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購読料：45,360 円（１年）

（12 月号～3 月号まで弊社読者サイトからダウンロードが可能です）
月 1 回発行・A4 判・カラー・Word ファイル 10 ページ

提供される数々のサービス！
実務相談室のご利用／編集長メールマガジンの発行／読者無料セミナーの開催
読者専用サイトの閲覧
◆バックナンバー記事検索
◆実務相談データベース
◆通達ダウンロード
◆書籍ダウンロードサービス
◆動画配信
その他いろいろなサービスがあります。

東京 SR 経営労務センター会員の皆さまへ
ご購読や無料体験は、下記にご記入の上、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、
労災保険適用事業細目の解説平成 30 年版（定価 2,160 円）を差し上げます。
申込み日：

月

日

ご希望項目に✔をお願いいたします。
月々3,780 円(税込)※

労働新聞

人事労務だより・セミナー動画無料体験

□ 無料体験申込み（1 か月）

□ 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 経営労務センター会員の皆さまへ
労災保険適用事業細目の解説

平成 30 年版

A5 判／248 ページ

社労士事務所に学ぶ

中小企業ができる「働き方改革」

A5 判／150 ページ

労働新聞社 編

社会保険労務士 堀下 和紀 著

本書は、事業の種類ごとに災害率等に応じて定められている労災保険料の「事業の種類」や「事業の種類の細目」について、
行政解釈等をもとに分かりやすく解説したものです。年度更新の手続等に是非ご活用下さい。
３月下旬発売予定。

～労務管理の「プロ」が「働き方改革」の手法を大公開！～
多くの企業の労務管理を指導してきた著者が、自らの事務所の働き方が「ブラック」であったことを反省し、多数の失敗談を
紹介しながら、どのように事務所の「働き方改革」を行ったかについて、余すところなく解説しています。
中小企業の経営者やそこで働く従業員の方が「働き方改革」に取り組む際の参考になるだけでなく、社会保険労務士事務所の
「働き方改革」にも使える情報が満載です。
972 円→875 円

税込定価 2,160 円→1,950

労働保険事務組合の実務

円

平成 30 年版

A5 判／240 ページ

労働新聞社 編

労働実務事例研究

平成 29 年版

A5 判／352 ページ

労働新聞社 編
労働保険事務組合の実務担当者および中小規模事業主に必要な、労働保険に関する事務処理方法等について分かりやすく解説
したものです。年度更新時や年度途中時における事務処理についてマイナンバー制導入による新様式、労働保険に関する制度
改正の要点など必要な事項を収録しています。
３月下旬発売予定。
税込定価 2,160 円→1,950 円

労災保険の手引き

平成 30 年版

－わかりやすい年度更新の手続－

「労働新聞」
「安全スタッフ」
（2016 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 230 問を、労働基準、労災保
険、雇用保険、徴収、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。
3,240 円→2,900 円
B5 判／392 ページ

社労士が教える

労災認定の境界線

A5 判／248 ページ

労働新聞社 編

一般社団法人ＳＲアップ２１ 編

労働保険に関しては、保険料の申告・納付や保険給付請求など、一定の事務手続が必要で、特に６月には労働保険の年度更新
の準備と申告・納付をしなければなりません。本書は、労働保険に関する適用から保険料の申告・納付、保険給付請求の諸手
続等を各様式の記入例やイラストも使ってわかりやすく解説しています。

本書は、平成 25 年１月より、弊社発行「安全スタッフ」へＳＲアップ２１の会員社労士が寄稿した原稿をもとに、労働災害の
業務上外の認定について「何が業務上・業務外の判断を分けたのか？」について、具体的な 77 事例を解説したものです。書籍
化にあたっては、日々の社労士業務の中で相談が多い事例や、実際の労災手続きの中で直面した困った事例などを、業務上災
害として認定されたもの、業務外と判断されたもの、ケガ、病気の労災に区分しまとめました。
『業務中のこんなところに、ケガや病気につながる危険の芽が潜んでいるんだ』という視点でお読みいただいても参考になり
ます。
1,944 円→1,750 円

税込定価 1,944 円→1,750

労災保険関係法令集

円

平成 30 年版

B6 判／1228 ページ

東京 SR 経営労務センター

労働新聞社 編

ご注文は下記をご記入の上、メールにてご注文ください。

労災保険法、同施行規則ほか、主要な労災関係法令を網羅している実務担当者必携の書。
ILO 条約、労災就学援護費の通達等も収録。

http://www.rodo.co.jp/ 〒173-0022 東京都板橋区仲町 29-9
税込定価 6,156 円→5,550

雇用保険制度の実務解説

東京支社 担当：倉持

円

改訂第 9 版

☎03（3956）7171

MAIL : kuramochi@rodo.co.jp

FAX ０３－３９５６－７１７３

A5 判／320 ページ

労働新聞社 編
雇用保険制度は、雇用を取り巻く社会の変化に対応し、都度法改正が実施され、雇用水準の維持、失業の予防、雇用構造の改
善、労働者の能力の開発および向上、その他労働者の福祉の増進等雇用失業対策の重要な柱として機能してきました。
本書は 29 年の制度改正に基づき最新の内容に改訂したものです。実務に必要な届出様式の記載例も充実、雇用保険制度の現状
を踏まえたわかりやすい解説で、実務担当者必携の一冊です。
◆ 改正ポイント ◆ ・失業等給付の拡充
・育児休業給付・教育訓練給付の拡充
・雇用保険率の改正
税込定価 2.592 円→2,333 円

改訂第 2 版

求職者支援制度の解説

B5 判／212 ページ

労働新聞社 編
本書は、平成 24 年 12 月に制度創設までの経緯、考え方、条文について解説したものとして発刊されていたものに、その後の
改正等を反映させ、平成 29 年 12 月時点での最近の省令改正等を踏まえた最新の制度の内容について解説したものです。求職
者支援制度の内容を理解するのに欠かせない一冊です。
1,899 円→1,710

建設業における外国人技能実習制度と不法就労防止

労災保険適用事業細目の解説 平成 30 年版

1,950 円

冊

改訂第 2 版

1,710 円

冊

労働保険事務組合の実務 平成 30 年版

1,950 円

冊

建設業における外国人技能実習制度と
不法就労防止 第 3 版

875 円

冊

労災保険の手引き 平成 30 年版）

1,750 円

冊

社労士事務所に学ぶ 中小企業ができる
「働き方改革」

875 円

冊

労災保険関係法令集 平成 30 年版

5,550 円

冊

労働実務事例研究 平成 29 年版

2,900 円

冊

雇用保険制度の実務解説 改訂第 9 版

2,333 円

冊

社労士が教える 労災認定の境界線

1,750 円

冊

求職者支援制度の解説

貴事務所名
ご担当者名

円

第3版

A5 判／124 ページ

〒

ご

住

所

建設労務安全研究会 編
外国人技能実習制度は「国際協力の一環として、発展途上国等へ我が国の技術・技能を移転するため」の制度です。従来は入
管法とその省令を根拠として実施されてきましたが、2017 年に技能実習法が施行され、制度実施が円滑に進められるよう、法
整備が整いました。本書は制度解説に加え、現場で有用な外国人労働者の入場時提出書類一覧表や、各種届出書、実践されて
いる好事例、さらには不法就労防止のための外国人就労可否チェックリストも掲載しております。
技能実習制度を正しく理解・実施し、増え続ける建設業外国労働者を適正に受入れるための必携の書です。
972 円→875

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。

