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1. 有効性 

・1.1 本販売条件は、クルツジャパン株式会社（以下「クルツ社」という）と顧客企業（以下「顧客」と

いう）との間に口頭もしくは書面にて締結された販売契約(以下「本契約」という)に基づいて製造された当

社のフォイル及びサービスの供給（以下「供給」という）に適用されるものとする。 

・1.2 本契約に記載されていない条件は、クルツ社が書面にて同意しない限り契約内容とならない。 

2. 売買申込 

・2.1 引き渡されるフォイルの品質及び仕様は、別紙技術仕様書に明示する。 

・2.2  クルツ社は、その売買申込に関わる説明図、設計図及び構造又はエンジニアリング資料等の所有権 

及び知的財産権を保有する。 

・2.3 クルツ社の売買申込は、売買申込をした日から 45 日間拘束力を有する。 

3. 供給条件、危険負担 

・3.1 供給条件は、2010 年インコタームズに従い、クルツ社倉庫渡し（以下「供給場所」という） 

とし、商品価格に送料を加算する。 

・3.2 販売価格は、引き渡される商品の価格に供給時の消費税を加えた、日本円建て価格とする。 

・3.3 分納による供給は、クルツ社が顧客からの要望に応じる場合に限り認められるものとする。 

・3.4 供給前に生じた物品の滅失，毀損，減量，変質その他一切の損害は，顧客の責めに帰すべきものを

除き，クルツ社の負担とし，供給後に生じたこれらの損害は，クルツ社の責めに帰すべきものを除き，顧客

の負担とする。 
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4. クルツ社の自己納入権利 

クルツ社の納入業者からクルツ社が供給商品を受け取っていない場合、又は，クルツ社の在庫が不足している

ために契約に基づいて合意された引渡しができないときは、クルツ社は、契約に基づいて合意された供給と同

等の品質及び価格の供給を行う権利を有する。これが不可能な場合は、クルツ社は契約を解約することができ

る。 

5. 支払条件 

・5.1 別段の合意がない場合、クルツ社に対する顧客の支払い条件は，即時払いとする。 

・5.2 顧客は、クルツ社に対する明白な債権のみを代金債務から差し引くことができる。 

6. 供給期日 

・6.1 クルツ社が顧客によって要求された供給期日を順守するためには、顧客によって提供されるすべて

の文書、許可証及び認証、図面等が必要であり、合意された支払条件及びその他の義務を顧客が遂行するこ

とが必要となる。これらの条件が期限内に履行されなければ、供給はそれに応じて延期されるものとする。

ただし、クルツ社にその遅延につき責に帰すべき事由がある場合は除く。 

・6.2 動員、戦争、暴動又はストライキ等の不可抗力により、クルツ社が供給期日を順守できない場 

合は、その期限は合理的な期間延長されるものとする。 

・6.3 遅延に対してクルツ社に責めに帰すべき事由があり，当該遅延により損失を被ったことを顧客が立

証した場合、顧客は合意に基づく遅延 1 週間に対して売買価格の 0.5%の損害賠償請求をすることができる。

但し，いかなる場合も損害の総額は、遅延によって顧客が意図した使用ができなかった供給部分の価格の 5%

を超えないものとする。 

・6.4 供給の遅延による損害に対する顧客の賠償請求及び債務不履行による損害賠償請求において 6.3 で

規定される限度を超えるものは、認められないものとする。ただし、クルツ社の意図的な法律違反

又は重大な過失が明らかな場合は除く。 

・6.5 顧客は、次の場合契約を解約することができる。クルツ社が供給の遅延に対して唯一法的責任を負

い、顧客が，クルツ社に対して供給を遂行する期限を設定し、その期限満了後の供給を受けないと言明し，

その期限が満了した場合。 

6.6 顧客は、合理的な期限内に、遅延する引渡しによる契約を解約するか、又は引渡しを求めるか 

について言明しなければならない。 

7. 所有権留保 

・7.1 供給された商品の所有権は、本契約においてクルツ社が権利を有する顧客に対する全ての債権が弁

済された時点で，顧客に移転する。 

・7.2 所有権留保の期間中、顧客は供給された商品に担保権を設定することは出来ない。また、供給され

た商品の差押え又は第三者の介入があった場合は、顧客は書面で即時にクルツ社へ通知しなければ

ならない。 

・7.3 顧客による供給された商品の再販売は、顧客がそのクライアントから代金の支払いを受領した後、

又は，供給された商品の所有権がクライアントの支払義務遂行後にのみクライアントに移転するよ

う顧客が所有権を留保した場合にのみ、認められる。 
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・7.4 供給された商品に対するクルツ社の所有権は、供給された商品が使用される製品（以下「最終製品」 

という）が顧客の施設で加工及び製造されている間は消滅しないものとする。また、供給された商

品に対するクルツ社の所有権は，最終製品においても存続し、クルツ社と顧客は、最終製品と供給

された商品の価格の割合に応じて最終商品を共有する。 

・7.5 顧客が前各号に違反した場合、及び，クルツ社に対する商品代金の支払が行われない場合は、以下

が適用される。 

・7.5.1 顧客が当該違反を是正しなければならない合理的な期限が満了しても、是正されない場合、クルツ

社は、供給した商品の返還を顧客に求めることができる。 

 7.5.2 所有権留保の実施及び供給した商品の返還が行われた場合でも、クルツ社から書面によって明示さ

れない限り、本契約は存続する。 

8. 材料の瑕疵 

材料の瑕疵に対するクルツ社の責任は、以下の各号に限る。 

・8.1 フォイルの品質及び仕様は別紙技術仕様書（以下「TS」という）に明示する。クルツ社は、TS に具

体的に記述されていない品質に関する材料の瑕疵に関して責任を負わないものとする。顧客が意図

した用途に対するフォイルの適合性の調査は顧客が自己の責任において実施する。 

・8.2 TS に適合していないフォイル（以下「材料の瑕疵」という）の供給が行われた場合、クルツ社はク

ルツ社の判断で修理又は無料で再供給（以下「再供給」という）。を行う。 

・8.3 再供給は、8.4 に明示する賠償請求の有効期限に影響しないものとする。 

・8.4 材料の瑕疵に対する賠償請求の有効期限は，引渡日から、12 カ月間とする。 

・8.5 顧客は、瑕疵を書面にて妥当な期間内にクルツ社へ通知しなければならない。また、瑕疵の通知は、

引き渡した商品のシールテープに記載された詳細（ロット番号、製品認識コード）を含むものとす

る。 

・8.6 当社が再供給のための十分な時間と機会を与えられない場合は、当社は材料の瑕疵に対して法的責

任を負わないものとする。 

・8.7 再供給が遂行できなかった場合、顧客は、他の損害に対する請求権（12.）を損なうことなく、契約

の解約，又は，商品代金の減額を請求することができる。 

・8.8 合意された品質からのわずかな逸脱、使用におけるわずかな支障，自然損耗、リスクの移転後に顧

客による誤った若しくは不注意な取り扱い及び不適切な使用方法、並びに本契約において想定され

ない特定の外部からの影響の結果として生じる損傷の場合には、瑕疵に対する損害賠償請求権は存

在しないものとする。 

・8.9 8.に規定されていない素材の瑕疵に関する顧客の損害賠償請求権は、考慮されない。その他の損害

に対する賠償請求に対しては 12．が適用される。 

9. 知的財産権、その他の権利の瑕疵 

・9.1 別段の合意がない限り、クルツ社による供給の中には、第三者の知的財産権及び著作権を含まない。

第三者が、クルツ社が提供し本契約に基づいて使用される供給による知的財産権の侵害による正当

な請求権を顧客に対して行使した場合、クルツ社は、8.4 で規定された期限内に顧客に対して以下の
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責任を負うものとする。 

・9.1.1 クルツ社は、クルツ社の判断及び費用で、知的財産権を侵害しないよう供給を修正、又は，交換の

いずれかを行うものとする。クルツ社がこれらを行うことが出来ない場合には、顧客は，本契約の

解約又は商品代金の減額を請求することができる。 

・9.2 知的財産権の侵害が、クルツ社が予測できない顧客の使用によって、又は，顧客によって改造され

た若しくはクルツ社が提供しない製品と合わせて使用されたことによって引き起こされた場合も、

クルツ社は，責任を負わない。 

・9.3 供給された商品の瑕疵に関しては、8.の条項が適用される。 

・9.4 9.において規定されるよりも広範な又はそれと異なる権利の瑕疵による顧客のクルツ社に対する賠

償請求は、考慮されない。その他の損害に対する賠償請求に関しては、12.が適用される。 

10. 顧客の義務 

顧客は、データ記憶媒体の形式に関わらず、顧客からクルツ社に供給されるデザイン、ロゴ、商標、ホログラ

ム、スタンピングツール及びその他の創造的要素で第三者の知的財産権を侵害するものに対して法的責任を負

わなければならない。 

11. 履行不能、契約の修正 

11.1   クルツ社が供給を行うことが不可能な場合は、クルツ社がその履行不能に帰責事由がない場合を除い

て、顧客は損害賠償請求を行うことができる。しかしながら、顧客の損害賠償請求は、履行不能によって顧客

によって意図した使用ができなかった供給される部分の価値の 10%に限られるものとする。 

・11.2 不可抗力の予測できない事象（6.2）が引渡しの経済的重要性若しくは内容を大きく変化させた、又

はクルツ社の事業に多大な影響をもたらした場合、本契約は、信義則に従って，内容を変更するも

のとする。それらの事象により、本契約が経済的に妥当でない状況になった場合は、クルツ社は本

契約を解約することができる。 

11.3   クルツ社は、当初設定された供給期限の延長が顧客との間で合意されていた場合においても、事象

の重大性に気づいた後即座に書面で顧客に通知することにより、契約を解約するとこができる。 

12. その他の損害賠償請求 

・12.1.1 契約関係乃至不法行為のいずれによるものであろうと、本契約に規定のない顧客のクルツ社に対す

る損害賠償請求は認められない。 

・12.1.2 クルツ社は顧客に対していかなる法的責任を負うことなく、フォイルの適用指針及び使用方法の助

言を提供するが、顧客は、フォイルの用途に関して自己の責任において検討する義務を免れないも

のとする。これは、クルツ社が顧客の用途の適用を認識している場合でも適用される。 

・12.1.3 12.1.1 及び 12.1.2 は、製造物責任法、又は意図的な違法行為、重大な過失、肉体的損傷、若しくは

実質的な契約上の義務の不履行により法的拘束力のある義務が存在している場合には、適用されな

いものとする。 

・12.1.4 本契約の不履行から生じる損害に対するクルツ社の法的責任は、意図的な違法行為、重大な過失が

明らかな場合を除き、通常予測される損害に限定されるものとする。 

・12.2 前各号によってクルツ社の責任が除外又は制限される限りにおいて、クルツ社の従業員、職員、社
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員及びその他の代理人にも適用されるものとする。但し，クルツ社の取締役には適用されないもの

とする。 

・12.3 前各号よって顧客が有する損害賠償請求権は、8.4 に明示された期間の満了によって喪失するものと

する。ただし、製造物責任法に基づいた意図的な違法行為及び損害賠償請求の場合は、法定期間が

適用されるものとする。 

13. 守秘義務 

・13.1 本契約の当事者らは、相手方の書面による同意なしに、文書、知識及び情報、ツール、鋳型、サン

プル、模型、統計データ、図面、データ規格シート、手書き原稿及びその他の技術文書‐データ記

憶メディアを問わない‐（以下「情報」という）を第三者に手渡してはならず、又は当該情報を本

契約の履行以外の目的で使用してはならない。但し、受領の時点で公知であった、又は受領当事者

によって守秘義務を保持する義務を負うことなく既に知られていた、第三者によって伝達された、

若しくは受領当事者によって開発された情報に対しては適用されないものとする。 

・13.2 本契約に基づいた発注がなされない場合には、情報を相手方に遅滞なく返還しなければならない。

この場合、顧客による留置権は考慮されない。 

14. 管轄権 

本契約に関連して生じる一切の紛争は大阪地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。 

15. 準拠法 

日本国実体法のみが適用される。1980 年 4 月 11 日に締結された国連国際物品売買条約は考慮されない。 

 


