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1 総則・物権 第6版（別冊ジュリスト . 民法判例百選 ; 1 no. 195） 有斐閣 9784641114951 2009 中田, 裕康 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052628

2 債権 第6版（別冊ジュリスト . 民法判例百選 ; 2 no. 196） 有斐閣 9784641114968 2009 中田, 裕康 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052629

3 労働判例百選 第8版（別冊ジュリスト no. 197(45巻3号)） 有斐閣 9784641114975 2009 村中, 孝史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052630

4 著作権判例百選 第4版（別冊ジュリスト no. 198(45巻4号)） 有斐閣 9784641114982 2009 中山, 信弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052631

5 消費者法判例百選 （別冊ジュリスト no. 200） 有斐閣 9784641115002 2010 廣瀬, 久和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052633

6 民事訴訟法判例百選 第4版（別冊ジュリスト no. 201(46巻3号)） 有斐閣 9784641115019 2010 高橋, 宏志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052634

7 保険法判例百選 （別冊ジュリスト no. 202(46巻4号)） 有斐閣 9784641115026 2010 山下, 友信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052635

8 刑事訴訟法判例百選 第9版（別冊ジュリスト no. 203(47巻1号)） 有斐閣 9784641115033 2011 井上, 正仁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052636

9 国際法判例百選 第2版（別冊ジュリスト no. 204） 有斐閣 9784641115040 2011 小寺, 彰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052637

10 会社法判例百選 第2版（別冊ジュリスト no. 205） 有斐閣 9784641115057 2011 江頭, 憲治郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052638

11 環境法判例百選 第2版（別冊ジュリスト no. 206(47巻4号)） 有斐閣 9784641115064 2011 淡路, 剛久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052639

12 租税判例百選 第5版（別冊ジュリスト no. 207(47巻5号)） 有斐閣 9784641115071 2011 水野, 忠恒 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052640

13 民事執行・保全判例百選 第2版（別冊ジュリスト no. 208） 有斐閣 9784641115088 2012 上原, 敏夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052641

14 特許判例百選 第4版（別冊ジュリスト no. 209） 有斐閣 9784641115095 2012 中山, 信弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052642

15 国際私法判例百選 第2版（別冊ジュリスト no. 210） 有斐閣 9784641115101 2012 櫻田, 嘉章 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052643

16 行政判例百選 1 第6版（別冊ジュリスト no. 211(48巻4号)） 有斐閣 9784641115118 2012 宇賀, 克也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052644

17 行政判例百選 2 第6版（別冊ジュリスト no. 212(48巻5号)） 有斐閣 9784641115125 2012 宇賀, 克也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052645

18 アメリカ法判例百選 （別冊ジュリスト no. 213） 有斐閣 9784641115132 2012 樋口, 範雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052646

19 金融商品取引法判例百選 （別冊ジュリスト no. 214(49巻1号)） 有斐閣 9784641115149 2013 神田, 秀樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052647

20 地方自治判例百選 第4版（別冊ジュリスト no. 215） 有斐閣 9784641115156 2013 磯部, 力 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052648

21 倒産判例百選 第5版（別冊ジュリスト no. 216(49巻3号)） 有斐閣 9784641115163 2013 伊藤, 眞 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052649

22 憲法判例百選 1 第6版（別冊ジュリスト no. 217） 有斐閣 9784641115170 2013 長谷部, 恭男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052650

23 憲法判例百選 2 第6版（別冊ジュリスト no. 218） 有斐閣 9784641115187 2013 長谷部, 恭男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052651

24 医事法判例百選 第2版（別冊ジュリスト no. 219） 有斐閣 9784641115194 2014 甲斐, 克則 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052652

25 刑法判例百選 1: 総論 第7版（別冊ジュリスト no. 220(50巻2号)） 有斐閣 9784641115200 2014 山口, 厚 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052653

26 刑法判例百選 2: 各論 第7版（別冊ジュリスト no. 221(50巻3号)） 有斐閣 9784641115217 2014 山口, 厚 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052654

27 手形小切手判例百選 第7版（別冊ジュリスト no. 222(50巻4号)） 有斐閣 9784641115224 2014 神田, 秀樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052655

28 総則・物権 第7版（別冊ジュリスト . 民法判例百選 ; 1 no. 223） 有斐閣 9784641115231 2015 潮見, 佳男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052656

29 債権 第7版（別冊ジュリスト . 民法判例百選 ; 2 no. 224） 有斐閣 9784641115248 2015 中田, 裕康 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052657

30 親族・相続 （別冊ジュリスト . 民法判例百選 ; 3 no. 225） 有斐閣 9784641115255 2015 水野, 紀子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052658

31 民事訴訟法判例百選 第5版（別冊ジュリスト no. 226(51巻4号)） 有斐閣 9784641115279 2015 高橋, 宏志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052659

32 社会保障判例百選 第5版（別冊ジュリスト no. 227） 有斐閣 9784641115286 2016 岩村, 正彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052660

33 租税判例百選 第6版（別冊ジュリスト no. 228(52巻2号)） 有斐閣 9784641115293 2016 中里, 実 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052661

34 会社法判例百選 第3版（別冊ジュリスト no. 229） 有斐閣 9784641115309 2016 岩原, 紳作 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052662

35 労働判例百選 第9版（別冊ジュリスト no. 230(52巻4号)） 有斐閣 9784641115316 2016 村中, 孝史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052663

36 著作権判例百選 第5版（別冊ジュリスト no. 231(52巻5号)） 有斐閣 9784641115262 2016 小泉, 直樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052664

37 刑事訴訟法判例百選 第10版（別冊ジュリスト no. 232(53巻1号)） 有斐閣 9784641115323 2017 井上, 正仁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052665

38 交通事故判例百選 第5版（別冊ジュリスト no. 233） 有斐閣 9784641115330 2017 新美, 育文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052666

39 行政判例百選 1 第7版（別冊ジュリスト no. 235(53巻4号)） 有斐閣 9784641115354 2017 宇賀, 克也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052668

40 行政判例百選 2 第7版（別冊ジュリスト no. 236(53巻5号)） 有斐閣 9784641115361 2017 宇賀, 克也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052669

41 総則・物権 第8版（別冊ジュリスト . 民法判例百選 ; 1 no. 237） 有斐閣 9784641115378 2018 潮見, 佳男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075662

42 債権 第8版（別冊ジュリスト . 民法判例百選 ; 2 no. 238） 有斐閣 9784641115385 2018 窪田, 充見 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075663

43 親族・相続 第2版（別冊ジュリスト . 民法判例百選 ; 3 no. 239） 有斐閣 9784641115392 2018 水野, 紀子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075664



44 環境法判例百選 第3版（別冊ジュリスト no. 240(54巻4号)） 有斐閣 9784641115408 2018 大塚, 直 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075665

45 メディア判例百選 第2版（別冊ジュリスト no. 241） 有斐閣 9784641115415 2018 長谷部, 恭男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075666

46 著作権判例百選 第6版（別冊ジュリスト no. 242） 有斐閣 9784641115422 2019 小泉　直樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089364

47 商法判例百選 （別冊ジュリスト no. 243） 有斐閣 9784641115439 2019 神作　裕之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089365

48 特許判例百選 第5版（別冊ジュリスト no. 244） 有斐閣 9784641115446 2019 小泉　直樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089366

49 憲法判例百選　I 第7版（別冊ジュリスト no. 245） 有斐閣 9784641115453 2019 長谷部　恭男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089367

50 憲法判例百選　Ⅱ 第7版（別冊ジュリスト no. 246） 有斐閣 9784641115460 2019 長谷部　恭男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089368


