販売約款
Avnet,Inc.、その事業部門、子会社および関係
会社（「アヴネット」）」による製品およびサ
ービス（「本製品」）の販売は、本契約の条項
（「本契約」）の適用を受ける。注文書その他
の通信、文書類（「本注文」）に本契約と異な
る条件または追加条件が記載されている場合で
も、本契約が適用される。顧客（「顧客」）の
文書（本注文書、確認書等）に印刷済の条件が
記載されている場合でも、本契約が変更、また
は本契約に追加条件が付加されることはない。
顧客から提示された本契約の変更条件または追
加条件に対して、アヴネットが異議申し出をし
なかった場合も同様とする。

1. ご注文
アヴネット提示する見積価格は販売の勧誘であ
り、予告なく変更されることがある。すべての
注文は、アヴネットの受諾を条件とする。顧客
とアヴネットが締結する契約は、本契約の規定
に従ってアヴネットが注文請書を発行したとき、
または顧客から出された注文をアヴネットが履
行したときに成立する。アヴネットが標準外品
または解約・返品不能品（「NCNR」）と特定し
た本製品の本注文はすべて、キャンセル、返品
ができない。これには電子注文（Electronic
Purchase Order） も含まれますが、 電子注文
のみに限定されるものではない。標準外品また
は「NCNR」の指定は、各種文書（見積書、業務
範囲書、製品リスト、添付書類または付属書類
等）を使用して行う。顧客は、アヴネットの同
意なしに、標準製品の注文を変更、キャンセル、
または再スケジュールを行うことはできない。
アヴネットは、複数の顧客に対して本製品を割
り振り、出荷数量を調整できる権利を留保する。

2. 価格
価格は、随時変更される。表示価格は本製品の
本体価格である。税金、出荷手数料、運送料、
関税、その他本製品の特殊梱包／表示、許可証、
証明書、税関申告書、登録等に対するその他の
料金または手数料（総称して「追加料金」）は、
表示価格に含まれていない。追加料金は顧客の
負担となる。
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3. 支払条件
請求書上に記載された請求総額（相殺、控除な
どの適用は行わない）の支払期日は、請求日か
ら 30 日以内、またはアヴネットが書面で承認し
た日付とする。滞納があった場合、アヴネット
は、以下のいずれかの支払いを請求することが
できる。ⅰ. 支払期日から実際に支払がなされ
た日までの期間を対象に年 18％の割合による延
滞利息と、回収に要した合理的な弁護士費用、
またはⅱ. アヴネットの定める延滞利率が無効
とみなされる場合には、適用法令に基づき許容
される最高金額。アヴネットは随時、顧客の与
信条件を変更し、顧客の信用を検証するために
顧客の財務データを要求し、銀行保証その他の
担保を要求し、または顧客の未処理注文を保留
することができるものとする。アヴネットは支
払われた金額を、顧客の任意の債務に充当でき
るものとする。顧客が本契約に基づく支払いを
履行しなかった場合、アヴネットは未処理注文
の出荷スケジュールを変更または取り消したう
え、すべての未払請求金額につき期限の利益を
喪失させ、支払いを請求することができる。別
途適用法令に定めがある場合を除き、顧客との
取引に関してアヴネットが顧客に発行するクレ
ジットは、その発行日から 12 ヶ月間未使用の場
合には、失効するものとする。

4. 納入および所有権
書面に別段記載がない限り、アヴネットによる
納入はすべて、アヴネット倉庫における工場渡
し（INCOTERMS2010）で行われるものとする。本
製品の所有権は、本製品が運送業者に引き渡さ
れた時点で顧客に移転する。アヴネットが伝え
た納入日はあくまでも目安であり、アヴネット
からの供給品は適時に受領されるものとする。
アヴネットは納入の遅延については責任を負わ
ない。アヴネットは分割納入を行う権利を留保
する。顧客は本製品が納入される都度、検収お
よび支払を行うものとする。本注文のいずれか
について納入遅延があった場合でも、納入予定
分については、顧客の解約権は発生しないもの
とする。

5. 限定保証
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アヴネットは、本製品に対するメーカーが定め
た譲渡可能な保証、補償および救済を顧客にそ
のまま譲渡する。これには、知的財産権侵害を
対象とする保証および補償が含まれる。法律が
要求する場合、アヴネットは、納入時の本製品
が本製品の納入時点から 12 ヵ月間、メーカーが
本製品に関する公表データシートに記載した仕
様に適合することを保証する。アヴネットが本
製品を対象とした付加価値作業を行った場合、
アヴネットは、顧客に本製品を納入してから 90
日間、当該作業が顧客の仕様に適合することを
保証する。この場合、顧客は当該付加価値製品
のメーカーとみなされる。法律が許容する限り、
アヴネットは、商品性、特定目的への適合性、
非侵害に関する保証等、上記以外の保証は、明
示または黙示を問わず一切行わない。アヴネッ
トの保証違反に対する顧客の唯一の救済は、ア
ヴネットの裁量により、ⅰ. 本製品の修理、ⅱ.
本製品の無償交換、ⅲ. 顧客が支払った本製品
の購入代金の払い戻しのいずれかとなる。

6. 本製品の返品
顧客は、アヴネットが発行した返品許可
（「RMA」）番号が割り振られた本製品に限り、
返品をすることができる。本製品の外装に損傷
があった場合、または本製品に損傷、不足、そ
の他顧客の注文との不一致（「目視欠陥」）が
あった場合には、本製品の納入後 3 日以内に書
面でアヴネットに通知する必要がある。この通
知がない場合、顧客は本製品を検収したものと
みなされ、検収の撤回はできなくなる。目視欠
陥がアヴネットまたは正規メーカーに起因する
とき、および顧客が上記の通知要件を満たした
場合に限り、RMA を発行する。顧客、運送業者、
またはその他の第三者に起因する損傷、不足、
その他の不一致に対しては、RMA は発行されな
い。保証に基づく返品を行う場合には、本製品
の欠陥を詳述した書面を作成し、保証期間内に
アヴネットに通知を行う必要がある。本製品を
返品する場合には、RMA に記載された指示に従
い、本製品の購入を証明することができる適切
な証拠書類を添付したうえ、メーカーのオリジ
ナル出荷梱包またはその同等品を用いて、運賃
前払でアヴネットに返送しなければならない。
返品が認められないとアヴネットが判断した場
合、アヴネットは着払いで対象本製品を顧客に
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返送するか、顧客の費用負担でその代行保管を
行う。

7. 責任限定
法律が許容する限り、アヴネット、その従業員
または代理人は、利益もしくは収益の喪失、デ
ータ損失、使用喪失、補修・製造費用、信用被
害、顧客損失等の間接的損害、特別損害、付随
的損害、または結果的損害については責任を負
わない。また顧客はかかる損害に対する責任を
問うことはできない。適用法令が許容する限り、
直接損害に対して顧客がアヴネットから回収で
きる金額は、対象製品の販売価格に限定される。
前述の責任限定が適用法令に基づき無効とみな
される場合に限り、あらゆる損害に対するアヴ
ネットの賠償責任の総額は 50,000 米ドルまたは
それに相当する金額を超えないものとする。顧
客は、以下を根拠とする請求等の負担が発生し
たときは、これらに関する防御を引き受けると
ともに、当該負担に関してアヴネットを防御お
よび免責し、補償を行い、アヴネットに損害を
与えないものとする。ⅰ.
顧客の設計、仕様または指示を遵守したこと、
ⅱ. アヴネット以外の第三者による本製品の修
正、または ⅲ. 他製品との組み合わせによる
本製品の使用、もしくは下記第 9 条に反する行
為。

8. 不可抗力
アヴネットは、アヴネットの合理的な支配が及
ばない事由（天変地異、顧客の作為または不作
為、事業の中断、人災または天災、疫病による
医療危機、原材料不足、ストライキ、犯罪行為、
納入または輸送機関の遅延、通常の調達先から
の労働力または原材料の調達不能等）により、
本契約に基づく義務を履行できなかった場合は、
一切責任を負わない。

9. 製品の使用
顧客は、メーカーまたはサプライヤーの製品仕
様を遵守するものとする。故障発生時に人身傷
害、死亡または重大な財産損害をもたらすこと
が合理的に予想される場合には、本製品を使用
してはならない。また、安全性を脅かす用途に
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本製品を使用することも禁止される。このよう
な目的で本製品を使用もしくは販売した場合、
またはメーカーの製品仕様を遵守しなかった場
合、その結果生ずる危険は、すべて顧客が負担
するものとする。

10. 輸出入
アヴネットが販売する本製品ならびに関連技術
および書類の中には、米国、欧州連合、および
／またはその他諸国の輸出管理法、規則および
命令（「輸出法」）の適用を受けるものがある。
顧客は、これらの輸出法を遵守するとともに、
本製品ならびに関連技術および書類の譲渡、販
売、輸出、再輸出または輸入に関して許可、認
可または承認が必要となる場合には、これらを
取得するものとする。顧客は、本製品ならびに
関連技術および書類を、国連や米国財務省、米
国商務省、米国国務省が管理する制裁や禁輸に
指定された国や企業輸出、再輸出が禁止されて
いる国や企業へ輸出、再輸出をしないものとす
る。また、顧客は、本製品ならびに関連技術・
および書類を核兵器、生物兵器、化学兵器、そ
うした兵器を搭載することができるミサイルシ
ステム、または大量破壊兵器の開発に使用しな
いものとする。

11. 製品情報
本製品の仕様、特徴、輸出入管理分類、使用方
法または法的その他の要件の遵守等に関連する
声明、助言（技術的なものか否かを問わない）、
広告コンテンツおよびその他の情報等、本製品
に関する情報は、アヴネットが「現状有姿」条
件で提供するもので、本製品の特性の一部を構
成するものではない。アヴネットは、本製品情
報の正確性または完全性についてはいかなる表
明も行わない。また、本製品情報に関する表明、
保証および賠償責任については、その根拠とな
る法理論の如何を問わず、アヴネットには一切
責任がないものとする。本製品情報に基づいて
本製品を使用する前、または行動をとる前には
当該情報を検証することを推奨する。すべての
本製品情報は、予告なしに変更されることがあ
る。アヴネットは、本製品情報の誤植その他の
誤りまたは脱落については、一切責任を負わな
い。
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12. 政府契約
アヴネットは FAR2.101 に定義される「商用品
目」の販売業者である。連邦調達規則
（「FAR」）および国防総省調達規則
（「DFAR」）については、アヴネットは、下記
の条項のみに同意する。国防総省の主契約に基
づいて下請契約に挿入する必要がある、
FAR52.244-6(c)(1)、FAR52.212-5(e)(1)、およ
び DFAR252.244-7000 に規定された商用品目に関
する条項。FAR12-211 に従い、顧客は、メーカ
ーが通常アヴネットに提供する技術データを受
ける権利のみを有する。ただし、メーカーまた
はその他の第三者が提供するデータ、ソフトウ
ェアまたは知的財産権に関する無制限の権利が
顧客に付与されたと解釈してはならない。アヴ
ネットは特に、以下の要求事項のフローダウン
を拒否する。i. 通商協定法、FAR52.225-5 また
は DFARS252.225-7021、ⅱ.バイアメリカン法、
FAR52.225-1 または DFARS252.225-7001、および
ⅲ.国内特殊金属優先（Preference for
Domestic Specialty Metals）。

13. 電子注文
顧客のＮＣＮＲの確認を含め、本製品の売買の
一部が電子データ交換、顧客の社内ポータルも
しくは第三者のポータル、またはその他の電子
媒体を利用して行われる場合（「電子注文」）
でも、本契約は引き続き顧客との本製品の売買
に適用される。書面、e メール、その他の電子
データ交換による電子注文に関し、顧客がアヴ
ネットの注文請書を受諾した場合、またはアヴ
ネットの仕様詳細を受諾した場合には、この受
諾をもって、顧客に対する法的拘束力が発生す
るものとする。

14. 一般条項
A.

本契約は、顧客の注文を受諾し
たアヴネットの事業体が所在す
る国（「準拠国」）の法律に準
拠し、同法に従って解釈および
施行されるものとする。本契約
に起因または関連して紛争が発
生した場合、当該紛争に関する
管轄権および裁判地は、準拠国
の裁判所とする。準拠国がアメ
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リカ合衆国の場合、抵触法の原
則にかかわらず、アリゾナ州の
法律および裁判所が適用される
ものとする。国際物品売買契約
に関する国際連合条約は適用し
ないものとする。
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B.

顧客は、アヴネットの書面によ
る事前の承諾を得ない限り、本
契約を譲渡できない。アヴネッ
トの関連会社は、本契約に基づ
くアヴネットの義務を履行する
ことができる。本契約は、承継
人および譲受人を拘束する。

C.

本契約は、顧客およびアヴネッ
トの権限を有する代表者が署名
した書面によってのみ、修正が
行える。

D.

顧客とアヴネットは、互いに独
立した契約者であり、本契約に
よって両当事者の間に、ジョイ
ントベンチャー、代理店関係ま
たはパートナーシップの関係が
創設されないことに合意する。

E.

顧客の書類、伝達事項または行
為に対してアヴネットが異議を
唱えない場合でも、アヴネット
が本約款に関する権利を放棄し
たとみなしてはならない。

F.

本約款に法的強制力のない条項
があった場合でも、その他の条
項に影響を及ぼさないものとす
る。

G.

ソフトウェア、その他の知的財
産権を含む本製品には、特許権、
著作権および／またはユーザー
ライセンス権等の第三者の権利
の適用が及ぶことがある。顧客
はこれらの権利を遵守するもの
とする。

H.

顧客およびアヴネットは、適用
法規を遵守するものとする。

I.

両当事者は、電子署名を使用す
ることを同意する。 また、電
子署名が法的に有効で、効力が
あり、法的拘束力があることに
同意する。
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