弁護士 出澤 秀二
法務に役立つリンク集
裁判所ＨＰ
裁判所 http://www.courts.go.jp/
知的財産高等裁判所http://www.ip.courts.go.jp/
裁判官弾劾裁判所http://www.dangai.go.jp/index.html
裁判所ＨＰの一般判例検索
判例検索システム
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
裁判所ＨＰの判決速報
最高裁
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0020?action_id=search&hanreiSrchKbn=02&recentInfoFlg=1
下級審
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0020?action_id=search&hanreiSrchKbn=04&recentInfoFlg=1
知財高裁
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0020?action_id=search&hanreiSrchKbn=07&recentInfoFlg=1
裁判所公表最新裁判リンク集http://www.idesawalaw.gr.jp/link/link.html
特定分野の判例情報
（消費者）
くらしの判例集 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/hanrei/index.html
証券判例 全国証券問題研究会（弁護士中心の任意団体） http://www2.osk.3web.ne.jp/~syouken/
兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システムhttp://www.hyogoben.or.jp/hanrei/
（知的財産権）
（労働法）
労働事件裁判例検索（最高裁ＨＰ）http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=06
労働委員会関係 日本労働研究機構 命令・裁判例データベースhttp://www.churoi.go.jp/saiban/Search
労働基準関係判決検索 （社）全国労働基準関係団体連合会http://www.zenkiren.or.jp/
（交通事故）
交通事故判例 （株）自動車保険ジャーナル http://www.jiho-journal.jp/dokusha/hanketu/hanketu.htm
（行政法）
行政事件裁判例検索（最高裁ＨＰ）http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=05
行政関係判決 行政法資料室（大阪市立大学 平岡教授）http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/000urt-index.htm
裁判所の手続案内・裁判所書式
東京地裁民事２１部（不動産執行、債権執行）に関する各種書式（および手続案内）http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/
知財高裁裁判書式http://www.ip.courts.go.jp/documents/form.html
法令情報
法令データ提供システム 総務省 行政管理局http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
各省庁所管の法令・告示・通達 http://www.e-gov.go.jp/link/ordinance.html
消費者関連法令、電子商取引関連法令 内閣府 国民生活政策 http://www.consumer.go.jp/
独占禁止法 公正取引委員会 http://www.jftc.go.jp/
同上検索 http://hrsk.jftc.go.jp/dk/main.asp
国税庁 法令解釈通達 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/tutatu.htm
著作権関係法令 （社）著作権情報センター （法令・資料）http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
厚生労働省所轄法令・通知 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
国土交通省所轄法令 http://www.mlit.go.jp/hourei/all.html
各省庁法令適用事前確認手続 http://www.e-gov.go.jp/link/no_action_letter.html
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法律・行政の政府公報 内閣府 http://www.gov-online.go.jp/theme/11_horitsu/horitsu.html
官報 財務省印刷局 http://kanpou.npb.go.jp/
法制審議会 http://www.moj.go.jp/SHINGI/index.html
ＩＴ関連法律リンク集 http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/it_hourei.html
最高裁規則http://www.courts.go.jp/kisokusyu/
判例の英訳
最高裁判決 http://courtdomino2.courts.go.jp/promjudg.nsf?OpenDatabase&Start=1
大審院判例簡易化ソフト
韋駄天(いだてん) http://www.inagaki.nuie.nagoya-u.ac.jp/idaten/index.html
法令等の英訳
法令翻訳データ（標準対訳辞書対応）内閣官房http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data2.html
法令翻訳に関する情報http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/rink.pdf
関係省庁部局課名・官職名英訳名称一覧http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/name.pdf
総務省所轄法令（一部） http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/laws.html
独占禁止法 ガイドライン 公正取引委員会 http://www2.jftc.go.jp/e-page/legislation/index.html
著作権関係法令 （社）著作権情報センター http://www.cric.or.jp/cric_e/clj/clj.html
経済産業省所轄法令（題名・紹介） http://www.meti.go.jp/english/other/sitemap/index.html
法務省所轄法令 http://www.moj.go.jp/ENGLISH/index.html
消費者保護法、ＰＬ法等 内閣府 国民生活政策http://www.consumer.go.jp/e/index.html
特許庁 英文サイトマップhttp://www.jpo.go.jp/sitemap_e/index.htm
FindLaw 日本法サイトリンク集http://www.findlaw.com/12international/countries/jp.html
日本法英訳リンク集（個人）http://homepage2.nifty.com/paper/lawcollection.htm
みずほ 英訳日本法（リンク） http://www.mizuho-sc.com/english/ebond/law.html
Links to Laws of Japan http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/links/linkJ04.htm
スタンフォード大学 日本ガイドhttp://jguide.stanford.edu/
ワシントン大学 日本の法学研究http://lib.law.washington.edu/eald/jres.html
韓国Ｗｅｂ六法http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/
立法情報
衆議院 議案一覧 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
参議院 議案審議情報 http://www.sangiin.go.jp/japanese/frame/joho5.htm
内閣提出法律案 http://www.clb.go.jp/
衆議院会議録議事情報http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
参議院会議録情報http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/kaigiselect.html
国会議事録検索システム 国立国会図書館 http://kokkai.ndl.go.jp/
司法制度改革情報
司法制度改革推進本部（内閣）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/index.html
同顧問会議http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/komon/kaisai.html
同検討会（一覧）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/index.html
司法改革コーナー（日弁連）http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai/index.html
司法制度改革審議会意見書http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/report/ikensyo/pdf-dex.html
弁護士・弁護士会関連情報
日弁連 http://www.nichibenren.or.jp/
全国弁護士会 http://www.nichibenren.or.jp/link.html
日弁連会員（弁護士）一般用https://w3.nichibenren.or.jp/member/index.cgi
会員用https://w3.nichibenren.or.jp/member/index.cgi
法律扶助協会 http://www.jlaa.or.jp/
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国の行政情報
総務省 行政管理局 電子政府の総合窓口 http://www.e-gov.go.jp/
各省庁・独立行政法人等のホームページhttp://www.e-gov.go.jp/link/link.html
省庁ＨＰ情報検索 http://clearing.e-gov.go.jp/HpSchSearch.html
各省庁提供の個別行政分野データベース http://www.e-gov.go.jp/link/administration_db.html
政府広報 法律・行政http://www.gov-online.go.jp/theme/11_horitsu/horitsu.html
総務省統計局 統計情報 http://www.stat.go.jp/
パブコメ一覧http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&KID=495040141&OBJCD=&GROUP=
個人情報
個人情報に関するガイドライン一覧（官公庁）http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html
放送分野における個人情報http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/040831_1.html
電気通信事業者http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/telecom_perinfo_guideline_intro.html
公益通報
公益通報者保護制度ウェブサイト http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/index.html
法務局・登記情報
インターネット登記情報提供サービス（有料）http://www1.touki.or.jp/
法務省 登記事務関連（電子認証、債権譲渡登記、成年後見登記等）http://www.moj.go.jp/
登記先例・通達・回答http://www.shihoshoshi.com/tutatu.htm
新不動産登記法 登記申請書書式http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI80/minji80.html
LLPの登記手続http://www.moj.go.jp/MINJI/minji93.html
動産譲渡登記制度http://www.moj.go.jp/MINJI/minji97.html
会社法施行に伴う商業登記申請書式http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI109/minji109.html
地方自治体・条例情報
地方自治体マップ検索http://www.nippon-net.ne.jp/cgi-bin/search/mapsearch/nn_MapSearch.cgi
全国自治体のリンクページ（NETFORWARD） 市町村名のふりがな付き。
http://www.netforward.or.jp/adworld/LINKPAGE/MOKUJI.HTML
全国条例データベース http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
東京都例規集データベース http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html
条例・規則を載せている自治体リンク集（個人運営）
（洋々亭）http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/reikidb/reikilink.htm
行政法資料室（大阪市立大学 平岡教授）例規、行政関係判例等の行政法資料 http://www.hiraoka.rose.ne.jp/
法政執務研修テキストhttp://www.hitozukuri.or.jp/houmu/kensyu/textall.pdf
地方自治情報センターhttp://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/
日本ネットhttp://www.nippon-net.ne.jp/
行政庁審決・裁決
公正取引委員会 審決データベース http://snk.jftc.go.jp/
海難審判庁 裁決 http://www.mlit.go.jp/maia/index.htm
国税不服審判所 裁決事例要旨 http://www.kfs.go.jp/service/MP/index.html
知的財産権情報
（特許庁）
特許庁 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
特許庁電子図書館 http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
特許庁資料室http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
特許庁 審判便覧http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_mokuji.htm
（その他）
弁理士会 http://www.jpaa.or.jp/
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工業所有権総合情報館 http://www.ncipi.go.jp/
（社）著作権情報センター（CRIC） http://www.cric.or.jp/index.html
知的財産権判決研究会 http://www.chizai.org/sokuhou/index.html
知財情報局 http://search.braina.com/
（財）日本関税協会 知的財産情報センター(ＣＩＰＩＣ) http://www.kanzei.or.jp/cipic/
著作権契約書作成支援システム（文化庁）http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-system/index.asp
税 金
国税庁 税務相談室 http://www.taxanser.nta.go.jp/
東京都 都税Ｑ＆Ａ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/index.html
レーベルネット（税法事例データベース）
（民間）http://www.levelnet.co.jp/
国税不服審判所 http://www.kfs.go.jp/
交通事故等
（財）交通事故紛争処理センター http://www.jcstad.or.jp/
交通安全マップ（事故多発地点等の情報）http://www.kotsu-anzen.jp/index.html
厚生労働省統計データベースhttp://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/index.html
統計調査別公表データ（賃金センサス（賃金構造基本統計調査）等）厚生労働省
http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/indexk-roudou.html#rou4
平成１７年以前の簡易生命表（平均余命）等 厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/old/k-jinkou.html
自動車交通関連リンク集 http://www.mlit.go.jp/jidosha/topbar/link/link.htm
労務・労務書式
（株）総務部（労務・総務書式）http://www.soumubu.jp/download/index.html
就業規則 http://www.roumu.com/kitei/
労働安全情報センター http://www.campus.ne.jp/%7Elabor/index.html
総務の森http://www.soumunomori.com/
ＲＯＵＭＵ http://www.roumu.com/
労働政策研究・研修機構http://www.jil.go.jp/
中小企業就業規則モデル（愛知県産業労働部）http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/horei/17shuugyoukisoku/17syugyokisokuHP.htm
医事
医事等リンク集 http://www.dental-ohki.com/link.htm
メディカル・ウォッチャー http://www12.plala.or.jp/japa/
一般法律情報（一部有料）
e-hoki（新日本法規）http://www.e-hoki.com/main/main.php
LEX/DB INTERNET（TKC）http://www.tkclex.ne.jp/index.html
契約書式
不動産売買契約書、媒介契約、重要事項説明書等
社団法人全日本不動産協会（渋谷支部）http://tokyo.zennichi.or.jp/shibuya/file/download.html
JISAソフトウェア開発委託モデル契約等 社団法人情報産業サービス協会 http://www.jisa.or.jp/legal/contract_model2002.html
契約書式（一般ひな型）http://www.tigrenet.ne.jp/free/free_dawn_kieyaku.html
各種書式ダウンロード
岡口基一裁判官（フリーソフトもある。
）http://okaguchi.tripod.co.jp/top.htm
行政手続案内（申請・届出様式）http://one-stop.e-gov.go.jp/servlet/Procedure
法務省関係 http://www.moj.go.jp/ONLINE/page.html#1
（財）中小企業ベンチャー振興基金 http://www.newtec.or.jp/menu.html
国税庁 認定ＮＰＯ法人制度 http://www.nta.go.jp/category/npo/npo.htm
不動産関連情報
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（不動産競売情報）
裁判所による不動産競売情報http://bit.sikkou.jp
アットホーム（株） 不動産競売・公売情報http://www.athome.co.jp/kankou/index.html
（地価、不動産相場）
国土交通省（土地総合情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ）地価公示 都道府県地価調査 http://tochi.mlit.go.jp/chika/index.html
国土交通省土地取引価格情報http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/03/030707-2_.html
国税庁路線価・評価倍率表 http://www.rosenka.nta.go.jp/
（財）東日本不動産流通機構 中古住宅相場 http://www.reins.or.jp/
e-PRAGA（地図・地価情報サイト）http://www.e-praga.net/map/index.html
（宅建業）
国土交通省 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/kangaekata1.htm
宅地建物取引業者の免許情報提供サービス http://www.takken.metro.tokyo.jp/index.html
（マンション管理）
分譲マンション管理のための標準管理規約・委託契約書・細則モデル（大阪府）
http://www.pref.osaka.jp/jumachi/manshon-modelkiyaku.htm
マンション管理規約（小規模）
（横浜市）http://www.city.yokohama.jp/me/ken/housing/seisaku/m-kiyaku/
マンションの管理委託契約に係る標準管理委託契約書について（国土交通省）
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010409_.html
マンション管理規約・細則、管理委託契約書類 NPO 横浜マンション管理組合ネットワーク
http://www2m.biglobe.ne.jp/~yokohama/houki/
管理組合の手続書式集（ＮＰＯ）http://www.mansion.mlcgi.com/p2_3.htm
管理委託契約書比較表http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/4035/sub2.html
（建築紛争）
住まいのお助け情報源（リンク集）http://www2.myhomeplus.com/link/index.php?c=33
（その他）
不動産用語集http://myhome.nifty.com/oyaku/words/index.htm
研究成果・発表
金融法務委員会http://www.flb.gr.jp/home-j.htm
貸付債権譲渡契約書等研究成果（和文、英訳）日本ローン債権市場協会（一般、JSLA研究成果）https://www.jsla.org/
要件事実の勉強会http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/you.htm
欠陥，リコール情報
国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/recall/
国土交通省自動車交通局審査課リコール対策室http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/default.htm
医薬品等の回収に関する情報http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kaisyu/hyousi.html
医薬品医療機器情報提供ホームページ http://www.info.pmda.go.jp/info/sitemap.html
製品評価技術基盤機構・製品安全事故情報http://www.jiko.nite.go.jp
国立健康・栄養研究所・食品の安全性・有効性情報http://hfnet.nih.go.jp/main.php
製品安全協会http://www.sg-mark.org/
経産省 製品安全のページhttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents5.html
ＩＴ関連情報
（インターネット・デイリーニュース）
毎日新聞 インターネット事件簿 http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/
朝日新聞 ネット情報 http://www.asahi.com/tech/
NIKKEI NET http://it.nikkei.co.jp/it/news/
（セキュリティ関連情報）
警察庁セキュリティ情報 http://www.cyberpolice.go.jp/index.html
セキュリティ情報リンクサイト http://www.cyberpolice.go.jp/links/index.html
ＪＩＳＡプライバシーマーク制度 http://privacymark.jp/
フィッシング情報 http://no.phishing.jp/
（ＩＴ・情報関連協会等）
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日本ネットワークセキュリティ協会 http://www.jnsa.org/
テレコムサービス協会 http://www.telesa.or.jp/
日本情報処理開発協会http://www.jipdec.jp/
情報サービス産業協会http://www.jisa.or.jp/index.html
（財）インターネット協会 http://www.iajapan.org/
民間総合サイトhttp://www.atmarkit.co.jp/index.html
特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会http://www.jasa.jp/
日本情報処理推進機構http://www.ipa.go.jp/index.html
日本データ通信協会http://www.dekyo.or.jp/
（ドメイン登録）
（株）日本レジストリサービス http://jprs.jp
com ドメイン http://www.netsol.com/cgi-bin/whois/whois
（その他）
インターネット音楽著作権連絡協議会http://www.nmrc.jp/
インターネットホットライン連絡協議会（
（財）インターネット協会の中にある組織）
（被害事例、関連リンクも豊富）
http://www.iajapan.org/hotline/
WEB110 http://web110.com/index.html
情報通信政策（ＩＴ政策）総務省http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/joho_tsusin.html
ＡＤＲ（裁判外紛争解決機関）
ＡＤＲのポータルサイト http://www.adr.gr.jp/
日本知的財産仲裁センター http://www.ip-adr.gr.jp/
（社）日本商事仲裁協会 http://www.jcaa.or.jp/jcaa-j/j-index.html
（社）日本海運集会所http://www.jseinc.org/
監査・会計・会社関係組織
日本取締役協会 http://www.jacd.jp/index.html
（社）日本監査役協会 http://www.kansa.or.jp/xx01.html
企業会計基準委員会http://www.asb.or.jp/
金融庁・企業会計審議会http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/top.html
金融庁・公認会計士監査審査会http://www.fsa.go.jp/cpaaob/
日本内部監査協会 http://www.iiajapan.com/
日本公認会計士協会http://www.jicpa.or.jp/
経済界提言
日本経営者団体連合会 政策提言・調査報告http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/index.html
同テーマ分類 企業・経済法制http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/index04.html
同 企業行動憲章http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/cgcb/charter.html
経済同友会 提言・意見書 http://www.doyukai.or.jp/
企業行動規範等
東証 上場会社コーポレート・ガバナンス委員会 http://www.tse.or.jp/listing/cg/index.html
麗澤大学企業倫理研究センター http://r-bec.reitaku-u.ac.jp/
新・会社法
会社法であそぼ。http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/（旧）http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/
東商版定款モデルhttp://www.tokyo-cci.or.jp/sansei/seisakunavi/houki/teikan.html
株懇Ｗｅｂ（総会招集通知書等）http://www.kabukon.net/new/index.html
持株制度ガイドラインhttp://www.jsda.or.jp/html/pdf/02062802.pdf
証券関連情報
（証券取引にかかるディスクロージャー）
金融庁 EDINET（証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）
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閲覧 http://info.edinet.go.jp/InfoDisclosure/alphabet/index.jsp
法定開示書類等の縦覧状況 東証 http://www.tse.or.jp/jokan/index.html
適時開示規則に基づく提出書類の縦覧状況 東証 http://www.tse.or.jp/jokan/hkaiji/index.html
（証券取引所等規則類）
東京証券取引所規則 http://www.tse.or.jp/guide/rule/index.html
日本証券業協会諸規則 http://www.jsda.or.jp/html/kisoku/
（株式情報）
Yahoo！ファイナンスhttp://quote.yahoo.co.jp/
（上場）
東証新規上場会社http://www.tse.or.jp/listing/new/index.html
外国為替情報
NIKKEI NET http://www.nikkei.co.jp/news/market/
Yahoo！ファイナンス 米ドルhttp://quote.yahoo.co.jp/q?d=t&s=USDJPY=X
倒産・事業再生
帝国データバンク大型倒産情報http://www.tdb.co.jp/tosan/jouhou.html
東京商工リサーチ倒産速報 http://www.tsr-net.co.jp/topics/sokuho/index.html
事業再生実務家協会http://www.turnaround.jp/
貸金業者等登録情報
金融庁（財務局、都道府県）http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
金融庁 免許登録を受けている業者一覧 http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
苦情・相談窓口
金融取引に関する苦情相談窓口 金融庁 http://www.fsa.go.jp/notice/noticej/soudan.html
全国銀行協会 http://www.zenginkyo.or.jp/yorozu/index.html
生命保険協会 http://www.seiho.or.jp/
日本損害保険協会 http://www.sonpo.or.jp/cgi-bin/page_view.cgi
全国消費生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
東京都貸金業に関する相談窓口http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/kashikin/madoguchi.htm
東京都不動産相談 http://www.jutaku.metro.tokyo.jp/300soudan.htm
東京都労働問題相談室労政事務所 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/renraku.html
インターネットトラブル相談窓口リンク集（財）インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/keywordlink.html
図書、公文書検索
国立国会図書館 蔵書検索 http://opac.ndl.go.jp/index.html
国立情報学研究所 図書検索 http://webcatplus.nii.ac.jp/
国立公文庫館 目録データベースシステム http://www2.archives.go.jp/
東京都の図書館横断検索 http://metro.tokyo.opac.jp
各国図書館蔵書検索（インフォコム株式会社） http://www.globalfinder.net/
東京弁護士会・第二東京弁護士会合同図書館ＯＰＡＣサービスページhttp://godotoshokan.opac.jp/
（社）日本書籍出版協会 http://www.books.or.jp/
近代デジタルライブラリーhttp://kindai.ndl.go.jp/index.html
青空文庫（書籍著作権消滅情報と同書籍全文掲載）http://www.aozora.gr.jp/
図書検索・注文
（株）図書館流通センター http://www.trc.co.jp/trc-japa/index.asp
日本書店商業組合連合会 https://www.shoten.co.jp/nisho/search/index.htm
紀伊国屋書店http://www.kinokuniya.co.jp/01f/index.htm
日本の古書店http://www.kosho.or.jp/servlet/bookselect.Menu
主要全国紙
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朝日新聞 http://www.asahi.com/
毎日新聞 http://www.mainichi.co.jp/
読売新聞http://www.yomiuri.co.jp/
産経新聞http://www.sankei.co.jp/
日経新聞http://www.nikkei.co.jp/
日刊工業新聞http://www.nikkan.co.jp/
新聞社リンク集（内外。個人ＨＰ）http://www.net-b.co.jp/jbox/A1/9604A101.htm
テレビ・ラジオ
ＴＢＳ（動画）http://news.tbs.co.jp
ラジオ日本（ＮＨＫ２２カ国語）http://www.nhk.or.jp/rj/index_j.html
ＮＨＫ デイリーニューズhttp://www.nhk.or.jp/daily/english/
放送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ，放送倫理機構）http://www.bpo.gr.jp/index.html
日本民間放送連盟 放送基準http://www.nab.or.jp/htm/ethics/base.html
郵便
電子内容証明サービス http://www3.hybridmail.jp/mpt/
書留等の送達確認 たしかめーる http://www.post.japanpost.jp/tsuiseki/
郵便番号検索http://www.post.japanpost.jp/zipcode/
辞書・辞典・翻訳
（辞書・辞典リンク）
翻訳者のためのインターネットリソース http://www.kotoba.ne.jp/
現代用語/辞典/文例/翻訳サイト最新リンク 2005 http://www2.famille.ne.jp/~akio1998/l_jisho.html
Bartley http://www.bartleby.com/
（辞書・辞典）
英辞郎http://www.alc.co.jp/
英和・和英・国語 goo辞書（三省堂） http://dictionary.goo.ne.jp/
英和（研究社）
・英和コンピューター辞書 http://eiwa.excite.co.jp/index.jsp?id=NEW_EJJE
インフォシーク 英和・和英・国語・カタカナ・漢字
http://jiten.www.infoseek.co.jp/Jiten?sv=DC&pg=jiten_top.html
Web Dictionary http://www.sanseido.net/
情報通信辞典 http://e-words.jp/
不明略語辞典http://plaza.harmonix.ne.jp/~cpulot/Dic.htm
RNN時事英語辞典http://rnnnews.jp/
学術用語集http://sciterm.nii.ac.jp/
金融英語用語集（松井証券）http://www.matsui.co.jp/qa/wording/netfx_gold/finance_am.html
Merriam-Webster's Dictionary of Law http://dictionary.lp.findlaw.com/
LII Lexicon http://www.law.cornell.edu/lexicon/lexicon.html
（翻訳）
インフォシーク英和・和英、韓日・日韓、中日・日中翻訳
http://www.infoseek.co.jp/Honyaku?pg=honyaku_top.html&svx=100302&svp=SEEK
OCN翻訳サービス 英和・和英、韓日・日韓翻訳http://www.ocn.ne.jp/translation/
エキサイト英和・和英翻訳http://www.excite.co.jp/world/text/
ニフティ英和・和英翻訳http://www.nifty.com/globalgate/
AltaVista 多国語間翻訳 http://babel.altavista.com/tr?
（コンピュータ用語辞典）
アスキー デジタル用語辞典http://yougo.ascii24.com/gh/
Yahoo! コンピュータ用語辞典http://computers.yahoo.co.jp/dict/
オンライン コンピューター用語辞典http://www2.nsknet.or.jp/~azuma/menu.htm
パソコン用語リンク集http://www.linksyu.com/p065.htm
コンピュータ用語辞典リンク集http://homepage1.nifty.com/apfel/comp/dictionary.htm
IT用語辞典 http://e-words.jp/
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（リンク集・検索）
厳選専門検索サイトガイドhttp://www.playsense.com/ss/
総合リンク集http://www.englink21.com/indexit.htm
技術系総合リンク集・辞書http://www.englink21.com/j/jrd79.htm
ビジネスサーチhttp://nikkei.goo.ne.jp/
公用文
テキストhttp://www.hitozukuri.or.jp/houmu/kensyu/textall.pdf
公用文の表記に関する通達等http://aimon.s6.xrea.com/etc/yougo.html
換算
いちにの換算（西暦・年号、時差、長さ、重さ等）http://www.mie.to/123/index.html
ソフトウェア・ライブラリー
Vector Windows 95/98/me http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win95/
Nifty ダウンロードhttp://www.nifty.com/download/win/business/
法律関係http://www.nifty.com/download/win/business/law/index.htm
窓の杜http://www.forest.impress.co.jp/
フィッシング防止ソフトウェアhttp://www.securebrain.co.jp/products/client.html
旅行情報
ＪＲ えきねっと http://www.tabi.eki-net.com/
駅前倶楽部 http://ekitan.com/
インフォシーク乗り換え案内 http://transfer.www.infoseek.co.jp/Train?pg=tr_route_top.html&sv=SR&svx=971001
日観連http://www.nikkanren.or.jp/
日本航空・ＪＡＳ http://www.jal.co.jp/
全日空 http://www.ana.co.jp/
諸情報
タウンページ http://itp.ne.jp/servlet/jp.ne.itp.sear.SCMSVTop
インターネットＴＶガイドhttp://www.tvguide.or.jp/cgi-bin/top.cgi
ウェザーニューズhttp://www.wni.co.jp/cww/
全国病院医院ネットワークhttp://www.hospital.ne.jp/
失敗知識データベース http://shippai.jst.go.jp
過去の気象観測データ http://www.data.kishou.go.jp/
まぐまぐ殿堂入メルマガ一覧http://www.mag2.com/dendo/
OKWebコミュニティ http://www.okweb.ne.jp/
化粧品口コミサイトhttp://www.cosme.net
犯罪発生マップ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/toukei/yokushi/yokushi.htm
マピオン（地図検索）http://www.mapion.co.jp/index.html
価格比較サイト（インタースペース） http://www.bestprice.net/
観光楽地図http://www.mapfan.com/kankou/
ＷＥＢ魚図鑑http://fishing-forum.org/zukan/
宅配便情報
クロネコ http://toi.kuronekoyamato.co.jp/cgi-bin/tneko?init
ペリカン http://www4.nittsu.co.jp/
佐川急便 http://k2k.sagawa-exp.co.jp/cgi-bin/SagawaWeb.pcgi
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