
B5判・加除式・全2巻 
定価 18,900円（本体18,000円） 

企業で実際に用いることができる就業規則
のモデルを収録しています。 

各条文ごとに作成・運用にあたっての法規
制の留意点を解説しています。 

条項の根拠となる法令、通達、判例、様式、
資料等を収録しています。 

個別規程例を豊富に収録しています。 

就業規則・人事労務規程 
作成・運用ハンドブック 

企 業 の た め の 

編　　集　会社実務研究会 
　　　　　就業規則実務研究グループ 
編集委員 
　村木　宏吉 
　  （町田安全衛生リサーチ・労働衛生コンサルタント） 
　井下　英誉 
（労務プランニング井下事務所・社会保険労務士） 

　松岡　充臣 
（松岡労務経営事務所・社会保険労務士） 

加除式書籍とは？ 
◆法改正や最新事例の追加等によって「台本（原本）」の
内容に改正・増補等が生じた場合、その都度発行す
る「追録」（有料）と不要な頁を差し替えることで、内
容を補正・更新できる形態の書籍です。 

＝＝＝＝＝＝＝ここが魅力＝＝＝＝＝＝ 

●何年経っても情報の‘確かさ’と‘鮮度’を保ち続ける
ことができる！ 

●追録の迅速なお届けにより、法改正や増補を見落と
すことなく、常に最新内容で利用できる！ 

●法改正の度に買い換える必要がないため、長期的な
ご利用にあたっては費用負担が少なく経済的！ 

追録は購入しなければならないの？ 
◆常に最新内容でご利用いただけるよう、台本のご購入
以降に発行される追録（有料）のご購読もお願いしてい
ます。 

◆追録は、お客様からお届けの停止（購読中止）のご連絡
をいただくまでは継続してお届けいたします。 

◆ご利用条件については、商品ごとの「利用規約（規程）」
でご案内しています。 

◆年間追録代、発行回数等については下記フリーダイヤル
までお問い合わせください。 

購入後のメンテナンスは？ 
◆追録の差し替え作業は、無料で行います。弊社社員が
直接お伺いし、迅速・正確かつ丁寧に加除作業を行い
ます。 

◆その他、書籍のページが欠落した、バインダーが壊
れた等の不都合が生じた場合も、お気軽に下記フリー
ダイヤルまでご連絡ください。 

申し込み方法は？　支払いは？ 
◆お申し込み方法は以下からお選びください。 

■下記フリーダイヤルにてお申し込みください。 
■弊社ホームページ 
　※ホームページでは、新刊をはじめ各商品の詳しい
情報をお届けしています。また、フリーワードや
ジャンル別等商品検索機能もご活用いただけます。 

■本カタログと併せてお届けした申込書にご記入の上、
弊社宛にお申し込みください。 

■お客様の地域を担当する弊社社員にお申し込みく
ださい。 

◆お申し込みをいただいた後、商品（台本）と請求書をお
届けいたします。 

◆お支払い方法（一括払い・分割払い等）やお支払いの時
期については、同封の申込書に記載しています。ご不
明な点は下記フリーダイヤルまでお問い合せください。 

末永く、安心してご利用いただくために、お客様の疑問にお答えします 

本社 
東京都港区南青山2_11_17 〒107_8560

担　　当 

TEL 7 0120－203－696 
FAX 7 0120－202－974

ホームページからのお申し込みは 
http://www.daiichihoki.co.jp

◆商品をお手にとって検討したいというお客様は、下記
フリーダイヤルまでご連絡ください。 

商品を手にとって検討したい… 

商品に関するご照会・お申し込み・ 
追録差し換えのご依頼は 

※お客様の地域を担当する弊社社員へご連絡いただくか、フリーダイヤルをご利用ください。 
※フリーダイヤル（TEL）の受付時間は土・日・祝日を除く9：00～17：30です。 
※FAXは24時間受け付けておりますので、併せてご利用ください。 

※クレジットカードでもお支払いいただけます。 
※追録（有料）は、請求書でのお支払いとなります。 
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174条の就業規則モデルと100の人事労務規程で規程作成・改定をサポート！ 

■ 第一法規のホームページにて、商品の内容をご覧ください！ 

http://www.daiichihoki.co.jp

第一法規 検 索 

就業規則の作成・運用にあたってのポイントを 
分かりやすく解説！ 

100の個別規程例を収録 
留意事項の解説により規程作成をサポート！ 第1巻 第2巻 

内容構成（抜粋） 

企業で実際に用いることができる

有効な就業規則モデルを収録して

います。 

合理的で実態に則した就業規則の

作成・運用が可能です。 
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シュアルハラスメント防止規程、

育児・介護休業規程など、各

種人事労務規程のモデル例を
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根拠法令、関係法令、関係通達、判例要旨、様式・

書式例、参考資料から、就業規則の適切な作成・

運用に役立つ情報を参照できます。 
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