(53巻5号)） （※） 宇賀 克也 2017 9784641115361 ¥5,060  ¥7,590  1027352335 

民法判例百選 1 総則・物権 第8版（no. 237） （※） 潮見 佳男 2018 9784641115378 ¥4,840  ¥7,260  1030441905 

民法判例百選 2 債権 第8版（no. 238） （※） 窪田 充見 2018 9784641115385 ¥5,060  ¥7,590  1030441906 

民法判例百選 3 親族・相続 第2版（no. 239） （※） 水野 紀子 2018 9784641115392 ¥4,840  ¥7,260  1030441907 

環境法判例百選 第3版（no. 240） （※） 大塚 直 2018 9784641115408 ¥6,380  ¥9,570  1030441908 

メディア判例百選 第2版（no. 241） （※） 長谷部 恭男 2018 9784641115415 ¥6,380  ¥9,570  1030441909 
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