人事・賃金・労務の
総合情報紙

タブロイド判・16 ページ 月 4 回発行
購読料：46,200 円（１年）

人事労務だより
おかげさまで 70 周年
次の時代も皆様とともに

1 か月無料体験実施中

（毎月 15 日前後にサイトにアップ）月 1 回発行・A4 判・カラー・Word ファイル 10 ページ

顧客先への情報提供と新規顧客開拓ツールとして最適です！

● 創刊 70 年超の労働新聞社が専門家の先生方をサポート
● 厳選された労働行政の動き、ニュース、監督指導動向、送検事例、調査統計、職場のトラブル事例、
助成金情報、社会保険関連情報を気軽に読んでいただけるようコンパクトにまとめてお届け
● ワード形式だからタイトルや事務所名の変更、必要な情報だけチョイスしたりオリジナルの情報を追
加したり自由に編集して配布が可能
● 4 パターンの表紙・ページ組みからお選びいただけます
社労士の方はクライアントサービスや新規クライアントの開拓ツールに、企業の人事・労務担当者の方は
社員のコンプライアンスの意識の啓発にご活用いただけます。

東京 SR 経営労務センター会員特典
労働新聞をご契約いただいた会員の社会保険労務士の方には下記書籍の他、事務局より 4,000 円のクオカードが還元されます。

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、メールまたは FAX 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、
精選労働判例集

申込み日：

月

第 10 集（定価 1,870 円）を差し上げます。

日

ご希望項目に✔をお願いいたします。
月々3,850 円(税込)※

労働新聞

電子版・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）

事務所名
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
http://www.rodo.co.jp/

(株)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

令和 3 年版（３月中旬発刊予定）

A5 判／248 ページ

出産

育児フローシート（2020 年版）

蛇腹式／8 ページ

労働新聞社 編

発行元 (株)トータル人事システム

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。

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解
説、産前休業・育児休業開始日一覧表付き。うるう年にも対応しています。
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。
税込定税込定価 600 円

税込定価 2,200 円→1,980

労災保険事務組合の実務

円

令和 3 年版（３月下旬発刊予定）

A5 判／240 ページ

監修 労働新聞社

労働新聞社 編

135 の判例に学ぶパワーハラスメントの真実

本書は、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の新様式記入例、労働保険に関する制度
改正の要点など必要な事項を掲載しています。
税込定価 2,200 円→1,980 円

中村 孝雄 著

労働保険の手引

令和 3 年度版 ―わかりやすい年度更新の手続―（３月下旬発刊予定）

B5 判／368 ページ

労働新聞社 編

労災保険関係法令集

令和 3 年版（３月中旬発刊予定）

石井 妙子

B6 判／1224 ページ

労働新聞社 編

A5 判／168 ページ

パワハラの発現から結果に至るまでの全体像について 135 の裁判例を 13 類型に分類し、１判例につき１ページ以内で簡
潔に要点要旨をまとめました。
実際の事例に触れることで部下を持つ方、管理監督者、経営者の方々が職場での我が身の振舞いを内省し、パワハラ根絶
のための第一歩を踏み出すきっかけとなる書です。
税込定価 1,540 円→1,390 円

経営側弁護士による精選労働判例集

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。
税込定価 1,980 円→1,780 円

編集 SI-MooT（エスアイ ムート）

岩本 充史

牛嶋 勉

第 10 集

岡芹 健夫 緒方 彰人

B5 判／192 ページ
中町 誠

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、2019 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。
税込定価 1,870 円→1,690 円
東京 SR

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。

ご注文は下記をご記入の上、メールにてご注文ください。

ILO 条約、労災就学援護費の通達等も収録。
税込定価 6,270 円→5,600

円

退職勧奨と雇用調整の超実務

http://www.rodo.co.jp/ 〒173-0022 東京都板橋区仲町 29-9
A5 判／164 ページ

東京支社 担当：倉持

☎03（3956）7171

MAIL : kuramochi@rodo.co.jp

日本イグジットマネジメント協会 著

FAX ０３－３９５６－７１７３

退職勧奨や解雇はまちがったやり方をすると会社と従業員のどちらも不幸にしてしまいます。また、まちがったやり方を
することによって、会社にとっては多額の和解金や賠償金を支払わなければならなくなる可能性が発生し、従業員にとっ
ても不安を駆り立てられ、ときには精神に疾患をおよぼすこともあります。さらに、まちがったやり方で辞めさせられる
従業員は後ろ向きな感情を持ち、自身の今後のキャリアを前向きに積み上げる気持ちになりません。
本書は、退職勧奨を行う会社と退職勧奨を受ける従業員の両者が未来に向かって前向きになれるやり方を解説しておりま
す。
。
税込定価 1,650 円→1,490 円

自然災害発生・感染症流行時の労務リスク低減のポイント
弁護士 横山

A5 判／184 ページ

直樹 著

新型コロナウイルス等の感染症に関する労務問題だけでなく、今後わが国で発生しうる地震・大雨等の自然災害を中心と
した災害発生時の労務に関する諸問題の対応について解説しています。
著者の実務経験をもとにフェーズごとによくご相談をいただく問題点の対応案をメインに、補足的に災害発生「前」の段
階で規定の変更等の準備しておくべきチェックポイント等も紹介しています。
税込定価 1,650 円→1,490 円

社労士・弁護士の労働トラブル解決物語２
社会保険労務士 堀下 和紀 社会保険労務士 望月 建吾 弁護士 渡邉 直貴 弁護士 浅野 英之 著
好評だったストーリー形式そのままに、より新しい働き方をよりわかりやすく書きおろしています。ストーリーの多くは
筆者が経験した事例を元にしており、臨場感あふれるままに展開していきます。
労働トラブルの多くの問題は、小さな火種が大きくなったものです。大きくなった火種を消し去る作業を弁護士が担い、
次に火種が発生しないような制度を社労士が構築しています。痴漢・のぞき・盗撮、パワハラ、同一労働同一賃金、年次
有給休暇、長時間労働による労災・うつ病・未払い残業、偽装請負などについてサラッと書いていますが、内容的には味
わい深い濃い内容です。
税込定価 1.430 円→1,290 円

労災保険適用事業細目の解説 令和 3 年版

1,980 円

冊

自然災害発生・感染症流行時の
労務リスク低減のポイント

労働保険事務組合の実務 令和 3 年版

1,980 円

冊

社労士・弁護士の労働トラブル解決物語２

労働保険の手引 令和 3 年度版

1,780 円

冊

出産 育児フローシート（2020 年版）

労災保険関係法令集 令和 3 年版

5,600 円

冊

135 の判例に学ぶパワーハラスメントの真実

退職勧奨と雇用調整の超実務

1,490 円

冊

1,490 円
1,290 円

冊
冊

600 円

冊

1,390 円

冊

経営側弁護士による精選労働判例集 第 10 集 1,690 円

冊

貴事務所名
ご担当者名
A5 判／140 ページ

〒

ご

住

所

お電話番号
メールアドレス

FAX
＠

・送料：お買上げ金額 2,000 円まで＝税込送料 320 円/ 2,001～6,000 円まで＝税込送料 530 円/ 6,001～10,000 円まで＝税込送料 800 円/ 10,001～
29,999 円まで＝税込送料 1,050 円/ 30,000 円以上＝税込送料 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。

