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　改正民事執行法の施行（令和２年４月）前までは、競売は「暴力団排除の抜け穴」と言われて
いました。元組事務所の競売で、暴力団関係者が落札して再び組事務所として使用するのを阻止
するため、自治体が落札していたケースもあり、一日も早い改正法の施行が待たれていました。
全訂12版では、施行後の状況についても詳解しています。
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　緻密に解説される部分と、簡明に具体的に説明される部分のメリハリのきいた手引書。契約実
務はどこに落とし穴（リスク）があるかを知って慎重に行うことが求められるものですが、この
本のように「ここは誤解をしなければ大丈夫だよ」と言ってくれて、安心を得ることもまた大事
です。民法（債権法）改正に対応させ、電子契約の基礎知識、債権回収のための債務者情報に関
する規定や感染症に関する規定を見直してさらに充実しました。

書籍のご案内

　Webで法令を確認するときに法律と政省令とを行ったり来たり……ということはありませんか？
本六法では、法律の条文のすぐ後に関連する政省令の条文を収録しているので「紙」ならではの
使いやすさが存分に発揮されているものと思います。特定商取引法（同法の政省令については
2022年１月４日公布（６月１日施行）のものまで収録）、預託法等の改正に対応し、取引デジプ
ラ消費者保護法を新規収録！
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書式 不動産執行の実務〔全訂１２版〕
─申立てから配当までの書式と理論─

消費者六法〔2022年版〕
─判例・約款付─

●消費者問題に取り組むうえで必要な法令を細大漏らさず収録し、重要な法律には政省令・通達の関連部分までまとめて

掲載！
●令和３年改正までを織り込み、重要法令については政省令・通達・ガイドラインを収録！
●判例編として、実務の指針となる基本判例要旨を関連分野ごとに出典・関連法令も付して掲載！
●関連する約款・約定書・自主規制や、実務の現場で役立つ資料も収録！

第１編 不動産執行
第１章 不動産執行手続の概要
第２章 不動産執行申立て前の事前準備
第３章 競売の申立て
第４章 競売手続の開始および進行
第５章 執行停止と執行手続への影響
第６章 競売申立ての取下げ
第７章 滞納処分による差押えと競合している場合の手続
第８章 その他の付随手続

第９章 抵当権消滅請求を受けた抵当権者の競売申立て
第10章 形式競売の申立て等
第11章 強制管理手続
第12章 担保不動産収益執行

第２編 準不動産執行
第１章 船舶に対する執行
第２章 航空機を目的とする強制執行・競売
第３章 自動車に対する執行
第４章 建設機械および小型船舶執行

弁護士に学ぶ！ 契約書作成のゴールデンルール〔第２版〕

─転ばぬ先の知恵と文例─

第１章 契約に関する誤解
１ 誤解① これまでどおりでよいのか？
２ 誤解② 契約書を作成する目的
３ 誤解③ 口約束でも契約は成立する？
４ 誤解④ 口約束の契約を証明できる？
５ 誤解⑤ 契約には何でも定めることができる？
６ 誤解⑥ 署名や記名押印は誰がしてもよい？
７ 誤解⑦ 印の種類と効力は？
８ 誤解⑧ 契約書・覚書・合意書・示談書は別のもの？
９ 誤解⑨ 当事者の双方が調印しない契約書も有効？
10  誤解⑩ 市販の契約書の書式で十分？
11  誤解⑪ 印紙を貼付していない契約書は無効？
12  誤解⑫ どんな契約書でも公正証書にしたほうがよい？
13  誤解⑬ 契約書作成に数十万円？
14  誤解⑭ 電子契約でも有効？

第２章契約の種類と基本フレーム
１ 契約の種類①典型契約
２ 契約の種類②非典型契約
３ 基本フレーム①全体のフレーム
４ 基本フレーム②タイトル ほか

第３章各契約書に共通する一般条項
１ 一般条項① 契約の目的
２ 一般条項② 表明保証
３ 一般条項③ 当事者双方の基本的な義務
４ 一般条項④ 契約期間
５ 一般条項⑤ 期限の利益の喪失
６ 一般条項⑥ 譲渡等の禁止
７ 一般条項⑦ 秘密保持
８ 一般条項⑧ 暴力団の排除
９ 一般条項⑨ 契約解除
10  一般条項⑩ 損害賠償
11  一般条項⑪ 人間関係担保
12  一般条項⑫ 連帯保証人
13  一般条項⑬ 不可抗力 ほか

第４章各種契約の具体的内容と注意点
１ 類型①移転型／渡す・受け取る
２ 類型②利用型／貸す・借りる
３ 類型③労務型／してもらう・する
４ 類型④提携型／一緒にする

巻末付録契約書審査のポイント（総論）



 

 

 

 

Q&A改正独占禁止法 
実務入門 

渡邉新矢・宇佐美善哉 [編著] 
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■編著者 

渡邉 新矢:弁護士(本間合同法律事務所) 

宇佐美善哉:弁護士(銀座中央総合法律事務所) 

■執筆者 

宇佐美善哉:（上掲） 

黒田はるひ:弁護士(本間合同法律事務所) 

志賀 厚介:弁護士(本間合同法律事務所) 

渡邉 新矢:（上掲） 

 

 

●本書の構成 

第１章 独占禁止法の概要 

第２章 課徴金制度の改正（令和元年改正法） 

第３章 弁護士・依頼者間秘匿特権 

第４章 確約手続（平成28年改正法） 

新刊書 

令和元年改正を盛り込んだ独占禁止法と実務のポイントを Q＆Aで徹底解

説！ 基礎・基本をしっかり押さえた独占禁止法の実務入門書！ 

令和元年改正〔新しい課徴金制度〕や平成 28年改正〔確約手続の導入〕に

ついても分かりやすく解説！ 

若手弁護士･企業法務の担当者に最適の１冊！ 
 

 

 はしがきから抜粋 
 

本書は，このように企業におけるコンプ
ライアンス及びリスク管理にとってます
ます重要となっている独占禁止法につい
て，これから学ぼうとする読者を対象と
して基礎的な事項とともに，令和元年改
正法及び平成 28 年改正法についてＱ＆
Ａ方式を用い分かりやすく解説するよう
努めました。第 1 章は独占禁止法の基礎
的な理解のため，同法が対象とする主要
な適用分野と手続，第 2 章は令和元年に
改正された課徴金制度，第 3 章は同改正
に伴い導入された弁護士・依頼者間の通
信の秘密を保護する制度，及び第 4 章は
平成 28 年の改正で導入された確約手続
について解説しています。 
 また，本書は，実務として対応できる
よう，現在の公正取引委員会が行ってい
る実務を基本に解説する方針をとり，公
正取引委員会の担当者による独占禁止法
の解説に多くを依拠しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

シェアリングエコノミーの 
法規制と実務 

石原 遥平 [編著] 

Ａ5判・360頁・本体価格 4,300円＋税/978-4-417-01831-5 

 
 
 

 

 

 

 

 

■編著者 

編者 

石原遥平:弁護士 弁護士法人淀屋橋・ 

     山上合同 

執筆者 

石原遥平:上掲 

水谷幸治:弁護士 シティユーワ法律事務所 

奥原靖裕:弁護士 シティユーワ法律事務所 

中西哲男:弁護士 みとしろ法律事務所 

廣野亮太:弁護士 山分・島田・西法律事務所 

應本昌樹:弁護士 教育の森法律事務所 

矢野 領:弁護士 田辺・矢野・八木 

法律事務所 

堀田昂慈:弁護士 岩田合同法律事務所 

上村 篤:株式会社メルペイ 

瀬谷絢子:株式会社メルカリ 

原田実侑:弁護士 西村あさひ法律事務所 

長谷川公亮:弁護士 シティユーワ法律事務所 

久保光太郎:弁護士 AsiaWise法律事務所 

林 誠吾:弁護士 シグマ麹町法律事務所 

宇治野壮歩:弁護士・アマゾンジャパン 

          合同会社 

島﨑政虎:弁護士 半蔵門総合法律事務所 

官澤康平:弁護士 法律事務所ZeLo・ 

        外国法共同事業 

並木俊一:弁護士 深沢綜合法律事務所 

南 知果:弁護士 法律事務所ZeLo・ 

        外国法共同事業 

金子磨美:弁護士 野島潤一法律事務所 

坂下大貴:弁護士 光和総合法律事務所 

末永麻衣:弁護士 シティライツ法律事務所 

渡部友一郞:弁護士・Airbnb Japan株式会社 

宇根駿人:弁護士 大道寺法律事務所 

矢冨健太朗:公認会計士・税理士  

      矢冨健太朗公認会計士・ 

      税理士事務所 

桜井淳雄:弁護士 GVA法律事務所 

草原敦夫：弁護士・READYFOR株式会社 

野本遼平：弁護士・株式会社グロービス・ 

キャピタ ル・パートナーズ 

新刊書 

シェアエコに関連する法律問題を網羅的に解説!! 
シェアエコの分野ごとに具体的な事例をあげて，法的視点で分析し詳解!! 
シェアエコのルールメイキングの具体的手法を明示!! サービスを「安心・安全」に利
用するための考え方を明示!! 
シェアエコに深く関与する弁護士・会計士・税理士が執筆!! 

 
 

 

 



 

 

 

終活と相続・ 

財産管理の 

法律相談＜最新青林法律相談 第40巻＞ 

平田 厚[著] 

Ａ5判・298頁・本体価格3,800円＋税/978-4-417-01830-8 

 
 
 
 
 
 
 

■執筆者 

平田 厚：弁護士 日比谷南法律事務所

●目次

第１章 生前の財産整理と処分 

第２章 死後の財産相続ルール 

第３章 医療・介護と財産管理 

第４章 終末期から死後の諸問題 

 

新刊書 

生前の財産整理から終末期の医療・介護と死後の相続・財産管理までの実務

と具体的な対処法を詳しく解説!! 令和３年改正の民法・不動産登記法，同

年新設の相続土地国庫帰属法を盛り込む!! 
 

はしがきから抜粋 

財産の管理・処分や死後の供養・お墓などに関して自分で行うことのできる終活だけでなく，終

末期から死後の財産管理に関する問題まで，全般的に含めて考えておくことが大切だという考え

から，本書では，「終活と相続・財産管理」をテーマにして論ずることとしました。 

筆者は，『お墓の法律Ｑ＆Ａ』や『死にぎわの法律Ｑ＆Ａ』などの本を書いてきましたし，その

後も家族法や社会福祉に関するテキストや論文，『成年後見ハンドブック』などの本も書いてき

ましたから，たまたま本書の全領域にわたる本を執筆しつづけてきたことになります。 そのよ

うな意味で，本書は，筆者のこれまで書いてきた本の集大成ともいうべき内容になっているかと

思います。その内容が高度であるという保証は全くありませんが，筆者の一貫した視点で非常に

幅の広い全領域を眺めることができたのではないかという自負はあります。 

したがって，本書が，自分の終活を考えている方々，終活に関する法律の知識を確認したい方々，

終活を考えている家族をそばで支えたいと希望している方々のお役に立てるようであれば幸い

です。 

 




