
本書の問題番号*

1 契約書の審査・作成に向けて （１） 契約書の審査・作成に向けて

2 売買契約 （２） 売買契約

3 継続的売買契約（取引基本契約） （３） 継続的売買契約（取引基本契約） 1～4

4 販売代理店契約 （４） 販売代理店契約 5

5 業務委託契約、請負、準委任・委任 （５） 業務委託契約、請負、準委任・委任

6 ソフトウェア開発委託契約 （６） ソフトウェア開発委託契約 12～13

7 ライセンス契約（特許・著作権・商標等） （７） ライセンス契約（特許・著作権・商標等） ８～9

8 ソフトウェア・ライセンス契約 （８） ソフトウェア・ライセンス契約 10～11

9 フランチャイズ契約 （９） フランチャイズ契約 6～7

10 リース契約 （１０） リース契約 17～20

11 共同研究開発契約 （１１） 共同研究開発契約 21

12 業務提携契約 （１２） 業務提携契約 14～16

13 データ・IT契約 （１３） データ・IT契約

14 外国籍従業員との雇用契約 （１４） 外国籍従業員との雇用契約

15 定型約款 （１５） 定型約款

16 商法と契約 （１６） 商法と契約

17 民法改正の概要 （１７） 民法改正の概要

18 契約交渉のタクティクス （１８） 契約交渉のタクティクス

１ 独禁法・下請法と契約 （１） 独禁法・下請法と契約 30

２ 消費者契約法・特商法 （２） 消費者契約法・特商法

３ 知財と契約 （３） 知財と契約

４ 契約譲渡・承継の実務 （４） 契約譲渡・承継の実務

１ 総論 （１） 総論

２ 物上代位 （２） 物上代位

３ 法定地上権 （３） 法定地上権

４ 根抵当権の実務 （４） 根抵当権の実務

１ 総論 （１） 総論

２ 連帯保証 （２） 連帯保証

３ 根保証 （３） 根保証

１ 動産譲渡担保 （１） 動産譲渡担保

２ 集合物譲渡担保 （２） 集合物譲渡担保

３ 相殺 （３） 相殺

４ 債権譲渡の実務 （４） 債権譲渡の実務

５ ファクタリング取引 （５） ファクタリング取引

１ 債権回収の流れ （１） 債権回収の流れ

２ 督促手続 （２） 督促手続

３ 担保権の実行 （３） 担保権の実行

４ 債務名義の取得 （４） 債務名義の取得

５ 強制執行の種類 （５） 強制執行の種類

６
緊急時の債権回収（債権保全・債権回
収方法）

（６）
緊急時の債権回収（債権保全・債権回収
方法）

１ 倒産法の概観と特定調停 （１） 倒産法の概観と特定調停

２ 破産手続 （２） 破産手続

３ 民事再生手続 （３） 民事再生手続

４ 会社更生手続 （４） 会社更生手続

５ 私的整理 （５） 私的整理

試験範囲（出題項目）

Ⅰ
契約書の作成と審査の実務

１ 契約の実務

２ その他契約の重要実務

第１節 債権回収

第２章
担保権設定と管理の実務

第３節 その他の担保権の実務

第１節 契約の実務

（根）抵当権の実務第１節

人的担保第２節

倒産法の実務第２節

３ その他の担保権の実務

１ 債権回収

２ 倒産法の実務

企業法務２級（取引法務）

31～37

38～49

50～65

71～74

Ⅲ
債権回収の実務

Ⅱ
担保権設定と管理の実務

１ （根）抵当権の実務

２ 人的担保

第３章
債権回収の実務

第１章
契約書の作成と審査の実務

第２節 その他契約の重要実務

標準テキスト（第３版）



本書の問題番号*試験範囲（出題項目）

企業法務２級（取引法務）

標準テキスト（第３版）

１ 訴えの種類について （１） 訴えの種類について

２ 民事訴訟の基本的な流れと企業対応 （２） 民事訴訟の基本的な流れと企業対応

１ 証拠調べ （１） 証拠調べ

２ 判決の効力 （２） 判決の効力

１ 保全処分のための手続と申立ての準備 （１） 保全処分のための手続と申立ての準備

２ 保全処分を受けた場合の対処 （２） 保全処分を受けた場合の対処

１
民事執行の申立ての種類と手続きに
おける問題点・留意点

（１）
民事執行の申立ての種類と手続きにお
ける問題点・留意点

２
強制執行の種類手続きに対する不服
申立てにおける問題点・留意点

（２）
強制執行の種類手続きに対する不服申
立てにおける問題点・留意点

１ 国際私法と準拠法（ウィーン条約） （１） 国際私法と準拠法（ウィーン条約）

２ 裁判管轄と執行 （２） 裁判管轄と執行

３ 仲裁と執行 （３） 仲裁と執行

４ INCOTERMS（2010、2020を含む） （４） INCOTERMS（2010、2020を含む）

１ Saleｓ and Purchase Agreementの基本 （１） Sales and Purchase Agreementの基本 91

２ 国際取引契約の一般条項 （２） 国際取引契約の一般条項 92～94

３
Non-Disclosure Agreement（NDA＝秘密
保持契約書）

（３）
Non-Disclosure Agreement（NDA＝秘密
保持契約書）

４
Letter of Intent・Memorandum of
Understanding

（４）
Letter of Intent・Memorandum of
Understanding

１ 通商法（アメリカ・EU・中国） （１） 通商法（アメリカ・EU・中国） 95～96

２ EU一般データ保護規制（GDPR） （２） EU一般データ保護規制（GDPR）

３ 独禁法（アメリカ・EU・中国） （３） 独禁法（アメリカ・EU・中国） 97

４
海外腐敗・汚職防止法（アメリカ・EU・中
国・新興国）

（４）
海外腐敗・汚職防止法（アメリカ・EU・中
国・新興国）

５ 国際税務 （５） 国際税務 98

１ アメリカの訴訟制度 （１） アメリカの訴訟制度 99～100

２
弁護士の選任・管理（国内外の弁護士
に共通）

（２）
弁護士の選任・管理（国内外の弁護士
に共通）

*　旧基準の「建設請負契約」「コンソーシアム契約」は、現行基準から削除されたため、問題22～24は、試験範囲対象外となります。
*　旧基準の「出資契約」「合弁契約・株主間協定」は、現行基準では２級（取引法務）から削除され、２級（組織法務）の「Ⅲ　Ｍ＆Ａと組織再編の実務　６　Ｍ＆Ａの契約」に移行されました。（問題25～29）

訴えの種類第１節

第４章
民事訴訟・執行の実務

民事執行の実務第４節

アメリカ訴訟と弁護士の選任・管理第４節

第５章
国際法務の実務

第１節 国際取引の基礎知識

第２節 国際契約

第２節

通商法の実務第３節

民事訴訟の実務

第３節 保全処分の実務 保全処分の実務

４ 民事執行の実務

75～90

Ⅴ
国際法務の実務

１ 国際取引の基礎知識

２ 国際契約

３ 通商法の実務

4 アメリカ訴訟と弁護士の選任・管理

Ⅳ
民事訴訟・執行の実務

１ 訴えの種類

２ 民事訴訟の実務

３


