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商品に関するご照会・お申し込みは
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CLI
CK!第一法規 検  索

国際契約のための対案検討用Webツール

OS
CPU
メモリ
通信速度

Windows®XP
300MHz以上
512M以上
8Mbps以上

WEBブラウザ
デスクトップ領域
プラグイン
ブラウザ設定

Microsoft®Internet Explorer®8.0
指定なし
指定なし
Java Script有効／Cookie有効

リスクポイント検索

ニュースレター

交渉の相手先から受領した
英文・中文の契約書をアップロードすると、
契約ひな型とマッチングを行い、
訳文やリスクポイント解説を参照

月に一度、海外の法令情報や
国際契約に関する情報を
メールマガジンで配信



国際取引の契約にひそむリスクに

コンテンツ・機能名 内　　　　容

契約書ひな型

リスクポイント解説

キーワード辞典

ワンポイントQ&A

中国ビジネスの基礎知識

検索機能

リスクポイント検索

メールマガジン

英文　100本　【立場別文例　1,600本】
中文　  12本　【立場別文例　　500本】　（平成24年8月現在）

各契約文例の違いやリスク・メリット・海外法制度を解説

契約書特有のキーワードや言い回しを解説

契約に関するFAQ

中国ビジネスに必要不可欠な法制度の基礎知識を解説

サイト内のキーワード検索・センテンス検索が可能

お手元の英文・中文契約書データを読み込ませることで、
該当するリスクポイント解説を表示

海外法令・判例情報、サイト更新情報をお知らせ 【月1回配信】

主要コンテンツ

本商品の特長

ニーズの高い英文・中文の契約文例を豊富に掲載していますので、さまざまなビジネスシーンに対応することができます。

英文・中文の契約文例を豊富に掲載！

立場別の最適文例を掲載！

契約リスクをヘッジするための解説情報を掲載！
リスクやメリット等を解説する「リスクポイント解説」、契約に関するFAQをまとめた「ワンポイントQ&A」、
中国ビジネスに必要不可欠な法・制度の基礎知識の解説する「中国ビジネスの基礎知識」等の解説情報を掲載。
リスクヘッジのために必要な情報が得られます。

売主と買主、ライセンサーとライセンシー等、立場によって有利・不利な文例、対等な立場の文例を掲載していますので、
状況に応じた契約条項作成が可能です。また、契約交渉時にスムーズに対案を提示できます。

利便性を高めるコンテンツ・機能が充実！
契約特有のキーワード・言い回しを解説する「キーワード辞典」、英文・中文契約書データを取り込むことで該当する
リスクポイント解説を表示する「リスクポイント検索」など、ユーザーの利便性を高めるコンテンツ・機能が充実しています。

契約書の作成・チェック
気づいていますか？

目　　　次

一般条項／秘密保持契約 秘密保持契約（双方向版）など／売買契約 購買基本契約など／
業務委託契約（請負・準委任を含む） コンサルティング契約など／代理店契約 販売代理店契約など／
共同開発契約 特許共同出願契約など／労働契約 雇用条件確認書など／
ライセンス契約 特許権ライセンス契約など／出版契約 翻訳出版契約／
ファイナンス契約 ローン契約など／M&A関連契約 合弁事業契約など／賃貸借契約 リース契約など／
IT契約 ソフトウェア開発委託契約など／知財契約 商標ライセンス契約など／その他 企業行動規範など

合弁契約 合弁契約 就業規則／定款 合弁会社定款 独資会社定款／出資持分譲渡契約／
ライセンス契約 技術ライセンス契約／売買契約 国際売買基本契約／代理店契約／
秘密保持契約 秘密保持契約（一方開示） 秘密保持契約（双方開示）／賃貸借契約 不動産賃貸借契約

英文契約

中文契約

活　用　例

１．交渉先の相手から送付されたドラフトに対応（内容確認、対案作成）
２．自社から積極的にドラフトを起案し、相手方に提示する際に利用
３．メールマガジン、コンテンツ情報（追加分）を確認し、国際契約をめぐる情報収集ツールとして利用

業務を強力にサポートします！

ホーム（総合トップ画面）

それぞれのメニューから
選択・利用開始



▶ 英文版ＭＥＮＵ

○編集代表：牧野和夫
弁護士（日本国および米国ミシガン州）・
弁理士・大宮法科大学院大学客員教授

○執筆：弁護士・グローバル企業の法務担当者担当者者

メニュー選択画面

キーワード辞典

検　　索

ワンポイントQ&A

（2）を選択

契約文例と解説（目次から一覧表示）

（2）を選択

（3）を選択

（1）を選択

Excluusive	Distributorship	Agreement	

	
This	Agreement,	made	and	entered	into	as	of	[DATE]	by		 and	between	X,	Ltd.,	a	corporation	duly	

organized	and	existing	under	the	laws	of	__________,	having	its	principal	place	of	business	at	

[ADDRESS](hereinafter	referred	to	as	"Supplier"),	and	Y	Corporation,	a	corporation	duly	

organized	and	existing	under	the	laws	of	Japan,	having	its	principal	place	of	business	at	

[ADDRESS],	Japan	(hereinafter	referred	to	as	"Distributor").WHEREAS,	Supplier	wishes	to	appoint	

Distributor	and	Distributor	wishes	to	be	appointed	as	Supplier's	exclusive	distributor	in	

______________	(hereinafter	referred	to	as	the	"Territory")	for	products	listed	in	Exhibit	A	

attached	hereto	(hereinafter	referred	to	as	the	"Products").	

ributor	

tor	as	its	distributor	for	the	distribution	and	servicing	of	the	

usive	basis,	and	Distributor	agrees	to	act	as	such	distributor	in	

ions	

j nditions	contained	in	this	Agreement,	Supplier	shall	supply	the	

Products	to	Distributor,	and	Distributor	shall	purchase	them	from	Supplier	and	resell	them	in	its	own	

name	and	for	its	own	account.	

	 	

2.	 Distributor	agrees	to	use	its	best	efforts	to	promote	the	sale	of	the	Products	in	the	Territory	

in	accordance	with	Supplier's	reasonable	instructions	and	shall	protect	the	interests	of	Supplier	in	

all	reasonable	and	proper	way.	

	 	

	to	act	in	the	name	or	on	behalf	of	Supplier	unless	previously	and	

by	Supplier.	

compete	

uthorization	of	Supplier,	Distributor	shall	not	represent,	

	Territory	any	products	which	are	in	competition	with	the	Products	

ment.	

ly	

best	efforts	to	supply	all	Products	ordered,	subject	to	their	

t	of	the	Products	is	adequately	warranted.	

（1）を選択

Excl

This Agreement, made and en

organized and existing und

[ADDRESS](hereinafter refe

organized and	existing und

[ADDRESS], Japan (hereinaf

Distributor and Distributo

______________ (hereinafte

attached hereto (hereinaft

j

Products to Distributor, and Dist

name	and	for its	own account.

2. Distributor agrees to use

in accordance with Supplier's rea

all reasonable	and proper way.

標準文例ひな型を
ダウンロードできます

15のカテゴリーの中から、チェックしたい契約書を選択

立場・ケースによってパターン別に
分類された文例を選択

英文特有の言い回し・キーワードを手軽に理解

実務担当者が疑問に感じる内容をQ&Aで登載

気になる用語をフリーワードで検索
（コンテンツ内の絞り込みも可能）日本語訳やリスクポイント解説（関係

法規や当事者としての立場の違いに
基づきリスクの所在を解説）などを
活用してドラフト作成、チェック



同 

 根据日本国法律设立、登记地址位于日 株式会社（以下简称“甲方”）与根据中国法律设

立 登记地址位于中国［__］的［XYZ］有限公司（以下简称 乙方”），就甲方拥有的技术的使用许可等，于20

［__］日，在中国［__］签订本合同如下。 

有规定的外，本合同中使用的下列用语，分别具有该各项所列的含义： 

对象技术”系指甲方所拥有的或甲方拥有其使用许可权的、有关制造下文作出定义的对象产品的技术

  (2) 对象产品”系指［____］及其零部件； 

  (3) “中国”系指中华人民共和国领域中不包括香港、澳门及台湾的地区； 

  (4) “技术资料”系指甲方认为乙方使用对象技术制造或销售对象产品所需的、由甲方按照本合同规定的条

件交付给乙方的各种资料、数据、文件及图纸等； 

  (5) “秘密信息”系指甲方根据本合同，就对象技术以及对象产品的制造或销售向乙方披露或提供的一切信

息； 

  (6) “净销售价格”系指从乙方销售的对象产品的含税发票价格中扣除所适用的增值税后的金额。 

 

内，按照本合同规定的条件，使用对象技术在中国境内制造对象产品，并

非排他性的权利（不附带分许可权）。 

的地区制造对象产品，或向中国以外的地区销售对象产品，并且不得向拟

销售对象产品。 

本合同签订后［__］天以内，采用甲方及乙方另行达成协议的方法，在另行达成协议的地点向乙方

方提供的全部技术资料的文字原则上为日文，依据甲方的选择也可为中文或英文。 

） 

乙方的要求，按照甲乙方另行达成协议的详细条件，在甲方认为必要的范围内，向乙方的工厂或办

向乙方职工实施有关制造对象产品的技术指导（以下简称“派遣指导”）。 

导有关的报酬及全部费用，由乙方负担。 

责任） 

象产品的质量自行承担一切责任，且自行承担费用和责任解决与该质量有关而发生的一切问题及争

第６条（原材料）

第７条（质量检验及不合格产品的废弃）

○編集代表：曾我法律事務所

▶ 中文版ＭＥＮＵ

○執筆：韓晏元（中国弁護士）

同

根据日本国法律设立、登记地址位于日 株式会社（以下简

立 登记地址位于中国［__］的［XYZ］有限公司（以下简称 乙方”），就甲方

［__］日，在中国［__］签订本合同如下。

有规定的外，本合同中使用的下列用语，分别具有该各项所列的含

对象技术”系指甲方所拥有的或甲方拥有其使用许可权的、有关制造

  (2) 对象产品”系指［____］及其零部件；

(3) “中国”系指中华人民共和国领域中不包括香港、澳门及台湾的地区；

 (4) “技术资料”系指甲方认为乙方使用对象技术制造或销售对象产品所需

件交付给乙方的各种资料、数据、文件及图纸等；

  (5) “秘密信息”系指甲方根据本合同，就对象技术以及对象产品的制造或

息；

(6) “净销售价格”系指从乙方销售的对象产品的含税发票价格中扣除所适

内，按照本合同规定的条件，使用对象技

非排他性的权利（不附带分许可权）。

的地区制造对象产品，或向中国以外的地

销售对象产品。

本合同签订后［__］天以内，采用甲方及乙方另行达成协议的方法

方提供的全部技术资料的文字原则上为日文，依据甲方的选择也可

）

乙方的要求，按照甲乙方另行达成协议的详细条件，在甲方认为必

向乙方职工实施有关制造对象产品的技术指导（以下简称“

导有关的报酬及全部费用，由乙方负担。

责任）

象产品的质量自行承担一切责任，且自行承担费用和责任解决与该

メニュー選択画面

契約文例と解説（目次から一覧表示）

標準文例ひな型を
ダウンロードできます

「国際契約」「国内契約」の中から、チェックしたい契約書を選択

パターン別に分類された
文例項目を確認

日本語訳やリスクポイント解説
（リスクの所在や自社・取引先の
立場を明確に記載）などを
活用してドラフト作成、チェック

中国ビジネスの基礎知識

キーワード辞典

検　　索

ワンポイントQ&A

中国ビジネスの基礎知識

中国は急速な経済発展により、日本の重要な
貿易パートナーとして存在感を増しているが、
一方でさまざまなリスクを抱えているのも事実。
企業が中国でビジネスを行っていくうえで
必要不可欠な基礎知識を詳解

中文特有の言い回し・キーワードを手軽に理解

実務担当者が疑問に感じる内容をQ&Aで登載

気になる用語をフリーワードで検索
（コンテンツ内の絞り込みも可能）


