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本条件書は、買主の注文書その他の文書で引用・言及される場合に適用される。 

These Terms apply when referenced by Buyer’s purchase order or other documentation. 

 

1. 申込み、承諾、排他的条件、買主の定義、国別補足書 

買主から発行される各購入注文書（以下、「本注文書」という）は、物品、サービスまたは物品お

よびサービス（以下、総称して「本供給品」という）の購入に関する売主に対する申込みであり、

本国際購入条件書（国または適用範囲に応じて、http://www.johnsoncontrols.com/betandc にて入手可

能なその他の適切な購入条件書により補足される）（以下、総称して「本条件書」という）の内容

を含み、かつこれに準拠する。本注文書は、本注文書の対象である本供給品に関する事前のすべ

ての契約、注文書、見積書、提案書その他のコミュニケーションに取って代わるが、事前に締結

済みの契約（落札決定書、供給契約、作業指示書または非開示契約など）は、その条件が買主に

とってより有利なものである範囲において、引き続き適用される。買主の本条件書に対するその

他の変更は、本注文書に明示的に記載しなければならない。本注文書は、売主が行う申し出また

は提案の承諾ではない。売主が行う申し出または提案に本注文書内で言及している場合、これは

単に、事前の提案書における本供給品の説明または仕様を、本注文書の説明または仕様と抵触し

ない範囲においてのみ盛り込むためのものである。売主は以下のいずれかの実施により、本条件

書を承諾し、契約を成立させる。(a) 本注文書に基づく作業の開始、(b) 本注文書の書面による承

諾、または(c) 本注文書の主題に関して、契約の存在を認めるその他の行為の実施。本注文書は、

売主が本条件書を承諾した場合に限られ、かつ専ら当該承諾を条件とする。売主が見積書、確認

書、請求書その他のいずれによるかを問わず、追加条件または異なる条件を提案したとしても、

買主はこれを承諾せず、明示的に拒絶し、これは本注文書の一部とはならない。各本注文書は、

第 37 条のもとでのみ変更することができる。「買主」とは、Johnson Controls, Inc.の子会社または

関連会社（本注文書で特定される）であり、当該会社が特定されていない場合、買主とは Johnson 

Controls, Inc.のビルテクノロジー＆ソリューション事業を意味する。ただし、適用される国別補足

書に別途記載される場合は、この限りではない。各本注文書の本条件書には、本注文書に記載の

とおり、本注文書が発行される国または売主が所在する国の補足書が含まれる（特に指示される

場合は、国別補足書が優先する）。 

1. Offer; Acceptance; Exclusive Terms; Identity of Buyer; Country Supplement. 
Each purchase order issued by Buyer (“Order”) is an offer to Seller for the purchase of goods, services, or 
goods and services (collectively, the “Supplies”) and includes and is governed by these Global Terms and 
Conditions of Purchase, as supplemented, for a country or specific application, by other applicable terms and 
conditions of purchase available at http://www.johnsoncontrols.com/betandc (collectively, “Terms”). The 
Order supersedes all prior agreements, orders, quotations, proposals and other communications regarding 
Supplies covered by the Order, except that a signed prior agreement (such as an award letter, Supply 
Agreement, Statement of Work or Non-Disclosure Agreement) will continue to apply and govern to the extent 
the terms therein are more beneficial to Buyer. Any other modification of Buyer’s Terms must be expressly 
stated in the Order. The Order does not constitute an acceptance of any offer or proposal made by Seller. Any 
reference in the Order to any offer or proposal made by Seller is solely to incorporate the description or 

http://www.johnsoncontrols.com/betandc
http://www.johnsoncontrols.com/betandc


specifications of Supplies in the prior proposal, but only to the extent that the description or specifications 
do not conflict with the description and specifications in the Order. Seller accepts these Terms and forms a 
contract by doing any of the following: (a) commencing any work under the Order; (b) accepting the Order 
in writing; or (c) any other conduct that recognizes the existence of a contract with respect to the subject 
matter of the Order. The Order is limited to and conditional upon Seller’s acceptance of these Terms 
exclusively. Any additional or different terms proposed by Seller, whether in Seller’s quotation, 
acknowledgement, invoice or otherwise, are unacceptable to Buyer, are expressly rejected by Buyer, and will 
not become part of the Order. Each Order can be modified only under Section 37. “Buyer” is the subsidiary 
or affiliate of Johnson Controls, Inc. identified in the Order; if no such entity is identified, the Buyer is the 
Building Efficiency business of Johnson Controls, Inc. unless otherwise stated in the applicable Country 
Statement. The Terms of each Order include (and where indicated, are superseded by) the Country 
Supplement for the country from which the Order is issued and/or the country in which Seller is located, as 
indicated in the Order. 
 

2. 本注文書の期間 買主の解除権を別として、本注文書により成立する契約は、本注文書が売主

に対して発出された日から 1 年間、または本注文書に満了日が記載されている場合は当該満了日

まで、両当事者を拘束する。買主の解除権別として、本注文書は、当初期間から 1 年間経過後に

自動的に更新され、その後も同様とする。ただし、売主が、当該期間の終了より 180 日前までに、

本注文書を更新しないことを希望する旨の書面通知を行った場合は、この限りではない。 
2. Time Period of Order. Subject to Buyer’s termination rights, the agreement formed by the Order is binding 
on the parties for one year from the date the Order is transmitted to Seller or, if an expiration date is stated in 
the Order, until that date. Subject to Buyer’s termination rights, the Order will automatically renew for 
successive one-year periods after the initial term unless Seller provides written notice at least 180 days prior 
to the end of the current term of its desire that the Order not be renewed. 
 

3. 数量、納品、資材リリース 各本注文書に概算として記載される数量は、本注文書に明記され

た契約期間中に買主が売主から購入する可能性がある、本供給品の数量の最良推定値である。数

量が記載されていない場合またはゼロと記載されている場合、(a) 売主は資材リリースで買主から

指定される数量で、買主が記載する本供給品の要求量を供給する義務を負い、(b) 本注文書の表面

に明示的に記載される場合を除き、買主は本供給品を売主からのみ購入する必要はなく、(c) 買主

は、物品に関しては本供給品を 1 個または 1 ユニット以上、かつ買主から売主に送付される資材

承認リリース、船荷目録、連絡または類似の通知（以下、「資材リリース」という）で確定注文と

して確認された数量以下で購入する必要があり、サービスに関しては、買主が署名した作業指示

書に確定注文として明示的に記載される範囲内で購入する必要がある。買主は売主に対し、資材

リリース、出荷確認その他の情報の通知を受けるために、電子データ交換または類似の在庫管理

プログラムに、売主の費用負担で参加するよう求めることができる。買主は資材リリースを用い

て、記載された本供給品の追加数量を購入することができる。買主が書面で別途合意した場合を

除き、買主の運送業者に引き渡された時点（または、売主もしくは一般運送業者が輸送する場合

は、買主指定の施設に引き渡された時点）で、危険負担は売主から買主に移転する。本注文書に

おいては、期日および数量は重要な構成要素である。両当事者が書面で別途合意した場合を除き、

売主は、本注文書および関連する資材リリースの記載に従い、買主が指定する数量を、買主が指

定する期日に、100％期限どおりに納品することに同意する。買主は、予定された出荷頻度を変更

することができ、または予定された出荷の一時停止を指示することができ、そのいずれの場合も、

売主は本供給品の価格を変更することはできない。買主は、早期納品、納品遅延、一部納品また



は過剰納品を受け入れる義務を負わない。 
3. Quantities; Delivery; Material Releases. Quantities listed in each Order as estimated are Buyer’s best 
estimate of the quantities of Supplies it might purchase from Seller for the contract term specified in the 
Order. If no quantity is stated or if the quantity is stated as zero: (a) Seller is obligated to supply Buyer’s 
stated requirements for the Supplies in quantities as specified by Buyer in Material Releases; (b) unless 
expressly stated on the face of the Order, Buyer is not required to purchase Supplies exclusively from Seller; 
and (c) Buyer is required to purchase no less than one piece or unit of each of the Supplies that are goods and 
no more than those quantities identified as firm orders in material authorization releases, manifests, 
broadcasts, or similar releases (“Material Releases”) transmitted by Buyer to Seller or, for services, to the 
extent expressly stated as a firm order in a Statement of Work signed by Buyer. Buyer may require Seller to 
participate in electronic data interchange or similar inventory management program, at Seller’s expense, for 
notification of Material Releases, shipping confirmation and other information. Buyer may purchase 
additional quantities of the listed Supplies using Material Releases. Unless otherwise agreed in writing by 
Buyer, the risk of loss passes from Seller to Buyer upon delivery to Buyer’s transportation carrier (or if 
shipment is by Seller or common carrier, then upon delivery to Buyer’s designated facility). Time and 
quantities are of the essence under the Order. Seller agrees to 100% on-time delivery of the quantities and at 
the times specified by Buyer, as stated in the Order and related Material Releases, except as otherwise agreed 
in writing by the parties. Buyer may change the rate of scheduled shipments or direct temporary suspension 
of scheduled shipments, neither of which entitles Seller to modify the price for Supplies. Buyer is not 
obligated to accept early deliveries, late deliveries, partial deliveries or excess deliveries. 
 

4. 請求、価格設定、特別運送費 「運送費」という見出しのもとで本注文書に明示的に記載され

る場合を除き、本供給品の価格には、保管、取扱、梱包その他の売主のすべての費用および料金

が含まれる。完全に米国内のみ輸送される積荷を除き、すべての積荷にはインコタームズ 2010 が

適用される。本注文書に別途記載される場合を除き、本供給品は、買主の運送業者を利用して、

売主の最終製造地において運送人渡しＦＣＡ（積込み）条件で出荷される。本供給品のすべての

請求書には、本注文書の番号、改訂またはリリースの番号、買主の部品番号、売主の部品番号（該

当する場合）、出荷品数、箱またはコンテナの数、船荷証券番号その他の買主が要求する情報を記

載しなければならない。買主は、本注文書のすべての条件に適合した適切な請求書について支払

いを行う。合計金額には、政府が課税する付加価値税（VAT）を除くすべての税金が含まれ、これ

らは売主の請求書上で、出荷ごとに分けて示さなければならない。買主は、事業活動税、給与税

または売主の所得もしくは資産に課税される税金に関しては責任を負わない。売主は、自身の作

為または不作為に起因して、合意された納品日に間に合わせるために速達便を利用する必要が生

じた場合、通常の輸送費を超える特別輸送費を全額支払う。売主が出荷または納品の要件を遵守

しなかったために買主が負担する費用（買主の顧客が買主に請求する費用を含む）については、

売主がこれを支払う。 
4. Invoicing and Pricing; Premium Freight. Except as expressly stated in the Order under the heading 
“Freight,” the price of Supplies includes storage, handling, packaging and all other expenses and charges of 
Seller. Incoterms 2010 will apply to all shipments except those entirely within the USA. Except as otherwise 
stated in the Order, Supplies will be shipped FCA (loaded) at Seller’s final production location, using Buyer’s 
transportation. All invoices for the Supplies must reference the Order number, amendment or release number, 
Buyer’s part number, Seller’s part number where applicable, quantity of pieces in the shipment, number of 
cartons or containers in the shipment, bill of lading number, and other information required by Buyer. Buyer 
will pay proper invoices complying with all of the terms of the Order. The total price also includes all duties 
and taxes except for any governmentally imposed value added tax (VAT), which must be shown separately 
on Seller’s invoice for each shipment. Buyer is not responsible for any business activity taxes, payroll taxes 
or taxes on Seller’s income or assets. Seller will pay all premium freight costs over normal freight costs if 
Seller needs to use an expedited shipping method to meet agreed delivery dates due to its own acts or 
omissions. Seller will pay any costs incurred by Buyer, including costs charged by Buyer’s customer(s) to 



Buyer, as a result of Seller’s failure to comply with shipping or delivery requirements. 
 

5. 梱包、マーキング、出荷 売主は、以下のすべてを行う。(a) 買主、関連する運送業者および仕

向国の要件に従い、本供給品を適切に梱包、マーキングおよび出荷する。(b) 買主の指示に従い積

荷の経路設定を行う。(c) 買主の指示に従い各貨物にラベルまたはタグを付ける。(d) 本注文書の

番号、改訂またはリリースの番号、買主の部品番号、売主の部品番号（該当する場合）、出荷数量、

出荷コンテナの数、売主の名称および番号ならびに船荷証券番号を記載した書類を各積荷に同封

する。(e) 買主の指示および運送業者の要件に従い、各積荷に関する船荷証券その他の受領書の原

本を速やかに送付する。売主は、本供給品、コンテナおよび梱包の取扱い、輸送、処理、利用また

は処分に際して適切な措置を講じる方法を運送業者、買主およびそれらの従業員に通知するため

に、必要なすべての特別取扱指示を提供する。 
5. Packaging; Marking; Shipping. Seller will: (a) properly pack, mark, and ship Supplies according to the 
requirements of Buyer, the involved carriers and the country of destination; (b) route the shipments according 
to Buyer’s instructions; (c) label or tag each package according to Buyer’s instructions; (d) provide papers 
with each shipment showing the Order number, amendment or release number, Buyer’s part number, Seller’s 
part number (where applicable), number of pieces in the shipment, number of containers in the shipment, 
Seller’s name and number, and the bill of lading number; and (e) promptly forward the original bill of lading 
or other shipment receipt for each shipment according to Buyer’s instructions and carrier requirements. Seller 
will provide all special handling instructions that are needed to advise carriers, Buyer, and their employees 
how to take appropriate measures while handling, transporting, processing, using or disposing of the Supplies, 
containers, and packing. 
 

5.1 開示；特別警告または指示 売主は買主に対し、サステナビリティ指令（以下にて定

義）の要件を満たす様式で、または買主の別途の要請に従い、本供給品に関して以下

の情報を提供する。(i) 本供給品を構成するすべての要素、鉱物、化合物その他の含有

物（以下、「必要鉱物」という）のうち、サステナビリティ指令（以下にて定義）もし

くは買主のその他の要請の対象であるか、またはそれらで取り上げられているものの

一覧、(ii) 本供給品の製造場所、(iii) 本供給品に含まれる各必要鉱物の量および（必

要に応じて）割合、(iv) 第 9 条に追加して、かつ第 9 条に従い、これらの本供給品に

含まれる必要鉱物の変更または追加に関する情報。売主は上記の情報を、売主による

本供給品の出荷に先立ち、可能な限り迅速に買主に提供する。ただしいずれの場合も、

売主が適用されるサステナビリティ指令または第 5.1 条および第 5.2 条に定める買主

の開示要件のいずれかを満たさなかった場合に、買主が余裕をもって a) 買主の開示

要件を決定し、b) 本供給品を拒否し、本注文書をキャンセルし、またはその他すべて

の救済（コモンローおよび衡平法上の救済を含むが、これらに限定されない）を求め

ることができるよう十分な猶予を与えて提供する。さらに、本供給品の出荷時までに、

売主は買主に対し、本供給品の含有物または本供給品の一部として危険物または規制

物質が含まれる場合、その旨を書面で十分に警告する（すべての本供給品、コンテナ

および梱包に必要なすべてのラベルを含み、処分およびリサイクルに関する指示、化

学物質等安全データシートおよび分析証明書を含むが、これらに限定されない）。売

主は、本供給品の内容および警告ラベルについて、1) サステナビリティに関して買主

が適宜公表するすべての方針ならびに 2)現在および今後制定され、買主、買主の顧客



もしくは売主に適用される国、州、地方および現地のすべての法令、または(1)と(2)の

組み合わせ（以下、「サステナビリティ指令」という）（米国有害物質規制法、特定の

危険物質の制限に関する EU 指令 2002/96/EC および 2002/95/EC、紛争鉱物に関する

ドッド＝フランク法、化学物資の登録、評価、認可および制限に関する EU 規則

1907/2007/EC を含むが、これらに限定されない）を遵守することに同意する。化学物

資の登録、評価および認可（ REACH ）に関する規則へのリンクを示す

（http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm.）。RoHS（特定有害物質

使 用 制 限 ） 指 令 へ の リ ン ク も 示 す

（http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm.）。売主は、本供給品の不適切

もしくは不完全な開示、梱包、マーキング、経路設定または出荷により費用が発生し

た場合、当該費用を買主に払い戻す。 
5.1  Disclosure; Special Warnings or Instructions. Seller will provide Buyer with the following 

information, with respect to such Supplies, in a form that would satisfy the requirements of the 
Sustainability Directives, as defined below, or as otherwise requested by Buyer: (i) a list of all 
elements, minerals, compounds, and other ingredients that comprise the Supplies (“Required 
Minerals”) and are the subject of, or addressed by, the Sustainability Directives, defined below, 
or as otherwise requested by Buyer; (ii) the manufacturing location of Supplies; (iii) the amount 
and, as applicable, the percentage of each Required Mineral in Supplies, and (iv) in addition 
and pursuant to Section 9, information concerning any changes in or additions to Required 
Minerals in these Supplies. Seller will provide the aforementioned information to Buyer as 
expeditiously as possible prior to the shipment of these Supplies by Seller, but in any event, in 
sufficient time to afford Buyer reasonable time to a) determine Buyer’s disclosure requirements 
and b) reject any Supplies, cancel any Order, or pursue all other remedies, including, but not 
limited to, legal and equitable remedies, in the event Seller either fails to meet applicable 
Sustainability Directives or Buyer’s disclosure requirements as provided in Sections 5.1 and 
5.2. Additionally, before and at the time Supplies are shipped, Seller will give Buyer sufficient 
warning in writing (including all required labels on all Supplies, containers, and packing, 
including without limitation disposal and recycling instructions, material safety data sheets and 
certificates of analysis) of any hazardous or restricted material that is an ingredient or part of 
the Supplies. Seller agrees to comply with 1) all of Buyer’s published policies on sustainability 
as they exist from time to time as well as 2) all current, and subsequently enacted, national, 
state, provincial, and local laws and regulations applicable to Buyer, Buyer’s customers, Seller, 
or any combination of (1) and (2), pertaining to content of Supplies and warning labels 
(“Sustainability Directives”), including without limitation the U.S. Toxic Substances Control 
Act and European Union Directive 2002/96/EC and 2002/95/EC regarding restrictions of 
certain hazardous substances, Dodd-Frank Act regarding conflict minerals and European Union 
Regulation 1907/2007/EC regarding Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 
Chemicals. Link to Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals (REACH) 
Regulation: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm. Link to RoHS 
Directive: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm. Seller will reimburse 
Buyer for any expenses incurred as a result of improper or incomplete disclosure, packing, 
marking, routing, or shipping of Supplies. 

 

5.2 サステナビリティ 適用されるすべてのサステナビリティ指令の遵守に加えて、売主

は本供給品に関して、i) サステナビリティ指令および必要鉱物に関する買主の調査な

らびに情報要請に完全かつ正確に、タイムリーに対応し、ii) 売主のサプライチェーン

全体において、本供給品の必要鉱物の原産地（供給源であるリサイクル品または廃棄

品の特定、鉱山の場所、精錬業者およびサプライチェーンへの最初の投入箇所を含む）

および利用に関する情報を収集する買主の努力について、買主に十分に協力する。 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm.
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm.
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm.
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm.


5.2 Sustainability. In addition to complying with all applicable Sustainability Directives, with 
respect to Supplies, Seller will i) completely, accurately, and timely respond to Buyer’s surveys 
and requests for information related to the Sustainability Directives and Required Minerals and 
ii) fully cooperate with Buyer in Buyer’s efforts to collect information throughout Seller’s 
supply chain on the origin (including determination of a recycled or scrapped source, location 
of the mine, smelter, and initial entry into the supply chain) and use of Required Minerals in 
the Supplies. 

 

5.3 売主が第 5.1 条、第 5.2 条またはその両方を完全かつタイムリーに遵守しなかった場

合、買主は、本条件書、米国統一商事法典（UCC）その他に基づき利用可能なその他

すべての救済に加えて、本供給品に関して、自らの単独かつ絶対的な裁量権により、

売主の費用負担および危険負担で、当該本供給品の受入れを取り消し、または本供給

品を拒否、放棄、返却もしくは保持することができ（以下、「拒否製品」という）、買

主は、i) 本注文書、ii) 落札決定書、iii) その他の契約、iv) 買主が売主からあらゆる

本供給品を購入するために負うその他の義務もしくは v) (i)、(ii)、(iii)および(iv)の組

み合わせの全部または一部を取り消すことができる（以下、「取消製品」という）。さ

らに、買主は、拒否製品、取消製品またはそれらの組み合わせに関して代替品を調達

する権利を有し、売主は、当該代替品の費用の差額およびすべての関連費用（速達便

および品質評価に要する費用を含む）、ならびに当該代替品の調達を求める必要が生

じた結果、買主の事業に与えた悪影響に起因または関連して生じた損失を、買主に払

い戻す。 
5.3 In the event Seller fails to fully and timely comply with Sections 5.1, 5.2, or both, in addition 

to all other remedies available to Buyer under these Terms, the UCC, or otherwise, Buyer may, 
in its sole and absolute discretion, with respect to any Supplies, revoke the acceptance, reject, 
abandon, return or hold such Supplies at Seller’s expense and risk (“Refused Product”) and 
Buyer may cancel in whole or in part, i) any Order, ii) award letter, iii) any other agreement, iv) 
any other obligation Buyer may have to purchase any or all Supplies from Seller, or v) any 
combination of (i), (ii), (iii), and (iv) (collectively “Canceled Products”). Additionally, Buyer 
has the right to source replacements for any Refused Products, Canceled Products, or any 
combination thereof and Seller will reimburse Buyer for any difference in cost of such 
replacements plus all associated expenses, including charges for expediting and quality 
validation, and losses arising out of or related to adverse effects on Buyer’s business as a result 
of the need to pursue such alternative sourcing. 

 

6. 関税、関連事項 本注文書から生じる信用または利益（企業間信用、輸出信用または関税、税

金もしくは手数料の返金を含む）は、買主に帰属する。売主は、買主（または買主の顧客）がこれ

らの利益または信用を受領可能となるために必要な、すべての情報および証明書（NAFTA 原産地

証明書を含む）を提供する。売主は、関税もしくは NAFTA に関連する義務、原産地表示またはラ

ベル付けの要件、および内容物の原産地に関する現地の要件を満たすことに同意する。本供給品

の輸出に必要な輸出ライセンスまたは輸出許可は、売主の責任である。ただし、本注文書に別途

記載される場合はこの限りではなく、その場合、売主は、買主がライセンスまたは許可を取得す

ることができるよう必要な情報を提供する。売主は、本注文書に従うにあたり、本供給品が納品

される国以外の国で購入した資材または構成品を使用する場合、その旨を速やかに書面で買主に

通知する。売主は、原産国を証明するため、または原産地に関する国の適用規則を遵守するため

に必要な書類および文書を提供する。売主は、原産国に輸入される資材または構成品、および本



供給品の購入価格に含まれる税金を、速やかに買主に通知する。本供給品が、納品される国以外

の国で製造される場合、売主は、本供給品に「〔原産国〕製」とマークを付ける。売主は、買主お

よび適切な政府機関に対し、本供給品をその納品国に持ち込むことの許容性および影響を判断す

るために必要な書類を提供する。売主は、本供給品の輸出入に関して買主に提供する情報が真実

であること、本注文書の対象となるすべての販売が、本供給品の輸出先の国の反ダンピング法に

基づく適正価格を下回らない価格で行われることを保証する。 
6. Customs; Related Matters. Credits or benefits resulting from the Order, including trade credits, export 
credits or the refund of duties, taxes, or fees, belong to Buyer. Seller will provide all information and 
certificates (including NAFTA Certificates of Origin) necessary to permit Buyer (or Buyer’s customers) to 
receive these benefits or credits. Seller agrees to fulfill any customs- or NAFTA-related obligations, origin 
marking or labeling requirements, and local content origin requirements. Export licenses or authorizations 
necessary for the export of Supplies are Seller’s responsibility unless otherwise stated in the Order, in which 
case Seller will provide the information necessary to enable Buyer to obtain the licenses or authorizations. 
Seller will promptly notify Buyer in writing of any material or components used by Seller in filling the Order 
that Seller purchases in a country other than the country in which the Supplies are delivered. Seller will 
furnish any documentation and information necessary to establish the country of origin or to comply with the 
applicable country’s rules of origin requirements. Seller will promptly advise Buyer of any material or 
components imported into the country of origin and any duty included in the Supplies’ purchase price. If 
Supplies are manufactured in a country other than the country in which Supplies are delivered, Seller will 
mark Supplies “Made in [country of origin].” Seller will provide to Buyer and the appropriate governmental 
agency the documentation necessary to determine the admissibility and the effect of entry of Supplies into 
the country in which Supplies are delivered. Seller warrants that any information that is supplied to Buyer 
about the import or export of Supplies is true and that all sales covered by the Order will be made at not less 
than fair value under the anti-dumping laws of the countries to which the Supplies are exported. 
 

6.1. 輸入者セキュリティー・ファイリング サプライヤーまたは売主は、米国向けに出荷

される物品に関して、米国の法律に基づくジョンソンコントロールズの義務を裏付け

るために必要なすべての情報を提供する義務を認め、米国税関・国境警備局（以下、

「CBP」という）に対して輸入者セキュリティー・ファイリング（以下、「ISF」とい

う）をタイムリーに（すなわち、船積みの 24 時間以上前に）提出する。当該情報に

は、(1) サプライヤーまたは売主の名称および住所、(2) 製造業者またはその他サプラ

イヤーの名称および住所（サプライヤーまたは売主と異なる場合）、(3) 原産国、なら

びに(4) 商品の米国関税率表番号（サプライヤーまたは売主による販売文書または出

荷文書に含めるために、ジョンソンコントロールズから提供されている場合）が含ま

れるが、これらに限定されないものとする。サプライヤーまたは売主は、要請された

データを提供するため、かつ求められる期限までの物品の輸出を調整するために、指

定された現地の運送業者と協力することに同意する。サプライヤーまたは売主がこの

要請された情報を提供しなかったために、商品の発送が遅延した場合または米国向の

輸出のために商品の船積みができなかった場合、発生した罰金、違約金、予定損害賠

償金その他の費用は、サプライヤーまたは売主のみの費用負担とし、サプライヤーま

たは売主はここに、当該不履行から生じうるいかなる費用もジョンソンコントロール

ズに払い戻すことに同意する。 
6.1. Importer Security Filing. Supplier/Seller acknowledges its obligation with respect to any goods 

intended for shipment to the United States to provide all required information in support of 
Johnson Controls' obligation under U.S. law to timely submit (i.e., more than 24 hours prior to 
ocean lading) its Importer Security Filing ("ISF") with U.S. Customs & Border Protection 



(“CBP”). That information shall include but not be limited to: (1) Supplier/Seller name and 
address; (2) Manufacturer or other Supplier name and address (if different from 
Supplier/Seller); (3) Country of origin; and (4) Commodity HTSUS number (if provided by 
Johnson Controls for inclusion by Seller/Supplier in its sales/shipping documentation). 
Supplier/Seller agrees to work with the designated local freight forwarder to provide the 
requested data and coordinate the export of goods by the required timeframes. Any fines, 
penalties, liquidated damages or other costs resulting from a delay in the release of merchandise 
or inability to load merchandise for export shipment to the United States resulting from 
Supplier/Seller's failure to provide this requested information shall be at the sole expense of 
Supplier/Seller and Supplier/Seller hereby agrees to reimburse Johnson Controls for any 
amounts it may incur as a result of said failure. 

 
7. 検査、不適合な物品またはサービス、監査 買主は、本注文書に関連する施設、本供給品、資

材および買主の財産を検査するために、売主の施設に立ち入ることができる。製造中、納品前ま

たは納品後の合理的な期間内のいずれであるかを問わず、買主が本供給品の検査を実施した場合

であっても、仕掛品または完成品を受け入れたことにはならない。買主による受入れ、検査また

は検査の不実施により、売主は責任または保証を一切免除されない。本注文書のいずれの規定に

よっても、売主は、試験、検査および品質管理の義務を免除されない。欠陥のある本供給品が出

荷され、買主がこれを拒否した場合、買主が売主に別途通知する場合を除き、本注文書に基づく

数量は引き下げられる。売主は、買主からの新たな資材リリースがない限り、引き下げられた数

量を元に戻さない。買主が利用可能な他の救済に加えて、以下のいずれか又は全てを求めうる：

(i) 売主は自らのリスクと費用負担で、請求価格の全額および輸送費用を負担した上で返品を受け

入れ、欠陥のある本供給品を買主が必要とみなすとおりに交換することに同意し、(ii) 買主は、買

主の工場からの出荷前いつでも、本注文書の要件を満たさない本供給品を修正することができ、

(iii) 売主は、欠陥のある本供給品の拒否もしくは修正から生じた合理的なすべての費用を買主に

払い戻す。売主は、欠陥サンプルを受領後、商業的に合理的な期間内に、是正措置を文書化し、

欠陥の是正に必要なあらゆる措置を講じる。不適合な本供給品についての支払いは受入れではな

く、法定もしくは衡平法上の救済を主張する買主の権利を制限し、または損なうものではなく、

隠れたる瑕疵に関する売主の責任を免除するものではない。売主への合理的な通知により、買主

またはその直接もしくは間接的な顧客は、品質、費用または納品確認のために、売主の製造施設

で定期監査を実施することができる。売主は、自らの下請業者との間の契約条件として、本条に

定めるすべての権利を買主およびその顧客に供与することを確実にする。 
7. Inspection; Non-Conforming Goods/Services; Audit. Buyer may enter Seller’s facility to inspect the 
facility, Supplies, materials, and any of Buyer’s property related to the Order. Buyer’s inspection of Supplies 
whether during manufacture, prior to delivery, or within a reasonable time after delivery, does not constitute 
acceptance of any work-in-process or finished goods. Buyer’s acceptance, inspection, or failure to inspect 
does not relieve Seller of any of its responsibilities or warranties. Nothing in the Order releases Seller from 
the obligation of testing, inspection and quality control. If defective Supplies are shipped to and rejected by 
Buyer, the quantities under the Order will be reduced unless Buyer otherwise notifies Seller. Seller will not 
replace reduced quantities without a new Material Release from Buyer. In addition to other remedies available 
to Buyer: (i) Seller agrees to accept return, at Seller’s risk and expense at full invoice price, plus transportation 
charges, and to replace defective Supplies as Buyer deems necessary; (ii) Buyer may have corrected at any 
time prior to shipment from Buyer’s plant Supplies that fail to meet the requirements of the Order; and/or 
(iii) Seller will reimburse Buyer for all reasonable expenses that result from any rejection or correction of 
defective Supplies. Seller will document corrective actions within a commercially reasonable period after 
receipt of a defective sample and will take whatever measures necessary to correct the defect. Payment for 
nonconforming Supplies is not an acceptance, does not limit or impair Buyer’s right to assert any legal or 
equitable remedy, and does not relieve Seller’s responsibility for latent defects. Upon reasonable notice to 
Seller, either Buyer or its direct or indirect customers may conduct a routine audit at Seller’s production 
facility for the purpose of quality, cost or delivery verification. Seller will ensure that the terms of its contracts 
with its subcontractors provide Buyer and its customers with all of the rights specified in this Section. 
 

8. 支払い 本注文書に異なる支払条件が記載される場合を除き、買主は、適用される国別補足書



がある場合は当該補足書に記載された根拠に基づき、適切な請求書について支払いを行う。工具

または資本設備の請求書は、本注文書の規定に従い、承認された場合に限り発行しなければなら

ない。買主は、適用法により認められる範囲で、本注文書に基づき提供された本供給品に先取特

権、抵当権または請求が設定されていないことの証拠を、買主が要請する様式および内容で受領

するまで、支払いを保留することができる。支払いは、本注文書に明示的に記載される通貨で実

施され、当該通貨の記載がない場合、米ドルで実施される。買主が別途明示的に同意する場合を

除き、支払いは支払期限またはそれより前に郵送にて行う。 
8. Payment. Unless different payment terms are stated in the Order, Buyer will pay proper invoices on the 
basis stated in the applicable Country Supplement, if any. Invoices for tooling and/or capital equipment must 
be issued only as approved, as provided in the Order. Subject to applicable laws, Buyer may withhold 
payment pending receipt of evidence, in the form and detail requested by Buyer, of the absence of any liens, 
encumbrances, or claims on Supplies provided under the Order. Payment will be made in the currency 
expressly stated in the Order; if no such currency is noted, payment will be made in U.S. Dollars. Payment 
will be made by mailing on or before the due date unless otherwise expressly agreed by Buyer. 
 

9. 変更 買主は、本供給品の図面、仕様、サンプルもしくは説明書の変更を指示する権利、また

は売主にそれらの変更を実施させる権利を留保する。買主は、適用法により認められる範囲で、

本注文書の対象となる作業（検査、試験または品質管理などの事項に関する作業を含む）の範囲

を別途変更する権利も留保する。買主は、自身または第三者からの原材料の供給を指示すること

もできる。売主は、要請された当該変更を速やかに実施する。売主は、当該変更の結果、履行の

ための価格または時期について合理的な変更を要請する場合、変更通知を受領後 10 日以内に書面

で買主に要請を通知しなければならない。買主は、履行のための仕様、価格または時期の変更に

関して、売主に追加書類を要請することができる。売主は、買主の書面による指示または承認が

ある場合を除き、本供給品の設計、仕様、製造・加工・梱包・マーキング・出荷の場所、価格また

は納品日もしくは納品場所を変更しない。 
9. Changes. Buyer reserves the right to direct changes, or to cause Seller to make changes, to drawings, 
specifications, samples or descriptions of Supplies. Subject to applicable laws, Buyer also reserves the right 
to otherwise change the scope of the work covered by the Order, including work with respect to such matters 
as inspection, testing or quality control. Buyer may also direct the supply of raw materials from itself or from 
third parties. Seller will promptly make any such requested change. In order for Seller to request a reasonable 
difference in price or time for performance as a result of such a change, Seller must notify Buyer of its request 
in writing within ten days after receiving notice of the change. Buyer can request additional documentation 
from Seller relating to any change in specifications, price or time for performance. Seller will not make any 
change in the Supplies’ design, specifications, location of manufacturing, processing, packing, marking, 
shipping, price or date or place of delivery except at Buyer’s written instruction or with Buyer’s written 
approval. 
 

10. 保証 売主は、買主、買主の承継人、譲受人および顧客に対して、買主に納品されるすべての

本供給品が以下のとおりであることを明示的に保証する。(a) 買主に、または買主から提供される

仕様、規格、図面、サンプル、説明書および改訂書に適合すること。(b) 本供給品または本供給品

を組み込むその他の製品が販売される国で適用されるすべての法律、命令、規則および規格に適

合すること。(c) 設計（売主が設計する範囲に限る）、資材および仕上がりにおいて、商品性があ

り瑕疵がないこと。(d) 買主の規定の用途に基づき売主が選定、設計（売主が設計する範囲に限る）、

製造および組立てを行い、買主の意図する目的を十分に満たしていること。保証期間は、買主に



よる本供給品の受入日から 3 年間、適用法で定める保証期間、または製品に設置され、もしくは

製品の一部となる本供給品に関して、買主もしくは買主の顧客からエンドユーザーに提供される

保証期間のうち、いずれか最も長い期間である。すべてのサービスに関して、売主はさらに、自

らの作業が専門的かつ職人らしいやり方で、買主と合意したすべての基準および仕様ならびにそ

の他の業界規格に沿って実施されることを保証する。売主は、本供給品の含有物、構成品、設計

もしくは瑕疵が人体もしくは財産に有害である、または有害となる可能性があることに気づいた

場合、ただちに買主に書面で通知する。買主が設計、図面、資材、プロセスまたは仕様を承認し

ても、売主は上記の保証を免除されない。 
10. Warranties. Seller expressly warrants and guarantees to Buyer, to Buyer’s successors, assigns and 
customers, that all Supplies delivered to Buyer will: (a) conform to the specifications, standards, drawings, 
samples, descriptions and revisions as furnished to or by Buyer; (b) conform to all applicable laws, orders, 
regulations and standards in countries where Supplies or other products incorporating Supplies are to be sold; 
(c) be merchantable and free of defects in design (to the extent designed by Seller), materials and 
workmanship; and (d) be selected, designed (to the extent designed by Seller), manufactured and assembled 
by Seller based upon Buyer’s stated use and be fit and sufficient for the purposes intended by Buyer. The 
warranty period is the longest of: three years from the date Buyer accepts the Supplies; the warranty period 
provided by applicable law; or the warranty period offered by Buyer or Buyer’s customer to end-users for 
Supplies installed on or as part of products. For all services, Seller further warrants that its work will be 
performed in a professional and workmanlike manner, consistent with all standards and specifications agreed 
on with Buyer and otherwise consistent with industry standards. Seller will immediately notify Buyer in 
writing when it becomes aware of any ingredient, component, design or defect in Supplies that is or may 
become harmful to persons or property. Buyer’s approval of any design, drawing, material, process or 
specifications will not relieve Seller of these warranties. 
 

11. サプライヤーの品質および開発、必要なプログラム 売主は、買主が設定または指示する品質

管理基準および検査システムならびに関連する規格およびシステム（品質管理指針、QS 9000 お

よび ISO 9000 を含むが、これらに限定されない）に従う。売主は、買主の指示に従い、買主のサ

プライヤー品質・開発プログラムにも参加する。適用される国別補足書に別途明記される場合を

除き、売主は、買主からの随時の要請に従い、買主の以下のプログラムおよび基準に参加し、こ

れらを遵守する。(a) 買主から提供されるすべてのサプライヤー標準マニュアル（すべてのサブセ

クションおよび書式を含む）、(b) サプライヤー実績評価、(c) マイノリティ・女性経営企業に関す

る期待（これらは Johnson Controls, Inc.のウェブサイト上に掲載され、閲覧可能である）。上記のプ

ログラムまたは基準の一部と本条件書の明示的な規定との間に抵触がある場合、本条件書が優先

する。 
11. Supplier Quality and Development; Required Programs. Seller will conform to the quality control 
standards and inspection system, as well as related standards and systems (including without limitation, 
quality control policies, QS 9000 and ISO 9000), that are established or directed by Buyer. Seller will also 
participate in supplier quality and development programs of Buyer as directed by Buyer. As requested by 
Buyer at any time, unless otherwise specified in an applicable Country Supplement, Seller will participate in 
and comply with the following Buyer programs and standards: (a) all Supplier Standards Manuals as provided 
by Buyer (including all subsections and forms), (b) supplier performance evaluations, (c) minority/women 
owned business expectations, as described and accessible on the Johnson Controls, Inc. website at the event 
of any discrepancy between any part of the above programs or standards and an express provision of these 
Terms, these Terms will control. 
 

12. マイノリティ・女性経営企業（MWBE）に関する目標 売主は、全米マイノリティ・サプライ

ヤー育成評議会または全米女性経営者企業評議会（WBENC）からマイノリティ経営企業（MBE）



と認定された、マイノリティまたは女性が経営する企業から、物品およびサービスを購入するメ

リットを認識し、その利用に関する目標を定め、売主のサプライヤー多様化プログラムと買主の

取り組みとの調整を進めるものとする。 
12. Minority, Women Business Enterprise MWBE Goals. Seller recognizes the benefits of purchasing goods 
and services from Minority /Women Business enterprises certified as MBE Minority Business Enterprise by 
the National Minority Supplier Development Council or WBENC Women Business Enterprise Council and 
shall establish goals for utilization and drive coordination of Seller’s supplier Diversity Program with Buyer’s 
efforts. 
 

12.1. マイノリティ・女性経営企業（「MWBE」）の利用 

12.1. Utilization of Minority/Women-Owned Business Enterprises (“MWBE”). 

 

12.2. 「MWBE」とは、規模にかかわらず、米国または米国の信託統治地域に物理的に所在

する営利目的の企業のうち、マイノリティ・グループのメンバー（アフリカ系アメリ

カ人、スペイン系アメリカ人、アメリカ先住民、アジア太平洋系アメリカ人およびア

ジアインド系アメリカ人に該当する米国市民）が所有、経営および支配する企業を指

す。マイノリティに該当する個人による所有とは、企業の 51％（または全米マイノリ

ティ・サプライヤー育成評議会（「NMSDC」）もしくは全米女性経営者企業評議会

（WBENC）が、マイノリティ経営企業と認定し、またはみなす上で十分として設定

するそれより少ない割合）以上が当該個人により所有されているか、または公営企業

の場合は、株式の 51％（または NMSDC もしくは WBENC が、マイノリティ経営企

業と認定し、またはみなす上で十分として設定するそれより少ない割合）以上が、1

人もしくは複数人の当該個人により所有されており、さらに、経営および日常業務が

当該マイノリティ・グループのメンバーにより支配されていることを意味する。 
12.2. An “MWBE” is a for-profit enterprise, regardless of size, physically located in the United States 

or its trust territories, which is owned, operated and controlled by minority group members 
(United States citizens who are African-American, Hispanic-American, Native American, 
Asian-Pacific American and Asian-Indian American). Ownership by minority individuals 
means that the business is at least 51% (or such lesser percentage as may be established by the 
National Minority Supplier Development Council (“NMSDC”) or the Women’s Business 
Enterprise National Council (WBENC) as sufficient to be certified as and/or deemed to be a 
minority-owned business) owned by such individuals or, in the case of a publicly-owned 
business, at least 51% (or such lesser percentage as may be established by the NMSDC or 
WBENC as sufficient to be certified as and/or deemed to be a minority-owned business) of the 
stock is owned by one or more such individuals; and further, that the management and daily 
operations are controlled by those minority group members. 

 

12.3. マイノリティ・女性経営企業（「MWBE」）の利用 売主は、本契約に関連して与える

下請契約および注文への参加機会を、実行可能な最大限の範囲で MWBE に与えるこ

とに同意する。本契約に基づく MWBE の利用に関する目標値は、15％と設定される。

この目標値を大幅に達成できなかった場合、売主による本契約に基づく義務の不履行

を構成するものとする。売主は、MWBE であると主張する企業に対して、NMSDC ま

たは WBENC の関連する地域評議会の 1 つが発行した、マイノリティ・女性経営証明

書を要求する。売主は四半期に 1 回、本契約への MWBE の参加状況（利用した各



MWBE の特定、各 MWBE から調達した物品またはサービス、ならびにそれらに関連

して各 MWBE に支払われた総額を含むが、これらに限定されない）を報告する。 
12.3. Utilization of Minority/Women-Owned Business Enterprises. Seller agrees to provide MWBE’s 

the maximum practicable opportunity to participate in the subcontracts and orders it may award 
in connection with this Agreement. The target goal for utilization of MWBE’s under this 
Agreement is set at fifteen percent (15%); the material failure, if any, to meet this target goal 
shall constitute a default by Seller of its obligations under this Agreement. Seller will require a 
minority/women- owned certification by one of the affiliated local Councils of the NMSDC or 
WBENC from any firm claiming to be an MWBE. Seller will report on a quarterly basis the 
MWBE participation in this Agreement, including without limitation an identification of each 
MWBE utilized, the goods and/or services procured from each MWBE and the total amount 
paid to each MWBE in connection therewith. 

 

12.4. 売主がジョンソンコントロールズに対して下請けのダイバースサプライヤーへの直

接払いを認める場合、マイノリティ・女性経営企業の利用は放棄可能である。 

売主は、本契約に関連して与える下請契約および注文への参加機会を、実行可能な最

大限の範囲で MWBE に与えることに同意する。売主はさらに、ジョンソンコントロ

ールズに対し、ジョンソンコントロールズのプロジェクトにおいて売主のために作業

を行う下請けの MWBE サプライヤーへの直接払いを認めることに同意する。本契約

に基づきジョンソンコントロールズが直接支払いを行う MWBE の利用についても、

目標値は同じく 15％と設定される。この目標値を大幅に達成できなかった場合、売主

による本契約に基づく義務の不履行を構成するものとする。売主は、MWBE であると

主張する企業に対して、NMSDC または WBENC の関連する地域評議会の 1 つが発行

した、マイノリティ・女性経営証明書を要求する。売主は月に 1 回、本契約への MWBE

の参加状況（利用した各 MWBE の特定、各 MWBE から調達した物品またはサービ

ス、ならびにそれらに関連してジョンソンコントロールズが各 MWBE に支払うべき

総額を含むが、これらに限定されない）を報告する。 
12.4. Utilization of Minority/ Women-Owned Business Enterprises Can be Waived if the Seller 

Allows Johnson Controls to Pay Sub-tier Diverse Supplier Directly. Seller agrees to provide 
MWBE’s the maximum practicable opportunity to participate in the subcontracts and orders it 
may award in connection with this Agreement. The Seller further agrees to allow Johnson 
Controls to pay sub-tier MWBE suppliers directly that work for Seller on Johnson Controls' 
projects. The target goal for utilization of MWBE’s that Johnson Controls would pay directly 
under this Agreement is still set at fifteen percent (15%); the material failure, if any, to meet 
this target goal shall constitute a default by Seller of its obligations under this Agreement. Seller 
will require a Minority/Women-owned certification by one of the affiliated local Councils of 
the NMSDC or WBENC from any firm claiming to be an MWBE. Seller will report on a 
monthly basis the MWBE participation in this Agreement, including without limitation an 
identification of each MWBE utilized, the goods and/or services procured from each MWBE 
and the total amount Johnson Controls should pay to each MWBE in connection therewith. 

 

13. サービス関連文書 買主の要請に応じて、売主は、買主のサービス部品販売活動を支援するた

めに、サービス関連文書その他の資料を無償で提供する。 

13. Service Literature. At Buyer’s request, Seller will make service literature and other materials available at 

no additional charge to support Buyer’s service part sales activities. 

 



14. 救済 本注文書において買主に留保される権利および救済は、その他すべてのコモンローま

たは衡平法上の救済に累積され、追加されるものである。売主は、売主の違反もしくは不適合な

本供給品から生じた付随的または派生的な損害（以下のいずれかに関して、買主またはその顧客

が直接または間接的に負担した費用、支出および損失を含むが、これらに限定されない）につい

て、買主に補償する。(a) 不適合な本供給品の検査、分類、修理または交換、(b) 製造または供給

の中断、(c) リコール運動その他の是正サービスに関する活動、(d) 不適合な本供給品から生じた

身体傷害（死亡を含む）または物的損害。派生的損害には、買主が負担した合理的な専門家委託

費用が含まれる。買主から要請された場合、売主は、不適合な本供給品に関する保証金の返金の

管理または処理について別個の契約を締結し、買主の指示に従い、本供給品に関する保証の引き

下げまたは関連のプログラムに参加し、これに従う。本注文書に基づき本供給品を製造および納

品する売主の義務を強制するために買主が提起する訴訟では、買主がコモンロー上で十分な救済

を得ていないこと、したがって、本注文書に基づく売主の義務の特定履行を求める権利を有する

ことに両当事者は合意する。 
14. Remedies. The rights and remedies reserved to Buyer in the Order will be cumulative with and in addition 
to all other or legal or equitable remedies. Seller will reimburse Buyer for any incidental or consequential 
damages caused by Seller’s breach or by nonconforming Supplies, including without limitation costs, 
expenses and losses incurred directly or indirectly by Buyer or its customer(s): (a) in inspecting, sorting, 
repairing or replacing the nonconforming Supplies; (b) resulting from production or supply interruptions; (c) 
conducting recall campaigns or other corrective service actions; or (d) resulting from personal injury 
(including death) or property damage caused by the nonconforming Supplies. Consequential damages include 
reasonable professional fees incurred by Buyer. If requested by Buyer, Seller will enter into a separate 
agreement for the administration or processing of warranty charge-backs for nonconforming Supplies, and 
will participate in and comply with warranty reduction or related programs as directed by Buyer that relate 
to the Supplies. In any action brought by Buyer to enforce Seller’s obligation to produce and deliver Supplies 
under the Order, the parties agree that Buyer does not have an adequate remedy at law and Buyer is entitled 
to specific performance of Seller’s obligations under the Order. 
 

15. 法令の遵守、倫理 売主および売主から供給される本供給品は、本供給品の製造、ラベル付け、

輸送、輸入、輸出、ライセンス許諾、認可または認証に関連するすべての適用法（規則、規制、命

令、協定、条約および基準を含む）（環境問題、危険物、雇用、賃金、勤務時間および勤務条件、

下請業者の選定、差別、職務上の衛生または安全ならびに自動車の安全に関連する法律を含む）

に従う。上記の法律で求められるすべての条項が、参照により本注文書の一部をなす。本供給品

または本供給品の製造において売主が利用するすべての資材は、製造、販売を行う国または仕向

国に適用される、規制物質、有毒物質および危険物質に関する現行の政府の安全上の制約ならび

に環境、電気および電磁気に関して考慮すべき事項を満たす。サプライヤーはジョンソンコント

ロールズに対し、自らの製品がすべての適用法令（欧州の REACH 規則および RoHS 指令を含む

が、これらに限定されない）に完全に適合することを証明、保証および約束する。禁止物質のリ

ストは、www.johnsoncontrols.com/restrictedsubstances にて入手可能である。買主は倫理指針を策定

し、Johnson Controls, Inc.のウェブサイト（http://www.johnsoncontrols.com/ethics）上でこれを説明、

提供しており、売主ならびに売主の従業員および請負業者に対し、この指針または売主自身の同

等の倫理指針を遵守するよう期待する。 
15. Compliance with Laws; Ethics. Seller, and any Supplies supplied by Seller, will comply with all 
applicable laws, including rules, regulations, orders, conventions, ordinances and standards, that relate to the 
manufacture, labeling, transport, import, export, licensing, approval or certification of the Supplies, including 

http://www.johnsoncontrols.com/restrictedsubstances
http://www.johnsoncontrols.com/ethics


laws relating to environmental matters, hazardous materials, hiring, wages, hours and conditions of 
employment, subcontractor selection, discrimination, occupational health or safety and motor vehicle safety. 
The Order incorporates by reference all clauses required by these laws. All materials used by Seller in the 
Supplies or in their manufacture will satisfy current governmental and safety constraints on restricted, toxic 
and hazardous materials as well as environmental, electrical and electromagnetic considerations that apply 
to the country of manufacture, sale or destination. Supplier certifies, warrants, and guarantees to Johnson 
Controls that its product(s) are in full compliance with all applicable laws and regulation, including but not 
limited to the European REACH regulation and RoHS directive. A list of restricted substances is available at 
www.johnsoncontrols.com/restrictedsubstances. Buyer has established an Ethics Policy as described and 
accessible on the Johnson Controls, Inc. website at an Ethics Policy as described and accessible on the 
Johnson Controls, Inc. website at an Ethics Policy as described and accessible on the Johnson Controls, Inc. 
website at http://www.johnsoncontrols.com/ethics and expects Seller, and Seller’s employees and contractors, 
to abide by this policy or an equivalent ethics policy of its own. 
 

16. 顧客の要件 買主からの書面の指示に従い、売主は、買主と買主が本供給品を提供する顧客

（当該顧客に供給する製品に本供給品を組み込む場合）との間の契約の適用条件を遵守すること

に同意する。買主は自らの顧客からの注文書に関する情報を、自らの裁量で売主に提供すること

ができる。売主は、顧客の注文書に関する当該情報が本注文書に基づく売主の義務にどのように

影響を与えるかを確認する責任を負い、売主の管理の及ぶ範囲内で、開示された顧客の当該条件

すべてに対応する。本条の規定と、買主と売主間の条件に抵触がある場合、買主は売主に書面通

知を行うことにより、本条の規定を優先させる選択をすることができる。 
16. Customer Requirements. As directed by Buyer in writing, Seller agrees to comply with the applicable 
terms of any agreements between Buyer and its customer(s) to which Buyer provides the Supplies (as 
incorporated into products supplied to such customer(s)). Buyer may in its discretion supply Seller with 
information regarding purchase orders from its customer(s). Seller will be responsible for ascertaining how 
such customer purchase order information affects Seller’s obligations under the Order, and Seller will meet 
all such disclosed customer terms to the extent within Seller’s control. By written notice to Seller, Buyer may 
elect to have the provisions of this Section prevail over any conflicting term between the Buyer and Seller. 
 

17. 補償 欠陥のある本供給品、売主またはその代理人、従業員もしくは下請業者の過失、故意に

基づく行為または不作為、売主の表明もしくは本注文書のその他の条件（本条件書の任意の一部

を含む）の売主による違反もしくは不履行に起因または関連して損害、損失、請求、責任および

費用（合理的な弁護士費用その他の専門家への委託費用、和解および判決の費用を含む）が生じ

た場合、売主は法が認める最大限の範囲において、これらすべてに関して、買主、買主の顧客（直

接の顧客および間接的な顧客の両方。本供給品が組み込まれる車両の製造業者を含む）、買主が販

売する製品（またはこれらが組み込まれる車両）のディーラーおよび利用者ならびにそれらのす

べての代理人、承継人および譲受人を防御し、補償し、免責する。売主が、買主もしくは買主の

顧客の施設で作業を履行する場合または買主もしくは買主の顧客の財産を利用する場合（買主ま

たはその顧客の施設内かそれ以外の場所かを問わない）、(a) 売主は、求められたサービスにとっ

て当該施設が安全か否かを判断するために施設を検査し、安全ではないとみなす状況があれば速

やかに買主に通知し、(b) 売主の従業員、請負業者および代理人は、当該施設に適用されるすべて

の規則を遵守し、買主の判断で買主の施設から立ち退きを命じられる場合があり、(c) 売主の従業

員、請負業者および代理人は、アルコールまたは未承認、違法もしくは規制薬物・物質を施設で

所持、利用、販売、譲渡または摂取せず、(d) 施設での売主の作業または買主もしくは買主の顧客

の財産の売主による利用に起因または関連して、買主、その顧客、代理人その他の個人もしくは
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企業の財産の損害または身体傷害について責任、請求、要求または費用（合理的な弁護士費用そ

の他の専門家への委託費用、和解および判決の費用を含む）が生じた場合、売主は法が認める最

大限の範囲において、これらに関して、買主およびその顧客ならびにそれぞれの代理人、承継人

および譲受人を補償し、免責する（ただし、買主単独の過失による場合は、この限りではない）。 
17. Indemnification. To the fullest extent permitted by law, Seller will defend, indemnify and hold harmless 
Buyer, Buyer’s customers (both direct and indirect, including manufacturers of vehicles in which Supplies 
are incorporated), and dealers and users of the products sold by Buyer (or the vehicles in which they are 
incorporated) and all of their respective agents, successors and assigns, against all damages, losses, claims, 
liabilities and expenses (including reasonable attorneys’ and other professional fees, settlements and 
judgments) arising out of or resulting from any defective Supplies, or from any negligent or wrongful act or 
omission of Seller or Seller’s agents, employees or subcontractors, or any breach or failure by Seller to 
comply with any of Seller’s representations or other terms and conditions of an Order (including any part of 
these Terms). If Seller performs any work on Buyer’s or Buyer’s customer’s premises or utilizes the property 
of Buyer or Buyer’s customer, whether on or off Buyer’s or Buyer’s customer’s premises: (a) Seller will 
examine the premises to determine whether they are safe for the requested services and will advise Buyer 
promptly of any situation it deems to be unsafe; (b) Seller’s employees, contractors, and agents will comply 
with all regulations that apply to the premises and may be removed from Buyer’s premises at Buyer’s 
discretion; (c) Seller’s employees, contractors, and agents will not possess, use, sell, transfer or be under the 
influence of alcohol or unauthorized, illegal, or controlled drugs or substances on the premises; and (d) to the 
fullest extent permitted by law, Seller will indemnify and hold Buyer and Buyer’s customer, and their 
respective agents, successors and assigns, harmless from and against any liability, claims, demands or 
expenses (including reasonable attorneys’ and other professional fees, settlements and judgments) for 
damages to the property of or personal injuries to Buyer, its customer, their respective agents, or any other 
person or entity to the extent arising from or in connection with Seller’s work on the premises or Seller’s use 
of Buyer’s or Buyer’s customer’s property, except to the extent caused by Buyer’s sole negligence. 
 

18. 保険 本注文書に基づくあらゆる作業には、以下の一般要件が適用される。あらゆる層のすべ

ての請負業者および下請業者（以下、「本請負業者」という）から遵守も求められる。売主または

本請負業者は、本条件書に含まれるすべての保険要件が下記のとおり遵守されるまで、かつ買主

が要請する場合は、当該遵守の証拠がその様式および内容に関して買主が納得した上で買主に提

出されるまで、本注文書に基づくあらゆる種類の作業を開始してはならない。本条件書により求

められるあらゆる保険は、本注文書に基づき履行される作業の全期間中（その延長期間を含む）、

かつすべての作業が買主の納得のいくよう完了するまで、維持されるものとする。買主が保険を

承認または承諾した場合であっても、本条件書に基づく売主または本請負業者の責任は免除も軽

減もされないものとし、保険維持の不履行は、本条件書の重大な違反となるものとする。 
18. Insurance. The following general requirements apply to any and all work under the Order. Compliance is 
also required by all contractors and subcontractors of any tier (“Contractor”). Seller/Contractor shall not 
commence any work of any kind under the Order until all insurance requirements contained in these Terms 
have been complied with as outlined below and, if requested by Buyer, until evidence of such compliance, 
as to form and content, is satisfactory to Buyer and has been filed with Buyer. Any and all insurance required 
by these Terms shall be maintained during the entire term of the work performed under the Order, including 
any extensions thereto, and until all work has been completed to the satisfaction of Buyer. Approval or 
acceptance of the insurance by Buyer shall not relieve or decrease the liability of the Seller or Contractor 
hereunder and failure to maintain insurance shall constitute a material breach of these Terms. 
 

18.1  標準条件 

18.1 Standard Conditions 

 



18.1.1. 格付け – 本契約で求められる保険を提供するすべての保険会社は、財務面の

安定性に関して一定の最低要件を満たさなければならない。すべての保険契

約は、A.M.ベスト社の現在の格付け（A.M. Best and Company が出版するベス

ト社主要格付けガイド（Best’s Key Rating Guide）の最新版の規定による）とし

て A-V 以上または別の格付会社の同等の格付けを有する保険会社が引き受け

るものとする。 
18.1.1. Rating - Any and all companies providing insurance required by this contract must 

meet certain minimum financial security requirements. All insurance policies must be 
written by companies with a current A.M. Best’s rating (as set forth in the most current 
edition of Best’s Key Rating Guide, published by A.M. Best and Company) of A-V or 
better or equivalent of another Rating agency. 

 

18.1.2. 解約 – 本契約で求められる保険料の不払いの場合を除き、買主は例外なく、

保険の解約の少なくとも 30 日前までに通知を受けるものとする。保険料の不

払いの場合は、10 日前の取消通知が義務づけられる。この 30 日前の解約通知

の規定に関する確認は、保険証書および本契約で求められるあらゆる保険証

券に記載されるものとする。 
18.1.2. Cancellation – Buyer shall, without exception, be given not less than thirty (30) days 

notice prior to cancellation for other than non-payment of premium of any insurance 
required by this contract. Non-payment of premium shall require ten (10) days notice 
of cancellation. Confirmation of this mandatory 30 days notice of cancellation shall 
appear on the Certificate of Insurance and on any and all insurance policies required 
by this contract. 

 

18.1.3. 保険証書の様式 – 売主は、第 18.2 条に規定された保険の最低補償範囲および

限度額が記載された保険証書を買主に提供するよう求められる。売主は、保険

証 書 を PDF ま た は TIF の 様 式 で 、 電 子 メ ー ル （ 送 信 先 ： be-

contracttracker@jci.com）またはファックス（1-866-790-2306）で提出すること

ができる。 
18.1.3. Certificate of Insurance Form – Seller is required to provide a Certificate of Insurance 

form to Buyer detailing the minimum insurance coverage and limits as specified in 
Section 18.2. Seller may submit their Certificate of Insurance in PDF or TIF format via 
email to mailto:be-contracttracker@jci.com or Fax to 1-866-790-2306. 

 

18.1.4. 代位権の放棄 – 売主および本請負業者（各自の代理人および従業員を含む）

は、求められるすべての保険契約において、求償権を放棄し、保険会社に代位

権を放棄させる。売主または本請負業者は、本契約に基づく履行から生じる損

失、身体傷害もしくは物的損害に関する請求またはその他の保険請求につい

て、買主（買主の関連会社、取締役および従業員を含む）をここに免責する。 
18.1.4. Waiver of Subrogation – Seller/Contractor waive their rights of recovery and will cause 

their insurers to waive their rights of subrogation under all insurance policies required 
including their respective agents and employees. Seller/Contractor hereby releases 
Buyer, including their respective affiliates, directors and employees, for losses or 
claims for bodily injury, property damage or other insured claims arising out of 
performance under this contract. 

mailto:be-contracttracker@jci.com
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18.1.5. 追加被保険者 – 買主、本所有者および合理的に要請されるその他の団体は、

本注文書に基づき履行される作業に関する企業総合賠償責任保険および一般

賠償責任保険のもとで、追加被保険者に指定されるものとする。 
18.1.5. Additional Insured’s - Buyer, the Owner and any other entities as may be reasonably 

requested shall be named as additional insured’s under the Commercial General 
Liability and Public Liability with respect to work performed under the Order. 

 

18.1.6. 一次保険 – 追加被保険者に与えられる保険は第一次保険であり、買主および

本所有者が別の保険に加入した場合、当該保険は本請負業者が付保するその

他すべての保険の控除免責金額とし、売主または本請負業者の保険と分担し

ないことが、売主または本請負業者、買主および本所有者により、かつこれら

の者の間で明示的に合意され、了解されている。 
18.1.6. Primary – It is expressly agreed and understood by and between Seller/Contractor and 

Buyer and Owner that the insurance afforded the additional insured’s shall be the 
Primary insurance and that any other insurance carried by Buyer and Owner shall be 
excess of all other insurance carried by Contractor and shall not contribute with the 
Seller/Contractor’s insurance. 

 

18.1.7. 法律、規制および制定法の遵守 – 売主または本請負業者は、契約が適用され

る法域におけるすべての法律、規制および制定法を遵守することに同意する。 
18.1.7. Compliance with Laws, Regulations and Statues – Seller/Contractor agree to comply 

with all laws, regulations and statues in the jurisdiction in which the agreement applies. 
 

18.2. 補償範囲の限度額 

以下の最低補償範囲および限度額が求められる。補償範囲または限度額が現地の法律

または制定法により義務付けられる場合、現地の要件が下記の最低限度額に適用され

る。以下の補償範囲の付保および維持は、売主または本請負業者が本契約に基づき負

う責任を一切制限せず、または当該責任に影響を与えないものとする。最低補償範囲

および限度額に関連するすべての保険証券は、オカーレンス方式で発行しなければな

らない（専門職業賠償責任保険を除く。当該保険においては、遡及日が本契約の締結

日より前である限り、クレーム・メイド方式の契約が認められる）。すべての限度額は

米ドルで示され、セクション A および B に適用される。 

18.2. Coverage Limits 
The following minimum insurance coverage and limits are required. Where insurance coverage 
and/or limits are mandated by local law or statue, local requirements apply subject to the 
minimum limits stated below. The procurement and maintenance of the below insurance 
coverage shall not limit or affect any liability which Seller/Contractor may have by virtue of 
this contract. All insurance policies related to the minimum coverage and limits should be 
issued on an occurrence form (with the exception of Professional Liability to which a claims 
made policy is acceptable as long as the retroactive date precedes the date of this contract). All 
limits are stated in U.S. Dollars and apply to Sections A and B. 

 

18.2.1. 補償範囲の限度額 – 日本 



18.2.1. Coverage Limits – Japan 

 
保険の種類 最低限度額 

企業総合賠償責任保険 *。施設、作業、

身体傷害、物品または完成作業から生じ

る身体傷害および物的損害、補償条項に

定める補償に関する規定を対象とした

契約責任に関する保険。 

一般賠償責任、製造物賠償責任、完成作

業責任、身体傷害および広告侵害に関す

る責任として、1 事故あたりの限度額お

よび保険期間中の総填補限度額を

2,000,000 米ドル（または他の通貨で同

等の金額）とする。  
* 代わりに、一般賠償責任保険および製

造物賠償責任保険が認められる。 
• 保管、管理または支配下の財物

に関する補償範囲 
• 施設外での作業 
• 完成作業責任に関する条項 

保険証券には上記 3 つのすべての条項

が記載されるものとし、契約責任の適用

除外は削除される。 

一般賠償責任に関する 1 事故あたりの

限度額および保険期間中の総填補限度

額を 2,000,000 米ドル（または他の通貨

で同等の金額）とする。 

自動車賠償責任保険。履行される作業に

関連して利用され、公道走行を許可され

たすべての自動車を対象とする（請負業

者がロジスティクスサービスを提供す

る場合に限る）。 

法定限度額 

労働者災害補償保険（請負業者が現場作

業に従事しない場合は適用されない） 
法定限度額 

専門職業賠償責任保険（請負業者が、設

計、建築管理などの専門サービスを提供

する場合に限り適用される） 

各請求につき 1,000,000 米ドル（または

他の通貨で同等の金額）とする。 

* 企業総合賠償責任保険の限度額は、一般賠償責任保険および包括賠償責任保険または超過
額賠償責任保険の限度額により満たすことができる。 

 
Type of Insurance Minimum Limits 

Commercial General Liability * , insurance 
for bodily injury and property damage 
arising from premises, operations, personal 
injury, products/ completed operations, and 
contractual liability covering the indemnity 
provision as set forth in the indemnification 
section 

USD $2,000,000 (or equivalent amount in 
other currency) per occurrence and general 
aggregate, product and completed 
operation aggregate, personal & advertising 
injury.  

* Alternatively, Public Liability and 
Products Liability is acceptable. 

• Care, Custody & Control coverage 
• Working Away From the Premises 
• Complete Operation Clause 

All three clauses above shall be included in 
the policy, Contractual Liability exclusion 
to be deleted 

USD $2,000,000 (or equivalent amount in 
other currency) per occurrence and general 
aggregate. 

Automobile Liability covering all autos 
with license for public road using in 
connection with the work performed (only 
if contractor provides logistics services) 

Statutory Limits 



Workers’ Compensation (not applicable, if 
contractor does not participate on-site 
work) 

Statutory Limits 

Professional Liability (only applicable if 
contractor provide professional services, 
e.g. design, construction management) 

USD $1,000,000 (or equivalent amount in 
other currency) each claim 

* Commercial General Liability limits may be met with a combination of General Liability and 
Umbrella/ Excess Liability policy limits. 

 

 

19. サステナビリティ 買主および売主は、環境および社会的成果における優れた業績の達成に

励む取り組みを支援する価値をここに認識する。本契約は両当事者が事業を実施し、互いに有利

な金銭的利益を求める上での制限を定めるものであるが、両当事者は、持続可能な事業の原則に

関する認識、信念および実践が各自の行動に織り込まれることに合意する。両当事者が考慮する

要素を以下に挙げる。 
19. Sustainability. Buyer and Seller hereby recognize the value in supporting initiatives which strive to 
achieve excellence in environmental and social performance. While this Agreement defines the parameters 
in which the parties will conduct business and seek mutually advantageous financial advantage, the parties 
agree that there is a recognition, belief in, and practice of the principles of sustainable business woven into 
the fabric of how they will conduct themselves. Elements which the parties will consider include: 
 

19.1. Global Reporting Initiative（GRI – http://www.globalreporting.org/）の支持（GRI の報告書

ガイドラインに沿ったサステナビリティ報告書の作成を含む）。 
19.1. Supporting the Global Reporting Initiative (GRI – http://www.globalreporting.org/), including 

development of a Sustainability Report in alignment with GRI reporting guidelines. 
 

19.2. サプライヤーの多様性の促進。全米マイノリティ・サプライヤー育成評議会（NMSDC 

– http://www.nmsdc.org）を参照すること。 
19.2. Promoting diversity in the supplier base. Reference the National Minority Supplier 

Development Council (NMSDC – http://www.nmsdc.org) 
 

19.3. 環境への影響を減らすための自発的な取り組み。例えば、エネルギー効率の改善、温

室効果ガスの排出量の抑制、資材のリサイクル、有毒物質の利用の制限または廃止、

廃棄の最小化、製品のライフサイクル評価の実施および「サプライチェーンのグリー

ン化」の推進などが挙げられる。 
19.3. Taking voluntary initiatives to reduce environmental impacts. These include efforts to improve 

energy efficiency, control greenhouse gas emissions, recycle materials, curtail or phase out use 
of toxic substances, minimize waste, conduct life-cycle assessments of products, and promote 
“greening of the supply chain.” 

 

19.4. 安全で衛生的な職場およびコミュニティの推進、従業員の雇用および昇進における差

別の禁止、競争的な賃金および手当の支払い、両当事者が事業を行うコミュニティに

おける企業市民としての責任の負担。 
19.4. Supporting safe, healthful workplaces and communities, hiring and promoting employees 

without discrimination, paying competitive wages and benefits, and being responsible citizens 
in communities where the parties operate. 

http://www.globalreporting.org/
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19.5. 買主から要請があれば、カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト

（https://www.cdproject.net）の報告要件への参加。 
19.5. Participating in the Carbon Disclosure Project (https://www.cdproject.net) reporting 

requirements as requested by Buyer. 
 

19.6. 買主の現行のサステナビリティ報告書は、オンライン（www.johnsoncontrols.com）で

閲覧可能である。 
19.6. The Buyer’s current Sustainability Report can be found online at www.johnsoncontrols.com. 

 

20. 支払不能 買主は、以下のいずれかの事由または同等の事由が生じた場合、売主に対して一切

責任を負うことなく、ただちに本注文書を解除することができ、売主は買主に対し、以下のいず

れかの事由に関連して買主に生じたすべての費用（弁護士その他の専門家の費用を含むが、これ

に限定されない）を払い戻す。(a) 売主が支払不能となった場合、(b) 売主が破産申立を申請した

場合、(c) 売主に対して強制破産申立が申請された場合、(d) 売主のために管財人または被信託人

が任命された場合、(e) 売主が本注文書に基づく義務を果たすために、買主からの融資を要する場

合（金銭的融資であるか否かを問わない）、(f) 売主が債権者の利益のために譲渡を行った場合。 
20. Insolvency. The Order may be terminated immediately by Buyer without liability to Seller if any of the 
following or comparable events occur, and Seller will reimburse Buyer for all costs incurred by Buyer in 
connection with any of the following, including without limitation attorneys’ and other professional fees: (a) 
Seller becomes insolvent; (b) Seller files a voluntary petition in bankruptcy; (c) an involuntary petition in 
bankruptcy is filed against Seller; (d) a receiver or trustee is appointed for Seller; (e) Seller needs 
accommodations from Buyer, financial or otherwise, in order to meet its obligations under the Order; or (f) 
Seller executes an assignment for the benefit of creditors. 
 

21. 違反または不履行による解除 買主は、売主が以下のいずれかを実施した場合、売主に対して

一切責任を負うことなく、本注文書の全部または一部を解除することができる。(a) 本注文書のい

ずれかの条件を不履行、違反し、または違反する恐れがある場合、(b) 本供給品の納品もしくは本

注文書に関連するサービスの履行しない、または履行しない恐れがある場合、(c) 進捗を怠り、ま

たは合理的な品質要件を達成しないために本供給品の適時かつ適切な完成または納品が危うい場

合に、当該不履行または違反を指摘する書面通知を買主から受領してから 10 日以内（状況に応じ

て商業的に合理的な場合は、さらに短い期間以内）に、当該不履行または違反を是正しない場合、

(d) 買主向けの本供給品の製造に用いられる資産の相当部分の売却、または売主の支配権の変更

に至る合併、株式その他の持分の売却もしくは交換を含む取引を締結したか、または締結を申し

入れた場合。売主は、上記のサブセクション(d)に規定された状況に至る可能性がある交渉を開始

した場合、開始から 10 日以内に買主に通知する。ただしその場合、売主の要請に応じて、買主は、

当該取引に関連して買主に開示される情報に関して適切な秘密保持契約を締結する。 
21. Termination for Breach or Nonperformance. Buyer may terminate all or any part of the Order, without 
liability to Seller, if Seller: (a) repudiates, breaches or threatens to breach any of the terms of the Order; (b) 
fails or threatens not to deliver Supplies or perform services in connection with the Order; (c) fails to make 
progress or to meet reasonable quality requirements so as to endanger timely and proper completion or 
delivery of Supplies and does not correct the failure or breach within 10 days (or such shorter period of time 
if commercially reasonable under the circumstances) after receipt of written notice from Buyer specifying 
the failure or breach; or (d) enters or offers to enter into a transaction that includes a sale of a substantial 
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portion of its assets used for the production of Supplies for Buyer or a merger, sale or exchange of stock or 
other equity interests that would result in a change in control of Seller. Seller will notify Buyer within ten 
days after entering into any negotiations that could lead to the situation specified in subsection (d) above, 
provided that upon Seller’s request, Buyer will enter into an appropriate nondisclosure agreement related to 
information disclosed to Buyer in relation to such transaction. 
 

22. 終了 本注文書の取消しまたは解除を行う買主のその他権利に加えて、下請代金支払遅延等

防止法を含む適用法により認められる限りにおいて、買主は自らの選択で、理由を問わずいつで

も、売主に書面通知を行うことにより、本注文書の全部または一部をただちに解除することがで

きる。終了通知を受領した場合、買主から別途指示がある場合を除き、売主は以下を行う。(a) 本

注文書に基づくすべての作業を速やかに中止する。(b) 完成済みの本供給品、仕掛品、ならびに買

主から注文を受けた数量に従い売主が合理的に製造または取得し、売主が自身もしくは他者のた

めの物品製造に利用することができない部品および資材の所有権を買主に移転し、これらを買主

に引き渡す。(c) 終了により直接生じた実費に関する下請業者からの請求の確認および決済を行

い、下請業者が占有する資材を確実に回収する。(d) 買主が権利を有する財産のうち売主が占有所

持する財産について、買主から処分の指示を受けるまでは、これを保全するために合理的に必要

な措置を講じる。(e) 買主の合理的な要請に応じて、本供給品の製造を別のサプライヤーに移転す

るために、買主に協力する。本条に基づき買主が本注文書を終了する場合、買主は、適用法によ

り認められる限り、以下についてのみを支払義務を負う。(i) 本注文書に一致する、買主の注文数

量のうち、完成済みのすべての本供給品の本注文書の価格、(ii) 上記(b)項に基づき買主に移転さ

れる仕掛品ならびに部品および資材に関して、売主が合理的に要する実費、(iii) 終了に直接起因

する範囲において、売主の下請業者に対する義務に関する請求を解決するために売主が合理的に

要する実費、(iv) 上記(d)項に基づく売主の義務を履行するために、売主が合理的に要する実費。

その他の規定にかかわらず、買主は、見込み利益、配賦されていない間接費、債権の利息、製品

開発および技術に関する費用、工具、施設および設備の再編成費用もしくは賃貸料、未償却資本

もしくは減価償却費用、資材リリースでの承認を上回る量を売主が製造もしくは調達した完成品、

仕掛品もしくは原材料、または本注文書の終了による一般的な管理負担金の損失については、直

接であれ、売主の下請業者からの請求のためであれ、売主に対し支払義務を負わず、支払う必要

もないが、ただし、買主が発行した別個の本注文書で別途明示的な合意がある場合は、この限り

ではない。本条に基づく終了時の買主の義務は、終了がなかった場合に買主が売主に対して負う

義務を上回らない。売主は、終了日から 1 か月以内（または買主の顧客が求めるさらに短い期間

内）に、終了賠償請求を買主に提出するが、それは本条で明示的に認められる、売主に対する買

主の義務項目のみから構成される。買主は、売主の終了賠償請求の要求金額を検証するため、支

払前または支払後に売主の記録を監査することができる。買主は、売主の不履行または違反を理

由に本注文書またはその一部を解除する場合、本条に基づく売主への支払義務を一切負わない。 
22. Termination. In addition to any other rights of Buyer to cancel or terminate the Order, and subject to 
applicable laws including the Act against Delay in Payment of Subcontract Proceeds, Etc. to Subcontractors, 
Buyer may at its option immediately terminate all or any part of the Order at any time and for any reason by 
giving written notice to Seller. Upon receipt of notice of termination, and unless otherwise directed by Buyer, 
Seller will: (a) promptly terminate all work under the Order; (b) transfer title and deliver to Buyer the finished 
Supplies, the work in process, and the parts and materials that Seller reasonably produced or acquired 
according to quantities ordered by Buyer and that Seller cannot use in producing goods for itself or for others; 
(c) verify and settle any claims by subcontractors for actual costs incurred directly as a result of the 



termination and ensure the recovery of materials in subcontractors’ possession; (d) take actions reasonably 
necessary to protect property in Seller’s possession in which Buyer has an interest until disposal instruction 
from Buyer has been received; and (e) upon Buyer’s reasonable request, cooperate with Buyer in transferring 
the production of Supplies to a different supplier. Upon termination by Buyer under this Section, subject to 
applicable laws, Buyer will be obligated to pay only the following: (i) the Order price for all finished Supplies 
in the quantities ordered by Buyer that conform to the Order; (ii) Seller’s reasonable actual cost of work-in-
process and the parts and materials transferred to Buyer under part (b) above; (iii) Seller’s reasonable actual 
costs of settling claims regarding its obligations to its subcontractors to the extent directly caused by the 
termination; and (iv) Seller’s reasonable actual cost of carrying out its obligation under subsection (d). 
Notwithstanding anything other provision, Buyer will have no obligation for and will not be required to pay 
Seller, directly or on account of claims by Seller’s subcontractors, for loss of anticipated profit, unabsorbed 
overhead, interest on claims, product development and engineering costs, tooling, facilities and equipment 
rearrangement costs or rental, unamortized capital or depreciation costs, finished goods, work-in-process or 
raw materials that Seller fabricates or procures in amounts exceeding those authorized in the Material 
Releases, or general administrative burden charges from termination of the Order, except as otherwise 
expressly agreed in a separate Order issued by Buyer. Buyer’s obligation upon termination under this Section 
will not exceed the obligation Buyer would have had to Seller in the absence of termination. Seller will 
furnish to Buyer, within one month after the date of termination (or such shorter period as may be required 
by Buyer’s customer), its termination claim, which will consist exclusively of the items of Buyer’s obligation 
to Seller that are expressly permitted by this Section. Buyer may audit Seller’s records before or after payment 
to verify amounts requested in Seller’s termination claim. Buyer will have no obligation for payment to Seller 
under this Section if Buyer terminates the Order or portion thereof because of a default or breach by Seller. 
 

23. 不可抗力 いずれかの当事者が義務の履行に遅れるか履行しなかった場合であっても、それ

が当該当事者の合理的な管理の及ばない事由または出来事によるもので、当該当事者の責任また

は過失がない場合は、その範囲に限り免責される。例えば、天災、政府機関が課す規制、禁止、優

先事項もしくは配分または政府機関が講じる措置、禁輸措置、火災、爆発、自然災害、暴動、戦

争、妨害工作、電源不足、裁判所の判決または命令などが挙げられる。市場環境またはサプライ

ヤーの行為に基づく資材もしくは構成品の費用または可用性の変化は、不可抗力とはならない。

不可抗力が発生次第（ただし 1 営業日以内に）、売主は、当該遅延に関して記載し、買主に遅延の

予想期間および遅延が是正される時期を保証する書面通知を提供する。売主の履行遅延または不

履行の期間中、買主は自らの選択で、以下のいずれかを行うことができる。(a) 売主に対して一切

責任を負うことなく、他の入手先から本供給品を購入し、当該数量分を売主への注文予定分から

減らす。(b) 本注文書に基づく作業のために製造または入手されたすべての完成品、仕掛品ならび

に部品および資材を、買主の費用負担で買主に引き渡すよう売主に要求する。(c) 買主が要請する

数量および時期で、本注文書に定める価格により、売主に他の入手先から本供給品を提供させる。

さらに売主は、労働争議が予想される期間中または売主の雇用契約の満了から生じる期間中、少

なくとも 30 日間、買主に確実に本供給品を供給するために必要なすべての措置を売主の費用負担

で講じる。 
23. Force Majeure. Any delay or failure of either party to perform its obligations will be excused if and to 
the extent that it is caused by an event or occurrence beyond the reasonable control of the party and without 
its fault or negligence, such as: acts of God; restrictions, prohibitions, priorities or allocations imposed or 
actions taken by a governmental authority; embargoes; fires; explosions; natural disasters; riots; wars; 
sabotage; inability to obtain power; or court injunction or order. The change in cost or availability of materials 
or components based on market conditions or supplier actions will not constitute force majeure. As soon as 
possible (but no more than one full business day) after the occurrence, Seller will provide written notice 
describing such delay and assuring Buyer of the anticipated duration of the delay and the time that the delay 
will be cured. During the delay or failure to perform by Seller, Buyer may at its option: (a) purchase Supplies 
from other sources and reduce its schedules to Seller by such quantities, without liability to Seller; (b) require 



Seller to deliver to Buyer at Buyer’s expense all finished goods, work in process and parts and materials 
produced or acquired for work under the Order; or (c) have Seller provide Supplies from other sources in 
quantities and at a time requested by Buyer and at the price set forth in the Order. In addition, Seller at its 
expense will take all necessary actions to ensure the supply of Supplies to Buyer for a period of at least 30 
days during any anticipated labor disruption or resulting from the expiration of Seller’s labor contracts. 
 

24. 買主に開示される技術情報 売主は、本注文書の対象となる本供給品に関連して、売主が買主

に開示したかまたは開示する可能性のある技術情報に関して、買主、買主の顧客またはそれらの

サプライヤーに対して請求権を主張しないことに同意する。ただし、買主が締結した別個の秘密

保持契約書もしくはライセンス契約書、または本注文書の締結以前に買主に明示的に開示された

有効な特許の明示的な対象となる場合は、この限りではない。 
24. Technical Information Disclosed to Buyer. Seller agrees not to assert any claim against Buyer, Buyer’s 
customers, or their respective suppliers, with respect to any technical information that Seller has disclosed or 
may disclose to Buyer in connection with the Supplies covered by the Order, except to the extent expressly 
covered by a separate written confidentiality and/or license agreement signed by Buyer or by a valid patent 
expressly disclosed to Buyer prior to or at the time of the Order. 
 

25. 財産権 売主は以下に同意する。(a) 売主が調達もしくは提供した本供給品（それらの製造、

購入、利用または販売を含むが、これらに限定されない）に何らかの点で関連して生じる、財産

権（特許、商標、著作権、人格権、工業意匠権または営業秘密の不正利用もしくは不正流用を含

む）の直接もしくは間接的な侵害または侵害誘因に関する請求、ならびにその結果として生じる

損害または費用（弁護士その他の専門家への費用を含む）、合意および判決について、買主、その

承継人および顧客を防御、免責、補償すること。上記の請求には、売主が本供給品の一部のみを

提供している場合も含まれる。売主はまた、買主の仕様への適合から当該侵害が発生したと買主

に対して請求する権利を明示的に放棄するが、ただし、買主により作成され売主に書面で提供さ

れた設計に、当該侵害が実際に盛り込まれていた場合は例外とする。(b) 財産権（特許、商標、著

作権、人格権、工業意匠権または営業秘密の不正利用もしくは不正流用を含む）の侵害に関して、

売主または買主に対して主張された第三者の請求に何らかの点で関連する請求（免責請求または

類似の請求を含む）を、買主に対して行う権利を放棄すること。(c) 買主ならびにその下請業者お

よび直接または間接的な顧客が、売主にロイヤルティその他の報酬を支払うことなく、本注文書

に基づき納品された本供給品の修理、再構築または再建を実施し、かつ実施させる、取消不能の

世界的な権利を有すること。(d) 買主の設計、図面または仕様に基づき製造された部品を、買主の

明示的な書面同意を得ずに、売主自身のために利用できず、または第三者に販売することができ

ないこと。(e) 売主またはその指示のもとで勤務もしくは作業を行う者が、本注文書を履行する中

で着想または最初に実施化した各発明、発見または改良（特許性の有無を問わない）を買主に譲

渡すること。(f) すべての当該発明、発見または改良を条件に合った様式で速やかに買主に開示し、

売主の従業員に、買主が全世界における特許の所有権を取得し、当該特許申請を行うために必要

な書類に署名させること。(g) 著作権保護が可能な作品の創作に関して本注文書が発行される場

合、当該作品は「職務著作物」とみなされ、当該作品が職務著作物として適格ではない範囲に限

り、当該著作物（ソースコードを含む）のすべての著作権および人格権に対するすべての権利、

権原ならびに権益を、当該作品の納品時に買主に譲渡すること。署名済みの文書で買主が明示的

に同意した場合を除き、本注文書に基づき提供されるすべての本供給品その他の成果物（コンピ



ュータープログラム、技術的な仕様書、文書およびマニュアルを含むが、これらに限定されない）

は、売主が独自に作成するものであり、いかなる第三者の知的財産権（著作権、特許、営業秘密

または商標権を含む）も含まない。署名済みの文書で買主が明示的に同意した場合を除き、本注

文書に基づき提供されるすべての本供給品その他の成果物および関連するすべての知的財産権は、

買主が独占的に所有する。買主は、売主もしくは本請負業者から購入する製品またはサービスの

うち、買主もしくは買主の顧客の製品または施設のエネルギー効率を直接もしくは間接的に向上

させる製品またはサービスについて、そのエネルギー効率改善に関するすべての知的財産権およ

びその関連利益（ホワイトタグ証書、グリーンタグ証書、連邦の税制上の優遇措置、州または市

の税額控除、広告権を含むが、これらに限定されない）も保持するものとする。売主は、自らの

下請業者および従業員との契約条件を本条の条件と確実に一致させる。売主は、追加費用を請求

することなく、本供給品の合理的な用途または適用に必要であるかまたは付随する、売主所有の

知的財産を使用するライセンスを買主に許諾する。 
25. Proprietary Rights. Seller agrees: (a) to defend, hold harmless and indemnify Buyer, its successors and 
customers against claims of direct or contributory infringement or inducement to infringe any proprietary 
right (including any patent, trademark, copyright, moral, industrial design right or misuse or misappropriation 
of trade secret) and against any resulting damages or expenses, including attorneys’ and other professional 
fees, settlements and judgments, arising in any way in relation to Supplies procured or provided by Seller 
(including without limitation their manufacture, purchase, use and/or sale), including such claims where 
Seller has provided only part of Supplies, and Seller expressly waives any claim against Buyer that such 
infringement arose out of compliance with Buyer’s specification, except to the extent such infringement is 
actually embodied in designs created by Buyer and provided in writing to Seller; (b) to waive any claim 
against Buyer, including any hold-harmless or similar claim, in any way related to a third-party claim asserted 
against Seller or Buyer for infringement of any proprietary right (including any patent, trademark, copyright, 
moral, industrial design right or misuse or misappropriation of trade secret); (c) that Buyer and its 
subcontractors and direct or indirect customers have the worldwide, irrevocable right to repair, reconstruct 
or rebuild, and to have repaired, reconstructed or rebuilt, Supplies delivered under the Order without payment 
of any royalty or other compensation to Seller; (d) that manufactured parts based on Buyer’s designs, 
drawings or specifications may not be used for Seller’s own use or sold to third parties without Buyer’s 
express written consent; (e) to assign to Buyer each invention, discovery or improvement (whether or not 
patentable) that is conceived or first reduced to practice by Seller, or by any person employed by or working 
under the direction of Seller, in the performance of the Order; (f) to promptly disclose in an acceptable form 
to Buyer all such inventions, discoveries or improvements and to cause its employees to sign any papers 
necessary to enable Buyer to obtain title to and to file applications for patents throughout the world; and (g) 
to the extent that the Order is issued for the creation of copyrightable works, that the works will be considered 
“works made for hire,” and to the extent that the works do not qualify as such, to assign to Buyer upon 
delivery thereof all right, title and interest in all copyrights and moral rights therein (including any source 
code). Except as expressly agreed by Buyer in a signed writing, all Supplies or other deliverables provided 
under the Order (including without limitation computer programs, technical specifications, documentation 
and manuals) will be original to Seller and will not incorporate any intellectual property rights (including 
copyright, patent, trade secret or trademark rights) of any third party. Except as expressly agreed by Buyer in 
a signed writing, all Supplies or other deliverables provided under the Order, and all related intellectual 
property rights, are owned solely by Buyer. Buyer shall also retain all intellectual property rights related to 
energy efficiency improvements and their related benefits (including, but not limited to, white tag credits, 
green tag credits, federal tax incentives, state or municipal tax credits, advertising rights) for products or 
services which Buyer purchases from Seller/Contractor which may directly or indirectly increase the energy 
efficiency of the products or facilities of Buyer or Buyer’s customers. Seller will ensure that the terms of its 
contracts with its subcontractors and employees are consistent with the terms of this Section. At no additional 
cost, Seller will grant Buyer a license to use any intellectual property owned by Seller that is necessary or 
incident to the reasonably intended use or application of the Supplies. 
 

26. 買主財産 買主が売主に本注文書を履行するために直接もしくは間接的に提供したか、また



は買主が売主に費用弁済することに合意しているすべての工具（すべての関連する附属物、付加

物および附帯物も合わせ、備品、計器、ジグ、模型、鋳物、金型および鋳型を含む）、梱包材およ

びすべての文書、規格または仕様書、営業秘密、秘密情報その他の資材および品目（以下、総称

して「買主財産」という） は、作成または取得と同時に買主の財産（所有権の移転を含む）とな

り、支払いとは関係なく買主の財産として存続する。買主財産は、売主が受託に基づき任意の受

託者として、第三者に買主財産の占有権を移転する範囲内において、売主または第三者が保持す

る。売主は、買主財産に対する危険負担および損害を負担する。売主は使用に先立ちすべての買

主財産の検査、試験および承認を行う全責任を負い、かつ売主は、買主財産から発生する人身傷

害または物的損害の全危険を引き受ける。買主財産は、適用されるすべての仕様書に適合する本

供給品が製造できる良好な労働条件で、売主の費用負担で売主により収容、維持、修理、交換さ

れ、本注文書の履行以外のいかなる目的にも売主により使用されることはなく、買主の動産と見

なされ、売主によってはっきり目立つように買主財産としてマークを付けられ、売主の財産また

は第三者の財産と混同されないようにし、買主の承認を得ずに売主の施設から移動されない。売

主は買主財産に、その再調達価額で火災および追加補償の全損害賠償保険を付保する。買主財産

のいかなる代替物も買主財産となる。売主は、買主の明示的な書面による許可を得ずに、第三者

に買主財産を引き渡すことはできず、または処分することもできない。買主は、買主財産および

買主財産に関する売主の記録を検査するために、売主の施設に立ち入る権利を有する。本供給品

の製造にあたり買主の独自の判断に従い買主財産を使用できる売主の限定的な使用権を除き、買

主（または買主の関連会社）のみが、買主財産の権利、権原または権益を有する。買主およびそ

の関連会社は、何らの支払いも行うことなく、いつでも買主財産を即時に占有する権利を有する。

売主は、買主が買主財産の占有を決定する場合、買主に協力することに同意する。売主に書面通

知を行うことにより（当該通知は即時発効する）、それ以上の通知または法的措置を行うことなく、

買主は、売主の施設への立ち入りおよびすべての買主財産の占有を行う権利を有する。売主は、

追加の通知または手続きを求める権利を明示的に放棄し、買主またはその被任命者に買主財産に

即時アクセスさせることに同意する。売主は、買主財産に買主の権利を反映させるために合理的

に必要であると買主が判断する、買主財産に関する資産報告書を売主に代わって作成し、記録す

るための、取消不能の限定的な委任状を（代理権とともに）買主に付与する。買主の要請に応じ

て、買主財産は以下のいずれかにより、ただちに買主に発送されるか、または売主から買主に引

き渡される。(i) 買主が選定した運送業者の要件に従い、適切に梱包されマークを貼付して、売主

の工場における輸送設備運送人渡しＦＣＡ（積込み）条件で配送される。(ii) 買主が指定する場所

に配送される（その場合、買主は売主に合理的な配送費を支払う）。売主は、法律で認められる範

囲において、先取特権または売主が買主財産に対して別途有する可能性のあるその他の権利（成

型業者および建築業者の先取特権を含むが、これらに限定されない）を放棄する。 
26. Buyer’s Property. All tooling (including fixtures, gauges, jigs, patterns, castings, cavity dies and molds, 
with all related appurtenances, accessions, and accessories), packaging and all documents, standards or 
specifications, trade secrets, proprietary information and other materials and items furnished by Buyer, either 
directly or indirectly to Seller to perform the Order or for which Buyer has agreed to reimburse Seller 
(collectively, “Buyer’s Property”), will become Buyer’s property (including passage of title) as it is fabricated 
or acquired, and will remain Buyer’s property regardless of payment. Buyer’s Property will be held by Seller 
or by a third party, to the extent that Seller has transferred possession of Buyer’s Property to a third party, on 
a bailment basis as a bailee-at-will. Seller bears the risk of loss of and damage to Buyer’s Property. Seller is 



solely responsible for inspecting, testing and approving all Buyer’s Property prior to any use, and Seller 
assumes all risk of injury to persons or property arising from Buyer’s Property. Buyer’s Property will be 
housed, maintained, repaired and replaced by Seller at Seller’s expense in good working condition capable 
of producing Supplies meeting all applicable specifications, will not be used by Seller for any purpose other 
than the performance of the Order, will be deemed to be personal property of Buyer , will be conspicuously 
marked by Seller as the property of Buyer, will not be commingled with the property of Seller or with that of 
a third person, and will not be moved from Seller’s premises without Buyer’s approval. Seller will insure 
Buyer’s Property with full fire and extended coverage insurance for its replacement value. Any replacement 
of Buyer’s Property will become Buyer’s property. Seller may not release or dispose Buyer’s Property to any 
third party without the express written permission of Buyer. Buyer will have the right to enter Seller’s 
premises to inspect Buyer’s Property and Seller’s records regarding Buyer’s Property. Only Buyer (or Buyer’s 
affiliates) has any right, title or interest in Buyer’s Property, except for Seller’s limited right, subject to 
Buyer’s sole discretion, to use Buyer’s Property in the manufacture of Supplies. Buyer and its affiliates have 
the right to take immediate possession of Buyer’s Property at any time without payment of any kind. Seller 
agrees to cooperate with Buyer if Buyer elects to take possession of Buyer’s Property. Effective immediately 
upon written notice to Seller, without further notice or legal action, Buyer has the right to enter the premises 
of Seller and take possession of all of Buyer’s Property. Seller expressly waives any right to additional notice 
or process and agrees to provide Buyer or its nominee(s) with immediate access to Buyer’s Property. Seller 
grants to Buyer a limited and irrevocable power of attorney, coupled with an interest, to execute and record 
on Seller’s behalf any notice financing statements with respect to Buyer’s Property that Buyer determines are 
reasonably necessary to reflect Buyer’s interest in Buyer’s Property. At Buyer’s request, Buyer’s Property 
will be immediately released to Buyer or delivered by Seller to Buyer either (i) FCA (loaded) transport 
equipment at Seller’s plant, properly packed and marked in accordance with the requirements of Buyer’s 
selected carrier, or (ii) to any location designated by Buyer, in which case Buyer will pay Seller the reasonable 
costs of delivery. Seller waives, to the extent permitted by law, any lien or other rights that Seller might 
otherwise have on any of Buyer’s Property, including but not limited to molder’s and builder’s liens. 
 

27. 売主財産 売主は自らの費用負担で、該当するすべての仕様に適合する本供給品を製造でき

る良好な労働条件の提供と維持管理を行い、必要に応じて、本供給品の製造に必要な、買主財産

以外のすべての機械類、設備、工具、ジグ、金型、計器、備品、鋳型、模型その他の品目（以下、

「売主財産」という）を交換する。売主は売主財産に、その再調達価額で火災および追加補償の

全損害賠償保険を付保する。売主が売主財産を使用して、アフターマーケット顧客を含む他の顧

客のために本供給品に類似した物品またはサービスを製造する場合、当該物品またはサービスに

は、買主のロゴ、商標、商用名または部品番号のいずれも組み込まない。売主は、当該物品また

はサービスが買主の購入したものに相当することを、マーケティング活動の際に開示または示唆

しない。売主は、本注文書に基づく本供給品の製造専用に使用される売主財産について、当該品

目の費用として正味帳簿価額から買主が既に売主に支払い済みの金額を差し引いた額を買主が売

主に支払い次第、買主に対して、当該財産の占有および所有権を得る取消不能の選択肢を付与す

る。この選択肢は、売主財産を売主の標準在庫である物品の製造に使用する場合、または大量の

同様物品を売主が他者に販売している場合は適用されない。 
27. Seller’s Property. Seller, at its expense, will furnish, keep in good working condition capable of producing 
Supplies meeting all applicable specifications, and replace when necessary, all machinery, equipment, tools, 
jigs, dies, gauges, fixtures, molds, patterns and other items that are not Buyer’s Property and that are 
necessary for the production of Supplies (“Seller’s Property”). Seller will insure Seller’s Property with full 
fire and extended coverage insurance for its replacement value. If Seller uses Seller’s Property to produce 
goods or services similar to Supplies for other customers, including aftermarket customers, such goods or 
services will not incorporate any of Buyer’s logos, trademarks, trade names or part numbers. Seller will not 
disclose or imply in its marketing efforts that such goods or services are equivalent to those purchased by 
Buyer. Seller grants to Buyer an irrevocable option to take possession of and title to Seller’s Property that is 
special for the production of Supplies under the Order upon payment to Seller of its net book value less any 
amounts that Buyer has previously paid to Seller for the cost of such items. This option does not apply if 



Seller’s Property is used to produce goods that are the standard stock of Seller or if a substantial quantity of 
like goods are being sold by Seller to others. 
 

28. 工具、資本設備 本条は、工具または資本設備の注文にのみ適用される。買主は、履行された

作業を検査するため、かつ本注文書または改訂版に反して売主から提出された請求を検証するた

め、支払前および支払後に売主の施設にアクセスする権利を有する。本注文書または改訂版に規

定された価格は、確認された売主の費用を上回る場合は調整され、その超過金額が買主に返金さ

れる。売主はさらに、料金の最終支払金を受領後 2 年間、費用に関するすべての記録を保持する

ことに同意する。すべての工具および設備は、買主の仕様（または、買主の指示がある場合は買

主の顧客の仕様）に従い製造される。当該仕様書に例外が生じる場合、本注文書または買主が別

途署名した文書により、書面に明記しなければならない。本注文書に「工具」または「資本設備」

用と明示的に記載される範囲において、かつ本注文書に別途記載される場合を除き、運賃の条件

は原産地運送人渡しＦＣＡ（積込み）条件で、運賃到着地払いとし、売主は運賃を前納または追

加してはならない。 
28. Tooling; Capital Equipment. This Section applies only to orders for tooling and/or capital equipment. 
Buyer will have access to Seller’s premises, prior and subsequent to payment, to inspect work performed and 
to verify charges submitted by Seller against the Order or amendment. The price set forth in the Order or 
amendment will be adjusted so as to credit Buyer in the amount, if any, by which the price exceeds Seller’s 
actual cost as verified. Seller further agrees to retain all cost records for a period of two years after receiving 
final payment of the charges. All tools and equipment are to be made to Buyer’s specifications (or, where 
directed by Buyer, those of Buyer’s customer). Any exception to such specifications must be stated in writing 
on the Order or otherwise in a signed writing by Buyer. To the extent the Order expressly states that it is for 
“tooling” or “capital equipment” and unless otherwise stated in the Order, freight terms are FCA (loaded) 
Origin – Freight Collect, and Seller should not prepay or add freight charges. 
 

29. 相殺、控除 法律に規定される相殺または控除の権利に加え、売主に支払われる全額は、適用

法によって認められる限り、売主およびその関連会社または子会社が買主およびその関連会社ま

たは子会社に対して負う純負債額とみなされる。買主は、売主に対して支払義務を負う支払金そ

の他の負債の全部または一部から、売主またはその関連会社もしくは子会社から買主またはその

関連会社もしくは子会社に対して支払われる金額を相殺または控除する権利を有する。買主は売

主に対し、買主が実施した相殺または控除を記載した明細書を提供する。 
29. Set-Off; Recoupment. In addition to any right of setoff or recoupment provided by law, subject to 
applicable laws, all amounts due to Seller will be considered net of indebtedness of Seller and its affiliates or 
subsidiaries to Buyer and its affiliates or subsidiaries. Buyer will have the right to set off against or to recoup 
from any payment or other obligation owed to Seller, in whole or in part, any amounts due to Buyer or its 
affiliates or subsidiaries from Seller or its affiliates or subsidiaries. Buyer will provide Seller with a statement 
describing any offset or recoupment taken by Buyer. 
 

30. 秘密保持 売主は、秘密と表示または特定されているか否かにかかわらず、本注文書に基づ

き、専有情報および秘密情報を買主から受領する、または買主のために作成することを認める。

売主は、買主のすべての専有情報または秘密情報を厳秘扱いのまま保つことに同意し、さらに、

買主の専有情報および秘密情報を他者に開示せず、開示を許可せず、本注文書の目的以外のため

に利用しないことにも同意する。本注文書が満了または終了した場合、その後で買主の要請に応

じて、売主は、買主の秘密情報もしくは専有情報を含むかまたはこれに関連するすべての文書そ



の他の媒体（形式を問わず、そのすべての写しを含む）を、速やかに買主に引き渡す。本条に基

づく売主の義務は、本条の対象とする情報の開示日から 5 年間継続する。ただし、買主が書面に

よりこれより長い期間を指定する場合は、この限りではない。本条の制限および義務は、以下の

情報には適用されない。(a) 買主が開示した時点で既に公知であった情報、(b) 買主による開示後

に、売主の責によらずに公知となった情報、または(c) 売主が文書により、買主による開示の前に

適切に所有していたか、または買主の情報を利用もしくは参照せずに独自に開発したことを証明

できる情報。本条件書にこれに反する定めがあったとしても、両当事者間の秘密保持契約または

非開示契約で本注文書より前から存在するものは、本注文書により明示的に修正される場合を除

き、引き続き有効であり、当該契約の明示的な条件と本条との間に抵触がある場合、当該契約の

条件が優先する。 
30. Confidentiality. Seller acknowledges that proprietary and confidential information will be received from 
Buyer or developed for Buyer under the Order, regardless of whether such information is marked or identified 
as confidential. Seller agrees to keep all proprietary or confidential information of Buyer in strictest 
confidence, and further agrees not to disclose or permit disclosure to others, or use for other than the purpose 
of the Order, any proprietary and confidential information of Buyer. Following the expiration or termination 
of the Order, upon Buyer’s request, Seller will promptly deliver to Buyer any and all documents and other 
media, including all copies thereof and in whatever form that contain or relate to Buyer’s confidential or 
proprietary information. Seller’s obligations under this Section will continue for a period of five years from 
the date of disclosure of information covered by this Section, unless a longer period is specified in writing 
by Buyer. The restrictions and obligations of this Section will not apply to information that: (a) is already 
publicly known at the time of its disclosure by Buyer; (b) after disclosure by Buyer becomes publicly known 
through no fault of Seller; or (c) Seller can establish by written documentation was properly in its possession 
prior to disclosure by Buyer or was independently developed by Seller without use of or reference to Buyer’s 
information. Notwithstanding anything to the contrary in these Terms, any confidentiality or non-disclosure 
agreement between the parties that predates the Order will remain in effect except as expressly modified by 
the Order, and to the extent of a conflict between the express terms of such an agreement and this Section, 
the terms of that agreement will control. 
 

31. 広報の禁止 売主は、本注文書または本注文書の条件の対象となる本供給品を買主に提供す

る契約を締結したという事実を、方法を問わず、（知る必要がある者のみに知らせ、売主の専門顧

問以外の）第三者に宣伝、公表または開示せず、先に買主の書面同意を得ずに、報道発表、宣伝

または販促資料において、買主の商標または商用名を利用しない。 
31. No Publicity. Seller will not advertise, publish or disclose to third parties (other than to Seller’s 
professional advisors on a need-to-know basis) in any manner the fact that Seller has contracted to furnish 
Buyer the Supplies covered by the Order or the terms of the Order, or use any trademarks or trade names of 
Buyer in any press release, advertising or promotional materials, without first obtaining Buyer’s written 
consent. 
 

32. 両当事者の関係 売主および買主は独立契約者であり、本注文書のいずれの規定も、目的を問

わず、いずれかの当事者を他方当事者の従業員、代理人または法的代表者とするものではない。

本注文書はいずれかの当事者に、他方当事者を代表して、または他方当事者の名義で、何らかの

義務を引き受けまたは設定する権限を付与するものではない。売主は、買主が署名した書面合意

に明示的に規定される場合を除き、本注文書の履行に関連して生じるすべての雇用税および所得

税、保険料、料金その他の費用に関して全責任を負う。売主またはその各請負業者のすべての従

業員および代理人は、買主ではなく売主もしくは当該請負業者のみの従業員または代理人であり、

買主の従業員に与えられる従業員手当その他の権利を享受する資格を持たない。買主は、売主も



しくはその請負業者の従業員または代理人に関するいかなる義務についても責任を負わない。 
32. Relationship of Parties. Seller and Buyer are independent contracting parties and nothing in the Order 
will make either party the employee, agent or legal representative of the other for any purpose. The Order 
does not grant either party any authority to assume or to create any obligation on behalf of or in the name of 
the other. Seller will be solely responsible for all employment and income taxes, insurance premiums, charges 
and other expenses it incurs in connection with its performance of the Order, except as expressly provided in 
a written agreement signed by Buyer. All employees and agents of Seller or its respective contractors are 
employees or agents solely of Seller or such contractors, and not of Buyer, and are not entitled to employee 
benefits or other rights accorded to Buyer’s employees. Buyer is not responsible for any obligation with 
respect to employees or agents of Seller or its contractors. 
 

33. 利益相反 売主は、売主による本注文書の履行がいかなる点であれ、売主またはその従業員も

しくは請負業者の継続的な利益または義務と矛盾しないことを表明し、かつ保証する。売主はさ

らに、本注文書が有効である間、売主ならびに本注文書の履行に関わる売主の従業員および請負

業者が、売主と買主との関係または本注文書の履行に関して利益相反を示すと合理的に予想し得

る活動を控えることを保証する。 
33. Conflict of Interest. Seller represents and warrants that its performance of the Order will not in any way 
conflict with any continuing interests or obligations of Seller or its employees or contractors. Seller further 
warrants that while the Order is in effect, Seller and those of its employees and contractors participating in 
the performance of the Order will refrain from any activities which could reasonably be expected to present 
a conflict of interest with respect to Seller’s relationship with Buyer or its performance of the Order. 
 

34. 譲渡禁止 売主は、買主の書面による事前同意を得ずに、本注文書に基づく義務を譲渡または

委託することはできない。買主から許可され、承認された譲渡または委託を行う場合、売主は、

関連するすべての保証および請求を含め、本供給品に関する全責任を引き続き負うが、ただし、

買主が書面で別途明示的に同意した場合は、この限りではない。 
34. Non-Assignment. Seller may not assign or delegate its obligations under the Order without Buyer’s prior 
written consent. In the event of any approved assignment or delegation authorized by Buyer, Seller retains 
all responsibility for Supplies, including all related warranties and claims, unless otherwise expressly agreed 
in writing by Buyer. 
 

35. 売上税の免除 本注文書に基づき購入される本供給品は、産業加工とみなされ、売上税を免除

される場合がある。その場合、納税者番号もしくは他の免税情報を、本注文書または適用される

国別補足書に記載するか、または別の方法で買主に提供する。 
35. Sales Tax Exemption. The Supplies purchased under the Order are identified as industrial processing and 
may be exempt from sales taxes. In such case, the tax identification number and/or other exemption 
information are stated in the Order, the applicable Country Supplement or are otherwise provided by Buyer. 
 

36. 準拠法 – 本契約は日本の法律に準拠し、同法に従って解釈され、執行されるものとし、日本

以外の法域の法律を適用させることになる、法律の選択もしくは法律の抵触に関する規則または

規定は適用されない。本契約に関連して生じるすべての紛争は、第一審において東京地方裁判所

の専属的管轄権に服するものとする。 
36. Governing Law - This Agreement shall be governed by and interpreted and enforced in accordance with 
the laws of Japan, without giving effect to any choice of law or conflict of laws rule or provision that would 
cause the application of the laws of any jurisdiction other than Japan.  All disputes arising in connection 
with this Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court in the first 
instance. 



 

37. 言語、分離可能性、黙示的放棄のないこと 両当事者は、本条件書およびそれに関するすべて

の文書を英語のみで作成し、それらの遵守を希望することを認める。本注文書のいずれかの条件

が制定法、規制、条例、行政命令その他の法規範に基づき無効または執行不能である場合、当該

条件は、適用法の遵守に必要な範囲に限り、修正または（場合によっては）削除されたものとみ

なされる。本注文書の残りの規定は、引き続き完全に有効である。いずれかの当事者が時期を問

わず、本注文書の規定の他方当事者による履行を要求しなかった場合であっても、後に履行を要

求する権利に影響を与えることはなく、いずれかの当事者が本注文書の規定の違反を放棄した場

合であっても、後の時点における本注文書の同じ規定または別の規定の違反を放棄したことには

ならない。 
37. Language; Severability; No Implied Waiver. The parties acknowledge that it is their wish that these terms 
and all documents relating thereto be in the English language only and governed thereby/ Les parties aux 
presents reconnaissent avoir voulu que cette convention ainsi que tous les documents qui s'y rattachent soient 
rediges en langue anglaise seulement et regis par la meme. If any term of the Order is invalid or 
unenforceable under any statute, regulation, ordinance, executive order or other rule of law, the term will be 
deemed reformed or deleted, as the case may be, but only to the extent necessary to comply with applicable 
law. The remaining provisions of the Order will remain in full force and effect. The failure of either party at 
any time to require performance by the other party of any provision of the Order will not affect the right to 
require performance at any later time, nor will the waiver of either party of a breach of any provision of the 
Order constitute a waiver of any later breach of the same or other provision of the Order. 
 

38. 存続 本注文書に別途規定される場合を除き、買主に対する売主の義務は、本注文書の終了後

も有効に存続する。 
38. Survival. The obligations of Seller to Buyer survive termination of the Order, except as otherwise 
provided in the Order. 
 

39. 完全合意、変更 第 1 条に記載される場合を除き、本注文書は、附属書類、付表、補足書また

はそれらの中で買主が特に言及する他の条件とともに、本注文書に記載の事項に関する売主と買

主間の合意のすべてを構成する。本注文書は、各当事者の授権代表者が締結する変更書によって

のみ変更することができ、または本条件書の第 9 条の範囲内の変更については、買主が発行する

注 文 書 の 変 更 に よ り 変 更 す る こ と が で き る 。 買 主 は 、 自 身 の ウ ェ ブ サ イ ト

（http://www.johnsoncontrols.com > Building Efficiency > Supplier Information > Global Terms and 

Conditions of Purchase）に改訂後の本条件書を掲載することにより、将来的な本注文書に関する本

条件書をいつでも変更することができ、当該改訂後の本条件書は、その後に発行されたすべての

本注文書に適用される。 
39. Entire Agreement; Modifications. Except as described in Section 1, the Order, together with the 
attachments, exhibits, supplements or other terms of Buyer specifically referenced therein, constitutes the 
entire agreement between Seller and Buyer with respect to the matters contained in the Order. The Order may 
only be modified by a written amendment executed by authorized representatives of each party or, for 
changes within the scope of Section 9 of these Terms, by a purchase order amendment issued by Buyer. Buyer 
may modify these Terms with respect to future Orders at any time by posting revised Terms to its web site at 
http://www.johnsoncontrols.com > Building Efficiency > Supplier Information > Global Terms and 
Conditions of Purchase, and such revised Terms will apply to all Orders issued thereafter. 
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