人事・賃金・労務の
総合情報紙

ご購読者さまに提供される数々のサービス！

安全・衛生・教育・保険の
総合情報誌

タブロイド判・16 ページ 月 4 回発行
購読料：45,360 円（１年）

B5 判・58 ページ 月 2 回（毎月 1,15 日発行）
購読料：45,360 円（１年）

労働諸法規の実務解説はもちろん、労働行政労使の最新の
動向を迅速に報道します。流動化、国際化に直面する労使お
よび実務家の知識収得にベストの参考資料を収載。

産業安全をめぐる行政施策、研究活動、業界団体の動向などをニ
ュースとしていち早く報道

◆ニュース
厚生労働省の動きをいち早く正確にお知らせ。都道府県労
働局、労働基準監督署、労働委員会など地方行政機関の指導、
監督、司法処分にかかわる現場報道にも力を入れています。
◆実務相談
労働基準法、労働者派遣法、労働安全衛生法といった労働
関係法令のほか、年金、健康保険など社会保険関係法令もカ
バー。日常的に生起するトラブルや疑問に答えます。
◆労働判例
経営法曹会議に所属する気鋭の弁護士が、職場に役立つ最
新労働判例を分かりやすく解説します。
◆賃金制度
企業の人事賃金制度の詳細を、独自取材に基づき紹介。
◆追跡レポ
話題になった企業の各種人事労務制度を、本紙記者が追跡
取材します。
◆各連載・特集
人事労務の特定分野に焦点を絞り、注目の外部契約執筆陣
が連載記事を寄稿します。
◆労組の動き
企業が知っておかなければならない労働組合関連ニュー
スを掲載。

実務相談室のご利用
長年、読者の皆様の質問にお答えして
きた専門の相談担当者が幅広くお答
えします。

読者無料セミナーの開催
無料セミナーを各地で開催していま
す。第一線で活躍している弁護士等の
専門家や弊社相談室長の長谷川が講
師を務めます。

こちらは無料試読でも有料読者様と同じように一か月間ご覧いただけます。

読者専用サイトの閲覧
◆ 特集
安全衛生の話題や問題について、いち早く取り上げるととも
に、墜落・転落災害防止対策やリスクアセスメントなど企業の
最新事例を発信します。また、安全衛生の専門家による法律解
説や活動手法も紹介していきます。
◆ ニュース
労働安全衛生法の改正や行政の動き、業界団体の動向などに
素早く対応し、お伝えします。産業安全衛生をめぐる情勢につ
いて、中立的な立場から分析するとともに、鋭く切り込みます。
◆ トピックス
クイズ形式の安全衛生教育やグループごとに安全成績を競
わせる活動など災害防止に効果があった対策、興味深い活動を
行っている事業場を紹介します。
◆ 実務相談室
安全衛生の悩みにＱ＆Ａ方式で回答する相談コーナー。安全
衛生法、労災保険法、交通安全、安全・衛生管理の方法につい
て問題を実務的に解決します。
◆ 連載・コラム
弁護士、医師、労働安全衛生コンサルタントなど安全衛生の
専門家による解説、コラムを掲載。法律解説、労働災害事例、
判例、メンタルヘルスなど幅広くテーマを押えており、読み応
えのある内容となっております。
◆ 別冊付録

編集長メールマガジンの発行
発行サイクルに合わせて、編集長がそ
の時々の動きを解説。掲載しきれなか
った記事、関連資料などの情報をタイ
ムリーにお届け。

◆バックナンバー記事検索 「あの記事をもう一度読みたい！」ときに
バックナンバーを探す手間を大幅に短縮。見出し検索が使えますので、読みたい記事に素早くアクセスできます。
◆実務相談データベース
過去の相談事例を法令別に整理しています。実務相談室を併用していただければ、より効果的です。
◆通達ダウンロード
厚生労働省の担当部局が発出した通達を厳選し、データベース化しています。
法条文の解釈にお困りのときなどにご利用ください。
◆書籍ダウンロードサービス
法改正情報などタイムリーで実務上参考になる電子書籍を随時公開しています。印刷も可能です。
まる分かり平成 28 年改正雇用保険法・育児介護休業法などが無料でお読みいただけます。
◆動画配信
法改正や人事労務管理などの最新情報を動画で詳しく説明いたします。
労働新聞のみ
◆労働判例データベース
安全スタッフのみ ◆送検事例

◆規定例・様式ダウンロード
◆災害事例シート
その他いろいろなサービスがあります。

東京ＳＲ経営労務センタ―会員の皆様へ
ご購読や試読は、下記にご記入の上、ＦＡＸまたはメールでお申込み下さい。
今回ご購読をお申込みいただいた場合、

読者専用サイト無料動画配信ラインナップ

労働実務事例研究平成 28 年版（定価 3,340 円）を差し上げます。
申込み日：

◆労働新聞読者様
○社労士が知っておくべき会社法・組織再編法の実務
講師：岩谷・村本・山口法律事務所 弁護士 村本浩
○組織変動に伴う労働条件の変更と労務監査の実務
講師：岩谷・村本・山口法律事務所 弁護士 村本浩
○万一災害が発生したら何をすべきか？事後の
緊急対応から労災防止対策まで
講師：労働衛生コンサルタント・元労働基準監督署長
村木宏吉
○労働法を味方につける経営実務
講師：鳥飼総合法律事務所 弁護士 鳥飼 重和
○労働事件線弁護士が語る！労使トラブルの
実務対応と就業規則の落とし穴
講師：狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 岸田鑑彦
○労務管理の視点からみた、メンタルヘルス対応の実務
講師：岡山大学大学院試歯薬学総合研究科疫学・衛生学
講師 産業医グループ代表 鷹尾総司
○メンタルヘルスへの実務対応、賃金減額に際しての
留意事項
講師：牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士 岡崎教行
○改正労基法をにらんだ未払い残業代、労働時間問題への
対応実務
講師：石井・榎本総合法律事務所 弁護士 榎本英紀
○監督官の臨検監督や指導を活かした職場改善の実務
講師：労働衛生コンサルタント・元労働基準監督署長
村木宏吉

◆ 安全スタッフ読者様
＜安全衛生現場レポート＞
取材先；㈱ユアテック人財育成センター
○高圧短絡体感
○玉掛けの荷崩れ体感
○低圧感電体感
○高圧感電体感 取材先
○過電流体感 取材先
○安全帯ぶら下がり体感
○トラッキング減少体感
取材先；新興プランテック㈱教育・訓練センター
○残圧の危険体感
○玉掛け挟まれ体感
○荷ぶれの危険体感
○ハーネス型安全体感
○足場板跳ね上がり体感 ○墜落衝撃荷重体感
取材先；下ノ江造船㈱
○危険体感教育に行ってきました！！（前編・後編）
取材先；東京大学医学部付属病院（22 世紀医療センター）
○腰痛予防これだけ体操（解説編）
○腰痛予防これだけ体操（実践編）
取材先；鉄建建設㈱
○負傷時の止血・応急手当①〜③
他
○とかしき厚労副大臣が工事現場をパトロール
○岡崎労働局長が流通拠点をパトロール
○高階厚生労働大臣政務官が建設現場をパトロール

月

日

ご希望項目に✔をお願いいたします。

□

労働新聞

□

無料試読申込み（1 か月）

□

月々3,780 円(税込)※

安全スタッフ
□

ご購読申込み（年間）

事業所名
ご担当者名
〒
ご

住

所

FAX

お電話番号
メールアドレス

専用サイトをご利用いただくため
必ずご記入ください

＠

※口座引落しのお手続きが必要です

お申込み先
〒173-0022 東京都板橋区仲町 29-9
☎03（3956）7171
http://www.rodo.co.jp/

㈱労働新聞社 東京支社

担当：倉持

FAX ０３－３９５６－７１７３
kuramochi@rodo.co.jp

東京ＳＲ経営労務センタ―会員の皆様へ
安全法令ダイジェスト

改訂第６版 ポケット版

A6 変形判／280P

改訂第６版 テキスト版

B5 判／280 ページ

ポケット版

A6 変形判／256P

テキスト版

育児 フローシート（平成 28 年度版）

訴訟リスクを劇的にダウンさせる就業規則の考え方、作り方。

A5 判／244 ページ

B5 判／256 ページ

ご注文は下記をご記入の上、ＦＡＸまたはメールにてご注文ください。

製造業で就業されている安全管理者、作業主任者、各作業の有資格者、作業指揮者、作業員等向けの法令ダイジェストです。
製造業全般を網羅していますので、安全の専門部署や、安全衛生コンサルタント等、専門知識を必要とする方はもちろん安全
教育等にもご活用いただけます。前著の建設業編と同じく、遵守すべき法令のアイコン区分や指示系統を矢印で表現し、必要
項目を見つけやすくしています。また、多数のイラストを掲載し読みやすさの追求に努めました。
税込定価 1,944

http://www.rodo.co.jp/
東京支社

担当：倉持

円

まる分かり平成 28 年改正外国人技能実習制度〔速報版〕

税込定価 540

円

民法を中心とする 人事六法入門 －人事のための労働法以外の法律入門－

労働実務事例研究平成 28 年版

Ａ５判／344 ページ

MAIL : kuramochi@rodo.co.jp

ポケット版

864 円

冊

労働実務事例研究

平成 28 年版

安全法令ダイジェスト改訂第６版

テキスト版

1728 円

冊

ブラック企業 VS 問題社員

安全法令ダイジェスト製造業編

ポケット版

972 円

冊

経営側弁護士による精選労働判例集

安全法令ダイジェスト製造業編

テキスト版

1944 円

冊

出産

まる分かり平成 28 年改正外国人技能実習制度

540 円

冊

訴訟リスクを劇的にダウンさせる
就業規則の考え方、作り方。

民法を中心とする

3100 円

冊

人事六法入門

育児

第６集

フローシート（平成 28 年度版）

2900 円

冊

1750 円

冊

1650 円

冊

500 円

冊

1750 円

貴事務所名

〒

ご

住

所

円

－ブラック企業と決別する判例活用術

A5 判／274 ページ

社会保険労務士 堀下和紀 社会保険労務士 穴井隆二 弁護士 渡邉直貴 弁護士 木岡昌裕 著
本書は「ブラック企業になりたくない」経営者・総務担当者・管理者の方、顧問先を「ブラック企業にしたくない」社労士・
弁護士・税理士の方向けに、ブラック企業と決別する方法、問題社員への対応方法を執筆しています。
「ブラック企業なのか？問題社員なのか？」の疑問に 101 事例を用いて解説、両者の境界も知ることができます。
税込価格:1,944 円→ 1,750

☎03（3956）7171

ご担当者名

労働新聞社編
「労働新聞」「安全スタッフ」（2015 年１～12 月掲載分）の実務相談室コーナーに寄せられた相談 229 問を、労働基準、労災
保 険、雇用保険、健康保険、厚生年金、安全衛生、派遣、育児介護休業法など内容別に分類し、読みやすくまとめました。人
事・労務・総務・社会保険関係など実 務に役立つＱ＆Ａが満載です。日常的に起こるトラブルや疑問解決にご活用ください。
税込価格:3,240 円→ 2,900

東京都板橋区仲町 29-9

安全法令ダイジェスト改訂第６版

Ａ５判／496 ページ

編集 代表弁護士 倉重公太朗 編集者 弁護士 岡村光男 執筆者 弁護士 近衞大杉 原悠介 松田洋 志荒川正嗣 小宮誉文 瓦
林道広 寺田正主 樋口治朗
人事労務に携わる方や社会保険労務士の方向けに、労働法以外の基本六法（憲法・民法・刑法・会社法・民事訴訟法・刑事訴
訟法を「人事」向けに特化して解説しています。また、基本六法以外にも、人事労務に携わる方が体系的に勉強することが少
ないであろう労働組合法や労働委員会規則、個別労働紛争の解決手続に関する解説もしています。
税込価格:3,456 円→ 3,100 円

〒173-0022

FAX ０３－３９５６－７１７３

B5 判／48 ページ

外国人技能実習生の技能等の適正な修得・保護を図るため、技能実習計画に関する許可制等やこれらの事務を行う組織（外国
人技能実習機構）の創設を目的に法改正がされました。
本書は改正技能実習法の具体的な内容を分かりやすく解説。資料として、有識者懇談会の報告書や帰国実習生への調査結果を
掲載しました。

ブラック企業 VS 問題社員

蛇腹式／8 ページ

社会保険労務士 堀下和紀社会保険労務士 穴井隆二 弁護士 渡邉直貴弁護士 兵頭尚 著
「訴訟リスクを『劇的に』ダウンさせる」ことを目的に、会社側が負けた多くの裁判例分析から得られた就業規則作成の考え
方、作り方を指南。一般には マニュアルで留め置く運用面を規定化したものや、「会社を縛る」規程例も執筆するなど、これ
までにない画期的な就業規則本となっております。
本書を活用し、労務管理の王道を行く、未来の定番「ダイヤモンド企業」になりましょう！
税込価格:1,944 円→ 1,750 円

製造業で就業されている安全管理者、作業主任者、各作業の有資格者、作業指揮者、作業員等向けの法令ダイジェストです。
製造業全般を網羅していますので、安全の専門部署や、安全衛生コンサルタント等、専門知識を必要とする方はもちろん安全
教育等にもご活用いただけます。前著の建設業編と同じく、遵守すべき法令のアイコン区分や指示系統を矢印で表現し、必要
項目を見つけやすくしています。また、多数のイラストを掲載し読みやすさの追求に努めました。建設業編と同じく、現場で
身に付けていられるポケット版サイズ（横 10cm×縦 14cm)です。
税込定価 972 円

安全法令ダイジェスト製造業編

出産

発行元 (株)トータル人事システム 監修 労働新聞社 編集 SI-MooT（エスアイムート）
妊娠判明から小学校入学までの法規制や諸手続の流れを１枚の蛇腹にまとめました。
育児休業制度の解説、パパ・ママ育休プラスの解説、産前産後・育児休業等に関する算定基礎届や離職票についての手続チェ
ックリスト、産前休業・育児休業開始日一覧表付き。出産を控えた従業員の方や子育て中の従業員の方への贈呈用だけでなく、
人事担当者や社会保険労務士の方が制度説明をする際にもご活用ください。
税込価格:500 円

元請、専門工事業者、各作業の有資格者、作業員等、それぞれの役割に応じて守らなければならない法令をアイコンにより区
分し、指示系統を矢印で示すことで分かりやすく編集しています。また各項のタイトル及び主要用語を索引にまとめており、
「足場」などの用語から法律の内容を調べることができます。改訂第６版では、2015 年 7 月施行の足場等関係の安衛則改正に
対応し、またストレスチェック制度についての解説を追加いたしました。 内容はポケット版と同一ですが、Ｂ５判（横 18.2cm
×縦 25.7cm）に拡大し、文字もイラストも大きく見易くしました。現場での確認用、また社員教育のテキストとして最適です。
税込定価 1,728 円

安全法令ダイジェスト製造業編

B5 判／198 ページ

石井妙子 岩本充史 牛嶋勉 岡芹健夫 緒方彰人 中町誠 山田靖典 渡部邦昭 著
本書は「労働新聞」で人気の高い「職場に役立つ最新労働判例」のうち、2015 年に掲載したものに加筆・修正を加えたもので
す。執筆者の方に精選していただいた判例について、
「事案の概要」
「判決のポイント」
「応用と見直し」の３点につき、重要な
点を簡潔に解説いただいておりま す。特に「応用と見直し」では、判例の内容を踏まえて会社側が留意すべき事項を指摘して
おります。手軽に判例の内容を理解でき、日々の労務管理実務に役立 ちます。
税込価格:1,836 円→ 1,650 円

元請、専門工事業者、各作業の有資格者、作業員等、それぞれの役割に応じて守らなければならない法令をアイコンにより区
分し、指示系統を矢印で示すことで分かりやすく編集しています。また各項のタイトル及び主要用語を索引にまとめており、
「足場」などの用語から法律の内容を調べることができます。改訂第６版では、2015 年 7 月施行の足場等関係の安衛則改正に
対応し、またストレスチェック制度についての解説を追加いたしました。現場で常に身に付けていられるよう、ポケット版サ
イズ（横 10cm×縦 14cm)です。
税込定価 864 円

安全法令ダイジェスト

経営側弁護士による精選労働判例集第６集

円

お電話番号
メールアドレス

FAX
＠

・送料：お買上げ金額 5,000 円以内は 310 円、5,001～10,000 円は 520 円、10,001 円～30,000 円は 1,030 円、30,000 円以上は無料
※１回のご注文につき配送先１カ所の金額です。
・お支払方法：書籍に請求書・郵便振替用紙を同封して発送足します。お近くの金融機関・郵便局でお支払いください。
・弊社ホームページからなど、この申込書以外でのご注文は割引適用外となります。ご注意ください。

冊

