
購 買 条 件 

第１条 定義 

 第１項 「メンター・グラフィックス」とは、貴社に対する本注文書で特定するメンター・グラフィックスの会社

をいいます。 

 第２項 「製品等」とは、本注文書に記載する全ての製品、サービスまたはその両方をいいます。 

 第３項 「本注文書」とは、製品等の供給に関する、メンター・グラフィックスの標準書式による、メンター・グ

ラフィックスからの注文書をいい、本購買条件を包含し、かつ本購買条件に従うものとします。 

 第４項 「貴社」とは、メンター・グラフィックスの本注文書を受ける当事者をいいます。 

 

第２条 注文の承諾 

本注文書は、本注文書に記載する製品等の購入を、本注文書で定める指図および条件に従い申込む書類となります。

貴社が本注文書を承諾することで、本注文書はその指図および条件のみに従う両者間の契約書として成立します。 

貴社が本注文書に基づき業務の履行を開始した場合、貴社は本注文書を無条件で承諾したことになります。メンタ

ー・グラフィックスは、貴社の見積書、注文請書、確認書、請求書、修正申込書、その他の書式に含まれている、本

注文書に対し条件を追加し、もしくは異なる条件を定める全ての条項を拒否し、これを受容れません。本注文書を承

諾することで、貴社は本注文書に対し条件を追加し、もしくは異なる条件を定める当該条項が、全て無効であること

に同意したものとします。 

 

第３条 価格と支払  

 第１項 価 格  注文された各々の製品等に対し請求される金額は、（１）本注文書に記載の価格、または（２）

同等の数量および品質により、同一もしくは類似の製品等が納入された日現在に有効な価格のうち、何れ

か安価な方の金額によるものとします。 

 第２項 価格保証  貴社は、本注文書に基づき提供される価格および値引が、同等の数量により同一もしくは類

似の製品等を購入する貴社の他の顧客に対し提示された金額と、少なくとも同程度に有利であることを保

証するものとします。 

 第３項 支 払  メンター・グラフィックスは、製品等の受領および検収を条件に、その購入価格金額を、本注

文書で別途明記する場合を除き、各月２０日までに受領した請求書に対し翌々月２０日までに支払うもの

とします。 

 第４項 税 金  メンター・グラフィックスは、本注文書に基づく購買に関し、国、県、その他の地方自治体に

より、製品等の販売および使用に対し適切に課される全ての消費税、付加価値税および使用税を、別途控

除されない限り負担します。貴社は、その他の全ての租税および義務を負担するものとします。貴社は、

管轄する政府機関による監査その他の調査の結果としてメンター・グラフィックスが負担すべき追加的な

税の評価が提案または計画された場合には、かかる税金を支払う前に、直ちにメンター・グラフィックス

に書面で通知するものとします。メンター・グラフィックスは、かかる通知によって、貴社が支払う前に、

申し立てられた追加的な税の調査結果を検討できた場合に限り、かかる追加的な税を支払う義務を負うも

のとします。メンター・グラフィックスが支払った税金が後に適用のないものであるとされた場合、貴社

は、メンター・グラフィックスがその全額について確実に還付を受けられるよう、あらゆる必要な措置を

講じるものとします。メンター・グラフィックスが本注文書に基づき支払う義務を負う金額について、法

律上、源泉徴収を行う義務を負う場合、貴社に対する支払いは、かかる源泉徴収後の金額になるものとし

ます。メンター・グラフィックスは、貴社に対して源泉徴収した税金を填補しないものとします。貴社は、

所得税に関する租税条約に従い課税を免除される場合または源泉税の軽減税率の適用を受けられる場合

には、メンター・グラフィックスに対し、必要となる税務書類を完成し、提供する義務を負うものとしま

す。メンター・グラフィックスは、必要となる税務書類が全て提供されるまでは、貴社に対する全ての支

払いについて、当該法域の最高税率にて所得税の源泉徴収を行います。メンター・グラフィックスは、要
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請があれば、税務当局に納付した税金に関する年次書類を貴社に提供します。 

第４条 納 品 

 第１項 納 期  納期厳守は本注文書に基づく貴社の義務履行における要件となります。貴社による納品が、本

注文書で特定する納期に遅れる場合、メンター・グラフィックスは、他の権利および補償に加えて、当該

製品等の納品を早めるのに必要な何れの手段による納品も貴社に求めることができます。通常の運送料と

請求されたプレミアム料金の差額は貴社が支払うものとします。納期を満たせないことに気付いた場合、

貴社は速やかにメンター・グラフィックスへ通知することを要します。予め特定した納品日に先立つ請求

書は、当該製品等の納品繰上げをメンター・グラフィックスが書面で特に承諾した場合を除き、特定した

納品日から適切な期間が経過するまで支払いを受けられません。 

 第２項 梱包と出荷  納品は、梱包、木枠詰、運送または保管の費用を請求することなく、予め特定された方法

で行われるものとします。また貴社は、気象条件により、または輸送中に生じ得る損傷を防ぐのに十分で

あり、かつ一般運送業者に求められる水準を満たす梱包を行うものとします。全ての請求書、梱包、船荷

証券、船積指図書、および梱包明細書には、本注文書で記載するとおり、メンター･グラフィックスの注

文書番号、各明細の製品・サービス番号および価格、数量、貴社のパーツ番号、およびメンター・グラフ

ィックスのパーツ番号を明瞭に表示することを要します。梱包明細書は、出荷される箱詰、包装などの梱

包ごとに添付するものとします。また貴社は、静電気の影響を受け易い全ての製品について、静電気放出

に対する産業界標準の防護策に一致した方法で梱包を行うものとします。貴社が提供する製品の梱包材全

ては、その製造過程でフロンを使用する材料を含むものであってはなりません。メンター・グラフィック

スは、一切の費用を負担することなく、適切に梱包されていない製品を貴社へ返品することができます。

貴社は、当該製品を適切に梱包されたものと直ちに取替えるものとします。 

 第３項 危険負担および所有権  本注文書に別段の定めがない限り、本注文書に基づき提供された製品等の危険

負担および所有権は、貴社による一般運送業者への製品等の引渡し時に、メンター・グラフィックスに移

転するものとします。本注文書に記載されたいかなる内容も、製品等の商品適格性または意図された目的

への適合性について、メンター・グラフィックスが承諾したものとみなすものではなく、これに係るメン

ター・グラフィックスの権利は、一切妨げられないものとします。 

第５条 表明及び保証 

貴社は、他に適用可能なメンター・グラフィックスの全ての権利および補償に加えて、メンター・グラフィックスへ

製品が引渡された時点から、メンター・グラフィックスによる製品の検収完了から一年間が経過するまでのあいだ、

かかる製品がその材質および仕上において欠陥がなく、かつ添付もしくは参照された製品仕様または添付もしくは参

照のない場合は貴社の該当する全ての仕様と一致することを、保証します。貴社は、全ての運送料を含む費用を自ら

負担して、仕様に不一致のある製品を速やかに補修し、または取替えることを要します。貴社は、他に適用可能なメ

ンター・グラフィックスの全ての権利および補償に加えて、(a)サービスが適用法令に違反していないこと、(b)サー

ビスおよびかかるサービスから生じる設計または製品等が、第三者の権利（財産、契約、雇用、企業秘密、機密情報

および非公開に係る権利、または商標、著作権もしくは特許権を含む。）を一切侵害しないこと、(c)貴社は、本注

文書に基づくサービスの実施にあたり、一般的に認められている業界基準に従って、適切かつ専門家としての原則お

よび慣習を用いること、(d)貴社の人員によるサービスの提供が、その専門家としての知識、技能および判断を最大

限反映するものであること、(e)貴社によるサービスから生じる設計または製品等が、該当する全ての仕様と一致す

ることを表明し、保証します。メンター・グラフィックスがサービスを受けた後１年以内に、本条に含まれるサービ

スに関する表明および保証に適合しないことが明らかになった場合、貴社は、自ら費用を負担して、かかる不適合に

より直接影響を受けたサービスを再度提供します。貴社は、メンター・グラフィックスが納得できるようなサービス

の再提供を行えない場合には、かかるサービスについてメンター・グラフィックスが貴社に支払った料金を、メンタ

ー・グラフィックスに返金するものとします。提供されたサービスが不完全であるかまたは過失があった場合の貴社

による保証は、かかるサービスを再度提供する費用に限られるものとします。 
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第６条 返品の承諾 

欠陥のある製品の返品に関し、貴社が当該返品の承諾に関する何らかの手順を設けている場合、貴社はメンター・グ

ラフィックスから返品の意思を表示する通知を受領した日から二営業日以内に、かかる承諾をメンター・グラフィッ

クスへ付与するものとします。 

第７条 変 更 

製品等の仕様、その他の条件、または納品に係る事項は、何れもメンター・グラフィックスの権限ある代表者が書面

により同意した場合にのみ変更されます。 

第８条 注文業務の中止 

メンター・グラフィックスは、貴社へ別途書面により通知することで、当該書面が貴社へ提示された日から９０日間

のあいだ、および両者の合意により更に延長される期間中、本注文書により求めた業務の全部または一部を随時に中

止することができます。かかる９０日間または延長された期間中に、メンター・グラフィックスは一切の責任を負う

ことなく、（１）業務中止の通知を取消し業務の再開を貴社へ指示するか、または（２）本注文書に含まれる当該業

務を終了することの、何れか一方を選択するものとします。 

第９条 解 約 

 第１項 無理由解除  メンター・グラフィックスは、解除の対象となる製品等の検収完了に先立ち、書面により

貴社へ通知することで、一切の罰金、費用、または責任を負担することなく、本注文書またはその一部を

随時に解除することができます。 

第２項 解約権  メンター・グラフィックスは、次の何れかの事項が生じた場合、他に適用可能な全ての権利およ

び補償に加えて、一切の罰金、費用、または責任を負担することなく、本注文書またはその一部を随時に

解約することができます。即ち、（１）貴社が本注文書に定める納期に従い納品しない場合、（２）貴社

により、または貴社に対し、破産もしくは債務超過に伴う手続が申請され、または債権者のためにする管

財人もしくは受託者の選任または財産の譲渡が為された場合、（３）貴社が本注文書で定める何れかの条

項を前二号で定める他にも履行せず、かかる不履行をメンター・グラフィックスが貴社へ通知した後１０

日以内に是正されないときです。 

第１０条 メンター・グラフィックスの財産 

第１項 知的財産  メンター・グラフィックスは、「本財産」を貴社が単独で開発したか、メンター・グラフィッ

クスの人材または資材による援助および支援によって開発したかにかかわらず、「本財産」に対する一切

の権利、権原および権益を所有します。「本財産」の用語は、本注文書の結果として貴社によりその全部

または一部が考案又は開発された全ての資料および情報を意味します。また、「本財産」とは、データ、

文書、図面、ファイル、入出力資料、媒体、アイディア、発明、既存著作物の派生物、あらゆる形態のソ

フトウェア、ドキュメンテーション、および一切の関連資料などを含むものとします。著作権法第１５条

に基づき「職務上の著作物」とみなされる本財産のいかなる有形的表現も、当該著作物に対する著作権が

甲に帰属する「職務上の著作物」であることに、貴社とメンター・グラフィックスは明示的に合意します。

上記を実行するために、貴社は本財産に対する全ての権利、権原および権益（著作権法第２７条および第

２８条に基づくものを含む）を、メンター・グラフィックスへ譲渡することに同意し、かつ本注文書に従

い明示的に譲渡するものとします。加えて貴社は、貴社又は貴社の下請業者が、本財産の著作者に著作権

法（第１８条ないし第２０条）に基づき付与される権利を、メンター・グラフィックスおよびその顧客に

対しても行使しないものとします。 

 第２項 特別ツール  本注文書において、記載された価格が独立の明細品目として、貴社が本注文書を履行する

目的で取得した特別なツールの代価を含んでいる場合、当該特別ツールはメンター・グラフィックスの所

有物になるものとし、貴社により適切かつ永久にメンター・グラフィックスの所有物として識別されるも

のとします。当該特別ツールは、メンター・グラフィックスの指示に従い利用、処分されます。貴社は当

該特別ツールを占有している間、メンター・グラフィックスが合理的に納得できる程度まで、これを適切

に管理および維持しなければなりません。メンター・グラフィックスは、貴社による本条の遵守を確認す
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るために、貴社の施設を調査することができます。 

 第３項 メンター・グラフィックス供給資料  本注文書の履行において使用するため、貴社へメンター・グラフ

ィックスから供給された全ての資料に係る損失については、その責任を貴社が負うものとします。 

 

第１１条 メンター・グラフィックス施設での作業 

貴社による本注文書の履行がメンター・グラフィックスの施設での作業を含む場合、貴社は次の事項を行うものとし

ます。即ち、（１）貴社は、人身傷害または物品の損害発生に対し必要かつ十分な防護策および適切な予防措置の全

てを講じたうで、当該履行に起因し、または関連して生じる、死亡事故を含む人身傷害または財物の損害を理由とす

る全ての損失、訴訟、または請求（代価および代理人費用を含む）に対し、メンター・グラフィックス、その取締役、

役員、従業員、および代理人を、貴社の責任において補償し免責するものとし、また（２）契約書上の保証責任とと

もに、勤労者を補償する法令、規則または条例の適用により要求される場合のある、保証事項ごとに十分な限度額を

持った公的責任および物品の損害に対する保険に加入のうえ、これを維持することを要します。貴社はメンター・グ

ラフィックスの求めに応じ、メンター・グラフィックスの施設での作業を開始するのに先立ち、本条の遵守を証明す

るために、適切な保証文言を伴う保険証書を提示するものとします。 

第１２条 法令・規則の遵守 

 第１項 法令の遵守  貴社は、適用される全ての国および地方自治体の法令、規則、および条例を遵守するもの

とします。また貴社は、何れかの法令を遵守しないことにより被る全ての損失および損害に対し、メンタ

ー・グラフィックス、その関係会社、および両者の各顧客を補償するものとします。また貴社は、メンタ

ー・グラフィックスへ供給される全ての製品が、労働基準法に従い製造されることを保証するものとしま

す。 

 第２項 追加条件  注文された製品等が、何れかの国の政府のための契約または下請契約に基づき購入される場

合、またはかかる契約または下請契約に基づき販売される製品に組み込むために購入される場合には、か

かる契約または下請契約によって本注文書に組み入れることが必要となる条件は、本注文書の条件の一部

とみなされ、適宜修正されるものとします。 

 第３項 貴社供給情報  貴社は、メンター・グラフィックスが政府機関の要求事項を遵守できるように、メンタ

ー・グラフィックスが求める全ての情報を供給するものとします。 

第１３条 責任制限 

 第１項 貴社は、貴社もしくはその従業員、代理人、代表者またはこれらの者が共同して、義務の不履行、過失、

誤認、不作為、作為または本注文書に対する違反の結果としてメンター・グラフィックスに発生した、全

ての損失（その性質を問わず、直接損失、間接損失、経済的損失および結果損失を含むが、これらに限ら

れない）および不利益を補償、防御および免責します。 

 第２項 メンター・グラフィックスは、その性質にかかわらず、またその原因にかかわらず、本注文書に従い貴社

またはその他の者によって発生した、訴訟、訴え、判決、仲裁判断、支出、費用（訴訟費用を含む）、損

害、訴訟手続または損失（以下、総称して「損害等」という）（特別損害、付随的損害、間接損害、懲罰

的損害もしくは結果損害、取引上もしくは収益上の損失、データ利用の損失、風評または信用上の損失ま

たは経済的損失を含むが、これらに限られない。）に関し、当該損害等の可能性について知らされていた

場合であっても、その責任を負わないものとします。いかなる場合であっても、本注文書に基づくメンタ

ー・グラフィックスまたはそのライセンサーの責任は、本注文書に基づきメンター・グラフィックスによ

って支払われる対価を超えないものとします。 

第１４条 秘密保持 

 第１項 貴社は、本注文書の履行の一部として、メンター・グラフィックスおよびその他の当事者に関する秘密情

報を入手することがあります。貴社は、(i)メンター・グラフィックスから入手したかかる情報の全てを

秘密として保持し、(ii)情報を受領する権限を有する貴社の従業員およびメンター・グラフィックスによ

って書面で特別に開示が許可された第三者を除き、いかなる者へもかかる情報を漏洩せず、(iii)情報が
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開示された目的以外の目的のためにメンター・グラフィックスの秘密情報を利用しないことに同意します。 

 第２項 メンター・グラフィックスが秘密であるとみなす情報は、(i)企業秘密である製造過程または装置、ノウ

ハウ、データ、手段、発明（特許性の有無、著作権の有無を問わない）、研修資料、計画中または開発中

の製品の仕様または特徴、ならびに研究の対象、手段および結果その他の技術に関する事項、(ii)費用、

利益、価格政策、需要、売上、サプライヤー、顧客、従業員、製品計画、およびマーケティングの計画ま

たは戦略その他の事業に関する事項、(iii)メンター・グラフィックスによって一般に公開されていない

同その他の同種情報、ならびに(iv)メンター・グラフィックスに対して開示された顧客または第三者に関

する秘密情報を含みますが、これらに限られません。 

 第３項 本条に基づく義務は、(i)メンター・グラフィックスの積極的行動によって、過失によらずして公となっ

た情報、(ii)貴社が当該秘密情報を入手することなく独自に開発した情報、または(iii)メンター・グラ

フィックスの権限ある代表者が書面により公開を承諾した情報には、適用されないものとします。 

 第４項 全ての秘密情報およびその複製は、引き続きメンター・グラフィックスの資産に属するものとし、メンタ

ー・グラフィックスの書面による要請があった場合または当該秘密情報が提供された目的であるサービス

が完了した場合に、破棄または返却されるものとします。 

 第５項 本条の規定は、本注文書の期間満了または終了後も有効に存続するものとします。 

 第６項 貴社とメンター・グラフィックスの権限ある代表者が書面で別途合意しない限り、貴社からメンター・グ

ラフィックスへ開示された商業上または技術上の情報は、何れの時または方法により開示されたかを問わ

ず、機密または秘密とはみなされず、かつ、これらの情報に関し貴社は、当該権利が適用される知的財産

法の下で規定されている場合を除き、メンター・グラフィックスに対し何らの権利を持たないものとしま

す。 

 第７項 貴社は、メンター・グラフィックスの書面による事前の承諾なく、宣伝もしくは広告またはその他のいか

なる方法（顧客リストを含むが、これに限られない）においても、メンター・グラフィックスの名称、商

標または商品名を使用しないものとします。 

 第８項 貴社は、その従業員、下請業者、代理人および代表者がそれぞれ本条の規定を遵守することを保証し、こ

れらの者が本条に違反し、または本条の違反を引き起こした場合には、その責任を負うものとします。 

第１５条 特許、著作権、営業秘密その他の権利 

 第１項 非侵害の保証  貴社は、本注文書に基づき提供される製品等（その各コンポーネント、およびユニット

または部品などを含む）およびその使用は、第三者の何れの特許、著作権、営業秘密または他の財産権に

抵触せず、または侵害しないことを保証するものとします。 

 第２項 侵 害  本注文書に基づきメンター・グラフィックスが取得した製品等について、特許、著作権、営業

秘密または他の財産権を侵害すると主張する何らかの請求が、第三者からメンター・グラフィックス、ま

たはその関係会社に対し提起された場合に、メンター・グラフィックスまたは当該関係会社が、かかる請

求の通知を最初に受取った後、合理的な期間内に貴社へ書面により通知したときは、これを貴社は自らの

費用負担で防御し、かつ当該請求の成否にかかわらず、これに起因する全ての損失、代価、経費、または

責任に対し、メンター・グラフィックスまたは当該関係会社を補償し免責するものとします。 

 第３項 差止命令  当該申立を理由に、メンター・グラフィックスまたはその関係会社による製品等の使用に対

し差止命令が決定した場合、または貴社の見解において、製品等が第三者の特許、著作権、営業秘密その

他の財産権に抵触し、または侵害するとの請求の対象になりそうな場合、貴社は自らの費用負担および選

択に従い、（１）当該製品等の使用を継続できる権利をメンター・グラフィックスまたは当該関係会社の

ために取得し、または（２）当該製品等の仕様、またはメンター・グラフィックスまたはその関係会社に

よる使用もしくは操作に不都合な影響を及ぼさないことを条件に、これを非侵害となるように取替えるか

修正するものとします。但し、（３）前二号の何れも合理的に実施可能でない場合、貴社は、かかる権利

侵害のある製品等、および当該製品等と結合して貴社が供給した他の全ての製品等を取除いたうえで、こ

れら取除かれる部分に対しメンター・グラフィックスが支払った価格および関連する全ての運送費用を返
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金し、かつメンター・グラフィックスまたはその関係会社が更なる責任から免除されるように保証します。 

第１６条 紛争鉱物 

貴社は、ドッド－フランク・ウォール・ストリート改革および消費者保護法（以下「本法」という）第１５０２条な

らびに錫、タンタル、タングステンおよび金（以下、総称して「紛争鉱物」という）に関する施行令を、メンター・

グラフィックスが遵守できるようにします。特に、貴社は、必要な場合には、合理的な調査またはデュー・デリジェ

ンスを実施し、コンゴ民主共和国または周辺国における紛争への資金供給源である紛争鉱物を含む製品等をメンタ

ー・グラフィックスに提供していないことを確認します。貴社は、メンター・グラフィックスに提供した製品等が本

法の規定に違反していることが判明した場合にはいつでも、メンター・グラフィックスに対し、違反が判明した製品

等および紛争鉱物について速やかに書面で通知するものとします。 

第１７条 危険物 

貴社は、貴社およびメンター・グラフィックスに供給する製品等が、電気・電子機器における特定有害物質の使用制

限に関する欧州指令２０１１／６５／ＥＵ（以下「ＲｏＨＳ」という）、電気・電子機器廃棄物に関する欧州指令２

０１２／１９／ＥＵ（以下「ＷＥＥＥ」という）その他米国またはその他の法域の環境、製品組成または材料に関す

る宣言関連法令（例えば、ＲＥＡＣＨ、中国版ＲｏＨＳ、日本工業規格Ｃ０９５０：２００５、２００３年カリフォ

ルニア州電子廃棄物リサイクル法（２００４年に改正）等を含む。）に従い適用ある要件（以下、総称して「材料宣

言要件」という）に適合することを表明し、保証します。さらに、貴社は、製品等にいずれの材料宣言要件が適用さ

れるかについての判断ならびに法令遵守に関する書類要件および製品等への認証マークの適用の確認については、貴

社が単独で責任を負うことを表明し、保証します。貴社は、本注文書に基づく貴社の表明および保証に起因または関

連する請求、損失、コスト、損害、費用または賠償責任（弁護士報酬を含む。）について、メンター・グラフィック

スを補償、防御および免責することに同意します。 

第１８条 雑 則 

 第１項 不可抗力  貴社およびメンター・グラフィックスの何れの当事者も、合理的に管理、防止することので

きない火災、暴風、反乱、人力の及ばぬ自然災害、公敵行為、または業務委託先による遅延もしくは不履

行を除き、他の類似する予測不能な原因による遅延および不履行については、かかる遅延が生じた当事者

において過失のない場合、その責めを負わないものとします。貴社は、遅延または不履行の生じた時から

５日以内に、当該原因のあることをメンター・グラフィックスへ書面により通知することを要します。 

 第２項 準拠法  本注文書は、抵触法の適用を除外したうえで、全て日本法に準拠して解釈されるものとします。

本注文書の下に発生する何れの紛争も、東京地方裁判所の専属的合意管轄に服します。 

 第３項 譲渡不可  貴社は、メンター・グラフィックスの書面による事前同意なく、全部または一部かを問わず、

本注文書を他者に譲渡することはできません。 

 第４項 権利非放棄  貴社またはメンター・グラフィックスの何れの当事者も、本注文書に基づき有する、その

何れかの権利を行使しなかったとしても、当該権利を将来に渡り放棄したことにはなりません。 

第１９条 電子注文 

メンター・グラフィックスの注文書は、書面または電子的手段により提示できるものとします。電子取引は、関連す

る法令および条例に従い契約の合意は書面に作成されることを要求する法手続を満たしているものとみなします。 

第２０条 完全合意本注文書およびその付属書は、貴社とメンター・グラフィックスの両当事者間における完全な合

意を定めるものであり、明示的か黙示的かを問わず、これに先立ち、または同時に成された全ての合意、討議の内容、

および了解事項に取って代わるものとなります。 
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