
■当音源（契約セミナー音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/5da9c76c/ 

 

 

 

 中小企業経営者、 

個人事業主・フリーランスのための、 

 

「知らなきゃ損する」 

絶対に押さえておくべき法律知識セミナー 

音源 

 

 

セミナーにご参加下さった方ならびに 

音源をお聴き下さった方からの 

ご感想集 
  



■当音源（契約セミナー音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/5da9c76c/ 

 

名称の違い拘束力の違いや、印鑑の効果など、本当のところ、どんな意味

があるんだろう?となんとなく疑問に思いつつも、明確には理解していな

かった項目について、網羅的に解説がされていて、今後の武器になること

間違いなし。の内容でした! 

ビジネスをおこなう人は避けて通れない契約。 

今までなんとなく見よう見まねで取り交わしてきた、発注書・請求書・各種契約書・

覚書、、。 

 

名称の違い拘束力の違いや、印鑑の効果など、本当のところ、どんな意味が

あるんだろう?となんとなく疑問に思いつつも、明確には理解していなかっ

た項目について、網羅的に解説がされていて、今後の武器になること間違い

なし。の内容でした! 

 

個人的には特に、 

 

・契約書のたたき台はどちらが作成すべきか? 

・著作権・使用権についての記載(方向性)は提供側・利用側で全く違う 

 

という点が実践的で勉強になりました。次回の契約からすぐに使えそうで

す。 

 

また、音源だけでなくレジュメもあるため、手元に置いておいて見返す使い

方もできるため有効性が高いと感じました。 

（Ｋ．Ｄ 様） 
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契約に関しての、幅広い知識を一度に得ることができる音源なので中小企

業と関わることの多い士業の方には、絶対的におススメの音源だと思いま

す。 

行政書士という仕事柄、契約書作成の依頼を受けることがあります。 

 

「契約」が奥深いものであるということは、漠然と分かっていましたが音源

を聞いて、私の中のフワッとしていた「契約に関する知識」が、頭の中で整

理されていきました。 

 

「「知らなきゃ損する」絶対に押さえておくべき内容」 

 

が、ぎっしりと詰まっている音源でした。 

 

杉浦先生の事例を交えてのお話は、大変わかりやすくて、 

 

「うん！うん！」 

 

と何度も頷きながら聞きました。契約に関しての、幅広い知識を一度に得るこ

とができる音源なので中小企業と関わることの多い士業の方には、絶対的に

おススメの音源だと思います。 

 

個人的には、杉浦先生のセミナーの進め方、特に冒頭部分の導入のところや

「レジュメ」の使い方も、大変参考になりましたので私自身がセミナーを行

う際に、参考にさせていただきたいと思いました。 

 

今後は、契約書作成の依頼が来たら、行政書士の私が受けてよい案件か、弁護士さ

んをご紹介すべき案件かを判断ができそうです。 

 

「こ、こ、これは・・・？！」 

 

と思ったら、杉浦先生にお願いしたいです。(笑) 

その時は、ご紹介をお願い致します！ 

 

最後に、音源が 2018 年 8 月収録だったので、3 年後の 2021 年今現在の「電

子契約」がどうなっているのかが気になり、鮒谷さんにお尋ねしました。すると、

すぐに杉浦先生に連絡をして、対応をしていただき感謝しています。 
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この素早い対応を目の当たりにして、あらためて鮒谷さんの「フットワークの軽

さ」 

と「本気度」を見習いたいと思いました。 

 

いつもありがとうございます。 

（なかしま美春行政書士事務所代表 中島美春 様） 
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多くの方は契約トラブルで痛い思いをして次は気を付けようとなりますが、

音源を聞くことによって痛い目に合わずに大事なポイントを知ることがで

きたと感じています。 

普段は契約について意識することはありませんでしたが、一文が大きなトラ

ブルにつながると分かりました。 

 

多くの方は契約トラブルで痛い思いをして次は気を付けようとなりますが、

音源を聞くことによって痛い目に合わずに大事なポイントを知ることがで

きたと感じています。 

 

契約書、覚書というタイトルに注目してしまいますが、タイトルは関係ないという

話が驚きでした。こちらからお願いする時には軽いタイトルを使い、相手からの提

案が覚書であっても契約書と同じようにチェックする必要があると聞いて、内容

こそが重要だと分かりました。 

 

著作権は作った人のもの、という話が重要なことを知らなかったと気づかされま

した。 

代金を支払ったら購入者の自由になると思っていました。 

メルマガも同意を得ずに送ってはいけない、解除方法を示すなど、当たり前のよ

うに目にしているものでもチェックポイントが多々あるなと感じました。 

 

秘密保持契約書の話もなるほどと思いました。どこからどこまでが秘密なのか、機

密情報の権利など細かい点が重要です。取引相手を簡単に調べるというのも、言わ

れてみればそうだと思う内容でした。 

 

法人や不動産の謄本はネットでも数百円で入手できます。ネットが広まって調べ

ればいろいろなことが分かる時代でも、調べないで騙された、調べればわかったの

にということがないよう、面倒くさがらずに気を引き締めることが大事だと実感

しました。 

（Ｋ．Ｋ 様） 
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今まで、モヤモヤっとしていた知識が、整理整頓、交通整されました。小難

しい内容なのに、非常に分かりやすく、先生の話しぶりも親近感が湧き、学

ぶコンテンツとしてこれ以上のものはないのではないかと思うぐらいです。 

大変お世話になっております。 

 

リアル鮒谷さんとはご無沙汰ですが、メルマガ、音源には毎日触れていることもあ

り、いつも、身近に感じています。 

 

さて、今回は、素敵なコンテンツありがとうございます。 

 

これまで契約絡みの知識が疎く、しっかりと学ばないといけないなと思っていま

した。 

 

また、ちょうど、仕事において契約関連で悩ましいことがあったタイミング

での案内でしたので、迷わず、購入いたしました。 

 

結論から言えば、買って正解！ 

 

今まで、モヤモヤっとしていた知識が、整理整頓、交通整されました。小難

しい内容なのに、非常に分かりやすく、先生の話しぶりも親近感が湧き、学

ぶコンテンツとしてこれ以上のものはないのではないかと思うぐらいです。 

 

特に、著作権、秘密保持契約は、参考になり、おかげさまで、契約を締結す

る先とは、しっかりとした知識で会話できました。 

 

購入してなければ、不利益を被っていたかと思うと危なかったですね。 

 

繰り返しになりますが、本当に素敵なタイミングでの購入でした。 

今後も有益な音源を楽しみにしています。 

 

ありがとうございました！ 

（Ｄ．Ｏ 様） 
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進めようとしている作業に関係する事例（=ストーリー）を持っていること

の安心感というか、自信というか、未来の仮説というか、を得られたと思い

ます。 

仕事で他社さん（お客様も外注先も含む）と接する機会もあるため、他社さ

んがどのようなことを考慮して契約をするのか、また、自分の経験との差が

あれば是正したく、購入しました。 

 

仕事で痛い目を見ているため、知識としては持っていのですが、音源で接すること

で勉強し直したいとの思いもありました。 

 

音源で契約前に注意するべき事項について早速実践したいな、と思っているとこ

ろです。 

 

具体的には、 

 

やらないことも合意する 

やること作るものは明確にする 

免責を忘れずに合意する 

秘密保持契約を結ぶ 

瑕疵担保期間についても忘れずに合意する 

 

です。 

 

やっぱり必須だよね、と考えを新たにすることができましたし、ある種、自信を

もって、事例も交えつつ、仕事を進められそうです。仕事をしている以上、

契約からは離れられませんし、納得した契約のもとで仕事をすることで、余

計なストレスから解放されるとも思うので。 

 

また、進めようとしている作業に関係する事例（=ストーリー）を持ってい

ることの安心感というか、自信というか、未来の仮説というか、を得られた

と思います。 

 

私はプロジェクトマネージャーよりの仕事をしているため、プロジェクトの見積

を作成することも多いのですが、契約（法律）に関する知識を事例もあわせ

て持っておくと、見積の精度を上げることに繋がるかな、と感じました。 

 

事例に接することで、具体→抽象→別の具体へと考えが巡りやすく、プロジ
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ェクトの計画（ストーリー）上での法的リスクへの対応コストを算出するた

めの検討・根拠固めに活用できそうです。 

 

音源を購入する都度、セカンドステージのご担当者様からメールをいただきます

が、とても参考になる言い回しが多いな、と感じました。契約セミナー音源を聴く

ことで、より目に付きやすくなりました。何事からでも学ぶことができるなぁ、改

めて思わせていただいた音源でした。 

 

この度もありがとうございました。 

（Ｍ．Ｙ 様） 
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このセミナー音源を何回でも聞いて（独立開業に）備えることにします。 

会社員をしながら、副業をしています。 

購入した日から聞き始め、通勤の往復で聞いています。 

まずは、「購入して正解！」でした。 

 

日常の業務で活かせることが多いです。 

 

・契約書に「覚書」を添える。 

 

から始まって、目からウロコの連続です。 

 

・「仕様」を確定してから作業に入る。 

 

このことも現業／副業ともに大いに活かせるものでした。 

 

何れは独立して業務を行うことを視野に現業を務めているところです。 

このセミナー音源を何回でも聞いて備えることにします。 

（Ｒ．Ｋ 様） 
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予想通り最初から最後まで、将来自分がぶつかるであろう悩みを先回りして

答えてくれている気がして、ずっと聞き入っておりました。とりわけ契約書

にまつわる部分は、漠然としたイメージを明確にしていただいて安心感を得

られました。 

今回の音源の内容は、今後起業を控える自分にとって「知らなきゃマズイ」内

容かと思いましたので、即決して購入させていただきました。 

 

予想通り最初から最後まで、将来自分がぶつかるであろう悩みを先回りして

答えてくれている気がして、ずっと聞き入っておりました。とりわけ契約書

にまつわる部分は、漠然としたイメージを明確にしていただいて安心感を得

られました。 

 

今回の内容自体は知るべき知識のごく一部なのかもしれませんが、今の自分にと

ってはボリューム的にちょうどよく、また今後実際に契約にまつわる問題に

遭遇した際に、テキストと共に振り返られるのは助かります。 

 

大変ためになる音源をありがとうございました。 

（Ｔ．Ｙ 様） 
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今後はリーガルマインドを常に持っていることを意識して仕事に臨むこと

が必要であるとも感じました。そのようなきっかけを頂いた、自分の中に「法

律」という意識を植え付けられた、というだけでも十分元が取れたと思いま

す。 

杉浦先生のセミナー音源を拝聴いたしまして、それまでの自分の法律的な知

識がいかに乏しいものであったのかということを痛感し、本当に背筋が冷た

くなりました。 

 

完全ではないものの、一部フリーランス的な仕事のしかたをしていると自認して

おりましたが、自分の仕事が全て守られた環境で行えているという誤った思い込

み、甘えが自分の中にあったと思います。 

 

杉浦先生も仰っておられましたが、お話されていた内容はあくまでも大きな枠組

み、大局的な内容であることを踏まえつつ、今後はリーガルマインドを常に持

っていることを意識して仕事に臨むことが必要であるとも感じました。その

ようなきっかけを頂いた、自分の中に「法律」という意識を植え付けられた、

というだけでも十分元が取れたと思います。 

 

このお話を聞いていなければ、少なくとも数ヶ月数年の単位で法律に対する

興味関心、そして恐怖感といったものを意識化することはできなかったと思

うからです。 

 

個別の知識もそうですが、私がぼんやりと感じたことは「法律は心理学である。」

ということでした。この言い方でうまく表現できているかどうかは甚だ心許ない

ですが。 

 

杉浦先生のお話の中で「そこは攻めていきましょう」「そこは攻めすぎないほうが

いいですね」という言葉が頻繁に出てきたように思います。 

人と人の相容れない感情がせめぎ合った時に、それが破壊的な結果をもたらすの

ではなく、社会の秩序を保った上で、双方の振り上げた拳にそっと手をかざしてお

さめるのが法律の役割だな、と感じました。 

 

ですので法律的な知識を身につけることはもちろんのこと、その法律に則って自

分が動くべきか、それともその知識を手にした上で敢えてその力を行使しないの

か、それを見極めることも同じくらい大切であるということを、杉浦先生はおっし

ゃりたかったのではないかと想像しています。 

ですので私は「法律は心理学である。」と感じたわけです。 
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「法律もコミュニケーションの一つのツールである」と捉えると、敬遠しがちな気

持ちも随分と和らぎます。また、相応の費用はかかるにしても、弁護士の先生に相

談することで、自分に不足しているコミュニケーション能力を補っていただける

だけでなく、やりとりの中で自分の気づき・学びも多く得られるのだろうと思いま

す。 

 

行動を起こす時のチェック項目が増えたという感覚が得られたことで、法律

というものが身近な存在になった。これは思わぬ聴講の産物であったなと感

じます。 

 

ただやっぱり定着が悪いところは多々ありますので、繰り返し聴くことでより血

肉にしていきたいと思います。また知人の弁護士さんにも遠慮することなく、授業

料を払うつもりで、積極的に相談してみたいと思いました。貴重な機会をいただき

ましてありがとうございました。 

（大阪 ECO 動物海洋専門学校 獣医師・臨床心理士 渡邊力生 様） 
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早速、杉浦先生に契約書の作成を直接依頼させていただきました。 

今回のセミナーも役に立つ内容であり、私が知らなければならないことばか

りでした。 

 

なかでも、法律と異なる内容を契約でさだめれば、契約が優先される。 

何も書いてなければ、法律が優先される。 

 

というお話を聞き、契約書を作ることは形式的なことだけではないんだと改

めて思いました。 

 

早速、杉浦先生に契約書の作成を直接依頼させていただきました。 

 

今回もこのような実践的なセミナーを開催いただきありがとうございました。 

この場をお借りして御礼申し上げます。 

 

今後ともよろしくお願いいたします。 

（佐久間一禎 様） 
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実際に契約を結ぶとき、自社ウェブサイトを作るとき、等の具体的な話があ

る際に、関連部分を見返しながら参考にしていきたいと思います。 

起業音源を買った流れで、契約に関しても押さえておかないといけないよな

ぁ・・・という問題意識から、ついポチっと購入ボタンを押すに至りました。 

 

小難しくなりそうな内容を、昨今の事例を踏まえて素人にも分かりやすく解

説してくださっているなぁと感じました。 

 

このセミナーは、最初から目次だけにとどまらずその内容をかなり細かい部

分まで PDF でいただけたのが、復習したいときにとても便利で助かりま

す。 

 

取り上げられた中で特に印象に残っているお話しは、 

 

・覚書だろうがなんだろうが、結局契約は契約だが、意識のハードルを下げるため

に名前を上手く活用するという視点が重要。 

 

・リスクを減らすため、印鑑登録はさっさと廃止した方がよい。 

 

・個人情報保護法の改正等の背景から、個人情報は出来るだけ取っておくべきとい

う以前の状況は全く様変わりしている。 

 

・取引先との会話を無断で録音するのはやめた方がいいが、録音されているかもし

れないことは常に意識すべき。 

 

もちろんこれら以外にも多くの学びをいただきました。 

 

実際に契約を結ぶとき、自社ウェブサイトを作るとき、等の具体的な話があ

る際に、関連部分を見返しながら参考にしていきたいと思います。 

（Ａ．Ｈ 様） 
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普通の人が一般常識として認識していることが実は法律的には非常識もし

くは通用しないこともあったりと、実際の具体的例をわかりやすく説明して

下さっている部分とかは、相手に伝える方法として活用させて頂きます。 

これまで会社で契約に携わる業務についたこともあり、既に知っている内容も含

まれておりましたが、（その部分は復習として活用させて頂きました。）特に実務

面など知らない事項も多くあり大変勉強になりました。 

 

普通の人が一般常識として認識していることが実は法律的には非常識もし

くは通用しないこともあったりと、実際の具体的例をわかりやすく説明して

下さっている部分とかは、相手に伝える方法として活用させて頂きます。 

 

仮想通貨差押の事例は、時代とともに実務対応が変化している良い事例だったと

思います。 

 

本音源を何度も繰り返し聞くことで、知識の定着化を図り実務面で活用しま

す。 

 

これからも引き続きよろしくお願い致します。 

（Ｓ．Ｋ 様） 

⇒ 

 

  



■当音源（契約セミナー音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/5da9c76c/ 

 

 

 

  

 

 

あなた様の 

 

中小企業経営者、 

個人事業主・フリーランスのための、 

「知らなきゃ損する」絶対に押さえておくべき 

法律知識セミナー音源 

 

のご購入をお待ちしております。 

お求めは下記リンクよりどうぞ。 

https://form.os7.biz/f/5da9c76c/ 

 


