
　平素は弊会の諸事業に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　弊会は来年６月に創立 70 周年を迎えます。これもひとえに皆様方のご支援の賜物と御礼申し上げ
ます。そこで創立 70 周年へ向けた感謝と、新元号「令和」の制定を記念し、きんざいグループ総力
を挙げて好評図書を特別販売いたします。本キャンペーンでは皆様方からご好評いただいている書籍
を 2019 年 9 月 13日（金）までの期間限定で定価の２割引以上の謝恩価格にてご案内させていただき
ます。是非、日常の業務にきんざいの図書をお役立てください。

金融機関の法務対策 5000 講 〈全 5 巻〉
Ⅰ　金融機関の定義・コンプライアンス・取引の相手方・預金編
Ⅱ　為替・手形小切手・電子記録債権・付随業務・周辺業務編
Ⅲ　貸出・管理・保証編

Ⅳ　担保編 
Ⅴ　回収・担保権の実行・私的整理・
　　法的整理編

遠藤俊英・小野瀬厚・神田秀樹・中務嗣次郎監修 　2018.2 刊　各巻 B5 判・箱入り

◆ 金融法務Ⅰ

◆ 金融実務Ⅱ

◇『銀行窓口の法務対策4500講』を改題して全面刷新。第一線で活躍する金融実務家、弁護士、裁判所関係
者等による執筆。

◇実務で起こりうるあらゆる問題点に関して解説された金融実務の定本。1958年の初版発刊以来、半世紀
にわたり現場で信頼されてきた実績。「設問」→「結論」→「解説」の形式でわかりやすく構成。

◇債権法改正（2020年4月1日施行）に完全対応。実務への変更を関連項目に反映。
◇金融機関の定義・種類、コーポレートガバナンス、FinTech、経営者保証ガイドライン、協同組織金融機関、

中小企業への経営改善支援、事業再生と倒産処理等、多数の新設・改訂項目を収録。

〈2019 年版〉FP 提案力の強化書
きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2019.2 刊　A5 判・608 ページ
定価：3,538 円　⇒　謝恩価格　2,830 円

『FPマニュアル』の後継本。FP活動に必須の実務知識
をQ&Aで解説。2019年度税制改正大綱・新旧対照表
を掲載し、改正点が一目瞭然。FPの実践活動の手引と
なるとともに、知識のアップデートと提案力を身に付
けたい方にお薦めの１冊。

【改訂版】相続・事業承継ビジネスに
携わる方のための営業トーク集 100+α
大場昌晴著
2019.1 刊　A5 判・232 ページ
定価：2,160 円　⇒　謝恩価格　1,720 円
相続・事業承継ビジネスを成功に導く大人気書籍が、
事例を追加して再び登場。銀行、信用金庫、保険会社、
証券会社、税理士、司法書士、不動産鑑定士、FP等、相続・
承継ビジネスを学びたい方必見。

中小企業Ｍ＆Ａ実務必携
Ｍ＆Ａ手法選択の実務
熊谷秀幸・村木良平・雙木達也・慎 純敏著
2019.3 刊　A5 判・332 ページ
定価：3,888 円　⇒　謝恩価格　3,110 円
M&Aは経営戦略を実現するためのツールであると捉
え、各手法の活用コンセプトを理解する「M&A脳」
を養成する実務書。日本 M&Aセンターの豊富なノウ
ハウを具体的事例によって説明しており、実践的に
M&Aの手法が学べる１冊。

中小企業Ｍ＆Ａ実務必携　税務編
〈第２版〉
村木良平著
2018.11 刊　A5 判・304 ページ
定価：2,700 円　⇒　謝恩価格　2,160 円
M&Aシニアエキスパート養成スクール初代講師が解
説。中小企業M&A実務で90％以上採用されている「株
式譲渡」に特化して税務に関する知識をわかりやすく
要点整理。

Ｍ＆Ａと組織再編のすべて
Donald M.DePamphilis 著／株式会社 KPMG FAS 訳
2017.3 刊　A5 判・872 ページ

定価：10,800 円　⇒　謝恩価格　8,640 円
企業買収と企業組織再編に関するすべてのテーマを詳
細に解説。近年のアメリカにおけるエポックメイキン
グなディールを事例研究として多数取り上げている。
米ビジネススクールで定評の教科書、待望の日本語訳。

中小企業Ｍ＆Ａ実務必携　法務編
梅田亜由美著
2016.3 刊　A5 判・396 ページ
定価：3,780 円　⇒　謝恩価格　3,020 円
M&Aシニアエキスパート養成スクール講師が解説。
中小企業M&A実務で90％以上採用されている「株式
譲渡」に特化して法務に関する知識をわかりやすく要
点整理。論点解決形式の構成で実務場面に直結。課題
解決に最適の書。

文系のためのフィンテック大全
可児 滋著
2017.7 刊　A5 判・524 ページ
定価：3,888 円　⇒　謝恩価格　3,110 円
ブロックチェーン、IoT、AIとディープラーニング、
サイバーセキュリティ。言葉は聞いたことがあっても、
その本質を理解するのは難しいキーワードについて、
理数系の知識やプログラミングの経験がない読者に向
けて平易に解説。

SE のための金融実務キーワード事典
一般社団法人金融財政事情研究会編／室 勝編著
2017.3 刊　A5 判・1,016 ページ
定価：8,640 円　⇒　謝恩価格　6,910 円
金融を動かすシステムの目的と仕組みをこの 1 冊です
べて理解。預金、貸付、為替、デリバティブなどSE
必知の銀行基本業務を詳説。さらに、FinTech、マイ
ナンバー、NISA など、金融パーソンが知っておきた
い用語を網羅。

車いす弁護士奮闘記
髙田知己著
2017.1 刊　四六判・192 ページ
定価：1,620 円　⇒　謝恩価格　1,290 円

「昭和 61 年 4 月の交通事故によって、私は車いすに乗
るようになりました。この日以降私の人生は変わりま
した」。苦難を乗り越えた車いす弁護士の奮闘記。弁
護士を目指す学生、司法修習生、苦難に負けそうな方
にお薦めの１冊！

結婚白書
明治安田生活福祉研究所編
2019.3 刊　A5 判・176 ページ
定価：1,512 円　⇒　謝恩価格　1,200 円

「男女交際・結婚に関する意識」をテーマにした大規
模調査で、現代人の結婚に対する価値観を徹底解明！
人生100年時代に求められる「結婚」の役割とは？新
時代の家族・幸せのあり方を知るためのデータが詰
まった 1 冊。

銀行法
池田唯一・中島淳一監修／佐藤則夫編著／
本間 晶・笠原基和・冨永剛晴・波多野恵亮著
2017.11 刊　A5 判・上製・564 ページ

2016年の改正に携わった金融庁職員の執筆、同庁幹
部の監修による銀行法解説書の決定版。簡潔に制度趣
旨を述べるとともに、複雑な条文の読み解き方を示す。
補遺でオープン API への対応を中心とする 2017年改
正までフォロー。

定価：7,560 円 ⇒  謝恩価格　6,040 円

実務必携 信用金庫法
鈴木仁史著
2018.7 刊　A5 判・上製・868 ページ

実務の現場で「条文」を使いこなす！信用金庫法に造
詣が深い筆者が、「条文の趣旨」「施行令・施行規則」「判
例・裁判例」に基づき実務対応の指針を示す。会社法、
銀行法の改正にも対応し、準用規定を詳説したコンメ
ンタール。

定価：10,800 円 ⇒  謝恩価格　8,640 円

詳解 保険業法
吉田和央著
2016.7 刊　A5 判・上製・864 ページ

2016年5月29日施行の改正保険業法に対応したコンメ
ンタール。立案に携わった著者が、法令のみならず、
監督指針、当局の報告書、パブリックコメント手続や
ノーアクションレター回答などの内容を含め、詳細に
解説。

定価：9,180 円 ⇒  謝恩価格　7,340 円

生命保険の法務と実務〈第３版〉
日本生命保険 生命保険研究会編著
2016.5 刊　A5 判・上製・704 ページ

2016年5月29日に施行された改正保険業法（情報提供
義務・意向把握義務などの保険募集に係る基本的ルー
ルの創設、代理店などの保険募集人に対する体制整備
義務の導入）に完全対応。

定価：7,560 円 ⇒  謝恩価格　6,040 円

損害保険の法務と実務〈第２版〉
東京海上日動火災保険株式会社編著
2016.7 刊　A5 判・上製・652 ページ

損害保険ビジネスをいかに進めていくかという観点か
ら、「保険募集の基本的ルール創設」、保険代理店にお
ける従業員の教育・管理等に関する「保険募集人に対
する規制の整備（体制整備義務）」を柱とする保険業
法の改正を中心に改訂。

定価：7,020 円 ⇒  謝恩価格　5,610 円

信託の法務と実務〈6 訂版〉
三菱 UFJ 信託銀行編著
2015.4 刊　A5 判・上製・888 ページ

信託業務のすべてを網羅した実務家による信託の教科
書。JDR（日本型預託証券）、ESOP 信託・BIP 信託な
どの新たな類型を追加し全面刷新。金融機関の担当セ
クションだけではなく、弁護士・会計士等関係者必携
の１冊。

定価：8,640 円 ⇒  謝恩価格　6,910 円

全５巻セット　定価：48,600 円　⇒　謝恩価格　34,000 円
各巻　　　　　定価：9,720 円　  ⇒　謝恩価格　7,300 円

お申込みは、別紙お申込書により、ＦＡＸまたは郵送にてお願いいたします。
〈お問い合わせ先〉

販売　　　　　　　　　　　〒160-8520　東京都新宿区南元町 19　 https://www.kinzai.jp/
きんざい  カスタマー・サービス・センター　TEL. 03（3358）2891  FAX. 03（3358）0037

東京営業本部 〒160-8520 東京都新宿区南元町 19（きんざい本社ビル） TEL. 03（3358）0051　FAX. 03（3358）0020

大阪支社 〒541-0041 大阪市中央区北浜 4-8-4（住友ビルディング第 4 号館） TEL. 06（6222）5291　FAX. 06（6222）5047

名古屋支社 〒460-0003 名古屋市中区錦 1-17-13（名興ビル） TEL. 052（211）1661　FAX. 052（203）9515

福岡支社 〒810-0001 福岡市中央区天神 2-14-2（福岡証券ビル） TEL. 092（761）1511　FAX. 092（715）5165

（価格は８％税込・送料弊社負担）

金融法務のすべてを網羅した実務の定本

1907①5000
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◆ 金融実務Ⅰ◆ 金融法務Ⅱ
不動産登記実務総覧〈第４版〉
倉吉 敬監修／寺島 健・小宮山秀史編集代表
2019.3 刊　A5判・上製・1536ページ

不動産登記実務の体系的な参考書として広範な支持を
得た『不動産登記実務総覧』が約20年ぶりに刊行！不
動産登記法をはじめ、信託法、債権法、相続法改正に
対応して内容を刷新。

定価：16,200 円 ⇒  謝恩価格　12,960 円

全訂第２版 詳解商業登記（上巻・下巻セット）
筧 康生・神﨑満治郎・立花宣男＝編集代表
2015.7 刊　A5判・上製箱入り・2,444 ページ

1964年『詳解商業登記』として発刊されて以来評価
されてきた商業登記のバイブルに、コーポレートガバ
ナンスを強化するための平成26年改正会社法・関連省
令を盛り込み改訂。司法書士・弁護士・企業の総務担
当者必読の書。

定価：29,160 円 ⇒  謝恩価格　23,320 円

論点解説 商業登記法コンメンタール
編著者＝神﨑満治郎・金子登志雄・鈴木龍介／
著者＝尾方宏行・小野絵里・北詰健太郎・喜屋武力・草薙智和・幸先裕明・立花 宏
2017.2 刊　A5判・上製・560ページ

商業登記法の全条文について、実務の最前線で活躍す
る編著者がわかりやすく解説したコンメンタール。商
業登記法は会社法や商法等と密接な関係にあり、会社
法等に規定する重要な事項の改正は商業登記法にも重
要な影響を及ぼす。

定価：6,480 円 ⇒  謝恩価格　5,180 円

「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会」
中間取りまとめの概要
一般社団法人金融財政事情研究会編
2018.10 刊　A5判・136ページ

登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会（座
長＝山野目章夫　早稲田大学大学院法務研究科教授）
における中間取りまとめの概要を解説。中間取りまと
めに至るまでの計7回の研究会の議事要旨・資料も収録。

定価：2,160 円 ⇒  謝恩価格　1,720 円

実務詳説 商標関係訴訟
髙部眞規子著
2015.9 刊　A5判・上製・332ページ

知的財産法の訴訟実務を説き明かす「実務詳説シリー
ズ」第３弾。平成26年改正を踏まえた新しい商標関係
訴訟を解説。進展するグローバル化に対応し、渉外（国
際）事件をめぐる論点も詳述。

定価：3,888 円 ⇒  謝恩価格　3,110 円

実務詳説 特許関係訴訟〈第３版〉
髙部眞規子著
2016.8 刊　A5判・上製・468ページ

近時の重要裁判例と訴訟実務がわかる実践的な解説
書。第２版（平成24年11月刊行）以降に公表された重
要裁判例を織り込み、実務に与えた影響を検証。

定価：5,616 円 ⇒  謝恩価格　4,490 円

通常再生の実務 Q&A120 問
―全倒ネットメーリングリストの質疑から―
全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2010.1 刊行　A5判・376ページ

「全倒ネットメーリングリスト」における質疑を基に
通常再生に係るQ&Aを精選・集約し、通常再生の現場
から生まれた実践的指針を提供。

定価：3,672 円 ⇒  謝恩価格　2,930 円

個人再生の実務 Q&A120 問
木内道祥監修／全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2018.11 刊　A5判・324ページ

手続選択、申立てや手続追行のノウハウ、裁判所・個
人再生委員からの指示への対応や再生計画案の策定に
当たっての留意点など、個人再生手続に臨む上でおさ
えておきたいポイントを120の設問で解説。

定価：3,456 円 ⇒  謝恩価格　2,760 円

会社更生の実務 Q&A120 問
全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2013.12 刊　A5判・384ページ

日本航空や武富士などの大型倒産において用いられた
倒産処理手続である会社更生について、実践的指針に
即したQ&Aを精選・解説。東京地裁、大阪地裁におけ
る運用状況について詳細な巻末資料を付す。

定価：3,888 円 ⇒  謝恩価格　3,110 円

私的整理の実務 Q&A140 問
全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2016.10 刊　A5判・432ページ

第一線で活躍する弁護士・公認会計士が、私的整理の
概要、各手続の長所・短所や選択の基準、各種計画策
定のポイントや税務・会計上の留意点を詳述。

定価：4,104 円 ⇒  謝恩価格　3,280 円

新注釈民事再生法〈第２版〉（上下巻）
（上）第 1 条～第 153 条　（下）第 154 条～第 266 条
才口千晴・伊藤眞監修／全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2010.12 刊　A5判・（上）920ページ／（下）700ページ

裁判例、学説、実務を踏まえたコンメンタール。全倒ネッ
トだからできる全国の裁判実務を踏まえた解説。民事
再生に携わる弁護士、金融機関職員等必携の書。

（上）定価：8,640 円 ⇒  謝恩価格　6,910 円
（下）定価：7,020 円 ⇒  謝恩価格　5,610 円

注釈破産法（上下巻）
（上）第 1 条～第 147 条　（下）第 148 条～第 277 条
田原睦夫・山本和彦監修／全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2015.12 刊　A5判・上製・（上）960ページ／（下）904ページ

実務運用、判例、学説・理論の集大成！倒産法制と実
務に精通した裁判官と弁護士が、破産法の解釈上の争
点に指針を示す逐条解説。

（上）定価：9,180 円 ⇒  謝恩価格　7,340 円
（下）定価：9,180 円 ⇒  謝恩価格　7,340 円

破産申立代理人
の地位と責任
全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2017.11 刊
A5判・388ページ

破産申立代理人とは何か？弁護士はどのように行動
することが期待されるのか。それは単に望ましい行
動に過ぎないのか、それとも法的義務なのか。理論
考察、Q&A、裁判例検討の３つのアプローチでそ
の法的地位と責任を探求する。

定価：4,104 円 　 ⇒

謝恩価格  3,280 円

小林明彦・藤本忠久編集代表
2016.3 刊
B5判・上製・928ページ
定価：16,200 円 　 ⇒

謝恩価格  10,800 円

全国競売評価ネットワーク監修
2015.4 刊
A5判・上製・580ページ
定価：5,292 円 　 ⇒

謝恩価格  4,230 円

競売不動産評価の
理論と実務〈第２版〉

2006年刊行の初版を大幅に刷新。新たに「競売不
動産評価基準」や新評価書の見本も収録。「競売物
件の価格はどのように決まるのか」をこれまで以上
に分かりやすく解説する。不動産競売に携わるすべ
ての人に向けた 1冊。

担保書式便覧
【不動産編】

抵当権、根抵当権、確定根抵当権に大別し、権利ご
とに設定・移転・変更・処分の順に99のケースを設定。
書式作成上の留意点や必要書類・費用一覧を説明し、
契約書式・登記原因証明情報・登記用委任状に注記
を付して解説。

〈法人融資手引シリーズ〉
債権回収〈第２版〉
旗田 庸著
2015.3 刊　A5判・308ページ

債権回収のバイブルの全面リニューアル。債権回収の
ためのあらゆる手法・ノウハウを１冊に凝縮。近時の
法改正、新判例もフォロー。金融機関だけでなく、す
べての管理回収担当者必携の書。

定価：3,240 円 ⇒  謝恩価格　2,430 円

〈法人融資手引シリーズ〉
債権・動産担保実務〈第３版〉
旗田 庸・トゥルーバ グループ ホールディングス編著
2015.9 刊　A5判・332ページ

売掛債権や在庫等などの事業収益資産の活用を通じ
て、事業性評価融資を実現するための実務知識をわか
りやすく解説。預金、売掛債権、保険などの債権や、
営業用動産、商品などの動産を担保に取り、管理・実
行するまでの手続を詳述。

定価：3,456 円 ⇒  謝恩価格　2,590 円

〈法人融資手引シリーズ〉
信用保証協会の保証〈第５版〉
関沢正彦監修
2015.5 刊　A5判・456ページ

利用要件、調査・審査、融資実行、債権管理、代位弁済、
回収、事業再生支援など、信用保証の仕組みと実務を
わかりやすく解説。経営改善支援のための取組みや、
事業再生支援のための取組みなどの実務をフォロー。

定価：4,104 円 ⇒  謝恩価格　3,070 円

〈法人融資手引シリーズ〉
融資契約〈第３版〉
関沢正彦・中原利明編著
2015.8 刊　A5判・276ページ

融資法務の基礎知識の習得と理解を目的に、融資契約
における実務上の留意点について豊富な書式を交え解
説した実務マニュアルを改訂。犯罪収益移転防止法に
基づく本人確認、暴力団排除、電子記録債権などを新
たに詳述。

定価：3,024 円 ⇒  謝恩価格　2,260 円

〈法人融資手引シリーズ〉
融資審査〈第３版〉

〈法人融資手引シリーズ〉全６冊セット

高橋俊樹著
2015.8 刊　A5判・284ページ

融資審査に係る実務上の留意点について現場で役立つ
ように解説した定番の実務マニュアル。第３版では、
経営者保証ガイドライン、地域密着型金融、企業の内
部統制面の評価などを新たに詳述。融資審査に携わる
金融機関職員必携の書。

定価：3,024 円 ⇒  謝恩価格　2,260 円

〈法人融資手引シリーズ〉
不動産担保実務
小野兵太郎著
2016.2 刊　A5判・408ページ

担保評価、物件調査、事後管理、処分換価、不動産鑑
定評価書の見方、不動産類型別の留意点を解説。遊休
地の活用や事業用不動産の最有効使用の提案など、取
引先のニーズを把握し、収益向上に役立つ情報の提供
を行うための知識を網羅。

定価：4,104 円 ⇒  謝恩価格　3,070 円

スコアリングモデルの基礎知識
―中小企業融資における見方・使い方―
尾木研三著
2017.5 刊　A5判・240ページ

AI（人工知能）は融資審査に取って代わってしまうのか。
新時代のバンカーに必要な知識とは。“文系でもわかる”
をキーワードに金融機関の第一線で活躍する著者がお
くる、クレジットスコアリングモデルの新しい入門書。

定価：2,592 円 ⇒  謝恩価格　2,070 円

定価：20,952 円 ⇒  謝恩価格　15,000 円

「でんさい」のすべて〈第２版〉
株式会社全銀電子債権ネットワーク著
2016.5 刊　A5判・472ページ

でんさいネットの利用について網羅的に解説。電子債
権記録機関である全銀電子債権ネットワーク（でんさ
いネット）自らが書き下ろした定本的解説書。機能拡
充に伴う改訂を加えつつ、さらにわかりやすくなった
第 2版。

定価：3,888 円 ⇒  謝恩価格　3,110 円

ハイブリッド・ファイナンス事典
可児 滋著
2016.7 刊　A5判・936ページ

FinTechや金融工学によってハイブリッド化が進展す
る金融と証券、保険に関する200テーマを図説。関連
用語まで包括的に解説することで、知りたい用語を起
点に、用語の理論的背景から実務に至る幅広い関連知
識を連鎖的に習得できる。

定価：5,400 円 ⇒  謝恩価格　4,320 円

資産運用の本質
―ファクター投資への体系的アプローチ―
アンドリュー・アング著／坂口雄作・浅岡泰史・角間和男・浦壁厚郎監訳
2016.4 刊　A5判・892ページ

資産に影響を与える「ファクター」に着目して資産運用
のあり方を捉え直す、体系的かつ実践的な書。投資家は
リスクをどう認識し、どのように資産を運用すれば成果
に結びつくのか、アセット・オーナーの観点で解説。

定価：9,180 円 ⇒  謝恩価格　7,340 円

数理ファイナンスの歴史
櫻井 豊著
2016.4 刊　A5判・上製・568ページ

20世紀初頭から今日に至る金融工学の歴史を、関連す
る事件、金融危機、規制当局の動きをまじえて時系列
で整理。先端技術の成立過程を理解できる読物として、
市場関係者が参照しやすいモデル・ガイドとしても比
類なき１冊。

定価：5,940 円 ⇒  謝恩価格　4,750 円

証券事典
証券経済学会・公益財団法人日本証券経済研究所編
2017.6 刊　A5判・上製・1020ページ

証券市場の概念と構造、証券投資理論、世界の証券市
場の実情、金融商品取引法をはじめとした法制や証券
税制など、第一線の学者・実務家による研究成果のす
べてを収録。証券市場関係者、投資家、研究者、学生
の手引となる１冊。

定価：16,200 円 ⇒  謝恩価格　12,960 円

地域金融機関における資金運用の高度化
平野吉伸著
2016.8 刊　A5判・520ページ

資金運用の高度化に必要な分散投資によるリスクリ
ターンの改善方法を検討。投資戦略の策定から外貨建
て外国債券・外国株・海外 ETF・オルタナティブにつ
いて解説。『地域金融機関の資金運用とリスク管理（改
訂版）』の姉妹書。

定価：5,400 円 ⇒  謝恩価格　4,320 円

地域金融機関の資金運用とリスク管理〈改訂版〉
平野吉伸著
2017.5 刊　A5判・652ページ

初めて資金運用に携わる方、専門人材育成のテキスト
を求めている方、ミドル部門のリスク管理を担当する
方、資金運用部門の担当役員などマイナス金利下での
資金運用に悩む方の必読書！『地域金融機関における
資金運用の高度化』の姉妹書。

定価：6,480 円 ⇒  謝恩価格　5,180 円

まとめて購入する
とさらにお得です


