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1. 一般情報 

テサの購入条件（以下「本購入条件」という。）は、本購入条件を取引条件とすることに同意した

場合に拘束力を有し、当社と供給者との全ての取引に適用される。その場合、供給者のすべての条

件は排除される。供給者の提示する条件は、本購入条件と矛盾しない場合であっても適用されな

い。また、本購入条件から逸脱するその他の合意は、当社がそれを書面で明示的に確認した場合に

限り適用されるものとする。当社と供給者の個別の契約（以下「個別契約」という。）は、当社の

注文に対し、購入者がこれを承諾することにより成立し、供給者が、当社からの注文書を受領して

から 2週間以内に、当社に承諾の通知をしない場合、注文書通りの個別契約が成立する。 
 

2. 納期 

供給者の納入が遅滞し、当社が設定した適切な猶予期間が経過しても納入しない場合、当社は、当

該個別契約を解除することができる。履行遅滞が供給者の責に帰すべき事由に基づく場合、当社は

解除と共に又は解除の代わりに、損害の賠償を請求することができる。 

当社は、納入の一部のみが遅滞した場合であっても、当該個別契約の該当部分又は当該個別契約全

体を解除し、損害の賠償を供給者に要求する権利を有する。一の個別契約に複数の供給者がいる場

合において、一人の供給者が自己の義務の履行に遅滞し、それゆえ当社が当該個別契約の実現を合

理的に期待できない場合、当社は、これにより、予告なく直ちに当該個別契約を解除することがで

きる。合意した納入期間又は合意した納入日に間に合わないことが予想される場合、供給者は、遅

滞が継続すると見込まれる期間を直ちに当社に知らせなければならない。供給者はこの通知により

遅滞その他の義務を免れることはできない。納入の適時性（納期に間に合うか否か）とは、当社が

指定した仕向地に納入品が到着するかどうかを意味する。 
 

3. 配送及び危険の移転 

納入は、当社が指定した仕向地（配送コードに従う配送先）で行われる。別途合意した場合を除

き、配送及び包装費用は、供給者が負担する。供給者が工場渡し又は倉庫渡し条件で価格を設定し

た場合、当社が特定の運送手段を指示していないときは、物品は、配送費用が最も抑えられるよう

に発送するものとする。配送又は包装に関する規則を遵守しないことによる追加費用は、供給者が

負担するものとする。納入日に間に合わせるために必要となる（費用が最も抑えられる運送方法）

より速い運送方法の追加費用も、供給者が負担するものとする。物品の性質上、輸送中は包装され

た状態であることを要する場合、物品は、すでに包装された状態で納入する。包装は、輸送に耐え

るものであって、選択した輸送の種類の現行要件、及び当社の注文書に記載する適用される包装規

則に適合していなければならない。包装材料（返却可能な包装材料）は、所有者の印刷されたロゴ

／名前によりそのように認識される場合に限り、供給者の費用負担で返却される。当社自身の車両

で又は当社が指定した運送業者により輸送される場合を除き、物品は、仕向地に到着するまで供給

者の危険負担で移動する。委託貨物が、包装の破損した状態で仕向地に到着した場合、又は包装の

破損した状態で当社の運送者に手渡された若しくは指定運送業者に納入された場合、当社は、その

内容物を調べずに当該委託貨物の受け取りを拒絶する権利を有する。破損した貨物の返送の費用

は、供給者が負担する。各納入品には、製品名、並びに注文番号及び製品番号を記載した納品書を

添付しなければならない。納品書を紛失した場合又は納品書が不完全である場合、当社は、その結

果生じる処理及び支払いの遅滞について責任を負わない。  
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4. 受領

当社の制御が及ばない事情により、受領が妨げられる又は著しく困難になる場合、当社は、当該状

況が存在している間は物品の受領を延期する権利を有する。「制御が及ばない事情」とは当社の業

務、物品の処理、販売その他の使用に影響を及ぼすすべての形の不可抗力（輸入及び輸出制限、火

災及び水害などの自然事象、原料又は輸送手段の不足、ストライキ及び作業停止など業務の途絶、

エネルギー供給の中断又は限定、並びに当社の生産の制限又は大幅な縮小につながるその他すべて

の事情を含む）を指す。当社が適切な最終期限を設定した上で、当該最終期限が到来するまで物品

の受領を拒否し続ける場合、供給者は、該当する個別契約を解除することができるが、損害賠償そ

の他の請求は排除される。

5. 支払い

発送日に、インボイス 2通が別途当社に送付される。インボイスには、当社の注文番号、委託貨物

の正確な内容及び重量、並びに関連税法に従い求められるすべての必須情報を記載しなければなら

ない。情報が不正確な又は欠けているインボイスは通例、認められず、訂正又は追加を求めるため

発行者に返送される。支払いは、別段合意した場合を除き、物品及びインボイスの当社による受け

取り後正味 30日以内に行う。当社は供給者に対する債権（弁済期未到来のものを含む）を以て、

供給者から当社への債権を相殺することができる。いかなる事情があっても、支払期間は、合意し

た納入日の前に開始しない。当社と締結した契約から生じる請求権は、当社が書面で承諾した場合

に限り譲渡できる。反対請求に異議がないか、反対請求が法に基づき確証されたか、又は反対請求

が同じ契約関係に基づくものである場合を除き、供給者は、相殺又は留置権を有しない。

6. グループ相殺条項

当社は、供給者から当社のグループ企業に支払う義務があるすべての未払額を、当社から供給者に

支払う義務がある未払額と相殺する権利、及び供給者から当社に支払う義務がある未払額を、当社

のグループ企業から供給者に支払う義務がある額と相殺する権利を有する。当社のグループ企業

は、下記の企業で構成される。

tesa SE Beiersdorf AG 
tesa Converting Center GmbH Beiersdorf Manufacturing Hamburg GmbH 

tesa Werk Hamburg GmbH Beiersdorf Manufacturing Berlin GmbH 
tesa Werk Offenburg GmbH Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH 
tesa Labtec GmbH Produits de Beauté Produktions GmbH  

tesa (Suzhou) Co. Ltd.（中国蘇州） 
tesa tape, Inc.（米国シャーロット） 
tesa Tapes (India) Pvt. Ltd.（インド チェンナイ） 
Comet SpA（イタリア コンカーニョ） 

未払勘定の支払いについて当社に提供された担保は、特別の合意がない限り、当社のグループ企業

のための担保としても有効である。 
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7. 安全性 

供給者は、テサに納入する製品に関し、いつでも成分の安全性、特にヒト、自然及び環境に対する

影響に関する EUその他関係各国の現行の要件／指令（以下「本要件」という）を遵守し、製品が

本要件を遵守しているかを継続的に確認する。供給者は、本要件の現状について継続的に最新情報

を入手する。本要件の変更により、製造工程を変更する又は製品が含有する物質を変更する必要が

生じた場合、供給者は、直ちにテサと協議をしてこれらの変更を実施する。特に供給者は、EU規

則 1272/2008及びその技術的進歩への適応化（ATP）、その他環境関連法令に従い、生殖毒性、催

奇性、突然変異誘発性又は癌性と分類される物質を、テサに納入する製品の製造において使用しな

いことを約束する。加えて、供給者は、REACH規則 1907/2006の付属書 XVI及び XVIIにおいて言

及された物質、若しくは SVHCリストに掲載されている物質を、EU市場に輸入しないこと、又は

テサに納入する製品の製造のためにかかる物質を使用しないことを約束する。この定めは、当該物

質を製造、使用又は市販するすべての人により守られなければならない。RoHS指令

（2002/95/EC）の固守も求められる。 
 

8. 瑕疵に関する請求 

供給者は、自己による納入が関連する法律及び認められた技術上の規則に従うことを確実にする責

任を負う。供給者は、自己の納入品が合意した特徴を有すること、また特徴について合意していな

い場合はその品目が本契約に定める用途に適していること、並びに、その他の点で当該品目が通常

の用途に適しており、同じ種類の品目において普通の、当社がこの種の品目に期待できる特徴を示

すことを確実にする責任も負う。この定めは、当該品目の一定の特性に関し、特に広告又はラベル

表示で供給者、製造者又はその助力者により行われた、公表された言明から当社が期待できる特性

も含むが、供給者が当該言明を知らず、必ずしも知る必要もなかった場合、又は本契約の締結時に

当該言明が同様に有効に修正されていた場合、又は当該言明が購入の決定に影響を与えることはな

かった場合は、この限りでない。供給者は、納入した物品の構造及び構成が、過去に納入した瑕疵

のない同様の物品と比較して変わっていないことも確実にするものとするが、本契約を締結する前

にかかる変更について当社と調整済みである場合は、この限りでない。当社が瑕疵と判断した後 4

週間以内に提出する瑕疵の通知は、それが納入品の過多又は不足に関するものである限りにおい

て、通知の遅れを理由に拒絶することはできない。数量に関する当社の権利を保持するには、瑕疵

の通知を適時に発送すればよいものとする。保証の請求は、６カ月内に苦情を供給者に送付した場

合に、瑕疵の通知の発送時から始まる 2週間に限定される。保証に基づく意見の相違の解決に関す

る供給者と当社自身との交渉が決着していない場合、両当事者の一方が交渉の継続を書面で拒否す

るときまで、時効期間は一時停止されるものとする。納入した物品に瑕疵がある場合、及び供給者

による契約違反が発生したその他すべての場合において、当社は、すべての直接及び／又は間接的

請求及び損害賠償（例えば、逸失利益及び／又は第三者の請求）を含む、すべての関連する法的及

び／又は契約上の請求を行う権利を有する。 

特に急を要する場合、すなわち、特定の緊急事態ゆえに瑕疵を是正する機会を供給者に与えること

がもはや不可能である場合、当社は、当社が選択したとき、当該瑕疵を当社自身で修正し、若しく

は当該瑕疵を第三者に修正させ、又は第三者の資源を用いて当社が必要とするものをまかなうこと

を、不合理な費用が供給者に生じない限りにおいて各場合に供給者の費用負担で行う権利を有す

る。この処置において、特に考慮すべき要素は、瑕疵のない状態の当該品目の価額、瑕疵の重大
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さ、当社にとって著しい不都合なく別の種類の救済策を利用できるか否かという論点である。この

場合、当社の請求は、価格が低い方の救済策に限定されるが、当該救済策は当該欠陥に対し不均衡

であってはならない。履行追完の履行地は、原則として本購入条件の第 3条に従う仕向地である。

瑕疵ある物品が、その瑕疵が発見されたとき別の場所にある場合、当社は、履行追完の履行地とし

て当該別の場所を選択する選択権を有する。修理作業に必要な時間は、保証期間から除外される。

責任に関する制定法上の規定は、契約で別段合意しない限り適用される。 
 

9. 生産資材 

図案、図面、ひな形、サンプル、測定及び試験装置、納入及び試験指示書、印刷テンプレート及び

類似の物など、生産に用いるすべての資材、並びに注文の履行のために当社が供給者に入手できる

ようにするツールは、当社の財産であり続ける。供給者が注文を履行する際に作成し、当社に代金

を請求する生産資材は、製造の日の時点で当社の財産となる。供給者は、それらの資材を、当社に

引き渡すまで当社のために保管する。上述の生産資材及びそれらが生産を助ける品目は、当社が書

面で承諾しない限り、他の目的で使用し、複製し、又は第三者に渡してはならない。これらの資材

及び品目は、無断で閲覧及び使用されないよう供給者の財産から区別して安全に保管されなければ

ならない。供給者は、当該資材及び品目を、供給者が納入の完了のためにもはや必要としなくなっ

たときには、要請されなくても当社に返還するが、供給者がそれらを保持することを当社が明示的

に許可した場合は、この限りでない。当社は、開発の成果、及び注文から生じるさらなる開発の成

果を利用する独占的権利を有する。 
 

10. 知的財産権 

供給者は、納入した物品及びその使用が、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、香港、イン

ド、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ノルウェー、ロシア、シンガポール、韓

国、スイス、台湾、トルコ、英国、米国、又は EU加盟国において公開された知的財産権を侵害せ

ず、第三者のその他の権利も侵害しないことを保証し、納入及び使用の結果である第三者のすべて

の請求について、テサを免責し、テサに補償をするものとする。 
 

11. 反トラストに関する賠償 

供給者は、いかなる形であれ反トラスト法に反してテサに不利となるように行動してはならない。

供給者は本契約の期間中に競争の違法な制限に関与し、テサに提供したサービスがこの影響を受け

たと、公正取引委員会が認定した場合、供給者は、そのカルテルの影響があった期間の注文額の

5%（及び法定金利での利息）の額の一括損害賠償金をテサに支払う。供給者は、テサの被った損失

がその額より小さいことを証明する権利を有する。供給者は、かかる請求権の存在及び範囲を調べ

るために必要な情報及び文書を、違反を知った後直ちにテサに提供するものとする。カルテルによ

る権利侵害が確証された時点で取引関係がすでに終了している場合でも、損害賠償金を支払う義務

は存在するものとする。 
 

12. 所有権留保 

供給者から納入された物品の所有権は、当社が納入後の検査を完了し、当該物品が検査に合格した

ときに当社に移転する。当社が書面で明示的に承諾を与えた場合を除き、供給者のための所有権留

保は排除される。  
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13. 履行地 

納入の履行地は、危険が移転する場所である。支払いの履行地は、東京である。 
 

14. 管轄裁判所及び事物管轄権 

当社と供給者との間の一切の紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所及び東京簡

易裁判所とする。当社と供給者との取引は日本法に準拠するものとし、この定めから逸脱する法の

抵触の規則を排除し、国際物品売買契約に関する国連条約（CISG）も排除する。 
 
物品の受領： 月曜日から木曜日まで 7:00から 14:00まで 

 金曜日 7:00から 11:00まで 

タンク車： 月曜日から金曜日まで 7:00から 12:00まで 

本契約を処理するために要するデータは、当社の ITシステムで保管する。 
 
供給者は、テサの供給者向け行動規範の要件を遵守することに同意する。同規範は、

https://www.tesa.com/ja-jp/about-tesa/sustainability/sustainability-reportより閲覧できる。供給者が

テサの供給者向け行動規範の原則の規定に違反した場合、その違反は、直ちにテサに報告されなけ

ればならない。テサは、供給者による遵守違反の場合に契約関係を解除する権利、又はテサの供給

者向け行動規範の規定を遵守することを自己の供給者に促すために他の適切な措置を講じる権利を

留保する。 
 
併せて当社の環境及びエネルギー・ガイドライン https://www.tesa.com/ja-jp/about-

tesa/sustainability/sustainability-reportを参照のこと。 
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