
 

 

販売引渡し条件 
 

1. 適用範囲と期間 

1.1 提供された器具並びに工具が建設向けである場合、AB 92（「建築およびエンジニアリングにおける作

業および供給品の提供に関する一般条件」）が、本販売引渡し条件の対象とはならないすべての状況や事情

に適用されるものとする。 

 

1.2 書面による別段の合意がないかぎり、以下に定める販売引渡し条件は、当事者間で行われるすべてのオ

ファー、販売および引渡しに適用されるものとする。本条件は、当該買い主へ新たな告知なしで将来の引渡

しにも適用される。 

 

1.3 本条件並びに一般条件と買い主側の売買条件との間に意見の相違が生じた場合は、ソリッド ウインド 

パワーA/Sの販売引渡し条件が優先されるものとする。 

 

1.4 売り主の書面による同意がない場合、買い主からの入札書類、注文書または同様の書類に定める本販売

引渡し条件からの逸脱は、有効性のないものとする。 

 

1.5 現地許認可、現地設計のコンクリート基礎一式、アクセス道路、建設用地、電気系統接続、SCADA用地

上通信線、現地輸送、据付、すべての保険および将来現地製造が見込まれる管状タワーは、引渡し範囲外で

ある。 

 

 

2. オファー 

2.1 口頭または書面にかかわらず、いかなるオファーは常に拘束力はないものとし、記載された納期は指標

としてのみ扱われる。 

 

2.2 ソリッド ウインド パワーA/Sによって書面で確認された注文のみが、ソリッド ウインド パワーA/Sを拘

束するものとし、注文確認書に定める販売引渡し条件は、確認された当該注文にのみ適用されるものとす

る。 

 

2.3 オファーは、工場におけるあらゆる組立て業務が継続的に実施できるとの事実に基づく。 

 

2.4 オファーはその内容全体で理解されるものとし、オファーにおける価格は付加価値税やその他の税金を

除いて見積もられる。 

 

 



 

3. 注文確認書 

3.1 ソリッド ウインド パワーA/Sが発行する注文確認書は、買い主により確認されるものとする。注文確認

書に定める価格、品質詳細、数量、測定結果などを含む諸条件に対する異議は、直ちに書面にてソリッド ウ

インド パワーA/Sに提出されるものとする。さもなければ、注文確認書は承諾され、結果として取引におい

て拘束力があるとみなされるものとする。 

 

 

4. 注文取消しと修正 

4.1 注文の取消しまたは修正は売り主からの書面による承諾を条件とし、この場合に発生する費用は買い主

が負担するものとする。 

 

4.2 買い主は、ソリッド ウインド パワーA/Sに対し取消しに起因する費用または損失を弁済するものとす

る。ただし、当該弁済は常に最低限とし、合意した購入価格の15％に相当する金額とする。 

 

 

5. 引渡し 

5.1 引渡し条件は、工場渡し（EXW, STÅLVEJ 8, 6900 SKJERN, Denmark.）である。船積み費用は、買い

主の費用とリスクとする。尚、ソリッド ウインド パワーA/Sが、CIF条件引渡しの見積りをした場合、引渡

しはインコタームズ2010に従う。工場渡し条件での納期見込みは、3〜4ヶ月である。 

 

5.2 予想に反して、ソリッド ウインド パワーA/Sによって記載された納期が満たされない場合でも、本事由

によって買い主は取引を取消すことはできないものとする。 

 

 

6. 価格と支払い 

6.1 別段の記載がないかぎり、すべての価格は、見積又は提案の日付および最新価格表による価格水準に基

づき、付加価値税を除いた欧州ユーロ（ユーロ）で記載する。ソリッド ウインド パワーA/Sは、例えば、外

注先からの価格、原材料のコスト、為替レートの変動、標準賃金、政府税などへの修正による追加費用を付

加し、引渡しまでその価格を修正することができる。 

 

6.2 別段の記載がないかぎり、注文への支払いは引渡しの1週間前が期限である。ソリッド ウインド パワー

A/Sの支払条件は請求書に記載される。支払いが遅れた場合、ソリッド ウインド パワーA/Sは、各月初めに

1.5％の利息を請求することができる。又、買い主による支払いは、未払いの請求金額に充てられる前に、

追加で発生した支払利息やコストに対し先行し相殺される。尚、買い主は、ソリッド ウインド パワーA/Sが

当該の反対請求を書面にて認めないかぎり、ソリッド ウインド パワーA/Sに対する反対請求（もしあれば）

を購入価格の一部支払いから相殺することは認められない。さらに、買い主は当該の反対請求に基づいて購

入価格の一部支払いを留保することも認められない。尚、買い主側の事情により引渡しが延期された場合、

買い主は当事者間で合意した通りに引渡しが行われたものとし、ソリッド ウインド パワーA/Sに支払うもの

とする。 

 



 

 

7. 条件付き販売 

7.1 ソリッド ウインド パワーA/Sは、引渡し費用、利息等を含む購入価格が全額支払われるまで、製品の所

有権を保持する。 

 

 

8. 営業中断 

8.1 ストライキ、ロックアウト、エネルギーおよび原材料の不足、輸送の中断、気象条件、公的命令やそれ

らがソリッド ウインド パワーA/Sが使用するサプライヤーまたはソリッド ウインド パワーA/S自体の問題と

なる場合も含め、障害が存続しているかぎり、そして、当該障害が当事者間の合意に影響するかぎりにおい

て、ソリッド ウインド パワーA/Sの納入義務は免除されるものとする。尚、ソリッド ウインド パワーA/S

は、この障害に関連した責め及び損害賠償責任を負わない。これは、例えば逸失利益、日毎の違約金などに

適用される。 

 

 

9. 梱包 

9.1 別段の合意がないかぎり、梱包費は船積み費用に含まれる。 

 

 

10. 申立て 

10.1 有効な手続きのため、破損の申立ては引渡し時に直ちに運送業者に対し書面で行い、同時にソリッド 

ウインド パワーA/Sにも送付するものとする。その為に、買い主は、納入品の受領した直後（同日）に、そ

れを確認しなければならない。尚、これには、納入品の品質と数量が当事者間での合意の通りであるかの確

認を含む。 

 

10.2 ソリッド ウインド パワーA/Sは、構造物、器具、工具または製品に関し、製品の不具合に起因するす

べての欠陥を修正するものとする。ただし運転および保守に記載されているガイドラインを常に遵守してい

ることを条件とする。ソリッド ウインド パワーA/Sは、独自の裁量により不良品を修理または交換すること

ができる。 

 

10.3 提供された製品の欠陥に対し買い主が申立てをする場合、買い主は直ちにソリッド ウインド パワー

A/Sにそれについて書面で通知し、当該欠陥の関連書類を添付するものとする。買い主が欠陥を発見するも

しくは発見すべきだったがここに規定された申立てを怠った場合、買い主はその後に当該クレームを主張す

ることはできない。 

 

10.4 納入品が合意された品質または数量に適合しない場合、ソリッド ウインド パワーA/Sは再納入および/

または後日納入できるものとする。又、申立てが解決されるまで、買い主は、ソリッド ウインド パワーA/S

が納入品を検査する前に、その申立てまたはその一部に係る納入品を処分することはできない。当該処分に

は、組立等を含むものとする。ソリッド ウインド パワーA/Sが製品を検査しても欠陥が見つからない場合、

買い主はこの引渡しに関連して行う追加作業に対する別途請求を受けるものとする。 



 

10.5 欠陥の交換または修正は、売り主の工場または引渡し地で行われる。申立てが確認され承認された場

合、ソリッド ウインド パワーA/Sは輸送費用を負担するものとするが、顧客に対し、いかなる欠陥、修理、

交換、追加部品に関連し発生する交換費用は負わないものとする。 

 

10.6 解体および組立てが、結果的に当該製品以外のものに対し障害となる場合、この関連で発生する作業ま

たは費用は買い主が負担するものとする。 

 

10.7 申立てが確認され承認された場合、買い主は、申立ての当該製品またはその一部の現在価値での弁済を

受ける権利のみを認められるものとする。その他のクレーム、例えば収入損失、賃金損失、日々の違約金な

どの補償については、ソリッド ウインド パワーA/Sは負担しない。 

 

 

11. 製品の修正 

11.1 ソリッド ウインド パワーA/Sは、当該修正が買い主に損害なく行われる場合には、予告なしに製品ま

たは部品を修正する権利を保持する。 

 

 

12. 据付け 

12.1 注文確認書に明確に記載されていないかぎり、足場/リフト/クレーンは契約には含まれない。 

 

12.2 据付価格は、車で通行可能で障害物のないアクセス道路に加えて、車で乗入可能な障害物のない組立場

所の用地があることに基づく。清掃や地面保護マットの敷設などに関連して発生した費用は、直接買い主に

請求されるものとする。 

 

12.3 買い主が足場/リフト/クレーンを手配する場合、建設および調整は売り主の設置管理者と合意の上、実

施するものとする。 

 

12.4 注文確認書に別段の記載がないかぎり、契約は据付が中断されることなく連続して実施されることが前

提である。中断なく据付することが不可能な場合、ソリッド ウインド パワーA/Sは、中断によって発生する

実際の費用を請求することができる。 

 

12.5 買い主が合意した日程に対し据付日を延期する場合、ソリッド ウインド パワーA/Sは器具や工具に対

しすべての費用を請求することができる。又、買い主に起因し据付期間が延期される場合、ソリッド ウイン

ド パワーA/S はスーパーバイザーの損失時間として請求することができる。 

 

12.6 買い主は据付開始の10営業日前までに、新しい据付日を売り主に通知するものとする。 

 

12.7 ケーブル敷設、ケーブル穴の穿孔、他の電気工事作業は、売り主の組立作業の一部とならない。 



 

12.8 追加作業は、署名された変更命令書を条件としてのみ実施されるものとする。 

 

12.9 ソリッド ウインド パワーA/Sは、地域の共通廃棄物管理スキームに加わらない。 

 

 

13. 特許、設計、登録、著作権 

13.1 提供された製品は売り主によって開発されたものであり、複製してはならない。[デンマークのマーケ

ティング実践法の規定を参照のこと。] 又、すべての図面、契約条件案および提案は売り主に属するもので

あり、売り主の許可なく使用、複製、公開、もしくは競合する会社に開示してはならない。 

 

13.2 買い主または買い主のコンサルタントにより開示された図面、モデルおよびその他の資料に準じて、売

り主によって製作された納入品については、買主のみが第三者の特許、図案および著作権の侵害に対する責

任を負う。 

 

 

14. Product liability 製造物責任 

14.1 納入された製品および/また提供されたサービスの誤りや欠陥による人身傷害や器物破損が生じた場

合、製造物責任に関するデンマークの強行規定によってソリッド ウインド パワーA/Sが負うべく範囲におい

て、ソリッド ウインド パワーA/Sはその責任を負うものとする。尚、ソリッド ウインド パワーA/Sは、買い

主が製作した製品の材料またはその製品が一部を成す製品による損害または傷害についてはその責任を負う

ことなく、又、ソリッド ウインド パワーA/Sは、その材料に起因する当該製品が引き起こす器物もしくは製

品の破損についても責任は負わないものとする。また一方、ソリッド ウインド パワーA/Sは、事業中断、時

間損失、逸失利益もしくはその他の間接的損失や一連の損失に対しては一切の責任を負わないものとする。 

 

 

15. 責任の限定 

15.1 ソリッド ウインド パワーA/Sに対する損害賠償請求は、納入品の請求金額を超えることはできない。

ソリッド ウインド パワーA/Sは、事業中断、収入損失、時間損失、逸失利益またはその他の間接的損失や一

連の損失に対して、一切の責任を負わないものとする。又、ソリッド ウインド パワーA/Sは、買い主が製作

した製品を含む器物や製品の破損に対して一切の責任を負わないものとする。 

 

15.2 ソリッド ウインド パワーA/Sの書面による同意なく購入品の変更または修正がされた場合、ソリッド 

ウインド パワーA/Sはいかなる責任も免除される。 

 

15.3 見積又は提案にある供給範囲に対する保証は、当該範囲に対する年1回の年次点検の実施を約すること

となるサービス契約へ買い主が署名することを条件とする。 

 

 



 

16. 不可抗力 

16.1 ソリッド ウインド パワーA/Sは、ソリッド ウインド パワーA/Sの合理的な支配を超えた侵襲的な障害

によって発生したいかなる損失に対し一切の責任を負わないものとする。 

 

例えば 戦争行為、火事、ストライキ、輸入制限、ロックアウト、封鎖、地震、不可抗力など。 

 

 

17. 準拠法と裁判地 

17.1 すべての紛争は、建設業のデンマーク仲裁委員会（“Voldgiftsnævnet for Bygge- og 

Anlægsvirksomhed”）に付託するものとする。 

 

 

18. 最新条件の修正 

ソリッド ウインド パワーA/Sは、予告なしにいかなる将来の引渡しに関する本販売引渡し条件を自由に変更

することができ、そのような場合には修正された条件が買い主に配布されるものとする。 

 

 

19. 言語 

英語による条項と日本語による条項に不一致、又は不整合がある場合、常に英語による条項が優先するもの

とする。 

 

 

 

Skjern, May 2017/UIB 


