
ベックオンライン・プレミアム （beck･premium / Nomos-BR）

予定価格　（総額）

学術機関法律分野完全版 （beck･premium / Nomos-BR +BB plus+ LMK plus）

予定価格　（総額）

4週間のトライアルが可能です。パスワード方式、IP制御方式の選択ができます。

最新画面日本語マニュアル簡易版も準備しております。

ドイツ法律データバンク

Recht　Steuern　Wirtschaft

＊課税・課税対象外の明細は弊社までお問い合わせください。 ¥1,256,700

　ﾐｭﾝﾍﾝ版・民法典コメンタール第６版、ﾐｭﾝﾍﾝ版・刑法典コメンタール第2版、ﾐｭﾝﾍﾝ版・商法典コ
メンタール第3版、ﾊﾞﾝﾍﾞﾙｶﾞｰ・ﾛｰﾄ民法典コメンタール第3版とベック社のみならずドイツを代表するコ
メンタールの最新版が収録されます。ベック社の刊行物に加え、ﾃﾞ･ｸﾞﾙｲﾀｰ、ﾉﾓｽ社のｺﾝﾃﾝﾂもさらに拡
充しています。ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ､ﾚｷｼｺﾝ､ｵﾝﾗｲﾝｺﾒﾝﾀｰﾙなどこの１年間で約100点のタイトルが加わり、約500
点の出版物が収録されています。

　ﾄﾞｲﾂ週間法律新報: NJW plus､工業所有権・著作権法雑誌: GRURなどの派生誌も含まれ、ﾖｰﾛｯﾊﾟ経済法
雑誌: EuZW、ﾄﾞｲﾂ税法雑誌: DStRなど『ベック社』の主要な法律専門雑誌が収録（110誌以上）されてい
ます。
　ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ憲法・行政法法令集、ｼｪｰﾝﾌｪﾙﾀﾞｰ法令集、ﾆｯﾊﾟｰﾀﾞｲ法令集、ｱｲﾋﾍﾞﾙｶﾞｰ法令集など定評ある
法令集が収録され、ﾘﾝｸ機能も拡充されています。

　　　　　◇　◇　◇　◇　ベックオンライン・プレミアムの収録内容　◇　◇　◇　◇

¥1,325,174

2013年より学術機関契約に対する利用統計の提供が中止されました。

なお、利用統計取得システムは開発中とのことですが完成時期は未定です。
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beck-online : DIE DATENBANK

ベック・オンライン

　ｼｭﾀｳﾃﾞｨﾝｶﾞｰ民法典ｺﾒﾝﾀｰﾙ：Staudinger, BGB、ﾄﾞｲﾂ有価証券報告：Wertpapiermitteilungen WM、 ﾉﾓｽ
社版労働法ﾌﾟﾗｽ：Nomos Arbeitsrechtなど､ ﾍﾞｯｸ社以外の出版物も各分野にわたり収録内容が拡大されて
います。経営評議会雑誌：Betriebs-Berater、ﾘﾝﾃﾞﾝﾏｲｱｰ･ﾒｪｰﾘﾝｸﾞ最高裁判例批評集も含め、ﾍﾞｯｸ社以外
から提供されるｺﾝﾃﾝﾂのご利用には別途ご契約が必要です。（※目次の利用、論文名の検索は可能です。）
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ドイツ法律データバンク

Recht　Steuern　Wirtschaft
ベックオンライン・プレミアム （beck･premium / Nomos-BR）
◆ 学術機関向け 年間利用価格（IP接続／利用者制限なし）

（総額）

専門分野別モジュール Fachmodule　（1）

Anwaltsnotar plus

労働法プラス： Arbeitsrecht plus

労働法プレミアム： Arbeitsrecht Premium

外国⼈・庇護権プラス： Ausländer- und Asylrecht plus

銀⾏・⾦融市場プラス： Bank- und Kapitalmarktrecht plus 

建築法IBRｵﾝﾗｲﾝ Baurecht IBR-online 別途契約

建築法IBRｵﾝﾗｲﾝ/建築法ﾌﾟﾗｽ: Baurecht IBR-online/Baurecht plus 別途契約

建築法プラス： Baurecht plus

貸借対照表法基礎ﾓｼﾞｭｰﾙ： Bilanzrecht Grundmodul

貸借対照表法プラス： Bilanzrecht plus

貸借対照表法プレミアム： Bilanzrecht premium

コンプライアンスプラス： Compliance plus

データ保護法プラス： Datenschutzrecht plus

相続法プラス： Erbrecht plus 

欧州法・欧州法ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸﾌﾟﾗｽ： Europarecht HER plus

欧州法プラス： Europarecht plus 

家族法プラス： Familienrecht plus

家族法プレミアム： Familienrecht premium

⼯業所有権法プラス： Gewerblicher Rechtsschutz plus

⼯業所有権法プレミアム： Gewerblicher Rechtsschutz premium

商法・会社法(ﾃﾞ･ｸﾞﾙｲﾀｰ版)： Handels- und Gesellschaftsrecht de Gruyter 別途契約

商法・会社法オプティマム： Handels- und Gesellschaftsrecht optimum

商法・会社法プラス： Handels- und Gesellschaftsrecht plus

商法・会社法プレミアム： Handels- und Gesellschaftsrecht premium

破産・倒産法(ﾃﾞ･ｸﾞﾙｲﾀｰ版)： Insolvenzrecht de Gruyter 別途契約

¥227,484

¥70,545

¥152,337

¥84,348

¥214,704

¥80,769

¥39,873

¥28,627

¥60,321

¥40,896

¥92,016

¥100,195

¥161,539
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＊課税・課税対象外の明細は弊社までお問い合わせください。 ¥1,256,700

モジュール 予定価格　（総額）

弁護⼠公証⼈ﾌﾟﾗｽ: ¥39,873

¥88,948

¥130,867

¥29,649

¥90,993

¥36,806

¥70,545

¥39,873

¥28,627

¥42,940

¥96,105

¥40,896



ドイツ法律データバンク

専門分野別モジュール Fachmodule　（2）

破産・倒産法プラス： Insolvenzrecht plus

破産・倒産法プレミアム： Insolvenzrecht premium

IT・マルチメディア法プラス： IT- und Multimediarecht PLUS

Ｎｅｗ 法学学⽣向けプレミアム： JA PREMIUM

法学学⽣向けプレミアム：

Ｎｅｗ 訴訟費⽤法プラス：

⾷料品法プラス： Lebensmittelrecht plus

医事法・保険法プラス： Medizin- und Gesundheitsrecht plus

賃貸借法・住居所有権法プラス：Miet- und WEG-Recht plus

賃貸借法・住居所有権法ﾌﾟﾚﾐｱﾑ：Miet- und WEG-Recht premium

ﾉﾓｽ・ｵﾝﾗｲﾝ 労働法： Nomos Online Arbeitsrecht

ﾉﾓｽ・ｵﾝﾗｲﾝ ⽣活保護： NomosOnline Existenzsicherung

ﾉﾓｽ・ｵﾝﾗｲﾝ 家族法： NomosOnline Familienrecht

ﾉﾓｽ・ｵﾝﾗｲﾝ 社会保障法： NomosOnline Sozialrecht

ﾉﾓｽ・ｵﾝﾗｲﾝ 社会保障法相談： NomosOnline Sozialrechtsberatung

公証⼈法プラス： Notarrecht plus

建築法（公法）（コールハマー版Öffentliches Baurecht Kohlhammer

建築法（公法）プラス： Öffentliches Baurecht plus

労働協約法規プラス： Öffentliches Tarifrecht plus

経済法（公法）プラス： Öffentliches Wirtschaftsrecht plus

特許法プラス： Patentrecht plus

薬事法プラス： Pharmarecht plus

法学プラス（補遺モジュール） Rechtsprechung plus (Ergänzungsmodul) 

社会保障法プラス： Sozialrecht plus

社会保障法プレミアム： Sozialrecht premium

農業関連税プラス： Steuern und Landwirtschaft plus

農業関連税プレミアム： Steuern und Landwirtschaft premium

¥39,873

¥33,739

¥50,097

¥46,008

¥33,739

¥53,164

¥50,097

¥60,321

¥53,164

¥101,217

¥29,649

¥56,232

¥83,836

¥70,545

¥22,492

¥25,560

¥39,873

¥34,761

¥44,985

¥28,627

¥175,852

JuS Premium - Modul mit Zeitschrift JuS;
Einzelplatz

¥76,259

¥44,985

¥47,030

医事法・保険法プラス（医事法叢
書補巻含む）：

Medizin- und Gesundheitsrecht plus inkl. Ergä
nzungsmodul MedR plus

¥101,217

Kostenrecht PLUS

¥74,817

モジュール 予定価格　（総額）

¥47,030

¥83,836

KS－3911a/January 2014



ドイツ法律データバンク

専門分野別モジュール Fachmodule　（3）

税法基礎モジュール： Steuerrecht Grundmodul

税法プラス： Steuerrecht plus

税法プレミアム： Steuerrecht premium

税法プレミアム+ISｔR Steuerrecht premium inkl. IStR 別途契約

税法プレミアム国際版： Steuerrecht premium International

刑法プラス： Strafrecht plus

刑法プレミアム： Strafrecht premium

環境法プラス： Umweltrecht plus

憲法（基本法）プラス： Verfassungsrecht plus

調達法プラス Vergaberecht plus

交通法プラス： Verkehrsrecht plus 

交通法プレミアム： Verkehrsrecht premium

保険法プラス： Versicherungsrecht plus

保険法プレミアム： Versicherungsrecht premium

⾏政法プラス： Verwaltungsrecht plus

相続法プラス： ZErb Erbrecht plus

⺠法プラス： Zivilrecht plus

⺠法プレミアム： Zivilrecht premium

⺠法プレミアム： Zivilrecht PREMIUM International

コメンタールモジュール Kommentarmodule

⾏政裁判所法コメンタール： Redeker/von Oertzen, VwGO 別途契約

別途契約

専門実務モジュール Fachdienste

beck-fachdienst Zivilrecht - LMK 別途契約

モジュール 予定価格　（総額）

ﾘﾝﾃﾞﾝﾏｲｱｰ･ﾒｪｰﾘﾝｸﾞ
最⾼裁判例批評集: ¥32,690

¥42,940

¥97,128

¥219,816

¥148,248

モジュール 予定価格　（総額）

¥3,987

¥223,650Staudinger, BGB
ｼｭﾀｳﾃﾞｨﾝｶﾞｰ民法典ｺﾒﾝﾀｰﾙ：

¥96,105

¥29,649

¥29,649

¥41,918

¥39,873

¥66,456

¥56,232

¥39,873

¥62,366

¥55,209

¥76,680

¥125,755

¥355,284

¥168,696

¥55,209
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モジュール 予定価格　（総額）



ドイツ法律データバンク

法律雑誌モジュール Zeitschriftenmodule　（1）

薬事法雑誌： A&R plus

交通裁判専⾨誌： ADAJUR 別途契約

労働法判例集： AP plus

経営評議会雑誌： 別途契約

⾏政法雑誌： 別途契約

ドイツ公証⼈雑誌： DNotZ plus

ヨーロッパ経済法雑誌： EuZW plus

営業アルヒーフ： Gewerbearchiv 別途契約

⼯業所有権・著作権法雑誌： GRUR plus

国際破産法評論： IILR plus

賠償⾦（慰謝料）データベース：IMM-DAT plus

ドイツ⾷品法： LMRR plus 

ドイツ法判例趣旨カード： LSK plus

ドイツ週間法律新報： NJW plus

ﾉﾓｽ社版 地⽅⾃治専⾨雑誌： NomosOnline Kommunalzeitschriften

刑法雑誌・交通法雑誌： NStZ/NZV plus

⾏政法雑誌： NVwZ plus

労働法・社会保障法雑誌： NZA/NZS plus

建築法・調達法雑誌： NZBau/ZfBR plus

倒産・破産法雑誌： NZI plus

ドイツ有価証券報告： Wertpapiermitteilungen WM 別途契約

経済法・銀⾏法評論：

相続法実践： ZErb plus

相続法雑誌： ZEV plus

著作権法・メディア法雑誌： ZUM plus

¥17,380

Betriebs-Berater (Verlag Recht und Wirtschaft)

¥76,680

WuB - Kommentierte Entscheidungssammlung zum
Wirtschafts- und Bankrecht

¥39,873

¥12,268

¥19,425

¥42,940

¥30,672

¥11,246

¥40,896

¥50,097

¥34,761

¥34,761

¥36,806

¥28,627

¥15,336

¥49,075

¥21,470

¥33,739

¥35,784

Die Öffentliche Verwaltung - 　　　DÖV
(VerlagKohlhammer)

¥27,604

¥71,568

¥9,201

¥22,492

¥25,560

¥15,336

KS－3911a/January 2014

モジュール 予定価格　（総額）



ドイツ法律データバンク

法令モジュール Gesetzesmodule

アイヒベルガー法令集： Aichberger plus

建築関係規約・法令： ATV DIN-Normen VOB/C

⾷品衛⽣法令集： Lebensmittelrecht Texte

ニッパーダイ法令集： Nipperdey plus

ﾉﾓｽ・ｵﾝﾗｲﾝ ドイツ連邦法令集：NomosOnline Bundesrecht

ザルトリウス憲法・⾏政法法令集： Sartorius plus

シェーンフェルダー法令集： Schönfelder plus

道路交通法令集: Straßenverkehrsrecht Texte

ﾊﾞｰﾃﾞﾝ･ｳﾞｭﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ州法令集 バイエルン州法令集
ベルリン州法令集 ブランデンブルク州法令集
ブレーメン州法令集 ハンブルク州法令集
ヘッセン州法令集 ﾒｸﾚﾝﾌﾞﾙｸ･ﾌｫｱﾎﾟﾝﾒﾙﾝ州法令集
ﾆｰﾀﾞｰｻﾞｸｾﾝ州法令集 ﾉﾙﾄﾗｲﾝ･ｳﾞｪｽﾄﾌｧｰﾚﾝ法令集
ﾗｲﾝﾗﾝﾄ･ﾌﾟﾌｧﾙﾂ法令集 ザールラント法令集
ザクセン法令集 ザクセン・アンハルト法令集
ｼｭﾚｽｳﾞｨｯﾋ･ﾎﾙｼｭﾀｲﾝ法令集 テューリンゲン法令集
各州法令集 各

学術機関向け 年間利用価格

予定価格　（総額）

学術機関向け 年間利用価格

予定価格　（総額）

学術機関向け   　法律分野　完全版

（beck premium / Nomos-BR +BB plus+ LMK plus）

＊課税・課税対象外の明細は弊社までお問い合わせください。

（IP接続／利用者制限なし） ¥1,548,824

＊課税・課税対象外の明細は弊社までお問い合わせください。

¥1,325,174

本体価格課税対象外

（IP接続／利用者制限なし）

¥40,896

¥5,112

¥5,112

¥5,112

¥71,568

モジュール 予定価格　（総額）

¥5,112

¥14,058

¥19,425

¥5,112

KS－3911a/January 2014

（beck premium / Nomos-BR / BB plus/ LMK plus + Staudinger, BGB）

学術機関向け　　法律分野　完全版　+ 　ｼｭﾀｳﾃﾞｨﾝｶﾞ-民法典ｺﾒﾝﾀｰﾙ




