TERMS AND CONDITIONS OF SALE (GOODS) / 販売条件（物品）

1.

DEFINITIONS AND SCOPE: Capitalised terms used in these terms
and conditions for sale of goods (“Terms and Conditions”), have the
following meaning:
Agreement
the agreement that comes into effect pursuant to
section 2 of these Terms and Conditions, which
includes the terms and conditions set out below,
in the Order, the Order confirmation and in any
document which is referenced in the Order.
Buyer
the purchaser of Goods from Nouryon.
Delivery Date
date(s) of delivery specified in the Order.
Delivery Place
place of delivery specified in the Order.
Goods
the goods sold to Buyer by Nouryon.
Nouryon
the Nouryon entity accepting the Order.
Order
the purchase order from Buyer accepted by
Nouryon.
Order Conditions the Price, the Delivery Place, the Delivery Date
and other conditions, designs, descriptions,
requirements, quotations, timetables, milestones
and schedules set forth or referenced in the Order
Party
Nouryon or Buyer and “Parties” both Nouryon and
Buyer.
Price
price, fee, compensation and expense conditions
Specifications
the specifications for the Goods set forth or
referenced in the Order, or if no specifications are
set forth or referenced in the Order, Nouryon
standard specifications for the Goods.
Except for Goods sold pursuant to a separate sales agreement
between Parties, all Goods sold or otherwise provided by Nouryon are
on the basis of these Terms and Conditions. No other terms submitted
by Buyer shall apply to any Order or be binding on Nouryon.

定義及び適用範囲：商品の販売条件（「本条件」）で使用される太
字で記載した用語は、以下の意味を有するものとする。
本契約
本条件第２条に基づいて発効する契約。本契約
には、注文書、注文確認書及び注文書において
参照される文書に記載される条件が含まれる。
買主
本商品をヌーリオンから購入する者。
納品日
注文書に規定された納品日。
納品場所
注文書に規定された納品場所。
本商品
ヌーリオンが買主に販売した商品。
ヌーリオン
注文書を受理する主体としてのヌーリオンエン
ティティ 。
注文書
ヌーリオンが承諾した買主からの注文書。
注文条件
注文書に記載又は参照される価格、納品場所、
納品日及びその他の条件、設計、説明、要求事
項、見積り、予定表、マイルストーン 及びスケ
ジュール。
当事者
ヌーリオン又は買主、ヌーリオン及び買主双方
を総称して両当事者。
価格
価格・料金・報酬・費用の条件。
仕様
注文書に記載又は参照される本商品の仕様。注
文書に仕様が記載又は参照されていない場合に
は本商品のヌーリオンの標準仕様。
両当事者間の別個の販売契約に基づいて販売される本商品を除き、
ヌーリオンが販売又はその他の方法で提供するすべての本商品は、
本条件に基づく。買主が提出するその他の条件は、注文書には適用
されず、ヌーリオンを拘束しないものとする。

2.

OFFER / ACCEPTANCE: The Agreement comes into effect only after
Nouryon has accepted an Order from Buyer. In all cases Buyer’s
inquiry or order shall be deemed based on these Terms and
Conditions. In the event of any discrepancy between these Terms and
Conditions and the Order, , the Order shall prevail. In the event of any
discrepancy between these Terms and Conditions and any other
document pertaining to Nouryon’s sale of Goods to Buyer, the terms of
these Terms and Conditions shall prevail. Furthermore, these Terms
and Conditions shall always override Buyer’s terms and conditions, or
any other documentation exchanged between Nouryon and Buyer.

申込み／承諾：本契約は、ヌーリオンが買主からの注文書を承諾し
た後にのみ発効する。いかなる場合においても、買主の問い合わせ
又は注文は、本条件に基づくものとみなされる。本条件と注文書の
間に相違がある場合は、注文書が優先するものとする。本条件と、
ヌーリオンによる買主への本商品の販売に関連するその他の文書と
の間に相違がある場合は、本条件が優先するものとする。本条件
は、常に、買主の条件、又はヌーリオンと買主の間で交わされるそ
の他の文書に優先するものとする。

3.

DELIVERY / TRANSFER OF RISK: Delivery terms and transfer of risk
of loss shall be interpreted in accordance with the INCOTERMS 2020.
Unless otherwise agreed between the Parties, the delivery term is DAP
(INCOTERMS 2020) to the ship to address specified in the order.
Buyer is responsible for customs clearance, duties, taxes, and
unloading at destination.

引渡し／危険負担の移転：引渡条件及び危険負担の移転は、インコ
タームズ２０２０に従って解釈されるものとする。両当事者間の別
段の合意がない限り、引渡条件は注文書に規定された仕向地におけ
る DAP（インコタームズ２０２０）とする。通関、関税、税金及び
仕向地においての荷下ろしは買主の負担とする。

4.

QUANTITY VARIATIONS: Buyer will pay for the quantity delivered and
may not reject any delivery of Goods on the grounds of variation of
quantity where such variation is not more than ±10% of the quantity
ordered.

数量変更：買主は納品された数量に対して支払うものとする。当該
変更が注文数量のプラスマイナス１０％を超えない場合は、買主は
数量変更を理由として本商品の受領を拒否することはできない。

5.

PRICE AND PAYMENT: Unless otherwise agreed between the
Parties, the price for the Goods will be the price quoted by Nouryon. All
prices quoted by Nouryon are exclusive of value added tax and any
other tax that may apply in respect of the Goods and any and all such
taxes shall be for the Buyer’s account. Nouryon will issue invoices to
Buyer for all Goods sold to Buyer. Unless otherwise agreed between
the Parties, Buyer shall pay these invoices within 30 days from the
invoice date in the currency indicated on the invoice at the address of
Nouryon indicated on the invoice. Buyer may not withhold payment of
any amount due to Nouryon because of any set-off, counter-claim,
abatement or similar deduction. Upon demand Buyer will immediately
reimburse Nouryon for any and all costs including fees for collection
agencies and attorneys incurred or expended by Nouryon to collect any
amounts due from Buyer. In the event of an increase in the prices of
energy, raw materials or other resources necessary for the
manufacture of the Goods occurring prior to the agreed date of
delivery, Nouryon shall have the right to proportionately increase the
price of the Goods ordered by Buyer by providing written notice to
Buyer. Upon receiving such written notice, Buyer shall have the right
to cancel the Agreement in writing within ten (10) days following receipt
of such notice. For the avoidance of doubt, Buyer’s failure to cancel the
Agreement within said period shall be deemed Buyer’s acceptance of
the revised price.

価格及び支払い：両当事者間の別段の合意がない限り、本商品の価
格は、ヌーリオンの見積価格とする。すべてのヌーリオンの見積価
格には消費税及び本商品に関して適用されるその他の税金は含まれ
ないものとし、当該税金はすべて買主の負担とする。ヌーリオン
は、買主に販売されたすべての本商品に関する請求書を買主に発行
する。両当事者間の別段の合意がない限り、買主は、請求書の日付
から３０日以内に、請求書に記載されているヌーリオンの住所にお
いて、請求書に記載されている通貨で、これらの請求金額を支払う
ものとする。買主は、相殺、反対請求、減額又は類似の控除を理由
として、ヌーリオンに支払うべき金額の支払いを留保することはで
きない。買主は、要求に応じて、買主から支払うべき金額を回収す
るためにヌーリオンが負担又は支出した回収代行業者及び弁護士費
用を含むすべての費用を直ちにヌーリオンに補償する。合意された
引渡日より前に、本商品の製造に必要なエネルギー、原材料又はそ
の他の資源の価格の上昇が発生した場合、ヌーリオンは、買主に書
面通知をすることにより、買主が注文した本商品の価格を比例して
増額する権利を有する。当該書面通知を受領した場合、買主は、当
該通知受領後１０日以内に書面で本契約を解除する権利を有するも
のとする。疑義を避けるために付言すると、買主が当該期間内に本
契約を解除しなかった場合、買主は変更後の価格を受諾したものと
みなされるものとする。

6.

RETENTION OF TITLE: Title to the Goods delivered shall not pass to
Buyer before the purchase price has been paid in full and Buyer shall,
upon Nouryon’s request, execute such documentation as Nouryon
reasonably deems necessary to perfect or maintain Nouryon’s title in
the Goods. Nouryon will have the right to enter the premises of Buyer
to collect any Goods to which it holds title pursuant to this section. For
the avoidance of doubt, Buyer may dispose of the Goods in the ordinary
course of its business, but may not pledge, mortgage or otherwise
encumber the Goods prior to payment in full of the purchase price.

所有権の留保：納品された本商品の所有権は、購入代金が全額支払
われる前に買主に移転しないものとし、買主は、ヌーリオンの要求
に応じて、本商品におけるヌーリオンの所有権を完全ならしめ又は
維持するためにヌーリオンが合理的に必要と考える文書を作成する
ものとする。ヌーリオンは、本条に基づいて所有権を留保した本商
品を回収するために買主の施設に立ち入る権利を有する。疑義を避
けるために付言すると、買主は、通常の業務過程で商品を処分する
ことができるが、購入代金の全額の支払い前に本商品に質権を設定
し、抵当権を設定し、その他担保権を設定することはできない。

7.

NO WARRANTIES OR LIABILITY RELATING TO SAMPLES OR
SERVICES: Unless agreed otherwise in a separate signed agreement
between the Parties or provided in section Error! Reference source
not found. (Exception to any Limitation of Liability), Nouryon’s
provision of any samples or services to Buyer is made on an “as is”
basis, meaning that Nouryon neither provides any warranties relating
to any such sample or service nor accepts any liability in relation
thereto.

サンプル又はサービスに関する非保証と責任の排除：両当事者間で
署名された別途の契約で合意されない限り、又は第１２条（責任の
制限の例外）に規定されない限り、ヌーリオンによるサンプル又は
サービスの買主への提供は現状有姿で行われ、ヌーリオンは当該サ
ンプル又はサービスに関して何らの保証を提供するものではなく、
またこれら関連する責任も負わない。

8.

WARRANTY RELATING TO THE GOODS / BUYER’S RIGHTS:
Nouryon warrants to Buyer that at the time of transfer of risk of loss (i)
the Goods conform to the Specifications, (ii) Nouryon has good title to
the Goods and the transfer of said Goods is rightful, and (iii) all Goods
are free from security interests, claims, demands, liens and other
encumbrances (the warranties set out under items (i)-(iii) are
hereinafter referred to as the “Warranties”). In the event Goods do not
comply with the Warranties, Nouryon will, at its option, repair or replace
such Goods or refund the Price of the Goods and, having done so, will
have no further liability.

商品に関する保証／買主の権利：ヌーリオンは、危険負担の移転時
に、（ⅰ）本商品が仕様に適合し、（ⅱ）ヌーリオンが本商品に対
する完全な所有権を有し、当該本商品の移転が正当であり、（ⅲ）
すべての本商品に担保権、請求、要求、先取特権及びその他の負担
が付着されていないことを買主に保証する（（ⅰ）から（ⅲ）に定
める保証を以下「保証等」という）。本商品が保証等に準拠しない
場合、ヌーリオンは、その選択により、当該本商品を修理もしくは
交換するか又は本商品の価格を払い戻すものとし、それを行った場
合、それ以上の責任を負わない。

9.

NO OTHER WARRANTIES: THE WARRANTIES SET OUT IN
SECTION Error! Reference source not found. (Warranty relating to
the Goods / Buyer’s Rights) ARE THE SOLE WARRANTIES GIVEN
BY NOURYON. NOURYON MAKES NO, AND THE BUYER HAS
NOT RELIED UPON, OTHER WARRANTIES, REPRESENTATIONS
OR STATEMENTS, EXPRESS OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN,
WITH RESPECT TO, INTER ALIA, THE GOODS, GOODS SHELFLIFE DATA, THE APPLICATION OR USE OF THE GOODS IMPLIED
WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR STATEMENTS OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
OR NON-INFRINGEMENT. BUYER ACKNOWLEDGES AND
AGREES THAT EACH OF THE ABOVE AND ANY OTHER
WARRANTY, REPRESENTATION OR STATEMENT NOT
SPECIFICALLY STATED IN SECTION Error! Reference source not
found. (Warranty relating to the Goods / Buyer’s Rights) IS
SPECIFICALLY DISCLAIMED BY NOURYON.

その他の保証：第８条（商品／買主の権利に関する保証）に定める
保証は、ヌーリオンによって与えられる唯一の保証である。ヌーリ
オンは、明示又は黙示を問わず、口頭又は書面を問わず、商品、商
品の品質保持期間の情報、商品の適用又は使用、又は特定の目的に
対する商品性及び適合性もしくは非侵害性に関する黙示の保証、表
明もしくは声明、又は類似の保証、表明もしくは声明を、その他の
保証、表明又は声明をしておらず、また買主はそれに依存していな
い。買主は、上記のいずれか及び第８条（本商品／買主の権利に関
する保証）に明示的に記載されていないその他の保証、表明又は声
明がヌーリオンにより明示的に放棄されることを確認し、これに同
意する。

10. NOTICE OF DEFAULT: Buyer must notify Nouryon of any claim within

不履行の通知：買主は、いかなるクレームも当該クレームを知った
後（又は当該クレームを合理的に知るべきであった後）７日以内、
かつ、いかなる場合も本商品の買主への引渡後３０日以内に、ヌー
リオンに通知しなければならない。買主が前文に定める期間内に当
該クレームについてヌーリオンに通知しなかった場合、買主による
当該クレームの放棄を構成する。ヌーリオンの書面による事前の同
意がない限り、本商品をヌーリオンに返品してはならない。

seven (7) days after Buyer becomes aware of such claim (or should
have reasonably become aware of such claim) but in no event later
than thirty (30) days after delivery of the Goods to Buyer. Buyer’s failure
to notify Nouryon of any such claim within the time set out in the
preceding sentence will constitute a waiver by Buyer of such claim.
Goods shall not be returned to Nouryon without prior written consent
of Nouryon.
11. OVERALL LIMITATION OF LIABILITY: Nouryon will not be liable for

any loss or damage caused by Buyer’s failure to exercise effective
quality control or the failure to store, use or otherwise handle the Goods
as advised or in accordance with instructions provided by Nouryon or
industry standards. NOURYON WILL NOT BE LIABLE TO BUYER,
WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE),
BREACH OF STATUTORY DUTY OR OTHERWISE FOR ANY LOSS
OF PROFIT, LOSS OF BUSINESS, DIMINUTION IN VALUE, OR
DEPLETION OF GOODWILL OR ANY INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL LOSS
OR DAMAGE. NOURYON’S AGGREGATE LIABILITY TO BUYER IN
RESPECT OF ANY AND ALL LOSSES ARISING UNDER OR IN
CONNECTION WITH THE AGREEMENT WILL IN NO WAY EXCEED
THE PRICE OF THE GOODS TO WHICH THE CLAIM RELATES OR
EUR 200,000, WHICHEVER IS THE LOWER.
12. EXCEPTION TO ANY LIMITATION OF LIABILITY: Nothing in the

Agreement will limit or exclude Nouryon’s liability for: (a) death or
personal injury caused by its gross negligence; (b) fraud or fraudulent
misrepresentation; or (c) any matter in respect of which it is unlawful
for Nouryon to exclude or restrict its liability.
13. BUYER INDEMNIFICATION: Buyer shall fully defend, indemnify and

hold harmless Nouryon and its affiliates, and each of its and their
respective, officers, directors, employees, successors, assigns and
representatives (the “Indemnified Parties”) from and against any and
all third party claims, lawsuits, damages, liabilities, deficiencies, costs,

責任の制限：買主が有効な品質管理を行わなかったこと、又はヌー
リオンもしくは業界基準の指示に従って本商品を保管、使用もしく
はその他の方法で取り扱わなかったことに起因する損失もしくは損
害につき、ヌーリオンは一切責任を負わない。ヌーリオンは、契
約、不法行為（不作為を含む）、法定の義務違反その他原因を問わ
ず、逸失利益、事業の喪失、価値の減少、のれんの減少、間接的、
偶発的、特別、みせしめ目的、懲罰的もしくは結果的な損失及び損
害について買主に対して責任を負わない。本契約に基づいて又は本
契約に関連して発生するすべての損失に関するヌーリオンの買主に
対する総責任は、いかなる場合でも本商品の価格又は２０万ユーロ
のいずれか低い方を超えないものとする。

責任の制限の例外：本契約のいかなる規定も、（ａ）重大な過失に
起因する死亡又は人身傷害、（ｂ）詐欺又は詐欺的不実表示、又は
（ｃ）ヌーリオンがその責任を排除又は制限することが違法である
事項に関するヌーリオンの責任を制限又は排除するものではない。
買主の補償：買主は、ヌーリオン及びその関連会社、それぞれの取
締役、役員、従業員、承継人、譲受人及び代表者（「 被補償当事
者」）を、（ⅰ）買主又はその関連会社、それらの取締役、役員、
従業員、請負業者、代理人の過失又は故意、（ⅱ）商品に関連する

losses, fines, penalties, legal fees and expenses (“Claims”) resulting
from, arising out of or related to: (i) Buyer’s or any of its or its affiliates’
director’s, officer’s, employee’s, contractor’s or agent’s negligence or
willful misconduct; (ii) any product liability claim relating to a good or
(iii) Buyer’s breach of the Agreement. The foregoing includes and is not
limited to, injury to person (including death) or damage or harm to
property or the environment. The provisions of this section will survive
any termination, cancellation, revocation or other cessation of the
Agreement.

製造物責任請求、又は（ⅲ）買主の本契約違反、に起因し、又は関
連する、あらゆる第三者の請求、訴訟、損害賠償、責任、欠陥、費
用、損失、罰金、違約金、弁護士費用及び経費（「請求等」）につ
き、全面的に防御し、免責し、損害を与えないものとする。上記に
は、人身傷害（死亡を含む）、又は物的もしくは環境への損害もし
くは危害が含まれ、これらに限定されない。本条の規定は、本契約
の終了、取消、撤回又はその他の停止後も存続する。

14. FORCE MAJEURE: Neither Party will be deemed to be in breach of

不可抗力：戦争(宣戦布告の有無を問わない)、国家緊急事態、輸送
機関の不全、機械または装置の停止、ヌーリオンが許容できる条件
で本商品の製造のための材料、供給品、燃料または電力を確保でき
ないこと、火災、洪水、暴風雨その他の天変地異、ストライキ、ロ
ックアウトその他の労働争議、疾病、感染症の流行、汎発流行また
は隔離措置、有効か無効かを問わず政府（外国・自国・地方を問わ
ない）の命令または行為、その他の同種または異種の影響を受けた
当事者において合理的な支配の及ばない事由(それぞれを「不可抗
力」という)により、直接的または間接的に、遅延または支障が生じ
た場合、いずれの当事者も、本契約に基づく義務の不履行(買主によ
る支払の不履行を除く)に関し、一切責任を負わない。当事者の従業
員が関与するストライキ、ロックアウトその他の労働争議は、当事
者の合理的な支配を超えるものとみなされる。不可抗力の影響を受
けた本商品の数量は、ヌーリオンによって供給され、または買主に
よって購入される総数量から控除される。不可抗力により本商品が
不足する期間中、ヌーリオンは、自社が公正かつ現実的とみなす基
準により、ヌーリオン自身およびその親会社、子会社および関連会
社、ならびにその顧客、購入者、流通業者および再販業者の間で、
利用可能な本商品の供給を配分することができる。不可抗力の期間
が 6 か月を超える場合、または 6 か月を超えることが合理的に予想さ
れる場合、いずれの当事者も、他方の当事者に対して 7 日以上前に文
書で終了の通知をすることにより、いずれかの当事者の責任を負う
ことなく、本契約を終了することができる。ただし、当該通知に記
載された契約終了日よりも前に不可抗力が除去された場合は、当該
契約終了の効力は生じないものとする。

this Agreement to the extent that non-performance is beyond a Party's
reasonable control and is not caused by its fault or negligence and
could not have been prevented by such Party through reasonable
precautions or mitigation efforts (a "Force Majeure"), which includes
but is not limited to non-performance due to inadequate transportation
facilities, machinery or equipment failure, its inability to secure
materials, supplies, fuel or power on commercially reasonable terms
and conditions, strike, lockout or other labour dispute, fire, flood,
hurricane, earthquake, other elements of nature, disease, epidemic,
pandemic or quarantine, war, national emergency, terrorism, riots,
rebellions, revolutions, other civil disorders, actions of military
authorities or embargo, order or act of any government, whether
foreign, national or local, whether valid or invalid, or any other cause of
like or different kind beyond the reasonable control of such Party.
Nouryon shall have no obligation to procure any Goods from other
sources and may allocate its available supply of Goods among the
members of the Nouryon Group (including itself) and their customers,
buyers, distributors and resellers on whatever basis Nouryon may
deem fair and practical. If the duration of a Force Majeure exceeds six
(6) months or is reasonably expected to exceed six (6) months,
Nouryon is entitled to withdraw from any obligation it may have to
supply the Goods to Buyer without Buyer having any right to
compensation.

15. COMPLIANCE WITH LAWS: (a) Each Party shall comply with all laws,

rules, regulations and statutory requirements that from time to time
come into force (“Laws”), including without limitation Laws that relate
to labor and employment, safety, the environment, competition,
privacy,
anti-corruption,
bribery,
anti-money
laundering,
manufacturing, packaging, labelling, shipment and sales; (b) Customer
shall adhere to the Nouryon Business Partner Code of Conduct. Buyer
represents and warrants that it is committed to the safe management
of chemicals throughout their life cycle and contributing to sustainable
development in a manner that is consistent with the commitments set
forth in The International Council of Chemical Associations’
Responsible Care® Global Charter. Buyer represents and warrants
that it does not have an undisclosed conflict of interest with Nouryon,
including any ownership by a Nouryon employee, or employment of a
Nouryon employee’s family membe; and (c) each Party shall treat
personally identifiable information of an individual provided to it by the
other Party in accordance with applicable privacy Laws.
16. EXPORT CONTROL AND ECONOMIC SANCTIONS: Buyer will not

sell, export, re-export, license, transmit, divert or otherwise transfer,
directly or indirectly, any Goods or any information or technology
related to the Goods except in accordance with applicable laws and
regulations, including without limitation applicable UN, US and EU
export control and economic sanctions laws and regulations and the
laws and regulations of the country where Buyer is resident or conducts
business. Buyer acknowledges that it will (i) take all steps necessary
to comply with the above laws and regulations, including obtaining
export and other licenses if necessary and (ii) not take any actions that
would cause Nouryon to be in violation of the above laws or potentially
made subject to economic sanctions.
17. SAFETY: If any of Buyer’s or any of its subcontractor’s employees,

agents or representatives (“Buyer Personnel”) enter upon Nouryon’s
premises, Buyer shall ensure that such Buyer Personnel abide by and
follow all Laws and all health, safety, and other rules and regulations
established by Nouryon. Buyer will be fully responsible for the conduct
of Buyer Personnel while on Nouryon’s premises. Buyer shall fully
indemnify and hold harmless the Indemnified Party from all claims
resulting from or arising out of any bodily injury or death to any Buyer
Personnel sustained upon Nouryon’s premises, unless caused by
Nouryon’s gross negligence or willful misconduct.

法令遵守：（ａ）各当事者は、適宜施行されるすべての法律、規
則、規則及び制定法上の要件（「法令等」）を遵守するものとす
る。法令等には、労働及び雇用、安全、環境、競争、プライバシ
ー、汚職防止、贈収賄防止、資金洗浄防止、製造、包装、ラベリン
グ、輸送及び販売に関連する法律を含むがこれらに限定されない。
（ｂ）顧客は、ヌーリオンビジネスパートナー行動規範を遵守する
ものとする。買主は、国際化学工業協会協議会のレスポンシブルケ
ア®グローバル憲章に定められた取り組みに合致する方法で、ライフ
サイクルを通じて化学薬品の安全管理に努め、持続可能な発展に貢
献することを表明し、保証する。買主は、ヌーリオン従業員による
所有権又はヌーリオン従業員の家族の雇用を含む、ヌーリオンとの
非開示の利益相反を有さないことを表明し、保証する。
（ｃ）各当事者は、他方当事者から提供された個人を特定できる情
報を、適用される個人情報保護法に従って取り扱うものとする。
輸出規制及び経済制裁：買主は、適用される法律及び規則（適用さ
れる国連、米国及びＥＵの輸出規制及び経済制裁に関する法律及び
規則並びに買主が居住又は事業を行う国の法律及び規則を含むがこ
れらに限定されない）に従う場合を除き、直接間接を問わず、本商
品又は本商品に関連する情報もしくは技術を、販売、輸出、再輸
出、ライセンス供与、送信、転用又はその他の方法で譲渡してはな
らない。買主は、（ⅰ）必要に応じて輸出及びその他のライセンス
を取得することを含め、上記の法令を遵守するために必要なすべて
の措置を講じること、及び（ⅱ）ヌーリオンが上記の法律に違反す
る、又は経済制裁の対象となる可能性のある措置を講じないことを
確認する。
安全：買主は、買主又はその下請業者の従業員、代理人又は代表者
（「買主担当者」）のいずれかがヌーリオンの施設に立ち入る場
合、当該買主担当者がすべての法律並びにヌーリオンが定めるすべ
ての健康、安全及びその他の規則を順守ことを保証するものとす
る。買主は、ヌーリオンの施設にいる間、買主担当者の行動に全責
任を負う。買主は、ヌーリオンの重大な過失又は故意の不正行為に
起因しない限り、ヌーリオンの敷地内で生じた買主担当者の人身傷
害又は死亡に起因するすべての請求から被補償当事者を全面的に免
責し、損害を与えないものとする。

18. TERMINATION: The Agreement will not oblige Nouryon for the future

to take further orders. Nouryon will at all times, after it has fulfilled its
obligations under the Agreement, be entitled to end the relationship
with the Buyer without notice. Furthermore, Nouryon is entitled to
terminate the Agreement in whole or in part with immediate effect if (i)
Buyer commits material breach, (ii) Buyer is dissolved, (ii) Buyer
applies for or is subject to insolvency proceedings (whether or not
temporarily), (iii) Buyer becomes insolvent, (iv) Nouryon, in its sole
discretion, determines that economic sanctions or export controls
prohibit or create risk for it to continue under the Agreement, or (v) if
any event or circumstance becomes known to Nouryon that in the
opinion of Nouryon, will or may adversely affect Buyer’s ability to
comply with the Agreement or Laws. Termination of the Agreement by
Nouryon for any reason stated above will never entitle Buyer to
compensation.
19. Exclusion of Anti-Social Forces:

(a) Nouryon may immediately terminate the Agreement, in whole or in
part, without any notice or demand, if Buyer or its representatives,
officers or equivalent, or substantial owners falls under any of the
following:
(i) being an organized crime group, a member of any organized crime
group, a quasi-member of any organized crime group, an associated
member of any organized crime group, a corporate extortionist or any
othersimilar anti-social forces (collectively referred to as "Anti-Social
Forces");
(ii) being deemed that Anti-Social Forces are substantially involved in
the management;
(iii) being deemed as using Anti-Social Forces;
(iv) being deemed as providing funds, facilities, benefits, or any offer of
unreasonable preferential treatment to Anti-Social Forces;
(v) engaging in a socially condemnable relationship with Anti-Social
Forces; or
(vi) using fraud, violent acts or threatening words against Nouryon or
any related party of Nouryon by itself or through a third party.
(b) In the event that Nouryon terminates the Agreement in whole or in
part pursuant to the provisions of the foregoing, Nouryon will not be
liable to Buyer for any loss or damage, even if such loss or damage
may arise from the termination. However, if the termination causes any
damage to Nouryon, Buyer shall compensate Nouryon for such
damages.

終了：本契約は、将来にわたりヌーリオンにさらなる受注義務を負
わせるものではない。ヌーリオンは、常に、本契約に基づく義務を
履行した後、通知なしに買主との関係を終了する権利を有する。さ
らに、（ⅰ）買主が重大な契約違反を犯した場合、（ⅱ）買主が解
散した場合、（ⅱ）買主が（一時的であるか否かを問わず）倒産手
続を申請した場合、又は適用された場合、（ⅲ）買主が支払不能と
なった場合、（ⅳ）ヌーリオンが独自の裁量により、経済制裁又は
輸出規制が本契約を継続することを禁止又はリスクを生じさせると
判断した場合、（ⅴ）ヌーリオンの見解において、買主の本契約又
は法律を遵守する能力に悪影響を及ぼす可能性のある事態がヌーリ
オンの知るところとなった場合、ヌーリオンは、本契約の全部又は
一部を直ちに終了する権利を有する。上記の理由によるヌーリオン
による本契約の解除は、買主に補償請求権を付与しないものとする
反社会的勢力の排除：
(a) 買主またはその代表者、役員またはこれに準ずる者、実質的に経
営権を有する者が次の各号の一に該当するときは、ヌーリオンは、
何らの通知および催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解
除できる。
(i)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その
他の反社会的勢力（総称して「反社会的勢力」）。
(ii)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められると
き。
(iii)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(iv)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与して
いると認められるとき。
(v)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(vi)自らまたは第三者を利用して、ヌーリオンまたはヌーリオンの
関係者に対し、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(b) 前項の規定により、ヌーリオンが本契約の全部または一部を解除
した場合には、買主に損害が生じてもこれを賠償ないし補償するこ
とを要せず、また、かかる解除によりヌーリオンに損害が生じたと
きは、買主はその損害を賠償するものとする。

CONFIDENTIALITY: Each Party undertakes to not disclose to any
third Party the other Party’s business secrets or any other confidential
information, unless such disclosure is (i) necessary for the
performance under or enforcement of the Agreement and the
disclosing Party ensures confidentiality according to this section is
maintained by the third party receiving the information or (ii)
prescribed under mandatory law or pursuant to any order of court or
other competent authority or tribunal. Notwithstanding the above,
Nouryon is also always entitled to disclose the information referred to
in this section to any of its employees or its affiliates (including the
employees of such affiliates), provided that Nouryon ensures
confidentiality according to this section is maintained by the relevant
employees or affiliates. This section will survive the termination or
expiration of the Agreement and will remain in force not less than five
(5) years after the expiration (for whatever reason) of the Agreement.

秘密保持：各当事者は、他方当事者の事業上の秘密又はその他の秘
密情報を第三者に開示しないことを約束する。ただし、当該開示が
（ⅰ）本契約に基づく履行又は強制執行のために必要であり、開示
者が本条に従い情報を受領した第三者により秘密が保持されること
を保証する場合、（ⅱ）強行法規、又は裁判所もしくはその他の法
的権限ある当局の命令に基づいて定められる場合はこの限りではな
い。上記にかかわらず、ヌーリオンは常に、本条に定める情報をそ
の従業員又は関連会社（当該関連会社の従業員を含む）に開示する
権利を有する。ただし、関係従業員又は関連会社が本条に従い秘密
を保持することをヌーリオンが保証することを条件とする。本条
は、（理由の如何を問わず）本契約の終了又は満了後も５年間は効
力を有するものとする。

21. ASSIGNMENT AND SUBCONTRACTING: Buyer may not assign,

譲渡及び再委託：買主は、ヌーリオンの同意なしに（不合理に留保
されない）、本契約上の利益の全部又は一部を、譲渡、移転、担保
権の付与、信託又はその他の方法での取引をすることはできず、本
契約に基づく義務の一部又は全部の更改を行うことはできない。買
主の同意なしに、本契約上の利益の全部もしくは一部を、譲渡、移
転、担保権の付与、信託もしくはその他の方法で取引することがで
き、買主の同意なしに、本契約に基づく義務の一部もしくは全部を
下請もしくは更改することができる。

20.

transfer, grant any security interest over, hold on trust or deal in any
other manner with the benefit of all or any part of the Agreement, or
sub-contract or novate any or all of its obligations under the Agreement
without Nouryon’s consent (not to be unreasonably withheld). Nouryon
may assign, transfer, grant any security interest over, hold on trust or
deal in any other manner with the benefit of all or any part of the
Agreement, or sub-contract or novate any or all of its obligations under
the Agreement without Buyer’s consent.
22. CLAIMS: Without limiting the provisions of the section 10 (Notice of

Default), any and all claims by Buyer against Nouryon arising out of or
in connection with the Agreement must be notified by Buyer for dispute
resolution in accordance with section 26 (Law and Dispute Resolution)
no later than one (1) year following the date of the Agreement (which
will, for the avoidance of doubt, be determined by the date of Nouryon’s
order confirmation). The failure of Buyer to notify a claim for dispute
resolution within the time set out in the preceding sentence will
constitute a waiver by Buyer of such claim. The provisions of this
section will survive the termination, cancellation or other cessation of
the Agreement.

クレーム：第１０条（不履行の通知）の規定を制限することなく、
本契約に起因又は関連して生じる買主によるヌーリオンに対するす
べてのクレームは、本契約締結日の１年以内（疑義を避けるため
に、ヌーリオンの注文確認日から起算される）に、第２６条（準拠
法及び紛争解決）に基づく紛争解決のために買主により通知されな
ければならない。買主が、前文に定める期間内に紛争解決の申し立
てを通知しない場合、当該申し立てに対する買主による権利放棄を
構成する。本条の規定は、本契約の終了、取消又はその他の停止後
も存続する。

23. COSTS AND EXPENSES: Each Party shall pay its own costs relating

to the negotiation, preparation, execution and performance of the
Agreement.
24. VALIDITY AND ENFORCEABILITY: If any part of the Agreement is

found to be invalid, nullifiable or unenforceable for any reason, the rest
of the Agreement will remain valid and enforceable. All Warranties and
indemnities will survive the termination or completion of the
Agreement.
25. LANGUAGE: These Terms and Conditions are written in English and

may be accompanied by translations of other languages. In case of any
discrepancies between the different language versions, the English
version shall prevail.
26. LAW AND DISPUTE RESOLUTION. The Agreement and all disputes

between Parties are governed by the Laws of the country and, if
applicable, state or province, in which Nouryon’s address is located,
excluding the United Nations Convention of Contracts for the
International Sale of Goods and any choice of law rules that direct the
application of the law of any other jurisdiction. Any dispute will be
resolved exclusively in the courts having jurisdiction over the subject
matter of the dispute located in the city in which Nouryon’s address is
located. Each Party consents and agrees to the jurisdiction and venue
of such courts.

費用及び経費：各当事者は、本契約に関連する交渉、準備、締結及
び履行に関連する自己の費用を負担するものとする。
有効性及び強制可能性：本契約のいずれかの部分が、何らかの理由
で無効又は強制不可能と判定された場合、本契約の残りの部分は、
引き続き有効かつ強制可能である。すべての保証及び補償は、本契
約の終了又は完了後も存続する。
言語：本条件は英語で記載され、他の言語の翻訳が付属することが
ある。異なる言語版との間に相違がある場合、英語版が優先され
る。
準拠法及び紛争解決：本契約及び両当事者間のすべての紛争は、ヌ
ーリオンの住所が所在する国、又は該当する場合州・省の法律に準
拠する。ただし、国際物品売買契約に関する国連条約及びその他の
法域の法律の適用を指示する法の選択に関する規則は除く。いかな
る紛争も、ヌーリオンの住所が所在する市内に所在する紛争の対象
物を管轄する裁判所で専属的に解決される。各当事者は、当該裁判
所の管轄権及び裁判地に同意する。

