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法律学全集とは 
 

法律学全集は、有斐閣の創業80周年である1957年（昭和32年）
に刊行を開始し、1985年（昭和60年）に刊行を終了しました。そ
の後、不動の名声を博し、版を重ね、後に分冊化したものを含め
現在の総刊行点数は全88巻（版の別、補訂の追加等で188冊の
異稿本）に及んでおります。 

• 法律学全集のすべてのタイトル（全88巻、188冊）＋月報 
• PDFファイルの採用により、版面そのままを参照。 
• 各巻にはさみ込まれていた「しおり」をすべて収録し、著者の個性
やユーモアも再現。 

2021年3月末までの 
発売記念特別価格! 

  各巻の詳細はお問合せください。 

2020年1月 配信予定！ 

全189冊  販売価格 
（月報・各巻にはさみ込まれていた「しおり」含む） 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

￥272,000 ￥362,600 1031164249 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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「われわれは、ここに、新しい法制のもとにおける法律制度の全体にわたって、―主
要な法律についてはもちろん、特別法の分野を含め―従来の研究の成果をとり入
れ、全六十巻に通じ、水準の高い標準的な体系書を編集し、一方においては、法学
研究者の将来の研究の場をつくるとともに、他方においては、法律実務家に対し、
問題解決の手がかりを供することにしたいと考える。」     

（法律学全集の「刊行のことば」） 

巻 著者名 書籍名 版 

33-2 四宮和夫 信託法 初版～新版 

34 兼子一,竹下守夫 裁判法 初版～第4版 

35 三ケ月章 民事訴訟法 初版 

36-1 菊井維大 強制執行法総論 初版 

36-2 宮脇幸彦 強制執行法各論 初版 

37 中田淳一 破産法・和議法 初版 

38 山木戸克己 人事訴訟手続法 初版 

38 山木戸克己 家事審判法 初版 

36-2 小山昇 民事調停法 初版～新版 

36-3 小山昇 仲裁法 初版～新版 

39 斎藤秀夫 競売法 初版 

39-1 松田二郎 会社更生法 初版～新版 

40 木村亀二 刑法総論 初版～増補版 

41 団藤重光,平川宗信 刑法各論 初版～新版追補 

42-1 荘子邦雄 労働刑法総論 初版～新版 

42-2 福田平 行政刑法 初版～新版 

42-3 大塚仁 特別刑法 初版 

43 平野龍一 刑事訴訟法 初版 

44-1 平野龍一 矯正保護法 初版 

44-2 平場安治 少年法 初版～新版 

44-3 高田卓爾 刑事補償法 初版 

45 石井照久 労働法総論 初版～増補版 

46 石川吉右衛門 労働組合法 初版 

47 有泉亨 労働基準法 初版 

48 野村平爾 労働関係調整法 初版 

48-1 峯村光郎 公共企業体等労働関係法 初版～新版 

48-2 峯村光郎 公務員労働関係法 初版～新版 

49 吾妻光俊 社会保障法 初版 

50 加藤一郎 農業法 初版 

51 我妻栄,豊島陞 鉱業法 初版 

52-1 金沢良雄 経済法 初版～新版 

52-2 今村成和 独占禁止法 初版～新版 

53-1 鈴木竹雄,河本一郎 証券取引法 初版～新版 

53 西原寛一 金融法 初版 

54-1 豊崎光衛 工業所有権法 初版～新版増補 

54-2 山本桂一 著作権法 初版 

54 上柳克郎 協同組合法 初版 

55 田畑茂二郎 国際法Ⅰ 初版～新版 

56 横田喜三郎 国際法Ⅱ 初版～新版 

57 田岡良一 国際法Ⅲ 初版～新版 

58 高野雄一 国際組織法 初版～新版 

59-1 池原季雄 国際私法総論 初版 

59-2 江川英文,山田鐐一,早田芳郎 国籍法 初版～第3版 

60 折茂豊 国際私法各論 初版～新版 

巻 著者名 書籍名 版 

1 加藤新平 法哲学概論 初版 

2 我妻栄 法学概論 初版 

3 清宮四郎 憲法Ⅰ 初版～第3版 

4 宮沢俊義 憲法Ⅱ 初版～新版 

5-1 黒田覚 国会法 初版 

5-2 林田和博 選挙法 初版 

6 田中二郎 行政法総論 初版 

7-1 佐藤功 行政組織法 初版～新版増補 

7-2 鵜飼信成 公務員法 初版～新版 

8 俵静夫 地方自治法 初版 

9 雄川一郎 行政争訟法 初版 

9-1 今村成和 国家補償法 初版 

10 杉村章三郎 財政法 初版～新版 

11 田中二郎 租税法 初版～第3版 

12-1 田上穣治 警察法 初版～新版 

12-2 杉村敏正 防衛法 初版 

13 山田幸男 公企業法 初版 

13-2 原龍之助 公物営造物法 初版～新版 

14 柳瀬良幹 公用負担法 初版～新版 

15-1 園部敏,植村栄治 交通法・通信法 初版～新版 

15-2 田中二郎 土地法 初版 

15-3 金沢良雄 水法 初版 

16-1 兼子仁 教育法 初版～新版 

16-2 磯崎辰五郎,高島学司 医事・衛生法 初版～新版 

17 川島武宜 民法総則 初版 

18 舟橋諄一 物権法 初版 

19 柚木馨,高木多喜男 担保物権法 初版～第3版 

20 於保不二雄 債権総論 初版～新版 

21 来栖三郎 契約法 初版 

22-1 松坂佐一 事務管理・不当利得 初版～新版 

22-2 加藤一郎 不法行為 初版～増補版 

23 我妻栄 親族法 初版 

24 中川善之助,泉久雄 相続法 初版～第4版 

25-1 谷口知平 戸籍法 初版～第3版 

25-2 幾代通 不動産登記法 初版～第4版 

26 星野英一 借地・借家法 初版 

27 大隅健一郎 商法総則 初版～新版 

28 鈴木竹雄,竹内昭夫 会社法 初版～第3版 

29 西原寛一 商行為法 初版 

30-1 石井照久 海商法 初版 

30 伊沢孝平 航空法 初版 

31 大森忠夫 保険法 初版～補訂版 

32 鈴木竹雄 手形法・小切手法 初版～新版 

33-1 鴻常夫 社債法 初版 
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有斐閣YDC1000 に収載されている書籍タイトルが 
Maruzen eBook Libraryでご利用になれます。 

® 

YDC1000 とは 有斐閣発行の法律書の古典的名著がインターネットを介して閲読できる電子書籍閲読サービスです。 
® 

なかなか手に入りにくい古典的な文献を、安価で研究者・実務家等にご提供し、研究や執筆の際の参照や文献
調査にご利用いただく、あるいは現在の問題への解決の糸口として原点に立ち返るべく調査をしたいといった場
合にもご利用いただく、ということを目的としています。（注）本商品は全文検索不可となっています。 

法・法律学分野 全点セット 憲法分野 全点セット 行政法分野 全点セット 

法・法律学分野 36タイトル 

同時1アクセス（本体）：¥50,600  
同時3アクセス（本体）：¥61,600 

商品コード：1018091626 

憲法・国会・司法分野 133タイトル 
 

同時1アクセス（本体）：¥159,500  
同時3アクセス（本体）：¥191,400 

商品コード：1018073984 

行政法分野 87タイトル 

同時1アクセス（本体）：¥113,300  
同時3アクセス（本体）：¥136,400 

商品コード：1018093174 

民事法分野 全点セット 刑事法分野 全点セット 社会･経済法分野 全点セット 

民事法分野 385タイトル 

同時1アクセス（本体）：¥459,800  
同時3アクセス（本体）：¥551,100 

商品コード：1018126333 

刑事法分野 179タイトル 

同時1アクセス（本体）：¥214,500  
同時3アクセス（本体）：¥257,400 

商品コード：1018105264 

社会・経済法分野 57タイトル 

同時1アクセス（本体）：¥74,800  
同時3アクセス（本体）：¥89,100 

商品コード：1018100845 

国際法・国際私法分野 全点セット 基礎法分野 全点セット 収載書籍の選択の基準 
初期の収載候補としては、まず、[1]これまでオンデマン
ド書籍として販売しているもの（新書等一部を除く）、[2]
少部数の復刻版販売を目的として限定的に復刻重版
をしてきた書籍を対象にしました。これに[3]1945年から
1989年（戦後から昭和の終わりまで）に刊行された[2]と
同等クラスの単行本、論文集、講座等を加えています。 
（全点で1013点を収載） 

国際法・国際私法分野 58タイトル 
 

同時1アクセス（本体）：¥75,900  
同時3アクセス（本体）：¥91,300 

商品コード：1018094943 

基礎法分野 78タイトル 

同時1アクセス（本体）：¥102,300  
同時3アクセス（本体）：¥122,100 

商品コード：1018050767 

YDC1000 全点セット特価 

同時１アクセス(本体)：¥1,100,000  同時３アクセス(本体)：¥1,320,000 
商品コード：1018156336 

分野ごとの全点セット購入も承ります！ 
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 別冊ジュリスト・判例百選 シリーズ 

 有斐閣アルマ シリーズ 

 有斐閣ストゥディア シリーズ 

 有斐閣S シリーズ 

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8版（別冊ジュリスト . 民法判例百選 ; 1 no. 237） （※） 潮見 佳男 2018 9784641115378 ¥4,840  ¥7,260  1030441905 

債権 第8版（別冊ジュリスト . 民法判例百選 ; 2 no. 238） （※） 窪田 充見 2018 9784641115385 ¥5,060  ¥7,590  1030441906 

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

環境法判例百選 第3版（別冊ジュリスト no. 240(54巻4号)） （※） 大塚 直 2018 9784641115408 ¥6,380  ¥9,570  1030441908 

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

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 

医事法入門 第5版（Advanced） （※） 手嶋 豊 2018 9784641221130 ¥5,500  ¥8,250  1029161046 

財務会計・入門 ―企業活動を描き出す会計情報とその活用法― 
第12版補訂（Basic） （※） 

桜井 久勝 2019 9784641221345 ¥3,960  ¥5,940  1030360951 

はじめての社会保障 ―福祉を学ぶ人へ―第16版（Basic） （※） 椋野 美智子 2019 9784641221352 ¥3,960  ¥5,940  1030515199 

ベーシック労働法 第7版（Basic） （※） 浜村 彰 2019 9784641221321 ¥4,180  ¥6,270  1030515194 

親族・相続 第5版（. 民法 Basic） （※） 松川 正毅 2018 9784641221093 ¥5,060  ¥7,590  1028700572 

ベーシック経済学 ―次につながる基礎固め―新版（Basic） （※） 古沢 泰治 2018 9784641221239 ¥5,720  ¥8,580  1029728093 

法社会学 第3版（Specialized） （※） 村山 真維 2019 9784641221246 ¥3,740  ¥5,610  1030360949 

保険法 第4版（Specialized） （※） 山下 友信 2019 9784641221291 ¥4,620  ¥6,930  1030515193 

国際私法 第4版（Specialized） （※） 神前 禎 2019 9784641221314 ¥5,280  ¥7,920  1030590856 

経済法 ―独占禁止法と競争政策―第8版補訂（Specialized） （※） 岸井 大太郎 2019 9784641221260 ¥5,940  ¥8,910  1030515196 

社会保障法 第7版（Specialized） （※） 加藤 智章 2019 9784641221307 ¥5,500  ¥8,250  1030515195 

民事訴訟法 第3版（Specialized） （※） 山本 弘 2018 9784641221116 ¥5,500  ¥8,250  1029502780 

企業論 第4版（Specialized） （※） 三戸 浩 2018 9784641221192 ¥4,620  ¥6,930  1028700576 

現代文化論 ―新しい人文知とは何か―（Specialized） （※） 吉見 俊哉 2018 9784641220768 ¥4,400  ¥6,600  1029502791 

マーケティング・リサーチ入門 （Specialized） （※） 星野 崇宏 2018 9784641221161 ¥5,500  ¥8,250  1029728097 

租税法 （Specialized） （※） 岡村 忠生 2017 9784641220942 ¥4,620  ¥6,930  1028700571 

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 

組織行動 ―組織の中の人間行動を探る―（※） 鈴木 竜太 2019 9784641150669 ¥4,400  ¥6,600  1030590858 

地域から考える環境と経済 ―アクティブな環境経済学入門―（※） 八木 信一 2019 9784641150676 ¥4,180  ¥6,270  1030515197 

環境法 第2版（※） 北村 喜宣 2019 9784641150638 ¥3,960  ¥5,940  1030360948 

メディア社会論 （※） 辻 泉 2018 9784641150553 ¥3,960  ¥5,940  1029973240 

問いからはじめる現代企業 = Introduction to the modern corporation （※） 小山 嚴也 2018 9784641150621 ¥3,960  ¥5,940  1029973239 

産業組織とビジネスの経済学 （※） 花薗 誠 2018 9784641150591 ¥4,620  ¥6,930  1029161052 

人事管理 ―人と企業,ともに活きるために―（※） 平野 光俊 2018 9784641150478 ¥4,620  ¥6,930  1028700577 

はじめてのケア論 （※） 三井 さよ 2018 9784641150607 ¥3,960  ¥5,940  1029502790 

生活保護と貧困対策 ―その可能性と未来を拓く―（※） 岩永 理恵 2018 9784641150614 ¥3,960  ¥5,940  1029728100 

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・商行為 第6版（商法 ; 1 19） （※） 落合 誠一 2019 9784641159525 ¥4,620  ¥6,930  1030515192 

手形・小切手 第5版（商法 ; 3 25） （※） 大塚 龍児 2018 9784641159518 ¥5,060  ¥7,590  1029728085 

※各シリーズの既刊タイトル詳細はお問い合わせください。 

2019年 新規配信タイトル 
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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 

「警察権の限界」論の再定位 （北海道大学大学院法学研究科叢書 22） 米田 雅宏 2019 9784641227644 ¥25,740  ¥34,320  1030682530 

地方自治法概説 第8版 宇賀 克也 2019 9784641227637 ¥10,560  ¥14,080  1030360947 

法学学習Q&A （※） 横田 明美 2019 9784641126091 ¥1,760  ¥2,640  1030515185 

自分で考えるちょっと違った法学入門 第4版 （※） 道垣内 正人 2019 9784641126084 ¥4,400  ¥6,600  1030515186 

対話型行政法の開拓線 大橋 洋一 2019 9784641227620 ¥23,100  ¥30,800  1029973235 

現代行政法入門 第4版 （※） 曽和 俊文 2019 9784641227675 ¥5,720  ¥8,580  1030515187 

行政組織法/公務員法/公物法 第5版（行政法概説 3） （※） 宇賀 克也 2019 9784641126053 ¥9,240  ¥13,860  1030515188 

現代行政過程論 第4版（行政法 1） （※） 大橋 洋一 2019 9784641227729 ¥8,140  ¥12,210  1030590854 

民法(全) 第2版 （※） 潮見 佳男 2019 9784641138124 ¥10,120  ¥15,180  1030515190 

財産の帰属と変動の法 第2版（新基本民法 2 ; 物権編） （※） 大村 敦志 2019 9784641138131 ¥3,740  ¥5,610  1030590855 

講義物権・担保物権法 第3版 （※） 安永 正昭 2019 9784641138094 ¥8,360  ¥12,540  1030682531 

商法総則・商行為法 第3版（リーガルマインド） （※） 弥永 真生 2019 9784641138070 ¥4,400  ¥6,600  1030515191 

取締役の善管注意義務 ―コーポレートガバナンスの法的構造論― 
（同志社大学法学叢書 4） 

森田 章 2019 9784641138056 ¥17,490  ¥23,320  1029973237 

よくわかる税法入門 第13版（有斐閣選書） （※） 三木 義一 2019 9784641281448 ¥4,620  ¥6,930  1030515189 

労働法の世界 第13版 （※） 中窪 裕也 2019 9784641243187 ¥7,700  ¥11,550  1030590857 

判例労働法入門 第6版 （※） 野田 進 2019 9784641243156 ¥6,600  ¥9,900  1030682532 

次世代医療基盤法の逐条解説 = Commentary on next generation medical 
infrastructure law 

宇賀 克也 2019 9784641227668 ¥10,560  ¥14,080  1030590853 

新・情報公開法の逐条解説 
 ―行政機関情報公開法・独立行政法人等情報公開法―第8版 

宇賀 克也 2018 9784641227576 ¥9,570  ¥12,760  1029728082 

法の支配と実践理性の制度化 田中 成明 2018 9784641126046 ¥21,450  ¥28,600  1029728090 

救済法 第2版（行政法判例集 2） （※） 大橋 洋一 2018 9784641227583 ¥7,700  ¥11,550  1029341993 

オリエンテーション民法 （※） 松久 三四彦 2018 9784641137875 ¥5,500  ¥8,250  1029728084 

抵当権者の追及権について ―抵当権実行制度の再定位のために― 阿部 裕介 2018 9784641137882 ¥32,670  ¥43,560  1029161045 

会社法入門 第13版 （※） 前田 庸 2018 9784641137462 ¥13,860  ¥20,790  1029341994 

講義刑法学・総論 第2版 （※） 井田 良 2018 9784641139329 ¥9,460  ¥14,190  1029341995 

入門刑法学 = Introductory lectures in criminal law 総論 第2版 
（法学教室Library） （※） 

井田 良 2018 9784641139381 ¥4,620  ¥6,930  1029502782 

憲法適合的解釈の比較研究 土井 真一 2018 9784641227514 ¥19,800  ¥26,400  1030360946 

よくわかる民事裁判 ―平凡吉訴訟日記―第3版（有斐閣選書 [199]） （※） 山本 和彦 2018 9784641281431 ¥3,960  ¥5,940  1029502779 

民事訴訟法 第6版 （※） 伊藤 眞 2018 9784641138025 ¥11,880  ¥17,820  1029728086 

破産法・民事再生法 第4版 （※） 伊藤 眞 2018 9784641137448 ¥18,260  ¥27,390  1029728087 

ADR法制の現代的課題 （民事手続法研究 3） 山本 和彦 2018 9784641137936 ¥35,310  ¥47,080  1029502781 

ケースブック刑事訴訟法 第5版 （※） 井上 正仁 2018 9784641139336 ¥13,200  ¥19,800  1029161048 

刑事弁護の基礎知識 第2版 （※） 岡 慎一 2018 9784641139367 ¥5,720  ¥8,580  1029728088 

国際私法入門 第8版（有斐閣双書 42） （※） 沢木 敬郎 2018 9784641112841 ¥5,060  ¥7,590  1029161050 

国際私法 第2版（Legal quest） （※） 中西 康 2018 9784641179394 ¥6,600  ¥9,900  1029341996 

インドネシアのビジネス法務 （アジアビジネス法務の基礎） 西村あさひ法律事務所 2018 9784641048249 ¥8,580  ¥11,440  1029502783 

租税法概説 第3版 （※） 中里 実 2018 9784641227569 ¥6,600  ¥9,900  1029728083 

商標法 = Trademark law 第2版 （※） 茶園 成樹 2018 9784641243118 ¥6,820  ¥10,230  1029161049 

新実務家のための税務相談 会社法編 山田 泰弘 2017 9784641131989 ¥10,230  ¥13,640  1029161047 
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  各巻の詳細はお問合せください。 

『ジュリスト』は、「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、『論究ジュリスト』は、幅広い法分野・
法事象を対象に核心にせまる論理考察を行う法律学究誌、『法学教室』は
法学を確実に身につけたい人の学習法律雑誌です。 

雑誌バックナンバー 

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 

ジュリスト 

ジュリスト・ 
   論究ジュリスト 

法学教室 

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 

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 
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