
大分類 小分類 書式名

1_売買契約 1-0 売買契約（汎用モデル） 売買契約書（汎用モデル）

売買契約書（汎用モデル）（売主側）

売買契約書（汎用モデル）（買主側）

1-1 土地売買契約 土地売買契約書

土地売買契約書（売主側）

土地売買契約書（買主側）

土地売買契約書（実測精算）（売主側）

土地売買契約書（実測精算）（買主側）

土地売買契約書（抵当権付土地売買の場合）（売主側）

土地売買契約書（抵当権付土地売買の場合）（買主側）

土地売買契約書（古い建物を取り壊す場合）（売主側）

土地売買契約書（古い建物を取り壊す場合）（買主側）

農地売買契約書（農地として売買する場合）（売主側）

農地売買契約書（農地として売買する場合）（買主側）

農地売買契約書（農地を宅地転用して売買する場合）（売主側）

農地売買契約書（農地を宅地転用して売買する場合）（買主側）

土地再売買予約契約書

土地再売買予約契約書（売主側）

土地再売買予約契約書（買主側）

1-2 建物売買契約 建物売買契約書

建物売買契約書（売主側）

建物売買契約書（買主側）

建物売買契約書（地主が建物を買い取る場合）（売主側）

建物売買契約書（地主が建物を買い取る場合）（買主側）

1-3 土地・建物売買契約 土地・建物売買契約書

土地・建物売買契約書（売主側）

土地・建物売買契約書（買主側）

土地・建物売買契約書（実測精算）（売主側）

土地・建物売買契約書（実測精算）（買主側）

マンション売買契約書（一室）（売主側）

マンション売買契約書（一室）（買主側）

定期借地権付建物売買契約書（売主側）

定期借地権付建物売買契約書（買主側）

1-4 動産売買契約 動産売買契約書

動産売買契約書（売主側）

動産売買契約書（買主側）

月賦払い機械売買契約書（売主側）

月賦払い機械売買契約書（買主側）

1-5 自動車売買契約 自動車売買契約書

自動車売買契約書（売主側）

自動車売買契約書（買主側）

2_賃貸借契約 2-0 賃貸借契約（汎用モデル） 賃貸借契約書（汎用モデル）

賃貸借契約書（汎用モデル）（貸主側）

賃貸借契約書（汎用モデル）（借主側）

2-1 土地賃貸借契約 土地賃貸借契約書（建物所有〔借地借家法適用〕）

土地賃貸借契約書（建物所有〔借地借家法適用〕（貸主側）

土地賃貸借契約書（建物所有〔借地借家法適用〕）（借主側）

土地賃貸借契約書（建物所有〔借地借家法適用〕）（定期借地・一般）

土地賃貸借契約書（建物所有〔借地借家法適用〕）（定期借地・一般）（貸主側）

土地賃貸借契約書（建物所有〔借地借家法適用〕）（定期借地・一般）（借主側）

土地賃貸借契約書（建物所有〔借地借家法適用〕）（定期借地・事業用）

土地賃貸借契約書（建物所有〔借地借家法適用〕）（定期借地・事業用）（貸主側）

土地賃貸借契約書（建物所有〔借地借家法適用〕）（定期借地・事業用）（借主側）

土地賃貸借契約書（建物所有〔借地借家法適用〕）（定期借地・建物譲渡特約付）

土地賃貸借契約書（建物所有〔借地借家法適用〕）（定期借地・建物譲渡特約付）（貸主側）

土地賃貸借契約書（建物所有〔借地借家法適用〕）（定期借地・建物譲渡特約付）（借主側）

土地賃貸借契約書（一時使用〔民法適用〕）

駐車場賃貸借契約書（貸主側）

駐車場賃貸借契約書（借主側）

土地転貸借契約書

土地転貸借契約書（貸主側）

土地転貸借契約書（借主側）

2-2 建物賃貸借契約 建物賃貸借契約書（居住目的〔借地借家法適用〕）

建物賃貸借契約書（居住目的〔借地借家法適用〕）（貸主側）

建物賃貸借契約書（居住目的〔借地借家法適用〕）（借主側）

建物賃貸借契約書（居住目的〔借地借家法適用〕）（定期借家）

建物賃貸借契約書（居住目的〔借地借家法適用〕）（定期借家）～38条2項説明

建物賃貸借契約書（居住目的〔借地借家法適用〕）（定期借家）（貸主側）

建物賃貸借契約書（居住目的〔借地借家法適用〕）（定期借家）（借主側）

建物賃貸借契約書（取壊し予定建物〔借地借家法適用〕）

建物賃貸借契約書（一時使用〔民法適用〕）

建物賃貸借契約書（マンションの一室を賃貸借する場合）（貸主側）

建物賃貸借契約書（マンションの一室を賃貸借する場合）（借主側）

事務所賃貸借契約書（貸主側）

事務所賃貸借契約書（借主側）

建物転貸借契約書



建物転貸借契約書（貸主側）

建物転貸借契約書（借主側）

店舗賃貸借契約書（フロアの一区画を賃貸借する場合）（貸主側）

店舗賃貸借契約書（フロアの一区画を賃貸借する場合）（借主側）

倉庫賃貸借契約書（貸主側）

倉庫賃貸借契約書（借主側）

2-3 動産賃貸借契約 動産賃貸借契約書

動産賃貸借契約書（貸主側）

動産賃貸借契約書（借主側）

2-4 自動車賃貸借契約 自動車賃貸借契約書

自動車賃貸借契約書（貸主側）

自動車賃貸借契約書（借主側）

3_使用貸借契約 3-0 使用貸借契約（汎用モデル） 使用貸借契約書（汎用モデル）

使用貸借契約書（汎用モデル）（貸主側）

使用貸借契約書（汎用モデル）（借主側）

3-1 土地使用貸借契約 土地使用貸借契約書

土地使用貸借契約書（貸主側）

土地使用貸借契約書（借主側）

3-2 建物使用貸借契約 建物使用貸借契約書

建物使用貸借契約書（貸主側）

建物使用貸借契約書（借主側）

3-3 土地・建物使用貸借契約 土地・建物使用貸借契約書

土地・建物使用貸借契約書（貸主側）

土地・建物使用貸借契約書（借主側）

3-4 動産使用貸借契約 動産使用貸借契約書

動産使用貸借契約書（貸主側）

動産使用貸借契約書（借主側）

3-5 自動車使用貸借契約 自動車使用貸借契約書

自動車使用貸借契約書（貸主側）

自動車使用貸借契約書（借主側）

4_請負契約 4-0 請負契約（汎用モデル） 請負契約書（汎用モデル）

請負契約書（汎用モデル）（注文者側）

請負契約書（汎用モデル）（請負人側）

4-1 工事請負契約 工事請負契約書

工事請負契約書（注文者側）

工事請負契約書（請負人側）

工事請負契約書/土木一式工事（注文者側）

工事請負契約書/土木一式工事（請負人側）

工事請負契約書/建築一式工事（注文者側）

工事請負契約書/建築一式工事（請負人側）

工事請負契約書/解体工事（注文者側）

工事請負契約書/解体工事（請負人側）

リフォーム工事用工事請負契約書（注文者側）

リフォーム工事用工事請負契約書（請負人側）

工事下請請負契約書

工事下請請負契約書

工事下請請負契約書

工事下請請負契約書（土木工事一式）（注文者側）

工事下請請負契約書（土木工事一式）（請負人側）

工事請負契約書/建築一式工事（注文者側）

工事請負契約書/建築一式工事（請負人側）

工事請負契約書/解体工事（注文者側）

工事請負契約書/解体工事（請負人側）

リフォーム工事用工事請負契約書（注文者側）

リフォーム工事用工事請負契約書（請負人側）

4-2 ソフトウェア開発契約 ソフトウェア開発契約書

ソフトウェア開発契約書（注文者側）

ソフトウェア開発契約書（請負人側）

4-3 製作物供給契約 製作物供給契約書

製作物供給契約書（注文者側）

製作物供給契約書（請負人側）

4-4 運送契約 運送契約書（請負型）

運送契約書（請負型）（注文者側）

運送契約書（請負型）（請負人側）

5_委任契約 5-0 委任契約 委任契約書（汎用モデル）

委任契約書（汎用モデル）（委任者側）

委任契約書（汎用モデル）（受任者側）

5-1 顧問契約 顧問契約書（弁護士）

顧問契約書（税理士）

顧問契約書（社会保険労務士）

5-2 ソフトウェア開発委託契約 ソフトウェア開発委託契約書

ソフトウェア開発委託契約書（委任者側）

ソフトウェア開発委託契約書（受任者側）

5-3 調査業務委任契約 調査業務委任契約書

調査業務委任契約書（委任者側）

調査業務委任契約書（受任者側）

5-4 運送委託契約 運送委託契約書

運送委託契約書（委任者側）



運送委託契約書（受任者側）

5-5 コンサルティング業務委託契約 コンサルティング業務委託契約書

コンサルティング業務委託契約書（委任者側）

コンサルティング業務委託契約書（受任者側）

5-6 出店委託契約 出店委託契約書

出店委託契約書（委任者側）

出店委託契約書（受任者側）

5-7 システムプログラム・データ保守契約 システムプログラム・データ保守契約書（委任者側）

システムプログラム・データ保守契約書（受任者側）

5-8 情報成果物作成委託契約 情報成果物作成委託契約書（汎用型）（委任者側）

情報成果物作成委託契約書（汎用型）（受任者側）

5-9 技術コンサルティング委託契約 技術コンサルティング委託契約書（委任者側）

技術コンサルティング委託契約書（受任者側）

5-10 社員教育研修委託契約 社員教育研修委託契約書（委任者側）

社員教育研修委託契約書（受任者側）

5-11 講師委託契約 講師委託契約書（委任者側）

講師委託契約書（受任者側）

5-12 産業医委託契約 産業医委託契約書（委任者側）

産業医委託契約書（受任者側）

5-13 役務提供委託契約 役務提供委託（コールセンター）（委任者側）

役務提供委託（コールセンター）（受任者側）

役務提供委託（警備）（委任者側）

役務提供委託（警備）（受任者側）

役務提供委託（清掃）（委任者側）

役務提供委託（清掃）（受任者側）

5-16 産業廃棄物処理委託契約 産業廃棄物処理委託契約書（委任者側）

産業廃棄物処理委託契約書（受任者側）

5-17 不動産管理委託契約 不動産管理委託契約書（委任者側）

不動産管理委託契約書（受任者側）

5-18 設備管理業務委託 設備管理業務委託契約書（委任者側）

設備管理業務委託契約書（受任者側）

5-19 修理委託契約 修理委託契約書（委任者側）

修理委託契約書（受任者側）

5-20 委任状 委任状（汎用モデル）

委任状（弁護士・訴訟委任状）（民事訴訟）

委任状（弁護士・手続代理委任状）（家事事件）

委任状（弁護士・告訴）

委任状（弁護士・検察審査会への審査申立）

委任状（司法書士・登記申請）

委任状（公正証書の作成）

委任状（市町村関連の手続）

委任状（戸籍・住民票等の申請）

委任状（所得課税証明書の取得）

委任状（納税証明書の取得）

委任状（供託）

委任状（供託金取戻・還付）

委任状（株主総会出席）

6_寄託契約 6-1 寄託契約 寄託契約書

寄託契約書（寄託者側）

寄託契約書（受寄者側）

7_金銭消費貸借契約 7-0 金銭消費貸借契約（汎用モデル） 金銭消費貸借契約書（汎用モデル〔一括払い〕）

金銭消費貸借契約書（汎用モデル〔分割払い〕）

7-1 金銭消費貸借契約（連帯保証付、一般・非事業） 金銭消費貸借契約書（連帯保証付、一般・非事業用〔一括払い〕）

金銭消費貸借契約書（連帯保証付、一般・非事業用〔分割払い〕）

7-2 金銭消費貸借契約（連帯保証付、事業） 金銭消費貸借契約書（連帯保証付、事業用〔一括払い〕）

金銭消費貸借契約書（連帯保証付、事業用〔分割払い〕）

7-3 金銭消費貸借契約（連帯保証予約付、事業） 金銭消費貸借契約書（連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕）

金銭消費貸借契約書（連帯保証予約付、事業用〔分割払い〕）

7-4 金銭消費貸借契約（抵当権付） 金銭消費貸借契約書（抵当権付、一括払い）

金銭消費貸借契約書（抵当権付、分割払い）

7-5 金銭消費貸借契約（根抵当権付） 金銭消費貸借契約書（根抵当権付、一括払い）

金銭消費貸借契約書（根抵当権付、分割払い）

7-6 金銭消費貸借契約（質権（動産）付） 金銭消費貸借契約書（質権〔動産〕付、一括払い）

金銭消費貸借契約書（質権〔動産〕付、分割払い）

7-7 金銭消費貸借契約（質権（株式）付） 金銭消費貸借契約書（質権〔株式〕付、一括払い）

金銭消費貸借契約書（質権〔株式〕付、分割払い）

7-8 金銭消費貸借契約（集合物譲渡担保付） 金銭消費貸借契約書（集合物譲渡担保付、一括払い）

金銭消費貸借契約書（集合物譲渡担保付、分割払い）

7-9 金銭消費貸借契約（集合債権譲渡担保付） 金銭消費貸借契約書（集合債権譲渡担保付、一括払い）

金銭消費貸借契約書（集合債権譲渡担保付、分割払い）

7-10 金銭消費貸借契約（諾成的） 金銭消費貸借契約書（諾成的、一括払い）

金銭消費貸借契約書（諾成的、分割払い）

7-11 金銭消費貸借契約（手形貸付） 金銭消費貸借契約書（手形貸付、一括払い）

金銭消費貸借契約書（手形貸付、分割払い）

8_保証契約・担保権設定契約・弁済関連契約8-1 保証契約 保証契約書（一般・非事業用）

保証契約書（事業用）

保証予約契約書（事業用）



8-2 根保証契約 根保証契約書（貸金等債務）

根保証契約書（貸金等債務以外）

8-3 抵当権設定契約等 抵当権設定契約書

抵当権譲渡契約書

抵当権放棄契約書

抵当権順位譲渡契約書

抵当権順位変更契約書

抵当権順位放棄契約書

8-4 根抵当権設定契約等 根抵当権設定契約書

根抵当権譲渡契約書

根抵当権順位変更契約書

根抵当権極度額変更契約書

根抵当権の被担保債権変更契約書

確定期日を変更する根抵当権変更契約証書

累積式根抵当権設定契約書

8-5 質権設定契約 質権設定契約書（動産）

質権設定契約書（株式）

質権設定契約書（債権・保険）

8-6 その他弁済関連契約 集合物譲渡担保設定契約書

集合債権譲渡担保契約書

連帯保証人変更に関する契約書

仮登記担保契約書

譲渡担保契約書（不動産）

譲渡担保契約書（株式）

相殺契約書

相殺通知書

代物弁済契約

9_債権譲渡契約 9-1 債権譲渡契約 債権譲渡契約書

債権譲渡契約書（抵当権付）

債権譲渡契約書（質権〔動産〕付）

債権譲渡契約書（質権〔株式〕付）

債権譲渡契約書（質権〔債権・保険〕付）

10_債務引受契約 10-1 債務引受契約 免責的債務引受契約書

併存的債務引受契約書

10-1 債務引受契約 債務履行引受契約書

11_知的財産関連 ライセンス契約書（知的財産）

ＡＳＰサービスライセンス契約

11-2 商標 商標使用許諾契約書（専用使用権）

商標使用許諾契約書（通常使用権）

商標権譲渡契約書

11-3 特許権 特許権実施許諾契約書（専用実施権）

特許権実施許諾契約書（通常実施権）

特許権譲渡契約書

11-4 実用新案・意匠 実用新案権譲渡契約書

意匠権譲渡契約書

11-5 出版・著作権 出版契約書　

著作物利用許諾契約書

著作権譲渡契約書

11-6 肖像権 肖像権利用許諾契約書

12_継続的契約 12-1 商品売買基本契約 商品売買基本契約書

商品売買基本契約書（売主側）

商品売買基本契約書（買主側）

13_販売代理店・販売特約店・フランチャイズ13-1 販売代理店契約 販売代理店契約書

販売代理店契約書（本人側）

販売代理店契約書（代理店側）

13-2 販売特約店契約 販売特約店契約書

販売特約店契約書（本人側）

販売特約店契約書（特約店側）

13-3 フランチャイズ契約 フランチャイズ契約書

フランチャイズ契約書（フランチャイザー側）

フランチャイズ契約書（フランチャイジー側）

14_投資①（事業譲渡・株式譲渡・株主間契約）14-1 事業譲渡契約 事業譲渡契約書（譲渡側）

事業譲渡契約書（譲受側）

14-2 株式譲渡契約 株式譲渡契約書（譲渡側）

株式譲渡契約書（譲受側）

15_投資②（合併・会社分割等）15-1 合併契約 吸収合併契約書

吸収合併契約書（簡易合併）

吸収合併契約書（略式合併）

吸収合併契約書（簡易合併&略式合併）

新設合併契約書

15-2 分割契約 吸収分割契約書

吸収分割契約書（簡易分割〔承継会社〕）

吸収分割契約書（簡易分割〔分割会社〕）

吸収分割契約書（略式分割）

吸収分割契約書（双方株主総会決議不要）

新設分割計画書

15-3 株主交換・移転 株式交換契約書



株式移転計画書

15-4 業務提携 業務提携契約書

16_その他 16-1 秘密保持契約 秘密保持契約書

秘密保持契約書（開示側）

秘密保持契約書（受領側）

16-2 労働関連契約 雇用契約書

入社誓約書

退社誓約書

出向協定書

転籍協定書




