関連サービスのご案内

日本の法情報を提供し続けてきた信頼のクオリティ
最高水 準のリーガルリサーチ
■収録対象：国内法令約13,000件、告示約21,000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251,000件、
要旨約370,000件、本文約245,000件、判例タイムズ解説約47,000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

「D1-Law.com判例体系」から
重要判例20,000件超を登載

■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683,000件、判例情報49,000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）

論点体系
編集

判例民法 第2版

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・弁護士）

全10巻

『論点体系 判例民法 第2版』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。

論点体系 判例民法
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〈第一法規刊〉
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［058123］

定 価 21,600 円（税込）
（本体 20,000 円）

部

［057729］

定 価 10,800 円（税込）
（本体 10,000 円）
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D1-Law nano 判例20000 2017Edition

＊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。
（いずれかを䘟で選択ください。）
□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

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

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

FAX.0120 202 982

※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。

平成

〒

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。

年

月

書店印
日

―

ご住所

ＴＥＬ

フリガナ

ご氏名
お客様の個人情報の
取扱いについて

□公用
□私用

部署名

機関名

様 ㊞

E-mail

―

―
@

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.0120 203 696
FAX.0120 202 974
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日本の現行法令10,791件を
USBメモリにすべて登載

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！！
平成

2017

29

Edition

年版

重要判例20,000件超を登載

日本の現行法令全てを登載

商品の特色

商品の特色

（判例タイ
判例20,000件超のデータ 『判例タイムズ』
ムズ社）の解説を登載
を登載

根拠法令、出典誌・判例
評釈誌も登載

日本の現行法令、
10,791件
全てのデータを登載

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。

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。

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。

重要判例約5,000件には『判例タイムズ』
の解説記事を登載しています。

豊富な注釈情報

新規制定・改正法律の
解説文も登載

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28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。

判例六法を超える内容量

正確な論点・争点別の要旨情報

定番六法の10倍以上の内容量

別表・様式を完全収録

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。

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。

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（10,791件）を漏らすことなく全文を登載しております。

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。

論点・争点別
の要旨情報

判決本文を
全て登載

豊富な
注釈情報

『判例タイムズ』
の解説を掲載

収録情報

民事約20,200件

判例、法令
共通の機能

購入された
お客様の声

刑事約2,500件収録
（うち最高裁判例約7,000件収録）

収録情報

多彩な検索機能
【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。

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
大学研究者
ました。

※動作環境については、弊社ホームページをご確認ください。

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
司法書士
ます。

別表・様式を
完全収録

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
企業勤務
かっています。

新規制定法律
の解説も登載

日本国憲法、条約（759件）
、法律（2,234件／法律扱いの法令を含む）、政令
（2,906件）
、勅令（156件）
、省令（4,064件）、規則（671件）

リンク機能

ダウンロード機能

インストール不要

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。

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。

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。

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
地方自治体勤務
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
弁護士
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。
地方自治体勤務

