
法と経済で読みとく 雇用の世界
̶これからの雇用政策を考える　新版
大内　伸哉 ( 神戸大学教授 )，川口　大司 ( 一橋大学教授 ) ／著

2014 年 1月発売
四六判並製カバー付 ， 350 ページ 
定価 2,052 円（本体 1,900 円）
ISBN 978-4-641-16429-1 詳細をみる

ワーク・ライフ・バランスを
考える手助けに
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※著者の所属情報等は刊行当時のものです。

キャリアのみかた̶図でみる１１０のポイント　改訂版
阿部　正浩 ( 中央大学教授 )，松繁　寿和 ( 大阪大学教授 ) ／編

2014 年 4月発売
四六判並製カバー付 ， 310 ページ 
定価 2,052 円（本体 1,900 円）
ISBN 978-4-641-16438-3

詳細をみる

わたしのキャリアは
わたしが決める

関与と越境̶日本企業再生の論理
軽部　大 ( 一橋大学教授 ) ／著

2017 年 4月発売
Ａ５判上製カバー付 ， 320 ページ 
定価 4,536 円（本体 4,200 円）
ISBN 978-4-641-16500-7 詳細をみる

日本企業が再生するには
どうしたらいいのか？

はじめてのジェンダー論　 ( 有斐閣ストゥディア )
加藤　秀一 ( 明治学院大学教授 ) ／著

2017 年 4月発売
Ａ５判並製カバー付 ， 238 ページ 
定価 1,944 円（本体 1,800 円）
ISBN 978-4-641-15039-3

詳細をみる

人はなぜ
男か女かにこだわるのか

原因を推論する̶政治分析方法論のすゝめ
久米　郁男 ( 早稲田大学教授 ) ／著

2013 年 11 月発売
四六判並製カバー付 ， 278 ページ 
定価 1,944 円（本体 1,800 円）
ISBN 978-4-641-14907-6 詳細をみる

政治分析の方法を
身につける

仕事に活きる “社会人のための 1冊”
ビジネスパーソン全般

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641164291?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641164383?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641165007?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641150393?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641149076?shigoto


ジュリスト
「ビジネスロー」を中心とした特集と判例記事を中心に，
日常業務に直接的に生かせる法律情報誌。

実務に効く　判例精選シリーズ
 ( 有斐閣ストゥディア )
実務家による , 実務家のための , 実務に真に役立つ判例解説集。
ラインナップ…『M＆A・組織再編』『コーポレート・ガバナンス』
『労働』『知的財産』『公正取引』『事業再生』『国際ビジネス』
『担保・債権管理』『企業犯罪とコンプライアンス』

詳細をみる

詳細をみる

新たな企画やプロジェクトを進める際に
気をつけるべき法的ポイントをつかむ
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契約書作成の実務と書式
̶企業実務家視点の雛形とその解説
阿部・井窪・片山法律事務所／編

2014 年 6月発売
Ａ５判並製カバー付 ， 556 ページ 
定価 4,752 円（本体 4,400 円）
ISBN 978-4-641-13659-5 詳細をみる

契約書作成における
疑問や不安を解消！

数理法務のすすめ
草野　耕一 ( 弁護士，西村あさひ法律事務所代表パートナー ) ／著

2016 年 9月発売
Ａ５判上製カバー付 ， 346 ページ 
定価 4,104 円（本体 3,800 円）
ISBN 978-4-641-12588-9

詳細をみる

数理法務の実践力が身につき，
法律家としての技量を高める

はじめての外国法シリーズ

ベトナムのビジネス法務　 ( アジアビジネス法務の基礎シリーズ )
西村あさひ法律事務所／編

2016 年 9月発売
Ａ５判並製カバー付 ， 310 ページ 
定価 3,240 円（本体 3,000 円）
ISBN 978-4-641-04819-5 詳細をみる

変化の激しいベトナムの法制度を
企業の進出段階に応じて解説

法務

海外ビジネスでのトラブルを
事前に回避できる

アメリカ法・中国法・EU法各書籍画像から
詳細情報へ移動します。

！

http://www.yuhikaku.co.jp/yuhikaku_pr/jurist/?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/series_search/3009?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641136595?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641125889?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641048126?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641048119?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641048164?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641048195?shigoto
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番号法の逐条解説　第 2版
宇賀　克也 ( 東京大学教授 ) ／著

2016 年 12 月発売
Ａ５判並製カバー付 ， 412 ページ 
定価 3,564 円（本体 3,300 円）
ISBN 978-4-641-22718-7

詳細をみる

本格施行に対応する最新版

インターネット法
松井　茂記 ( ブリティッシュコロンビア大学教授 )，鈴木　秀美 ( 慶應義塾大学教授 )，
山口　いつ子 ( 東京大学教授 ) ／編

2015 年 12 月発売
Ａ５判並製カバー付 ， 388 ページ 
定価 3,132 円（本体 2,900 円）
ISBN 978-4-641-12583-4 詳細をみる

ネット社会特有のルールを
深く学び，強くなる

組織のなかで人を育てる
̶企業内人材育成とキャリア形成の方法
佐藤　厚 ( 法政大学教授 ) ／著

2016 年 4月発売
四六判並製カバー付  ， 280 ページ 
定価 2,592 円（本体 2,400 円）
ISBN 978-4-641-16475-8 詳細をみる

「なってほしい人材」と
「なりたい人材」の間で

合理的配慮̶対話を開く，対話が拓く
川島　聡 ( 岡山理科大学准教授 )，飯野　由里子 ( 東京大学研究員 )，
西倉　実季 ( 和歌山大学准教授 )，星加　良司 ( 東京大学講師 ) ／著
2016 年 7月発売
Ａ５判並製カバー付  ， 268 ページ 
定価 2,916 円（本体 2,700 円）
ISBN 978-4-641-17422-1 詳細をみる

障害のある人とともに働く

総務

条文の読み方
法制執務用語研究会／著

2012 年 3月発売
四六判並製 ， 164 ページ 
定価 864 円（本体 800 円）
ISBN 978-4-641-12554-4 詳細をみる

しっかりとした文章を
ビジネスシーンで書けるように

読み方……

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641125544?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227187?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641125834?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641164758?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641174221?shigoto


新 実務家のための税務相談

（民法編）

（会社法編）

詳細をみる

詳細をみる

税法の諸問題について，
知識の架橋をめざす
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よくわかる税法入門　第 11版　 ( 有斐閣選書 )
三木　義一 ( 青山学院大学教授・弁護士 ) ／編著

2017 年 4月発売
四六判並製カバー付 ， 384 ページ 
定価 2,268 円（本体 2,100 円）
ISBN 978-4-641-28141-7

詳細をみる

給与明細に何が書かれているか
説明できますか？

税法入門　第 7版　 ( 有斐閣新書 )
　金子　宏 ( 東京大学名誉教授 )，清永　敬次 ( 元京都大学教授 )，
宮谷　俊胤 ( 福岡大学名誉教授 )，畠山　武道 ( 北海道大学名誉教授 ) ／著
　2016 年 5月発売
新書判並製カバー付 ， 228 ページ 
定価 1,080 円（本体 1,000 円）
ISBN 978-4-641-09159-7 詳細をみる

税法入門書の決定版

計量経済学の第一歩̶実証分析のススメ   ( 有斐閣ストゥディア )
田中　隆一 ( 東京大学准教授 ) ／著

2015 年 12 月発売
Ａ５判並製カバー付 ， 288 ページ 
定価 2,160 円（本体 2,000 円）
ISBN 978-4-641-15028-7 詳細をみる

統計学の基礎を実践する

企業会計入門̶考えて学ぶ　補訂版
　斎藤　静樹 ( 東京大学名誉教授，明治学院大学名誉教授 ) ／著

2016 年 3月発売
四六判並製カバー付 ， 278 ページ 
定価 1,944 円（本体 1,800 円）
ISBN 978-4-641-16477-2 詳細をみる

国際会計基準の
最新の動向をフォロー！

金融
内田　浩史 ( 神戸大学教授 ) ／著

2016 年 12 月発売
Ｂ５判並製カバー付 ， 372 ページ 
定価 3,672 円（本体 3,400 円）
ISBN 978-4-641-16493-2 詳細をみる

最新の金融政策まで
幅広くカバー

経理

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131972?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131989?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641281417?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641091597?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641150287?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641164772?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641164932?shigoto


わかりやすいマーケティング戦略　新版　 ( 有斐閣アルマ )
沼上　幹 ( 一橋大学教授 ) ／著

2008 年 3月発売
四六判並製カバー付 ， 306 ページ 
定価 2,052 円（本体 1,900 円）
ISBN 978-4-641-12355-7 詳細をみる
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質的社会調査の方法̶他者の合理性の理解社会学
 ( 有斐閣ストゥディア )
岸　政彦 ( 立命館大学教授 )，石岡　丈昇 ( 北海道大学准教授 )，
丸山　里美 ( 立命館大学准教授 ) ／著

2016 年 12 月発売
Ａ５判並製カバー付 ， 272 ページ 
定価 2,052 円（本体 1,900 円）
ISBN 978-4-641-15037-9 詳細をみる

目の前にある事実を感じ，
考え，言葉にする方法

電子書籍・オーディオ版も
好評です

仕事に活きる “社会人のための 1冊”
営業・マーケティング

正直面倒……

読むのは手間だが
役に立つ……

とびこ
まなけ

れば

魚は手
に入ら

ない！

読みやすいし
役に立つ！

フェイス・トゥ・フェイス・ブック
̶クチコミ・マーケティングの効果を最大限に高める秘訣
エド・ケラー ( ケラー・フェイ・グループ CEO)，
ブラッド・フェイ ( ケラー・フェイ・グループ COO) ／著
澁谷　覚 ( 学習院大学教授 )，久保田　進彦 ( 青山学院大学教授 )，
須永　努 ( 関西学院大学教授 ) ／訳

2016 年 12 月発売
Ａ５変判並製カバー付 ， 394 ページ 
定価 2,808 円（本体 2,600 円）
ISBN 978-4-641-16494-9 詳細をみる

SNSでは売上は伸ばせない！？

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641123557?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641150379?shigoto
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641164949?shigoto

