
◆交通事故事件に対応する弁護士のための◆交通事故事件に対応する弁護士のための
唯一の用語・略語辞典唯一の用語・略語辞典！

◆事件対応中に気になった用語を調べれば、◆事件対応中に気になった用語を調べれば、
用語の意味とそれに付随して押さえておく用語の意味とそれに付随して押さえておく
べき知識を手軽に確認できるべき知識を手軽に確認できる！

◆ボス弁と新人弁護士の会話を題材に◆ボス弁と新人弁護士の会話を題材に、用
語の使用例も掲載語の使用例も掲載！

◆保険の仕組みや診療記録の取り寄せ方な◆保険の仕組みや診療記録の取り寄せ方な
ど、実践的な基礎知識も掲載実践的な基礎知識も掲載！

◆交通事故事件に対応する弁護士のための
唯一の用語・略語辞典！

◆事件対応中に気になった用語を調べれば、
用語の意味とそれに付随して押さえておく
べき知識を手軽に確認できる！

◆ボス弁と新人弁護士の会話を題材に、用
語の使用例も掲載！

◆保険の仕組みや診療記録の取り寄せ方な
ど、実践的な基礎知識も掲載！
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Fax. 0120‒302‒640

言葉がわかれば「実務」がみえる？

A5判／228頁　定価：本体2,000円＋税

こんなところでつまずかない！こんなところでつまずかない！

交通事故事件の実務用語辞典交通事故事件の実務用語辞典
東京弁護士会東京弁護士会 親和全期会　編著親和全期会　編著
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東京弁護士会 親和全期会　編著

本書の特色

も好評発売中！

『こんなところでつまずかない！交通事故事件21のメソッド』
『交通事故裁判和解例集 裁判上の和解における損害賠償実務とその傾向』
『Q&A交通事故加害者の賠償実務 ―被害者からの過剰請求対応―』
『実務精選100　交通事故判例解説』

『交通事故事件
21のメソッド』
スピンオフ書籍！

ボス弁・保険会社の担当者・
医師・裁判官との
大切な会話でつまずかない！！
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□私用
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@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.0120̶302̶640

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用税率に依ります。

◎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

キ　リ　ト　リ　線

書　　　　名 価格 部数

実務精選100　交通事故判例解説

交通事故裁判和解例集　裁判上の和解における損害賠償実務とその傾向 定価3,780円（本体3,500円）

定価3,456円（本体3,200円）［058164］

部

こんなところでつまずかない！ 交通事故事件21のメソッド 定価2,700円（本体2,500円）［056853］

［055871］

部

こんなところでつまずかない！ 交通事故事件の実務用語辞典 定価2,160円（本体2,000円）［062117］ 部

Ｑ&A交通事故加害者の賠償実務　―被害者からの過剰請求対応― 定価3,024円（本体2,800円）［057091］ 部

部

申　込　書　〈第一法規刊〉

＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ CLI
CK!

C
第一法規　交通事故用語 検　索

＜クレジ トカ ドでもお支払いいただけます＞

詳 細・お申し 込 みはコチラ

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問
合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。　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

第３章 用語集第３章 用語集
0101 ▶ 事故の発生・日時・場所関係 事故の発生・日時・場所関係
0202 ▶ 事故態様・過失相殺関係 事故態様・過失相殺関係
0303 ▶ 傷病関係 傷病関係
0404 ▶ 治療状況・治療関係 治療状況・治療関係
0505 ▶ 後遺症の内容・症状固定・等級関係 後遺症の内容・症状固定・等級関係
0606 ▶ 逸失利益 逸失利益（休業・後遺障害・死亡休業・後遺障害・死亡）関係関係
0707 ▶ 慰謝料 慰謝料（入通院・後遺障害入通院・後遺障害）関係関係
0808 ▶ 既払金・弁護士費用関係 既払金・弁護士費用関係
0909 ▶ 死亡事故関係 死亡事故関係
1010 ▶ 物損関係 物損関係
1111 ▶ 保険関係 保険関係
1212 ▶ 刑事関係・行政関係 刑事関係・行政関係
1313 ▶ その他 その他

第１章　用語使用例第１章　用語使用例（会話を題材に）会話を題材に）
0101 ▶ 初めての交通事故相談 初めての交通事故相談
0202 ▶ Ａさんの損害額の算出 Ａさんの損害額の算出
0303 ▶ 主婦・むち打ち事案、紛セを利用する？ 主婦・むち打ち事案、紛セを利用する？
0404 ▶ 物損事故への対応・車両の損害を中心 物損事故への対応・車両の損害を中心に

第２章 　実務の基礎知識第２章 　実務の基礎知識
0101 ▶ 保険の仕組み 保険の仕組み
0202 ▶ 診療記録の読み方 その1 診療記録の読み方 その1
0303 ▶ 診療記録の読み方 その2 診療記録の読み方 その2
0404 ▶ 診療記録の読み方 その3 診療記録の読み方 その3
0505 ▶ 物損事故のあれこれ 物損事故のあれこれ
0606 ▶ 自動車の種類 自動車の種類
0707 ▶ 車のパーツの名称 車のパーツの名称

第１章　用語使用例（会話を題材に）
01 ▶ 初めての交通事故相談
02 ▶ Ａさんの損害額の算出
03 ▶ 主婦・むち打ち事案、紛セを利用する？
04 ▶ 物損事故への対応・車両の損害を中心に

第２章 　実務の基礎知識
01 ▶ 保険の仕組み
02 ▶ 診療記録の読み方 その1
03 ▶ 診療記録の読み方 その2
04 ▶ 診療記録の読み方 その3
05 ▶ 物損事故のあれこれ
06 ▶ 自動車の種類
07 ▶ 車のパーツの名称

第３章 用語集
01 ▶ 事故の発生・日時・場所関係
02 ▶ 事故態様・過失相殺関係
03 ▶ 傷病関係
04 ▶ 治療状況・治療関係
05 ▶ 後遺症の内容・症状固定・等級関係
06 ▶ 逸失利益（休業・後遺障害・死亡）関係
07 ▶ 慰謝料（入通院・後遺障害）関係
08 ▶ 既払金・弁護士費用関係
09 ▶ 死亡事故関係
10 ▶ 物損関係
11 ▶ 保険関係
12 ▶ 刑事関係・行政関係
13 ▶ その他

若手弁護士のために、
交通事故事件の実務で
使われる用語・略語を
解説した唯一の書籍！！Contents
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