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� 本書の成り立ちと目的

本書の編者である経営法務フォーラムは、平成25年�月に職歴15年以上の中

堅弁護士によって構成されていた「経営問題研究会」として発足しました。こ

の研究会では、特に中小企業の経営に関する法律問題、最新判例等を研究し、

中小企業の経営者の方等にアドバイス等を行っておりました。さらに、経営者

の方等が関心の高いテーマについては、公開のシンポジウムを行う等して、メ

ンバーの研究結果を発表してまいりました。

その後、当会は、研究領域を拡大し、また、活動領域も拡大することになり

ましたので、平成29年�月に名称を「経営法務フォーラム」へと変更して、さ

らにメンバーも増やしたうえで、研究テーマ別に分科会や部会等を設けて活動

していくことになりました。

そして、当会は、来る債権法の大改正に備えて、債権法の改正点を研究した

うえで、公開のシンポジウム等も行っておりましたが、今回、研究テーマ発表

の一環として、本書を発行することになりました。

これまで、債権法改正に関する書籍はすでに多く発行されておりますが、な

かなか実践的な書籍は少ないようです。また、我々は、中小企業の経営者や法

務担当者等から、契約書の具体的条項に関する質問を受けることが多いことか

ら、契約書の具体的条項についても研究を行っておりました。

そこで、我々は、今回、具体的条項に関する記載を中心とした内容で、かつ、

債権法の大改正を踏まえたうえで、本書を発行することにしました。

本書は、債権法の大改正に対応したうえで、実践的でかつ使いやすい内容と

なっておりますので、多くの方にお使いいただけるものであると自負しており

ます。

� 本書の特色と使い方

契約書作成に関する書籍の多くは、はじめに総論として、契約書の意義・役

割、作成上の留意点等を記載し、その後、売買契約、賃貸借契約、業務委託契

約等の各契約類型ごとに契約書のひな形を記載しております。そのため、全く
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の白紙の状態から契約書を作成する場合には、作成する契約類型の箇所を参考

にしていけばよいことになります。

しかしながら、実務上、全く白紙の状態から契約書を作成するケースは、そ

う多くはありません。当該業界で利用されている契約書ひな形を適宜修正して

作成する場合や、過去に使用した契約書の内容を適宜修正して作成する場合、

相手方から契約書案として提案されたものを検討して適宜修正する場合等のほ

うが圧倒的に多いものです。このような場合には、各契約類型ごとに契約書の

ひな形を記載している書籍ではあまり役に立たないことが多いと思われ、また、

当該契約書の条項を修正するにあたり、特に参考にしたい具体的条項を探すに

もかなりの時間がかかってしまうことが多いと思われます。さらに、そもそも

参考にしたい具体的条項の記載がない場合もあります。

そこで、本書は、具体的条項に関する記載を中心とした内容として、実務上

より実践的に利用できるように、具体的条項ごとの章立てとして構成し、かつ、

具体的条項例もできるだけ複数の条項例を挙げることで使いやすく工夫してお

ります。さらに、目次から具体的条項を探しやすくできる工夫もしております。

本書では、どのような契約類型であっても、記載せざるを得ないと思われる

共通の具体的条項を取り上げております。また、実務上、あまり詳しく記載さ

れていない具体的条項も取り上げております。さらに、今回の債権法改正を踏

まえて、民法改正での影響を受けると思われる具体的条項も取り上げており、

民法改正が具体的条項にどのように影響を与えたのかを知るうえでの参考にな

ります。

本書では、取り上げた具体的条項ごとにいくつかのコラムを付けております。

これは、当該具体的条項に関するコラムを付けることで、読者に当該具体的条

項をより実践的にイメージできるように工夫したものです。法律実務家や会社

の法務担当者等には、具体的なイメージをもって本書を利用していただきたい

と思います。

令和�年�月

経営法務フォーラム代表・弁護士 髙 栁 一 誠
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Ⅰ チェックポイント

� 取引基本契約と個別契約

取引基本契約は、継続的契約、すなわち当事者間で反復継続して行われる取

引関係において、共通して適用される事項をまとめてあらかじめ定めた契約で

ある。取引基本契約に定めた取引条件は、特約がない限り、個別契約の取引条

件となる。

これに対し、個別契約は、取引基本契約を締結した当事者が、個別の取引に

ついて、取引の内容を具体的に定める契約を指す。具体的には、注文書や注文

請書等により行われる。

� 本条項の必要性・重要性

継続的契約の場合、取引を行う期間、個別契約で取り扱う目的物または役務

の範囲、代金等の支払方法、取引基本契約と個別契約が矛盾抵触する場合の優

劣関係等、個別契約に共通して適用される事項を取引基本契約に定めることと

なるが、個別契約の成立の条件や成立時期に関する事項は、取引基本契約にお

いて必ず定めておくべき重要事項といえる。

� 本条項の要否を検討すべき契約類型

継続的契約の代表例として、商品の継続的売買契約があげられる。もっとも、

当事者間で一定の取引を反復継続して行うのであれば、売買以外の契約類型で

も継続的契約とすることはもちろん可能である。

Ⅰ チェックポイント
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� 民法の改正による影響

⑴ 改正後民法における定型約款の規定の新設

現代社会においては、大量の取引を迅速かつ安定的に行うために、契約に際

して約款を用いることが必要となっている。この点、改正前民法では約款に関

して特段の規定を設けていなかったが、改正後民法においては、約款を用いた

取引の法的安定性を確保するため、定型約款に関する規定を新設している（改

正後民548条の�ないし�）。

⑵ 事業者間取引で用いられる契約書のひな形は「定型約款」に該当するか

事業者間で行われる事業上の取引では、契約書の作成に要する時間や費用を

削減するため、当事者の一方が準備した契約書のひな形を利用して契約が締結

されることが多い。継続的契約においても、当事者の一方が準備した契約書の

ひな型を利用して取引基本契約を作成することが想定されるところであるが、

この場合の契約書のひな形が「定型約款」（改正後民548条の�第�項）に該当す

るかが問題となる。

このような事業者間取引においては、ひな形どおりの内容で契約をするかど

うかは最終的には当事者間の交渉によって決まるものであり、場合によっては

他方の当事者からも他のひな形が提示され、そのいずれを採用するかも含めて

交渉が行われることも少なくない。これは、当事者の一方にとってはひな形に

より取引の内容を画一化することが合理的であるとしても、他方の当事者にと

っては必ずしもそのようにはいえないからである。

したがって、ひな形が用いられる事業者間取引は、そのひな形どおりに契約

が締結されることが実際に多かったとしても、基本的に、取引の「内容の全部

又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」（改正後民548

条の�第�項柱書）とはいえないため、このひな形が定型約款の要件に該当す

ることはないと考えられる。もっとも、取引の相手方が法人であるか個人であ

るかを問わず、同一の内容の契約条項によって契約が締結されるもの（例、預

金規定やコンピュータソフトウェアのライセンス規約等）については、事業者間取

引で用いられることがあるとしても、定型約款に該当することが多いと考えら

れる。このようなものは、たたき台として利用されるひな形とはいいがたいも

第�章 個別契約の成立に関する条項
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のであり、相手方からしても画一的であることに合理性のある取引であるから

である。

Ⅱ 継続的売買契約の場合

� 個別契約の成立のための条件

売買契約が成立するためには、当事者の一方がある財産権を相手方に移転す

ることを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することが必

要である（民555条）。個別の売買契約が成立するためには、その基本的要素で

ある売買の目的物および数量、代金、財産権の移転や目的物の引渡しの時期お

よび方法、代金支払いの時期および方法を定める必要があるが、上記の基本要

素のうちどの事項を取引基本契約で規定するかを検討する必要がある。一方、

取引基本契約で定めないこととした事項については個別契約で定めることとな

るが、その旨を取引基本契約で明示しておかなければならない。また、個別契

約においてどのような方法で契約の基本的要素を特定するのかを取引基本契約

で定めることも必要である。一般的に、当事者間で個別契約につき契約書を取

り交わすのは稀であり、注文書および注文請書により特定するケースが多いと

考えられるが、いずれにせよ、売買契約の内容を特定する方法を具体的に取引

基本契約で定めなければならないといえる。

� 個別契約成立の時期

継続的売買契約の個別契約においては、買主が注文書を発行し、売主がこれ

を承諾しあるいは注文請書を発行したりすることが多い。このような隔地者間

の契約の場合、従来契約の申込みに対し承諾の通知を発したときに契約が成立

する発信主義がとられていたが（改正前民526条�項）、民法改正に伴い、改正

前民法526条が削除され、原則である到達主義がとられることとなった（改正

後民97条�項）。

もっとも、商人の場合、平常取引をする者からその営業の部類に属する契約

Ⅱ 継続的売買契約の場合
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の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発し

なければならない（商509条�項）。申込みを受領した商人が遅滞なく諾否の通

知を発しなかったときは、その商人はその申込みを承諾したものとみなされる

（同条�項）。

以上の原則を念頭においたうえで、個別契約の成立時期に関し取引基本契約

で規定する。特に、個別契約の成立時期に関し、上記の原則と異なるルールを

定める場合は、その内容を取引基本契約で規定する必要がある。

⑴ 典型的な文例

甲：買主 乙：売主

（個別契約）

第○条 個別契約においては、本契約に定めるものを除き、発注年月日、

商品の品名、数量、価格、引渡期日、引渡場所、検収完了期日、支

払期日を定めるものとする。

� 個別契約は、前項の各事項を記載した乙所定の注文書を甲が乙に

交付し、これに対し乙が注文請書を甲に交付したときに成立する。

（注） 売主が注文請書を買主に交付したときに個別契約が成立することとした。

⑵ 個別契約の成立時期を注文書の交付時と定めた文例

甲：買主 乙：売主

（個別契約）

第○条 個別契約においては、本契約に定めるものを除き、発注年月日、

商品の品名、数量、価格、引渡期日、引渡場所、検収完了期日、支

払期日を定めるものとする。

� 個別契約は、前項の各事項を記載した乙所定の注文書を甲が乙に

交付したときに成立する。

（注） 注文書の交付によって個別契約の成立を認め、取引の迅速化を図った。
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Ⅰ チェックポイント

� 納品とは

「納品」とは、契約に基づいて引渡しの対象となる商品や成果物を取引の相

手方に納入することをいう。納品に関する条項の要否を検討すべき典型的な契

約類型としては、売買契約と請負契約があげられるが、売買契約においては、

商品を納入することをいい、請負契約においては、完成させた成果物を納入す

ることをいう。なお、納品という用語は民法上に定められたものではないが、

本章では商品や成果物を相手に納入する行為を「納品」と定義しておく。

売買契約においては、商品が引き渡されると買主が危険負担を負う場合もあ

り、更には約定に従って納品をしなければ債務不履行の問題となる。

他方で請負契約においては、仕事を完成させたうえで納品をして初めて請負

代金を請求することができるし、約定に従って納品をしなければ債務不履行責

任の問題となる。

このように納品は代金請求の基礎となる行為であるため、契約においては、

納品の時期および方法などを明確にしておくことが必要であり、どの時点で納

品したと認められるかが重要となってくる。

� どの時点で納品となるか

⑴ 売買契約

売買契約では、売買の目的物を実際に引き渡したときに納品が完了したとさ

れる。目的物の引渡しには、現実の引渡し（民182条�項）のほかに、簡易の引

渡し（同条�項）、占有改定（同183条）や指図による引渡し（同184条）による

Ⅰ チェックポイント
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こともできる。なお、各引渡方法の具体的な内容については後述する。

⑵ 請負契約

請負契約では、請負人が完成させた成果物を納入する必要があり（民632条）、

未完成のものを実際に引き渡したとしても納品とはいえない。完成した成果物

を納入した時点で納品が完了したことになる。

� 費用負担の取決め

納品に関する費用は、原則として、納入する者が負担することになる（民

485条）。このため納品を受ける側に費用を負担させる場合には、その旨をあら

かじめ定めておく必要がある。また原則どおりに納入する者が負担する場合で

あっても、無用な争いを避けるためにその旨を定めておくことも一考である。

Ⅱ 売買契約の場合

� 典型的な文例

甲：買主 乙：売主

（納品）

第〇条 乙は、甲から発注を受けた本件商品を別紙指定
1

の納品場所に約定

の期日までに納品しなければならない。

� 乙は、前項の約定の期日までに本件商品の全部又は一部を納品で

きないとき
2

は、あらかじめその理由及び納品予定日を甲に申し出る

とともに、甲の必要とする措置に協力しなければならない。

� 前�項の納品に要する費用は乙の負担
3

とする。

※� 別紙には納品場所と納品日を記載する。たとえば次のような記載である。も

ちろん別紙に記載する必要があるわけではなく、本文に記載しても構わない。
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Ⅰ チェックポイント

� 本条項の必要性と重要性

これまでは、特定物売買の目的物に欠陥・不具合（瑕疵）があった場合には、

瑕疵担保責任（改正前民570条等）が適用されるものとされてきた。

しかし、改正後民法では、改正前民法の瑕疵担保責任は廃止され、特定物売

買か否かで分けることなく、目的物が契約内容からかい離していることに対す

る責任（契約不適合責任）が新たに規定されるに至った。

そこで、これまでの売買契約書等が、改正後民法の新たな規定にマッチして

いないことから、改正後民法を意識した条項が必要となる。そして、この条項

の内容をいかに定めるかが重要となる。

� 本条項の要否を検討すべき契約類型

改正後民法の契約不適合責任の問題は、改正前民法では、売買契約における

売主の担保責任、請負契約における請負人の担保責任という形で表れていた問

題であるから、主に、売買契約と請負契約において問題となる。

� 民法の改正による影響

⑴ 改正前民法の瑕疵担保責任の法的性質

改正前民法では、売買の目的物に欠陥・不具合（瑕疵）があった場合（特定

物売買）とそれ以外の場合（不特定物売買）を分け、特定物売買の場合には瑕

疵担保責任（改正前民570条等）、不特定物売買の場合には債務不履行責任（改

正前民415条）が適用されるものとされてきた。その根拠として、特定物売買に

Ⅰ チェックポイント

65

契約不適合責任（旧瑕疵担保

責任）に関する条項
第�章



おける売主の義務は、その目的物の所有権を買主に移転することに尽きるため、

たとえ目的物に欠陥があっても売主に欠陥のないものを引き渡す義務はなく、

債務不履行責任は生じないという考え方があった。そのうえで、売主が債務不

履行責任は負わないとしても、そのままでは買主の信頼が裏切られてしまうた

め、買主の信頼保護のために特に法律で定めたものが瑕疵担保責任であるとい

う考え方が通説とされてきた（「法定責任説」と呼ばれていた）。

⑵ 改正後民法における契約不適合責任

このような背景の下、改正後民法では、改正前民法の瑕疵担保責任は廃止さ

れ、特定物売買か否かで分けることなく、目的物が契約内容からかい離してい

ることに対する責任（契約不適合責任）が新たに規定された。契約不適合責任

は、これまで通説とされていた法定責任ではなく、債務不履行責任として整理

されることになり、契約一般についての債務不履行責任との関係では、売買の

場合についての特則として位置づけられることになった。このように、改正後

第�章 契約不適合責任（旧瑕疵担保責任）に関する条項
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【改正前民法の瑕疵担保責任（売買）と改正後民法の契約不適合責任の相違】

売主の帰責事由が必要

履行利益も含まれる

無過失責任

信頼利益に限られる

損害賠償

請求

催告により、可

不履行が軽微である場合、不可

契約の目的を達成できない場合、

可
契約解除

契約の内容に適合しないもの隠れた瑕疵対 象

債務不履行責任法定責任（通説）法的性質

改正後民法改正前民法

知ってから�年以内に契約不適合

の事実の通知で足りる

知ってから�年以内に損害賠償等

の請求が必要

権利行使

の保全方

法

催告により、可

買主の責めに帰すべき場合、不可
（数量指示売買を除き、）不可

代金減殺

請求

履行可能であれば、可

買主の責めに帰すべき場合、不可
不可追完請求



および保証に違反があった場合を解除事由とした。なお、表明および保証に

「重大な」違反があった場合に限って、解除事由とする場合もある。

※� 実行日以降は解除できないことを定めた。

※� 実行日以降の解除を認めないこととする一方で、損害賠償の範囲については、

民法が定める損害賠償の範囲（相当因果関係の範囲）よりも広く定めることと

した。

※� 民法が定める損害賠償の範囲（相当因果関係の範囲）よりも広い損害賠償責

任を負う可能性があることから、損害賠償額の上限を定めた。実行日以降に発

生し得る損害を考慮のうえ、具体的な金額を定めることになるが、たとえば株

式譲渡代金に相当する額を上限として定めることもある。

Ⅱ 文 例
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《コラム》
解除の効果は、解除の意思表示が相手方に到達することにより発生

するところ（民97条�項）、解除の意思表示が相手方に到達した事実を

証明するために、内容証明郵便を送付する方法によって、解除の意思

表示をする場合も多い。

もっとも、相手方によっては、内容証明郵便の受取りを拒絶する場

合や不在のまま受け取らない場合もあり、このような場合には、内容

証明郵便の送付とあわせて、書留や普通郵便の送付、

FAX の送付、ポストへの投函等の方法をとること

で、解除の意思表示が到達した事実を証明すること

がある。

《コラム・意思表示の到達の証明方法》





Ⅰ チェックポイント

� 本条項の要否を検討すべき契約類型

契約により当事者間に、債権債務が生じるが、債務は履行されなかったり、

履行不能となったりする場合もある。その場合でも、債務者に一定の責任を負

わせることにより、債権者を保護し、契約に対する信頼を維持するのが損害賠

償制度である。

契約で債務を負った者が、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務

の履行が不能であるときは、債権者は、契約責任として、債務者に対し、債務

不履行・履行不能によって生じた損害の賠償を請求できる（改正後民415条）。

これらの責任は、法律上の責任であるので、特に契約書に明文で定めなくとも、

債権者は、債務者に対して追及できる。

しかし、債務者が契約で負う債務に、そもそも過大なリスクがあった場合や、

損害の範囲が際限なく広がることが想定される場合など、対価・報酬に見合っ

た賠償責任を、当事者間の公平の観点から検討して、債務者が損害賠償責任を

負う要件を制限したり、損害賠償責任を負ったとしても、その責任の範囲を契

約で限定したりする必要がある場合もある。たとえば、サーバーのダウン、ソ

フトウェアの瑕疵や、電気・ガスなどのライフラインの停止による損害は、著

しく広範に及ぶ可能性がある。その全責任を事業者等に負わせるのは、取引通

念上も妥当でないことから、業務の対価や利用料の範囲で責任を負うこととす

る契約条項はよくみられるところである。

また、債務者の債務の履行を確保し、履行の期限を遵守させるために、履行

の遅延に対して、改正後民法404条が定める法定利率よりも高率の遅延損害金
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条項を設けることもある。

� 民法の改正による影響

改正後民法は、債務不履行による損害賠償について、以下に述べるように、

従来の疑義を解決するように条文を規定したり、損害賠償の範囲についても新

たな規定をおいていたりするため、契約内容も、それらを意識して定めるべき

である。

⑴ 債務者の帰責事由

改正前民法415条は、「債務者がその債務の本旨に従って履行をしないときは、

債権者は、これによって生じた損害の賠償をすることができる。債務者の責め

に帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とす

る」と規定され、前段の債務不履行にも、後段の履行不能と同様に、債務者の

帰責事由が必要か否かを議論する余地があった（通説・判例は、前段の債務不履

行でも、債務者の帰責事由が必要と解していた）。

しかし、改正後民法では、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしない

とき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害

の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債

務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することので

きない事由によるものであるときは、この限りではない」（改正後民415条�項）

と規定され、債務不履行および履行不能いずれにも、債務者の帰責事由が必要

である旨が明文化された。帰責事由のないことの立証責任は、債務者側にあり、

債務者は、損害賠償を免れるためには、帰責事由がないことを立証しなければ

ならない。

なお、契約実務においては、「賠償」と「補償」の文言を使い分け、「賠償」

は、故意・過失（すなわち、債務者の帰責事由）を必要とする場合に用い、「補

償」は、故意・過失を必要としない場合に用いることが一般的である。

⑵ 填補賠償

さらに、改正前民法で解釈上認められていた債務の履行に代わる損害賠償

（填補賠償）請求をなしうる場合として、改正後民法は、①「債務の履行が不

能であるとき」、②「債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示し
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たとき」、③「債務が契約によって生じたものである場合において、その契約

が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき」を明示し

て列挙した（改正後民415条�項）。

⑶ 損害賠償の範囲

債務不履行による損害賠償責任の範囲については、民法は、改正前も改正後

も、債務不履行によって「通常生ずべき損害」としている（民416条�項）。

しかし、改正後民法は、特別の事情によって生じた損害についての損害賠償

の範囲（改正後民416条�項）において、改正前民法で議論の余地のあった点を

一義的に定めた。すなわち、改正前民法416条�項は、特別の事情によって生

じた損害については、「当事者がその事情を予見し、又は予見することができ

たとき」に責任を負うという規定になっていたが、上記の文言の意味は、実際

の予見または予見可能性という事実の存否の問題なのか、あるいは、規範（評

価）の問題なのかという議論の余地があった。

改正後民法では、特別の事情についての予見に関して、「その事情を予見す

べきであったときは」と規定し、この要件が、事実の存否ではなく、規範（評

価）の問題であることを明らかにした。すなわち、債務者が現実に予見してい

たか、債務者に予見可能性があったかどうかにかかわらず、一般人を基準にし

て、予見すべきであった特別の事情によって生じた損害については、債務者が

責任を負うことになった。

⑷ 損害賠償請求の時的限界（消滅時効）

民法は、債権の消滅時効について大幅な改正をした（改正後民166条）。消滅

時効期間とその起算点について、債権者が権利を行使できることを知った時か

ら�年間（主観的起算点）（同条�項�号）、権利を行使することができる時から

10年間（客観的起算点）（同項�号）と定められた。

契約当事者間では、債務不履行があった場合等は、債権者が損害賠償請求権

を行使できることを知っていることが通常であろうから、�年間の消滅時効期

間が適用される場合が多いと思われる。改正前民法よりも、短期で消滅時効が

成立するため、注意を要する。

なお、生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については、民法

は、特則を設け、客観的起算点について、権利を行使することができる時から

Ⅰ チェックポイント

199



20年間（改正後民167条）と定めた（主観的起算点の場合は、�年間）。

また、民法は、職業別の短期消滅時効（改正前民173条、174条）、商事消滅時

効（商522条）を廃止し、統一的に民法166条を適用することとした。

なお、消滅時効期間は、強行法規であるので、これを当事者の契約により自

由に伸縮できない。

Ⅱ 文 例

� 典型的な文例

甲：債権者 乙：債務者

（損害賠償）

第○条 甲及び乙は、本契約の履行において、又は、その履行に際し、そ

の責めに帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合、それに

よって、相手方が被った損害を賠償しなければならない
1

。

※� 改正後民法415条と同一内容の趣旨である。

� 債務者に有利な文例

⑴ 損害の範囲と損害賠償金の上限を限定した文例

甲：債権者 乙：債務者

（損害賠償）

第○条 乙が甲に対して負う損害賠償責任は、その請求原因の如何を問わ

ず、乙が本契約に違反したことにより、甲が現実に被った直接かつ

通常の損害に限定され
2

、損害賠償の金額は、当該損害発生月の利用

料を超えないもの
3

とする。

※� 賠償すべき損害の範囲を限定する。

第14章 損害賠償に関する条項

200



〔編者〕

経営法務フォーラム

《https://www.keieihoumu-forum.com/》

〔執筆者一覧〕 （50音順）

弁護士 石川 浩司（いしかわ ひろし）

大原法律事務所

【経 歴】

早稲田大学大学院法学研究科修了

平成�年司法試験合格

東京弁護士会に弁護士登録

【取扱業務】

M&A・株主総会対応

労働法関連等のコーポレート全般

ストラクチャードファイナンス

事業再生・倒産、一般民事 等

弁護士 岩田 賢（いわた けん）

岩田法律事務所

【経 歴】

東京大学法学部卒業

平成�年司法試験合格

東京弁護士会に弁護士登録

【取扱業務】

一般民事 会社法務 労働問題

不動産事件 交通事故・損害賠償請求

債権回収（執行・保全） 倒産事件

離婚 相続・遺言 成年後見 民事信託 等

編者・執筆者一覧

241



弁護士 齊藤 圭太（さいとう けいた）

大原法律事務所

【経 歴】

中央大学法学部卒業

平成18年司法試験合格

東京弁護士会に弁護士登録

               平成26年から平成28年まで内閣府個人情報保護委員会事務局政策企画調査官

【取扱業務】

中小企業から上場企業に対する法律顧問業務（各種契約書の作成・チェッ

ク、労務問題対応等）

株主総会対応、M&A・組織再編

不動産取引法務

知的財産関連取引・エンターテイメント法務

訴訟対応 等

弁護士 島 由幸（しま よしゆき）

島法律事務所

【経 歴】

中央大学法学部卒業

平成�年司法試験合格

東京弁護士会に弁護士登録

【取扱業務】

会社法務全般 株主総会指導

債権管理 M&A 企業再生 倒産

労働法関連 相続関係 遺言 離婚

一般民事 交通事故等損害賠償案件

PL法関係 不動産取引 借地借家 建築紛争 等

弁護士 鈴木 一夫（すずき かずお）

藤光・鈴木法律事務所

【経 歴】

慶應義塾大学法学部卒業

編者・執筆者一覧

242



平成�年司法試験合格

第二東京弁護士会に弁護士登録

【取扱業務】

会社法務全般 労働事件

倒産事件 家事事件 不動産事件

医療事件 その他一般民事事件 等

弁護士 髙栁 一誠（たかやなぎ いっせい）

やざわ法律事務所

【経 歴】

中央大学法学部卒業

平成�年司法試験合格

東京弁護士会に弁護士登録

【取扱業務】

一般民事 会社法務 労働問題

不動産取引 借地借家 任意売却

倒産事件 破産管財業務

家事事件 相続遺言 後見・財産管理 等

弁護士 寺尾 幸治（てらお こうじ）

みなと協和法律事務所

【経 歴】

東京大学法学部卒業

平成�年司法試験合格

東京弁護士会に弁護士登録

【取扱業務】

一般民事 家事事件（相続、離婚）

会社法務 労働紛争（使用者側）

インターネット関連法 著作権

医療事件 建築紛争 借地借家 等

編者・執筆者一覧

243



落丁・乱丁はおとりかえします。 ISBN978-4-86556-373-3 C2032 Y-2600E

カバーデザイン 関野美香

発 行 所 株式会社 民事法研究会
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-7-16

〔営業〕TEL 03(5798)7257 FAX 03(5798)7258

〔編集〕TEL 03(5798)7277 FAX 03(5798)7278

http://www.minjiho.com/ info@minjiho.com

令和�年�月29日 第�刷発行

定価 本体2,600円＋税

編 者 経営法務フォーラム

発 行 株式会社 民事法研究会

印 刷 株式会社 太平印刷社

取引契約条項別の文例作成とチェックポイント


	#001-002 keiyaku-hasi_05
	001-004 keiyaku-01_07
	019-020 keiyaku-02_09
	065-066 keiyaku-06_07
	185 keiyaku-12_07
	197-200 keiyaku-14_07
	241-243 keiyaku-sippitu_07
	244 keiyaku-oku_04
	空白ページ



