
最高水準のリーガルリサーチ
日本の法情報を提供し続けてきた信頼のクオリティ

■収録対象：国内法令約13,000件、告示約20,000件
■主な機能：検索（フリーワード、分野別目次、時点（年月日）指定、制定・沿革など）、参照（委任、参照、罰則、変更適用など）、
　　　　　  表示（法令条文、改正法条文、改正・施行沿革、新旧対照表、条文時点比較、カッコ取り外しなど）

■収録対象：公刊・民刊の判例誌（約120誌）に公表された判例及び独自入手判例、判例書誌約240,000件、
　　　　　  要旨約370,000件、本文約230,000件、判例タイムズ解説約39,000件
■主な機能：検索（フリーワード、事項、体系目次など）、参照（審級関係判例、関連判例など）、判例タイムズの解説・判示事項

■収録対象：法律図書・法律雑誌・研究紀要等（約1,600誌）に掲載の論文、全国紙に掲載の論文・対談等の
　　　　　  文献情報約660,000件、判例情報48,000件
■主な機能：検索（フリーワード、事項索引、著者名、発行年月日など）、参照（関連判例、関連文献など）

関連サービスのご案内

論点体系判例民法第2版 全10巻

編集 能見　善久（学習院大学大学院法務研究科教授）
加藤新太郎（中央大学大学院法務研究科教授・
　　　　　　　　　  前東京高等裁判所判事（部総括））

「D1-Law.com判例体系」から
重要判例20,000件超を登載

日本の現行法令10,690件を
USBメモリにすべて登載
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商 品 の 詳 細 は コ チ ラ

論点体系 判例民法 D1-Law nano 判例20000
検索画面

『論点体系 判例民法』には引用判例にIDを記載してい
ます。『D1-Law nano 判例20000』のID番号検索で
気になる判例をすぐに検索することが可能です。

CLI
CK!第一法規 検　索

部署名 □公用
□私用

　　　　　 　―　　　　　　　 ―　 　　　　　ＴＥＬ

@E-mail

ご住所

様　 ㊞

〒　　　―　　　　

フリガナ

ご氏名

機関名

■宛先
〒107̶8560
東京都港区南青山2̶11̶17
第一法規株式会社
　 FAX.0120̶202̶982

書店印

取 扱 い

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適応税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

平成　　　　年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かり
しました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。　 フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

お客様の個人情報の
取扱いについて

商　　品　　名 価　格 申　込　数
定価21,600円（税込）（本体20,000円）

定価10,800円（税込）（本体10,000円）
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判例20,000件超のデータ
を登載

『判例タイムズ』（判例タイ
ムズ社）の解説を登載

根拠法令、出典誌・判例
評釈誌も登載

判例付き六法を上回る約20,000件の判例を収録
し、省略することなく本文も全て登載しています。

重要判例約4,800件には『判例タイムズ』
の解説記事を登載しています。

判例情報として「事件名」「裁判官名」「根拠
法令」「出典」「判例評釈」も登載しています。

USBならではの検索スピードを実現し、ネット接続ができない環境でも利用可能！！

現在、刊行されている判例付き‘六法’（書籍版）は、多くても13,000件程度の収
録数となっておりますが、『D1-Law nano 判例20000』は、判例数20,000件超を
登載し、また書籍版の多くが省略している判例本文の全文を登載しております。

判例六法を超える内容量
現役の裁判官を含めた約160名の執筆陣が論点・争点
別に分類・整理し要旨を体系的にまとめています。その
ため、同一論点の判例を探すときに大変便利です。

正確な論点・争点別の要旨情報

【判例】「フリーワード」「事項」「裁判年月日」「裁判所」「事件番号」「裁判官」「出典」などの多彩な検索が可能なため、目的の判例に
いち早くたどりつけます。また、検索語がとっさに思い浮かばなくても「ガイド機能」が専門用語をサジェストしてくれます。

【法令】「用語検索」「題名検索」「目次検索」のいずれかを選択して、目的の法令を検索できます。

多彩な検索機能
全ての判例、法令条文をテキストデータでダウ
ンロードが可能なため、資料作成等に大変便利
です。

ダウンロード機能

重要判例20,000件超を登載 日本の現行法令全てを登載

●ハードウェア：OS欄記載の各Microsoft®Windows®OSの動作を保証するDOS/V機　●OS：Microsoft®Windows Vista®日本語版、Microsoft®Windows®7 日本語版、Microsoft®Windows®8.1 日本語版、Microsoft®Windows®10 日本語版   ●メモリ：1GB以上　●その他：Adobe®Reader®Ⅹ/ⅩⅠ/DCが利用可能なこと。コンピュータ本体に1つ以上のUSBポート（2.0以上）の空きがあり、利用可能なこと。USBメモリには、書き込みはできません。
●『D1-Law nano 判例20000』についてはネットワークカード（LANカード）が装着されており動作可能なこと（ネットワークへの接続は不要）

動作環境

判例、法令
共通の機能

六法全書より安く、より詳細に調べるこ
とができる点や長期出張時などの仕事で
便利です。また、図書館に行く手間も省け
ました。

訴訟事案等の初期調査で利用して
います。書籍版にない判例もあり基
本調査用としては十分活用できてい
ます。

USBなので、オフライン環境で利用
でき、特に職場のネット環境がメン
テナンス中でも利用できる点が助
かっています。

無料のインターネットサイトよりも精度が高いし、専用シス
テムの安定性が高いことがうれしいです。また、年度ごと
のシステムなので、年度ごとに購入し、過去法令の参照が
容易なことが助かります。

顧客への訪問の際、車中や訪問先で
判例や法令を確認をすることによ
り、お客様に説明するのに重宝して
います。

検索性がとてもよいと思います。様
式がすべて掲載されているという部
分に惹かれて購入しました。

民事約19,300件　刑事約2,600件収録（うち最高裁判例約7,100件収録） 収録情報 日本国憲法、条約（748件）、法律（2,224件／法律扱いの法令を含む）、政令（2,878件）、勅令（158件）、省令（4,021件）、規則（660件）

商品の特色

日本の現行法令、10,690件
全てのデータを登載

豊富な注釈情報 新規制定・改正法律の
解説文も登載

法律、政令、省令、規則の全条文を収録し、規定さ
れた別表・様式も全て登載しています。

法令の条文を読み解くのに必要な、下位
法令等への委任規定、参照規定などの
注釈を条ごとに登載しています。

平成27年に成立した新規制定及び一部改
正法律の解説文も登載しています。

現在、刊行されている定番‘六法’（書籍版）は、多くても1,000法令未満の収録法
令数となっておりますが、『D1-Law nano 法令COMPLETE』は、これら六法の
10倍以上の現行法令（10,690件）を漏らすことなく全文を登載しております。

定番六法の10倍以上の内容量
一般の法令集では省略されていることの多い別表・
様式すべて収録しておりますので、実務上、大変便利
です。

別表・様式を完全収録

参照法令、引用法令をクリックすると、
該当法令へ直接ジャンプします。

リンク機能
ご利用にあたって、プログラムのイン
ストールは一切不要です。

インストール不要

商品の特色

大学研究者 司法書士 企業勤務 地方自治体勤務 地方自治体勤務弁護士

収録情報
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購入された
お客様の声

判決本文を
全て登載

論点・争点別
の要旨情報

豊富な
注釈情報

 

 
 
 

    

   

    

   

 

新規制定法律
の解説も登載

別表・様式を
完全収録

Microsoft、Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。Adobe、Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。判例タイムズは㈱判例タイムズ社の登録商標です。

HANREI TIMES判例タイムズ
No.1418  2016.1

東京家庭裁判所家事第5部における遺産分割事件の運用

―家事事件手続法の趣旨を踏まえ，法的枠組みの説明をわかりやすく行い，適正な解決

に導く手続進行―小田正二・山城 司・小林謙介・松川春佳・上野 薫・長門久美子　5

産科医療補償制度の補償金と損害賠償金の調整等について

上田 茂　66
判例紹介 全29件（最高裁判例6件）

1　外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号及び法人税法2条4号に定める外国法人に該当するか

否かの判断の方法2　米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る投資事業に

出資した者につき，当該賃貸事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除することができないとされた事例（最高

裁第二小法廷平27.7.17判決）登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき，地方税法 343 条 2 項後段の類推適用により，

当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会が固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の

判断に違法があるとされた事例（最高裁第二小法廷平27.7.17判決）

1　一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生

ずる不当利得返還請求権を各区分所有者が行使することができない場合

2　一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行

使することができないとされた事例（最高裁第二小法廷平27.9.18判決）

過払金が発生している継続的な金銭消費貸借取引の当事者間で特定調停手続において成立した調停であって，借主の貸

金業者に対する残債務の存在を認める旨の確認条項及びいわゆる清算条項を含むものが公序良俗に反するものとはいえ

ないとされた事例（最高裁第三小法廷平27.9.15判決）

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成23年法律第74号による改正前のもの）3条1項9号にい

う「詐欺罪に当たる行為を実行するための組織」に当たるとされた事例（最高裁第三小法廷平27.9.15決定）

刑訴法278条の2第3項に規定する過料の制裁と憲法31条，37条3項（最高裁第三小法廷平27.5.18決定）

1950年9月8日第3種郵便物認可　2016年1月1日発行　第67巻第1号　通巻1418号（毎月1回1日発行）

『判例タイムズ』
の解説を掲載
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