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START UP シリーズ 

有斐閣 

◆はじめての判例学習のための新シリーズ◆ 
学習上の最重要判例を厳選し、1件1件をやさしく丁寧に解説すること
で、学生の理解を徹底サポートします。判決文・決定文を読むときどこに
どのように着目すべきか、どのような問題にどのような解決が示されたの
か。事案と判旨だけでは難解な事柄も、《読み解きポイント》《この判決
／決定が示したこと》で着実な理解に導きます。 

タイトル 同時アクセス1 
円（本体価） 

※1冊からご購入可 

憲法 判例50！ 
〔第2版〕 
著者:上田健介 尾形健  
片桐直人 
出版年月:2020/03 
ISBN:9784641227866 
ProductID:KP00033407 

同時アクセス1 
本体価格  ¥3,960 

 LEGAL QUEST シリーズ 

◆基本の徹底から、柔軟な法的思考力へ◆ 
法科大学院時代の今、法学部で習得しておくべき「基本とは何か」を追
求した、新しいコンセプトのテキスト・シリーズ。判例・学説の理論状況
を織り交ぜた丁寧な解説に加え、事案解決能力を養うための練習問
題も付け、読者を「法科大学院をめざす人に求められる水準」へと導く
ことをめざしています。 

民法 判例30！ 
総則 
著者: 原田昌和 秋山靖浩 
山口敬介 
出版年月:2017/12 
ISBN:9784641137820 
ProductID:KP00033428 

同時アクセス1 
本体価格 ¥3,520 

民法〔第2版〕 
事務管理・不当利得・ 
不法行為 
著者:橋本佳幸 大久保邦彦 
小池泰 
出版年月:2020/03 
ISBN:9784641179431 
ProductID:KP00033405 

同時アクセス1 
本体価格  ¥6,380 

民法〔第3版〕 
物権 
著者:石田剛 武川幸嗣  
占部洋之 田髙寛貴 秋山靖浩 
出版年月:2019/11 
ISBN:9784641179424 
ProductID:KP00033409 

同時アクセス1 
本体価格 ¥6,160 

mailto:ict_ebook@kinokuniya.co.jp


＊…旧版もお取り扱いございます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。 

ProductID ISBN タイトル 巻次 副書籍名 著者 
底本 

刊行年月 

同時 
アクセス1 
本体価 

同時 
アクセス3 
本体価 

フォー 
マット 

KP00033428 9784641137820 民法 判例30！ 1 総則 原田昌和 秋山靖浩 山口敬介 201712 ¥3,520 ¥5,280 PDF 

KP00033426 9784641137851 民法 判例30！ 2 物権 水津太郎 鳥山泰志 藤澤治奈 201712 ¥3,520 ¥5,280 PDF 

KP00033435 9784641137776 民法 判例30！ 3 債権総論 田髙寛貴 白石大 山城一真 201711 ¥3,520 ¥5,280 PDF 

KP00033432 9784641137790 民法 判例30！ 4 債権各論 中原太郎 幡野弘樹 丸山絵美子 吉永一行 201711 ¥3,520 ¥5,280 PDF 

KP00033433 9784641137844 民法 判例30！ 5 親族・相続 青竹美佳 金子敬明 幡野弘樹 201712 ¥3,520 ¥5,280 PDF 

KP00034017 9784641227361  行政法 判例50！     大橋真由美 北島周作 野口貴公美 201711 ¥3,960 ¥5,940 PDF 

KP00033407 9784641227866 憲法 判例50！〔第2版〕 *     上田健介 尾形健 片桐直人 202003 ¥3,960 ¥5,940 PDF 

KP00033447 9784641139213  刑法総論 判例50！     十河太朗 豊田兼彦 松尾誠紀 森永真綱 201612 ¥3,960 ¥5,940 PDF 

KP00033429 9784641139268 刑法各論 判例50！     十河太朗 豊田兼彦 松尾誠紀 森永真綱 201712 ¥3,960 ¥5,940 PDF 

合計 ¥33,440 ¥50,160 

ProductID ISBN タイトル 巻次 副書籍名 著者 
底本 

刊行年月 

同時 
アクセス1 
本体価 

同時 
アクセス3 
本体価 

フォー 
マット 

KP00033423 9784641179356 会社法〔第4版〕＊     伊藤靖史 大杉謙一 田中亘 松井秀征 201804 ¥6,380 ¥9,570 PDF 

KP00033425 9784641179332 刑事訴訟法〔第2版〕     宇藤崇 松田岳士 堀江慎司 201802 ¥7,920 ¥11,880 PDF 

KP00033478 9784641179288 経済法 第2版     泉水文雄 土佐和生 宮井雅明 林秀弥 201504 ¥6,380 ¥9,570 PDF 

KP00033452 9784641179295 憲法〔第2版〕 1 総論・統治 毛利透 小泉良幸 淺野博宣 松本哲治 201704 ¥5,940 ¥8,910 PDF 

KP00033451 9784641179325 憲法〔第2版〕 2 人権 毛利透 小泉良幸 淺野博宣 松本哲治 201705 ¥6,380 ¥9,570 PDF 

KP00033474 9784641179240 行政法 第3版     稲葉馨 人見剛 村上裕章 前田雅子 201503 ¥5,720 ¥8,580 PDF 

KP00033419 9784641179394 国際私法〔第2版〕     中西康 北澤安紀 横溝大 林貴美 201810 ¥6,600 ¥9,900 PDF 

KP00033420 9784641179363 知的財産法     愛知靖之 前田健 金子敏哉 青木大也 201804 ¥7,700 ¥11,550 PDF 

KP00033442 9784641179387 民事訴訟法〔第3版〕＊     三木浩一 笠井正俊 垣内秀介 菱田雄郷 201807 ¥8,580 ¥12,870 PDF 

KP00033405 9784641179431 民法〔第2版〕 5 
事務管理・不当
利得・不法行為 

橋本佳幸 大久保邦彦 小池泰 202003 ¥6,380 ¥9,570 PDF 

KP00033409 9784641179424 民法〔第3版〕 ＊ 2 物権 
石田剛 武川幸嗣 占部洋之 田髙寛貴  
秋山靖浩 

201911 ¥6,160 ¥9,240 PDF 

KP00033410 9784641179417 民法〔第5版〕 ＊ 6 親族・相続 前田陽一 本山敦 浦野由紀子 201906 ¥6,160 ¥9,240 PDF 

KP00033436 9784641179301 労働法〔第3版〕     両角 道代 森戸 英幸 梶川 敦子 水町 勇一郎 201703 ¥5,940 ¥8,910 PDF 

合計 ¥86,240 ¥129,360 

START UP 

LEGAL QUEST 

＊…旧版もお取り扱いございます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。 


