販 売 取 引 条 件 確 認 書

4.価格、及び見積りの有効性

1.本製品及び当事者

本製品の販売又はライセンスに係る価格及び

本販売取引条件確認書(「本条件」)において、

支払通貨は、ジオサーフ CS が発行した見積

「本製品」とは、ライカジオシステムズ（株）(「ジオ

書、注文書、納品書、請求書、その他の取引

サーフ CS」という)が本条件にもとづく見積書、

書類に記載された通りとします。ジオサーフ CS

注文書、納品書、請求書、その他の取引書

が発行した見積書は、その発行日から 30 日間

類に記載された製品(「本製品」といい、ハード

有効とします。但し、見積書の他に有効期間

ウェア、ソフトウェア及び/又はサービスを含む)を

が記載されている場合については、この限りでは

意味します。

ありません。

ジオサーフ CS は、かかる取引書類に記載され
た本製品の購入者 (「お客様」という)に対し、

5.注文の変更、取消条件

本製品の販売又はライセンス(見積書の場合、

お客様は、ジオサーフ CS に対し、注文の変更

販売又はライセンスの申込)を行います。

又は取消は、書面にて要請することができます。
但し、ジオサーフ CS は、かかる要請に同意し、

2.法令順守

又は拒絶することができます。ジオサーフ CS が

お客様は、自らの責任において、本製品取扱

予定発送日前 30 日以内にお客様からかかる

いにおいて法的に必要な登録、許可又は承認

要請書面を受領して注文の変更又は取消に

を取得していることを取引条件とします。お客様

同意した場合、お客様は、ジオサーフ CS の同

は、営業活動及び販売に関して、適用される

意を得ることを条件として、本製品の受領後

全ての法令及び規則を遵守しなければなりま

30 日以内に本製品 (未使用のものに限定さ

せん。 お客様は、特に公正取引に関わる法律、

れます)をジオサーフ CS の指示に従い返品する

関連する製品に関する法律その他関連法令に

ことができます。但し、本製品がジオサーフ CS

照らし、本製品の取扱いにおいて、コンプライア

による受領時において損傷のない新品の状態

ンスをもって行動することが求められます。

であることを条件とします。

3.お客様の注文に対する受諾条件

6.発 送

本条件は、ジオサーフ CS からお客様への本製

ジオサーフ CS は、注文書記載の発送予定日

品の販売又はライセンスに対し適用され、お客

までに本製品を発送する手配をします。お客様

様が注文書その他の取引書類に基づき、適用

が特段の申し出をしない限り、ジオサーフ CS は、

を要請した条項やお客様が本条件に対して提

分割発送を行うことがあります。発送は、ジオサ

示した条項を含む他の契約条項は無効としま

ーフ CS が発行した見積書、注文書、納品書、

す。

請求書、その他の取引書類に記載された条件

お客様は、本条件に基づき本製品の引渡しを

によりおこなわれます。但し、(a) ジオサーフ CS

受け入れたことをもって、本条件にすべて同意

が合理的に管理することができない状況、又は

したものとみなされます。

ジオサーフ CS が、お客様の要請により、一時
保管をするなどで費用の負担が発生するような

場合、義務の履行遅延及び不履行について、

客様から徴収する義務を負担する消費税その

ジオサーフ CS は、何等の責任を負担せず、ま

他の税金は、請求書上で個別に規定され、お

た、(b) 危険負担は、本条件第 8 項に基づき

客様の負担とします。

移転されます。
10.請求及び支払
7.輸出規制

ジオサーフ CS は、本製品を発送した場合、お

お客様は、法令により輸出、再輸出又は譲渡

客様宛に請求書を速やかに発行します。支払

が制限されている国又はユーザに対し、ジオサ

条件及び支払通貨は、ジオサーフ CS が発行

ーフ CS から受領した本製品及 び技術情報

した見積書、注文請書、請求書その他の取引

を、必要な政府のライセンス、認可、証明又は

書類に規定された通りとします。お客様は、他

承認を事前に得ることなく、直接又は間接的に

の費用との相殺又は反対請求により減額する

輸出、再輸出又は譲渡することはできません。

ことはできません。ジオサーフ CS が発送した本

お客様は、本条件に基づき購入し又はライセン

製品(ソフトウェアを除きます)は、その対価がジ

スを受けた本製品又は技術情報について再販

オサーフ CS に完済されるまで、ジオサーフ CS

売その他の処分を行う場合、かかる処分に適

の債権の担保に供されます。お客様が本製品

用される輸出又は再輸出法令を遵守すること

についての支払に遅延を生じた場合、ジオサー

が求められます。輸出又は再輸出に必要なラ

フ CS は本製品を占有及び売却し、その売却

イセンス等の政府による拒絶、取消、停止又は

代金を支払期限後の未払金額に充当する場

発行遅延から生じた引渡の遅延及び不履行

合があります。本条件に基づくジオサーフ CS の

について、ジオサーフ CS は、何等の責任を負

他の権利を毀損することなく、ジオサーフ CS は、

担しません。

適用法令により許容される最大限の利率の金
利にて、支払期限後の未払金額に係る遅延

8.所有権及び危険負担

利息を日割計算にてお客様に請求することが

本製品(ソフトウェアを除きます)に係る所有権

できます。 ジオサーフ CS は、お客様の財務状

は、危険負担の移転と同時にお客様に移転さ

態又は支払実績により必要と判断した場合、

れます。ソフトウェアの所有権、著作権等は、ジ

支払条件を変更することがあります。

オサーフ CS 及び/又はそのライセンサに留保さ
れます。ジオサーフ CS から、お客様、もしくはお

11.保 証

客様指定の場所に発送された本製品について

本製品(ハードウェア)の保証条項規定の保証

は、危険負担は、お客様に移転されます。

期間中、ジオサーフ CS は、本製品に材質及
び製造上の瑕疵がないことをお客様に保証しま

9.税 金

す。お客様は、保証条項の写しをジオサーフ

ジオサーフ CS が発行した見積書、注文請書、

CS に請求することができます。当該保証期間

請求書その他の取引書類に別段の規定があ

中、本製品に材質及び製造上の瑕疵があるこ

る場合を除き、本製品の販売、供給、引渡又

とが判明した場合、ジオサーフ CS は、保証条

は使用につき、ジオサーフ CS が課され、又はお

項に基づき瑕疵ある本製品の修理又は交換

を行います。 保証サービス提供の可否につい

センス契約の写しをジオサーフ CS に請求するこ

ては、保証条項に記載された通りとします。本

とができます。通常、かかるライセンスにより、お

保証は、明記されているかどうかを問わず、他

客様は、ソフトウェアの複製、加 工、模造等を

の総ての保証に取って代わります。ジオサーフ

禁止され、その他、ジオサーフ CS からソフトウェ

CS 並びにその関連会社及び販売店は、権利

アと共に入手した本製品の稼働目的で当該ソ

の非侵害性、商品性、特定目的への適合性、

フトウェアを使用す ることのみが認められます。

及びこれらと同等の事項についての黙示の保証
を含む一切の黙示保証はおこないません。本

13.権利の侵害

保証違反があった場合にお客様に為される法

ジオサーフ CS は、本製品のために設定した方

的救済は、ジオサーフ CS が瑕疵ある本製品の

法以外の方法による本製品の使用、あるいは、

修理又は交換を行うことに限定されます。

ジオサーフ CS が供給していない製品との組み

ジオサーフ CS は、いかなる場合においても、お

合わせによる本製品の使用、又はお客様の仕

客様あるいは第三者に対し、間接的、付随的、

様に基づき設計、製造又は改変された本製品

偶発的損害について、その責任を負わず、本

の使用に関わるクレームについて、お客様に対

条件により販売される本製品に関連する売主

し何らの責任を負担しません。ジオサーフ CS が

としての責任は、本製品について現実に支払わ

販売したものではない、国内外の供給品又は

れた金額を超えないものとします。

付属 品で、お客様が、顧客に対して本製品と
関連して販売したもので、第三者による請求に

12.知的財産権及びソフトウエア

ついては責任を負担しません。

お客様は、本製品に使用されている又は関連
する一切の知的財産に関するジオサーフ CS の

14.責任の制限

権利及び信用に関する権利は ジオサーフ CS

法令に別段の規定がある場合を除き、お客様

の財産であることを理解しています。ジオサーフ

による本製品の購入又は使用から生じた間接

CS は、本条件の履行のため必要な範囲に限

損害、特別損害、付随的損害及び派生損害

って、お客様にこれらの権利 を付与するのであ

については、ジオサーフ CS 並びにその関連会

って、お客様は、ジオサーフ CS の知的財産権

社及び販売店は、かかる損害の発生する可能

を、それ以外の目的に使用してはなりません。

性を事前に通知されていた場合といえども、何

お客様は、ジオサーフ CS の知的財産権に対

等の責任を負担しません。

する現実の侵害、侵害のおそれ、又は侵害の
疑いがあり、これに気づいたときは、ジオサーフ

15.期間および解約

CS に通知しなければなりません。

本条件は、本条件確認書の合意確認日から

ソフトウェア(ソフトウェア単体の本製品、及び本

ジオサーフ CS と、お客様との個別の取引終了

製品中の ROM その他の媒体内のソフトウェア

まで、その都度有効です。ただし、ジオサーフ

を含みます)は、ライセンスに基づき提供され、

CS は、合理的理由の有無を問わず、本条件

別途ライセンス契約記載の保証条項その他の

確認書をいつでも解約することができます。お客

条項の適用を受けます。お客様は、かかるライ

様が本条件確認書に違反したことにより、ジオ

サーフ CS が被った、全ての損害、損失(逸失

19.準拠法、管轄

利益および損害を含むがこれらに限らない)、費

本条件に基づくジオサーフ CS とお客様の権利

用及び債務はお客様が賠償します。

及び義務は、ジオサーフ CS が法的に設立さ
れた管轄区域(日本国)の法令により支配さ

16.権利放棄及び譲渡

れ、また、同法令に基づき解釈されます。本条

お客様又はジオサーフ CS が本条件のある規

件および個 別契約に関する紛争についての訴

定を行使しなかった場合といえども、かかる規定

訟が発生した場合は、東 京地方裁判所を第

の放棄、及び本条件の各規定をその後行使す

一審の専属的裁判所とします。

る権利の放棄とは解釈されません。お客様は、

以 上

ジオサーフ CS の事前の書面による同意なく、
本条件に基づく権利及び義務の譲渡その他の
処分を行うことはできません。 かかる処分を目
的とする行為は、総て無効とします。
17.機密保持
お客様は、本条件の有効期間中及び終了後
も、ジオサーフ CS からお客様に提供されたか又
は本条件の履行に関連してジオサーフ CS がお
客様と共に作成した全ての書類、データ、書面
又は口頭による情報であって、公表されていな
いものは、厳重に秘密に保持し、第三者に開
示してはなりません。本条件の存在及びその内
容は、賠償に関する条項を含め、法律顧問の
助言を得た上で、適用される法律、規則、法
的手続きへの遵守を確保するためであれば開
示することができます。
18.完全合意 本条件、及びジオサーフ CS が
発行した見積書、注文書、納品書、請求書そ
の他の取引書類は、お客様とジオサーフ CS と
の完全なる合意事項を構成し、これらの主題
に関する事前又は同時の交渉内容及び合意
内容に取って代わります。お客様及びジオサー
フ CS の代表者が記名捺印した書面による場
合を除き、如何なる修正も、無効とします。

