ビーイーエージャパン株式会社
販売に関する一般取引条件
第 1 条（取引条件の内容、個別契約の締結）
1. この販売に関する一般取引条件（以下「本取引条件」といいます）は、ビーイーエージ
ャパン株式会社（以下「BEA」といいます）と、BEA から製品（以下を「製品」といいます）
を購入する法人または個人（以下「買主」といいます）との間の個々の取引（以下「個別契
約」といいます）に適用されます。
2. 個別契約は、買主が BEA に対し発注内容を明示した書面を交付し、これに対して BEA
が当該発注を受諾する旨の書面を交付すること、または買主と BEA の間で個別契約書を締
結することにより成立します。
3. 買主は、本取引条件に同意のうえ、個別契約を締結するものとします。買主が定める一
般取引条件や約款は、個別契約には適用されません。また、本取引条件に定める条件を変更
する場合には、BEA と買主それぞれの正当な権限を有する者が署名した書面により合意す
るものとします。
4. 両当事者間の口頭による合意には法的拘束力がなく、(a)BEA の正式な電子メールアド
レスから BEA の正当な権限を有する代表者によって送信された電子メール、または(b)BEA
の正当な権限を有する者が署名した書面による場合にのみ、BEA に対して法的拘束力を有
するものとします。
5. BEA と買主の間で締結された個別契約の条件が本取引条件と異なる場合は、個別契約の
条件が優先されるものとします。
第 2 条（提案および仕様）
1. BEA による提案は、その内容が書面により合意されない限り、法的拘束力を有しないも
のとします。
2. 個別契約に別段の明示的な定めがない限り、BEA のカタログ、パンフレット、ニュース
レター、広告、価格表、および BEA のウェブサイトに記載される重量、寸法、容量、価格、
効率性およびその他の情報はすべてあくまで参考情報であり、法的拘束力を有しないもの
とします。
3. BEA は、製品の仕様を変更することなく、いつでも予告なしに製品に変更を加えること
ができるものとします。また、BEA は、当該製品に適用される法令に照らして製品の変更
が有用または必要である場合には、いつでも予告なしに、製品に変更を加えることができる
ものとします。
第 3 条（価格）
1. 製品の価格は個別契約に定めるものとします。なお、個別契約の締結前に BEA が買主に

提示するすべての価格は、法的拘束力のない価格であり、BEA は、個別契約の締結前に価
格を変更することができるものとします。
2. 買主の要請に基づき特殊な梱包を行った場合には、その費用はすべて買主の負担としま
す。
第 4 条（支払手続）
1. 買主は、個別契約または BEA の発行する請求書に記載された支払期日までに、製品の代
金全額を支払わなければなりません。
2. 代金の支払いは、別途 BEA が指定する銀行口座に現金を振り込む方法により行うもの
とします。なお、振込手数料は、買主の負担とします。
3. 請求書に関して疑義がある場合、買主は、請求書の受領後 5 営業日以内に書面にてその
旨申し出るものとします。当該期間を経過した場合、疑義はなかったものとみなされます。
なお、当該請求書に関する疑義の申し出は、その時点で期限が到来している他の請求書に基
づく買主の代金支払義務に影響を与えないものとします。
第 5 条（遅延利息、契約解除、注文の取消し）
1. 買主が個別契約または請求書に定める支払期日に代金の支払いを行わなかった場合、買
主は、年 14.6％の割合で遅延利息を支払うものとします。
2. 買主が次の各号のいずれかに該当した場合、BEA は、何らの通知、催告を行うことなく、
個別契約およびこれに関連する契約を即時に解除することができるものとします。
(1) 本取引条件書または個別契約のいずれかの規定に違反した場合
(2) 支払停止または支払不能となった場合
(3) 手形または小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押えもしくは仮処分があった場合または競売の申立てがあった場合
(5) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始または特別清算手続開始の申立て、
その他これらに類似する法的倒産手続開始の申立てがあった場合
(6) 解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をした場合
(7) 監督官庁より営業許可の取消し、停止等の処分を受けた場合
(8) 前各号のほか、資産、信用または支払能力に重大な変更を生じた場合
3. 買主が前項各号のいずれかに該当した場合、BEA から何らの通知、催告がなくとも、買
主は、BEA に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに全額弁済しな
ければなりません。
4. 第 2 項により個別契約が解除された場合、買主は、解除時点で代金が未払いの製品を直
ちに BEA に返還しなければなりません。
5. 買主が製品の納入前に発注の全部または一部を取り消した場合、買主は、当該発注の取
消しにより BEA が被った損害を賠償するものとします。

第 6 条（納入）
1. BEA は、個別契約に定めた納期に製品を納入するものとします。ただし、納期までに製
品を納入することが困難である場合、BEA は、商業上可能な限り早い時期において新たな
納期を設定し、買主に通知するものとします。なお、個別契約において定めがある場合、BEA
は、部分的な納品を行うことができるものとします。
2. 買主は、納期に製品を受け取らなければならず、製品を受け取らないことを理由として
代金の支払いその他個別契約に定める買主の義務の履行を拒否することはできません。
3. 買主は、納品を受けた後直ちに受入検査を行うものとします。受入検査の結果、製品に
瑕疵または数量の不足があると判明した場合、買主は直ちに BEA に書面にて通知しなけれ
ばならず、BEA は、納入した製品に瑕疵または数量不足があると認めた場合には、その瑕
疵の修補もしくは代品との交換または追加の納品を行うものとします。買主は、納品を受け
た日から 5 営業日以内に受入検査の結果を BEA に通知しなければならず、かかる通知がな
い場合には受入検査に合格したものとみなします。
4. 第 1 項に定める納品後に生じた製品の滅失、損傷、変質その他の損害は、BEA の責に帰
すべきものを除き、買主の負担とします。
5. 個別契約に別段の定めがない限り、納品に要する運賃、保険料等の費用は買主の負担と
します。
6. 製品の納入場所は、個別契約において定めるとおりとします。
7. 一度納入された製品は、本取引条件または個別契約に別段の定めがある場合または BEA
の書面による事前の同意がある場合を除いては、返品することはできません。
8. 不可抗力による製品納入の遅滞または不能については、BEA はその責任を負いません。
この場合、BEA は買主と協議の上、合理的な期間納期を延長するか、または、BEA から買
主に対する損害賠償の支払いなしに個別契約の全部または一部を解除することができるも
のとします。なお、不可抗力とは、BEA の合理的な支配が及ばない事象をいい、戦争、反
乱、争議行為、伝染病、自然災害、火災、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処
分その他の政府による措置、電力供給の困難、原材料または部品の納入遅延などが含まれま
すが、これらに限定されません。
第 7 条（所有権）
個別契約に別段の定めがない限り、製品の所有権は、製品が第 6 条第 3 項に定める受入検
査に合格した時（BEA と買主が合意のうえ受入検査を実施しない場合には、製品を買主に
引き渡した時）に移転するものとします。
第 8 条（保証、契約不適合責任）
1. BEA が買主に売り渡した製品の保証期間は、BEA が別途製品ごとに定める保証期間によ

るものとします。
2. 製品に第 6 条第 3 項に定める受入検査では発見できない瑕疵などの個別契約との不適合
（数量不足を除きます。以下同じ）が発見され、前項に定める保証期間中に買主から BEA
に対し、具体的な不適合の内容を示した書面による通知がなされた場合、BEA は当該不適
合の内容を精査するものとし、その結果、当該不適合が BEA の責に帰すべき事由によると
判断された場合には、BEA は、合理的な期間内に製品の修補または代品への交換を行うも
のとします。
3. 不適合のある製品の修補または代品への交換が不可能である場合、買主は、代金の減額
を請求することができます。
4. 製品が BEA の使用上の注意に従って使用されていない場合、または製品の改造、修正、
オーバーホール、解体、修理が買主または第三者によって行われた場合、本条に定める責任
は適用されず、BEA は当該製品に関して一切の責任を負わないものとします。また、BEA
は、製品の製造上の欠陥に起因しないすべての損害（以下を含みますがこれらに限定されま
せん）について責任を負わないものとします。
① 買主または第三者による製品の誤った設置に起因する損害
② 製品が接続されたまたは置かれた、機器や物品の欠陥による損害
③ 火災、水害、落雷、建物の倒壊などの事故に起因する損害
5. 製品に関する保証は本条に定めるものがすべてであり、個別契約に別段の明示的な定め
がない限り、製品の瑕疵・欠陥その他の製品問題に関する法令上の責任は（法令で許容され
る範囲に限り）一切負わないものとします。
第 9 条（責任の制限）
1. 本取引条件または個別契約に関して BEA が負う損害賠償責任は、契約違反、不法行為そ
の他原因の如何を問わず、BEA に故意または重過失がある場合に限定され、かつその賠償
額の総額は、個別契約に定める製品の額に限定されるものとします。ただし、かかる責任の
制限が法令上許容されない場合はこの限りではありません。
2. BEA は、いかなる場合においても、間接的・派生的な損害および逸失利益に対する責任
を負わないものとします。
第 10 条（HALMA 行動規範）
買主は、ウェブサイト（http://www.halma.com/~/media/Files/H/Halma-V4/aboutus/cod-of-conduct/e01-1-cod-of-conduct-uk-english.pdf）からダウンロード可能な
「HALMA 行動規範」に規定されたすべての条項を遵守しなければならず、またその関連会
社、ならびに買主および関連会社の役員、従業員、代理人、下請業者にも遵守させなければ
なりません。本取引条件の発効日時点で適用される行動規範は、別紙 A として本契約に添
付されています。

この行動規範は、BEA および BEA のビジネスパートナーの事業上の活動の道標となるもの
です。この行動規範では、倫理、倫理規定および法律に関して事業活動をどのように行って
いくかが示されています。また、特に詐欺や汚職、利益相反、インサイダー取引、内部告発
などに関して、法律や国内外の規制を尊重することを義務付けています。
第 11 条（知的財産権）
1. 個別契約に別段の定めがない限り、買主は、BEA の保有する特許権、実用新案権、意匠
権、商標権、その他の産業財産権（特許を受ける等、登録前のこれらの権利を受ける権利を
含みます）
、著作権、技術上または営業上のノウハウに関する権利、その他の権利（以下総
称して「知的財産権」といいます）を使用する権利を有するものではありません。
2. 製品に係るすべての知的財産権は BEA に帰属し、買主は製品のいかなる知的財産権も
取得しないものとします。買主は、BEA の製品の複製、複写、改作、修正、修理、逆アセン
ブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、またはその他の方法でのコピーを行って
はなりません。
第 12 条（準拠法および裁判管轄）
1. 本取引条件および個別契約は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
国際物品売買契約に関する国連条約は適用除外とします。
2. 本取引条件または両当事者間のすべての個別契約に起因または関連する一切の紛争につ
いては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 13 条（秘密保持）
1. 買主は、BEA の書面による事前の承諾がない限り、個別契約の存在および内容、ならび
に買主が個別契約を通じて BEA から口頭または書面を問わず開示されたアイディア、ノウ
ハウ、コンセプト、データ等の BEA の技術上、営業上および業務上の一切の情報（有形で
あるか無形であるかどうかを問いません。以下「秘密情報」といいます）を個別契約の目的
以外に使用し、または第三者に開示、漏洩してはなりません。
2. 前項の定めにかかわらず、以下に該当する情報は、秘密情報にあたらないものとします。
(1) 開示時点において公知である情報、または開示後買主の責によらずに公知となった情
報であって、かつそのことを買主が証明できる情報
(2) BEA から開示される以前に買主が正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 買主が秘密情報を使用することなく独自に取得した情報であって、かつそのことを買
主が証明できる情報
(4) 買主が譲渡または開示の権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に
取得した情報であって、かつそのことを買主が証明できる情報
3. 秘密情報を個別契約のために使用する場合であっても、BEA は、秘密情報を複写または

複製するときには、書面による BEA の事前の承諾を得なければなりません。
4. 買主は、善良なる管理者の注意をもって、秘密情報（複写または複製したものを含みま
す）を取り扱わなければなりません。
5. 個別契約が終了したとき、または BEA から返還の要求があったときは、買主は BEA に
対し、当該終了または要求の日から 10 日以内に秘密情報を返還しなければなりません。た
だし、BEA が適当と認めるときは、買主は、BEA の指図に基づき溶解、裁断、焼却等の方
法で秘密情報を廃棄するものとし、この場合、買主は、廃棄したことを証する書面を廃棄後
速やかに BEA に提出するものとします。
6. 買主は､自己の役職員に秘密情報を使用させる場合、本取引条件で自己に課されたのと
同等の秘密保持義務を課すとともに、買主の役職員がその秘密保持義務に違反することの
ないように、必要な措置を講じなければなりません。
7. BEA は、買主が前各項に違反したことにより被った一切の損害について、買主に対して
賠償請求することができるものとします。
第 14 条（反社会的勢力の排除）
1. 買主は、BEA に対し、次の各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。
(1) 自らまたは自らの役職員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる
者またはその構成員（総称して以下「反社会的勢力」といいます）であること
(2) 自らの行う事業が、反社会的勢力の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、反社会的勢力の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的
で反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力の威力を利用する目的で反社会的勢力を従
事させていると認められること
(4) 自らが反社会的勢力に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱う
などの関与をしていると認められること
(5) 個別契約の履行が、反社会的勢力の活動を助長し、または反社会的勢力の運営に資する
ものであること
2. BEA は、買主が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの通知、催告を行うことな
く、個別契約を即時に解除することができるものとします。
(1) 前項に違反したとき
(2) 自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき
① BEA に対する暴力的な要求行為
② BEA に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ BEA に対する脅迫的言辞または暴力的行為
④ 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、BEA の信用を毀損し、または BEA の
業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為

3. 前項の規定に基づき個別契約が解除された場合、買主は BEA に対し、BEA が被った損
害を賠償するものとします。なお、買主は、当該解除により買主が損害を被った場合であっ
ても、BEA に対し何らの請求を行うこともできません。
第 15 条（その他一般条項）
1. 両当事者間で締結された個別契約に関連して、本取引条件の条項の一部が無効となった
場合でも、他の条項は影響を受けず、有効に存続するものとします。
2. 買主は、書面による BEA の事前の承諾を得ない限り、個別契約上の地位および個別契約
に定める自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはな
りません。
3. 本取引条件に定めのない事項および本取引条件の解釈に疑義が生じた事項については、
両当事者間において誠実に協議のうえ、解決するものとします。
4. 本取引条件は、2021 年 7 月 1 日に発効するものとします。これにより BEA の以前のす
べての一般取引条件は失効し、代わりに本取引条件が適用されます。

