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At KLA, our global supply chain is critical to helping us provide competitive, differentiated and valued 
process control solutions for the semiconductor, data storage, photovoltaic and other related 
nanoelectronics industries.  

 
KLA Terms & Conditions of Purchase 

Revision Date: 29-October-2019 
 

1. AGREEMENT OF THE PARTIES. 
 

These terms and conditions (the “Terms”) are the exclusive and binding agreement between the 
KLA buyer entity issuing a purchase order ("Buyer") to the entity to whom such order is addressed, 
or who performs pursuant to such order ("Seller") relating to the purchase of the products or 
services ordered. Any reference to “Buyer” under the Terms or in an applicable purchase order will 
include and apply to the buying entity, any parent entity and any of its directly or indirectly owned 
or controlled subsidiaries. Any acknowledgement and/or commencement of performance by Seller 
shall be deemed acceptance of these Terms in full. BUYER HEREBY OBJECTS TO ALL ADDITIONAL OR 
DIFFERENT TERMS AND CONDITIONS PROPOSED BY SELLER BY QUOTATION, ACKNOWLEDGEMENT 
OR OTHERWISE, WHETHER PREVIOUS, CONCURRENT OR SUBSEQUENT HERETO. PAYMENT FOR OR 
ACCEPTANCE OF PRODUCTS OR SERVICES DELIVERED HEREUNDER SHALL NOT BE DEEMED AN 
ACCEPTANCE OF SELLER'S TERMS AND CONDITIONS. No change, modification or revision of an 
applicable purchase order shall be effective unless in writing and signed by Buyer's duly authorized 
purchasing representative or officer. These Terms represent the entire agreement between the 
parties relating to its subject matter and supersedes all prior representations, discussions, 
negotiations and agreements, whether written or oral. This version of the Terms shall apply to all 
purchase order revisions/amendments and new purchase orders issued on or after the Revision 
Date referred to herein.  
 

 

2. INVOICES. 
 

Seller shall deliver written invoices to Buyer in duplicate and shall include the following  
information: Buyer's purchase order number, product model number, description of products,  
sizes, quantities, unit prices, and extended totals in addition to any other information specified 
elsewhere herein. Bill of Lading or other shipping documentation shall accompany each invoice. 
Payment of any invoice shall not constitute acceptance of any products or services or other failure 
of Seller to meet the requirements of the order. Buyer may at any time set off any amount owed by 
Buyer or its affiliated companies to Seller against any amount owed by Seller or any of its affiliated 
companies to Buyer. Buyer reserves the right to pay in United States dollars. 
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3. CASH DISCOUNTS. 
 

If Seller offers a discount for prompt payment, discounts will be computed from the latest of: (a) 
the scheduled delivery date; (b) the date of actual delivery; or (c) the date a properly filled out 
original invoice and packing list is received by Buyer. Payment is deemed to be made, for the 
purpose of earning the discount, on the date of mailing of Buyer's check. 

 

4. TAXES AND EXPENSE. 
 

The prices set forth in the applicable purchase order include all applicable foreign, federal, state 
and local taxes and miscellaneous charges including but not limited to sales, gross receipts and use 
taxes, withholding tax, ad valorem (property) taxes, duties, customs, tariffs, forwarding agent's 
fees, imposts and surcharges (together, "Taxes"). All such Taxes shall be stated separately on 
Seller's invoice. Buyer shall have no obligation or liability for, and Seller agrees to indemnify, 
defend, and hold Buyer harmless for any liability for Taxes, irrespective of when the tax is assessed, 
as well as the collection or withholding thereof, including all penalties and interest. 

 

5. OVERSHIPMENTS. 
 

Buyer reserves the option to refuse or to return at Seller's expense any shipments of products 
either in excess of the amount, or in advance of the schedule, stated on the face of the applicable 
purchase order. Any such shipments which Buyer elects not to take will be held at Seller's risk and 
expense including reasonable storage and other charges while awaiting Seller's shipping 
instructions. 

 

6. PACKING AND SHIPMENT. 
 

Unless otherwise specified by Buyer in writing, all products shall be packed, packaged, marked, and 
otherwise prepared for shipment in a manner which is (i) in accordance with good commercial 
practice and ISTA 1G/1H standards, (ii) acceptable to common carriers for shipment at the lowest 
rate for the particular products and in accordance with all tariffs, governmental laws and 
regulations and (iii) adequate to ensure safe arrival of the products at the destination designated in 
the purchase order and for storage and protection against weather. Seller shall mark all containers 
with necessary lifting, handling and shipping information and also purchase order numbers, date of 
shipment and the names of the consignee and consignor. An itemized packaging sheet must 
accompany each shipment unless otherwise specified by Buyer in writing. Unless otherwise 
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specifically provided on the face of an applicable Buyer purchase order, all products shall be 
delivered FCA or DAP, Buyer’s named place (INCOTERMS 2010). Title to all products shall remain 
with Seller until the time of Buyer’s acceptance of such products at Buyer’s named place. Seller 
shall bear all risks of loss, damage, or destruction to the products until final acceptance by Buyer at 
Buyer’s named place. 

 

7. WARRANTY. 
 

(a) Seller warrants that all products delivered to Buyer, including all components and raw materials 
incorporated herein, as well as products corrected under this warranty (i) shall be free from defects 
in workmanship, materials and manufacture; and (ii) shall comply with and conform to (A) the 
requirements under these Terms, (B) any drawings or specifications incorporated herein or under 
an applicable purchase order or submitted to Buyer, (C) any samples furnished by Seller, (D) 
documentation and specifications published by Seller, and (E) any response by Seller to a request 
for proposal or similar inquiry by Buyer; and (iii) comply with all applicable laws and regulations and 
generally recognized standards and codes; (iv) are new and not counterfeit, and (v) where       
design is Seller's responsibility, be free from defects in design. Seller also warrants that all services 
shall be provided at the highest professional standards. The foregoing warranties are in addition to 
all other warranties, whether expressed or implied, and shall survive any inspection, acceptance, 
and payment by Buyer. All warranties shall benefit and be enforceable by Buyer and its customers. 

 

(b) Seller represents and warrants that it has the full power and authority to grant the rights 
granted hereunder. Seller further represents and warrants that neither the products nor their 
content, promotion, advertisement, sale, distribution, use or other disposition, nor any service, will 
infringe or violate any copyright, patent, trade secret, trademark, right of publicity or privacy or 
other personal proprietary right of any third party or contain any defamatory, libelous or obscene 
matters. Seller further warrants that all products delivered to Buyer shall be free and clear of all 
liens and encumbrances and that Buyer shall have the quiet enjoyment thereof. 

 

(c) Seller represents and warrants that it complies with all applicable laws and regulations, 
including eradication of forced, bonded, indentured, involuntary convict or compulsory labor, as 
well as illegal child labor in its facilities, and requires their suppliers, including labor agencies, to do 
the same. Seller warrants that its supply chain and materials incorporated into its products comply 
with the laws prohibiting slavery and human trafficking. Seller agrees to adopt sound human rights 
practices, to treat workers fairly and with dignity and respect, provide a safe and healthy work 
environment for their workers, conduct business in compliance with applicable environmental and 
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employment laws, and refrain from corrupt practices. Additionally, any purchase order (if in excess 
of $10,000) is subject to the provisions of (i) Executive Order 11246 (41 CFR 60-1.4); (ii) section 503 
of the Rehabilitation Act of 1973 (41 CFR 60-741.5(a)); and (iii) section 4212 of the Vietnam Era 
Veterans Readjustment Act of 1974 (41 CFR 60-300.5(a)). In addition to complying with Buyer’s 
supply chain requirements regarding social, environment and regulatory responsibility found at 
www.kla.com/company/supply-chain-socialenvironment-and-regulatory-responsibility.html, Seller 
shall comply with the applicable standards of the Responsible Business Alliance Code of Conduct 
(RBA), which can be found at www.responsiblebusiness.org, and will maintain accurate books and 
records as it relates to any labor or services provided for Buyer. 

 

(d) Seller warrants that it complies with all applicable governmental, legal and regulatory 
requirements, including, but not limited to, anti-bribery and anti-corruption laws, such as the US 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Buyer has the right to conduct or have a third party conduct 
an independent audit to assure compliance with this provision, as well as require that Seller sign a 
compliance certificate on an annual basis. 
 
(e) Seller warrants that it complies with Buyer’s Virus Protection Policy to ensure systems or parts 
that contain an operating system or hard drive are scanned and certified clean using a standard 
anti-virus software utility before shipment to Buyer. In accordance with this Policy, Seller shall 
provide with each shipment a written anti-virus declaration of compliance listing the anti-virus 
software product and version used, the date and process step at which the scan was completed, 
and a copy of the final scan report. 

 

8. INSPECTION. 
 

(a) All products purchased by Buyer under an applicable purchase order shall be subject to 
inspection and test by Buyer to the extent practicable at all times and places during and after the 
period of manufacture and in any event, prior to acceptance. If inspection or test is made by Buyer 
at Seller's premises, Seller, without additional charge, shall provide all reasonable facilities and 
assistance for the safety and convenience of Buyer's inspectors. No inspection or test shall relieve 
the Seller from responsibility for defects or other failure to meet the requirements of the 
applicable purchase order and these Terms. 

 

(b) Notwithstanding any prior inspections or payments thereunder, all products shall also be 
subject to inspection and acceptance at Buyer's plant within a reasonable time after delivery. Seller 
shall provide and maintain an inspection system which is acceptable to Buyer. Seller shall keep and 
maintain complete and accurate records of all inspection work, which records shall be available to 
Buyer during the performance of this order and for five years thereafter or such longer period as 
specified by Buyer. 
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(c) Buyer may accept or reject shipments in accordance with its established lot inspection 
procedures. Where rejection of a shipment is appropriately based on Buyer's normal inspection 
level, the Buyer at its option, and at Seller's cost, may conduct an above normal level of inspection 
up to and including 100% inspection of such shipment. 

 

9. CHANGES. 
 

Buyer may at any time by a written order and without notice to sureties or assignees, suspend 
performance thereunder, increase or decrease the ordered quantities, or make changes in any one 
or more of the following: 

 
(a) applicable drawings, designs or specifications; 
(b) method of shipment or packing; 
(c) place of delivery and/or 
(d) schedules, including time of delivery 

 

If any such change causes a decrease in the cost of, or the time required for performance of the 
applicable purchase order, an equitable adjustment shall be made in the order price or delivery 
schedule, or both, as reasonably determined by Buyer. 

 

10. DELIVERY. 
 

Time is expressly made of the essence in regard to the performance by Seller of the applicable 
purchase order. Seller shall be liable for all excess transportation or other charges or costs resulting 
from failure to follow and meet Buyer's routing instructions and delivery schedules. No partial or 
complete delivery shall be made prior to the date or dates designated on the order unless Buyer 
has given prior written record. 

 

11. TERMINATION OR SUSPENSION FOR CONVENIENCE. 
 

Buyer, in its sole discretion, may terminate or suspend the products, services or performance of 
work under an applicable purchase order in whole or in part at any time by written notice to Seller. 
Upon receipt of such notice from Buyer, Seller shall take such action as Buyer may direct and Buyer 
agrees to accept an equitable settlement for any such termination or suspension as reasonably 
determined by Buyer, which settlement shall in no event exceed the purchase price stated under 
the purchase order for such terminated or suspended products or services. 
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12. DEFAULT OF SELLER. 

 

If any products or services delivered under an applicable purchase order do not fully meet the 
requirements of such order or these Terms, Buyer may (i) require the Seller to promptly correct, at 
no cost to Buyer, any defective or nonconforming products and services by repair or replacement  
or reperformance, at the locations specified by Buyer, or (ii) exercise any other remedy or remedies 
provided under applicable law or in equity or under the applicable purchase order or these Terms, 
for damages or otherwise, and the foregoing remedies shall not be deemed to be exclusive. Claims 
by Buyer under an applicable purchase order may be exercised at any time within the later of (i) five 
years after final acceptance or (ii) the latest time allowed by law. 

 
13. WAIVER. 

 

The failure of Buyer to enforce at any time any of the provisions of the applicable purchase order 
or these Terms, or to exercise any election or option provided therein, or to require at any time 
performance by the Seller of the provisions thereof, shall in no way be construed to be a waiver of 
such provisions, nor in any way to affect the validity of such order or any part thereof, or the right 
of Buyer thereafter to enforce each and every such provision. No acceptance, payment, inspection 
or failure to inspect, or approval of Seller's product or design or services, shall excuse Seller from 
any obligation or warranty under the applicable purchase order or these Terms, even if a defect, 
non-conformity or other deficiency could or should have been observed or detected. A waiver by 
Buyer of any drawing or specification required for one or more of the products or a portion of the 
services shall not constitute a waiver of such requirements for the remaining products or services. 

 
14. INDEMNITY. 

 

Seller shall indemnify, defend and hold Buyer and its directors, officers, employees, agents, and 
customers harmless from any claims, demands, liabilities, losses, damages, judgments and 
settlements, including all reasonable costs and expenses related thereto, including attorney's fees, 
directly or indirectly, arising from any claimed infringement or violation of any copyright, patent, 
trade mark or other intellectual property right with respect to the products or any claimed breach 
of the warranty in Section 7(b), or from any act, omission or service of Seller or any of Seller's 
employees or agents. Buyer agrees to reasonably notify Seller of a claim covered by Section 14 and 
to cooperate at Seller's expense in the defense thereof. 
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15. RIGHTS IN WORK PRODUCT. 
 
In the course of its performance under this purchase order, Seller may conceive or reduce to 
practice inventions, discoveries, improvements, concepts, ideas, works of authorship, and 
developments, in tangible or intangible form, written materials, documentation, and results 
(collectively, “Work Product”).   Any and all rights in intellectual property, including without 
limitation, copyrights (including mask work rights), patents, design rights, database rights, rights in 
know-how, trade secrets and other confidential information and other similar rights worldwide, 
whether registered or not and including any applications for the foregoing in and to the Work 
Product shall be the exclusive property of KLA from the date of inception.  Supplier agrees to assign, 
and does hereby assign, to KLA all right, title and interest to the Work Product and all intellectual 
property rights therein or associated therewith or arising therefrom.  All Work Product shall be 
deemed KLA proprietary information and shall not be disclosed to anyone outside of KLA or used by 
Seller or others without the prior written consent of KLA. 
 

16. NON-DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL MATTER AND PUBLICITY. 
 

Products and services provided by Seller pursuant to Buyer's specifications or drawings shall not be 
offered or disclosed to others without Buyer's prior written authorization. The following are 
confidential information of Buyer: Specifications, drawing, samples, and other data furnished by 
Buyer; software; all information on Buyer's method of doing business, its customers and business 
plans; and all information marked "confidential," "proprietary" or the like. Seller agrees that all such 
confidential information shall remain Buyer's property, shall not be disclosed, shall be used only for 
purposes of Seller’s performance under the applicable purchase order and shall be promptly 
returned to Buyer upon request. Any publicity regarding such purchase order (including pictures, 
descriptions or samples thereof) is prohibited except with Buyer's prior written approval. 

 
17. CHANGES IN PROCESS OR METHOD OF MANUFACTURING. 

 

Seller agrees that it will not invoke any changes in process or method of manufacturing during the 
term of Seller’s performance under the applicable purchase order without Buyer's written consent. 
Seller further agrees that any contemplated changes in process or method of manufacturing will be 
submitted to Buyer in sufficient time to enable Buyer a reasonable opportunity in which to evaluate 
such changes. 

 

18. LIMITATION OF LIABILITY. 
 

(a) BUYER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, OR LOST PROFITS, WHETHER ANY OF THE FOREGOING ARISE FROM CONTRACT, 
BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, TORT OR STRICT LIABILITY, EVEN IF BUYER HAS BEEN 
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ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
 

(b) IN NO EVENT SHALL BUYER'S LIABILITY TO SELLER EXCEED THE AMOUNT OF THE PURCHASE 
PRICE STATED UNDER THE PURCHASE ORDER AS APPLICABLE TO THE PRODUCTS OR SERVICES IN 
DISPUTE. 

 

(c) SELLER AGREES THAT THE LIMITATION OF LIABILITY SET FORTH IN THIS SECTION 18 REPRESENTS 
A DELIBERATE ALLOCATION OF RISK. 

 

19. NOTICES. 
 

All notices to be given or served under these Terms shall be effective upon receipt at the address 
appearing on the face of the applicable purchase order, provided that notices to Buyer specify 
Buyer's authorized buying agent and Buyer's purchase order number. 

 

20. CHOICE OF LAW. 
 

Unless otherwise agreed in writing, any dispute arising out of or in relation to a purchase order will 
be governed by the law of the jurisdiction where Buyer receiving the products and services under 
such purchase order is organized. The parties agree that the provisions of the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to these Terms. 

 
21. CHOICE OF FORUM; ATTORNEY'S FEES. 

 

Buyer and Seller hereby submit to the jurisdiction of, and waive any venue objections against, the 
courts of the jurisdiction where Buyer receiving the products and services under the applicable 
purchase order is organized, in any litigation arising out of such order. In any action or proceeding 
related to or arising out of the purchase order, the prevailing party shall be entitled to its 
reasonable attorney's fees and costs. 

 

22. SEVERABILITY. 
 

If any part of an applicable purchase order is found invalid or unenforceable, that part will be 
amended to achieve as nearly as possible the same economic effect as the original provision and 
the remainder of the purchase order will remain in full force. 

 
23. ASSIGNMENT. 

 

Buyer may assign any applicable purchase order or any right or obligation thereunder upon written 
notice to Seller. Seller may not assign any purchase order or any right or obligation thereunder 
except upon the prior written consent of Buyer. 
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24. EXPORT. 
 

Seller shall notify Buyer in writing, before delivery of any products whether such product requires a 
license from the U.S. or any foreign government in order to export the product from the U.S. or 
from any country where the product is delivered. Seller shall provide Buyer all information that 
Buyer needs to obtain such export licenses. 

 

25. INSURANCE. 
 

Seller shall take such steps as may be reasonably necessary to prevent personal injury or property 
damage during any work under an applicable purchase order that may be performed by any 
employees, agents, or subcontractors of Seller at Buyer’s facilities and Seller shall defend, 
indemnify and hold harmless Buyer from and against all loss, liability, claims and damages arising 
from or caused directly or indirectly by any act or omission of such employees or agents of Seller, 
and Seller shall at all times carry and maintain insurance, including but not limited to Commercial 
General Liability, Automobile, Worker’s Compensation and Professional Liability Insurance, 
necessary to protect Buyer against the aforementioned risks and against any such claims. 

 

26. PRIVACY AND DATA SECURITY 
 

Seller agree to comply with all applicable Privacy and Data Security Laws governing its activities 
under an applicable purchase order and these Terms. “Privacy and Data Security Laws” collectively 
means all domestic and international privacy and data protection laws, rules, regulations, best 
practices and regulatory guidance relating to privacy, data security, cybersecurity and Personal 
Data, including but not limited to the EU General Data Protection Regulation (“GDPR”). “Personal 
Data” shall have the meaning of such term or like terms in the Privacy and Data Security Laws. 
Further, Seller shall: (a) be responsible for Seller employees and subcontractors’ compliance with 
this paragraph; (b) be responsible for the security, accuracy, quality and legality of Buyer Personal 
Data where Buyer Personal Data is being accessed by Seller employees and/or its subcontractors as 
part of Seller’s performance hereunder; and (c) have adequate restrictions in place on which Seller 
employees and subcontractors can access Buyer Personal Data. 
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1. 両当事者間の契約 

本購買約款（以下「本約款」という）は、注

文書を発行する KLAの買主事業体（以下「買

主」という）とかかる注文書の発注先であり

又はかかる注文書に基づき履行をする事業体

（以下「売主」という）の間の、製品又はサ

ービスの購入に関する排他的でかつ拘束力を

有する契約である。本約款上、又は適用ある

注文書において「買主」という場合、買主事

業体、親会社及びその直接又は間接に所有又

は管理する子会社のいずれも含み、かつ、こ

れらに提供される。売主による一切の受注又

は履行開始は、本約款の受諾とみなされる。

買主は、見積書、注文請書又はその他の注文

の前後を問わず売主から提案される追加又

は別途の取引条件のすべてに同意しない。本

約款に基づいて納入される製品若しくはサ

ービスの代金支払い、又はかかる製品若しく

はサービスの検収のいずれも、売主が定める

取引条件への同意とみなされることはない

ものとする。適用ある注文書に対するいかな

る変更も、権限を適切に付与された買主の購

買担当者又は役員によって署名された文書に

よるものでない限り、無効とする。本約款は、

本約款の対象事項に係る両当事者間のすべて

の合意を網羅しており、従前のいかなる表明、

協議、交渉及び合意（書面によるものか、口

頭によるものかを問わない）に優先する。本

約款の本版は、本約款に記載される改正日以

後に発行されるすべての注文書の修正及び訂

正、並びに新しい注文書に適用されるものと

する。 

 

2. 請求書 

売主は、請求書 2部を買主に交付するものと

し、請求書には、本約款の他の箇所に定める

他の事項に加えて以下の事項が記載されるも

のとする：買主の注文番号、品番、製品の明

細、サイズ、数量、単価及び合計価格。各請

求書には船荷証券又はその他の積荷書類が添

付されるものとする。請求書に対する支払い

は、製品又はサービスの検収に当たらず、売

主が注文の要件を満たしていないことを容認

するものとみなされない。買主は、買主又は

その関係会社が売主に対して負っている金銭

債務を、売主又はその関係会社が買主に対し

て負っている金銭債務といつでも相殺するこ

とができる。買主は、米ドルで支払いをする

権利を留保する。 

3. 割引 

売主が速やかな支払いに対する割引をする場

合、割引は、(a) 納期、(b) 実際の納入日、又

は (c) 適正に記入された請求書及び積荷リ

ストの原本を買主が受領した日のうち最も遅

い日から起算されるものとする。 

4. 租税及び経費 

適用ある注文書に記載する価格は、適用され

る外国の租税及び諸経費並びに連邦、州及び

地方の租税並びに諸経費（売上税、総収入税、

使用税、源泉徴収税、従価（財産）税、関税、

運送料、課徴金及び割増料（これらを総称し

て以下「租税等」という）のすべてを含む。

各租税等は、売主の請求書において区別して

表示されるものとする。買主は、租税等（い

つ課税されるかを問わない）の、また、租税

等（すべての追徴金及び利子を含む）の徴収



又は源泉徴収についての、義務又は責任を負

わないものとし、売主は、租税等（いつ課税

されるかを問わない）の、また、租税等（す

べての追徴金及び利子を含む）の徴収又は源

泉徴収についての、責任に関し買主を補償し、

免責することに同意する。 

5. 過剰積み出し 

買主は、適用ある注文書に表示されている数

量を超えて出荷された積出し品若しくは製品、

又は本注文書に表示されている予定より前に

出荷された積出し品若しくは製品の受領を拒

絶し又は売主の費用負担にて返品することが

できる。買主が受領しないことを選択する積

出し分は、売主の出荷指示が出るまでの間、

売主の危険負担及び費用（合理的な保管料及

びその他の料金を含む）負担にて、保管され

るものとする。 

6. 梱包及び出荷 

買主が書面をもって特段の指示をしない限り、

すべての製品は、以下のすべての条件を満た

す方法で出荷用に包装され、梱包され、荷印

を表示され、その他の準備をされるものとす

る：(i) 良好な商慣行及び ISTA 1G/1H規格に

合致していること、 (ii) 当該製品に関する最

低料金での通常輸送が可能で、かつ、すべて

の関税率及び法令に適合していること、並び

に (iii) 当該注文書において指定された仕向

先への安全な着荷を確保し、かつ、貯蔵及び

気象条件から保護するのに、適していること。

売主は、必要な貨物吊り上げ、荷扱い、及び

出荷に関する情報、注文番号、出荷日、並び

に荷受人及び荷送人の名称をすべてのコンテ

ナに表示するものとする。買主が書面をもっ

て特段の指示をしない限り、各回の積出し品

には梱包明細書が添付されるものとする。適

用ある買主の注文書に別途特段の定めがない

限り、すべての製品は FCA（運送人渡し条件）

又は DAP（仕向地持込み渡し条件）で買主の

指定場所にて引き渡されるものとする（イン

コタームズ 2010年版）。すべての製品に対す

る権利は買主がその指定場所にて当該製品を

受領するときまで売主に帰属するものとする。

売主は買主がその指定場所にて受領を完了す

るときまで製品の紛失、損傷又は滅失の危険

をすべて負担するものとする。 

7. 保証 

(a) 買主に納入されるすべての製品（それに

組み込まれているすべての構成品及び原材料

を含む）並びにこの保証に基づき是正された

すべての製品は、(i) 完成品、材料及び製造の

点での瑕疵がなく、(ii) (A) 本約款上要求され

る事項、(B) 本約款中に若しくは適用ある注

文書に基づき組み込まれており又は買主に提

出される図面又は仕様書、(C) 売主が提供し

たサンプル、(D) 売主が発行した書類及び仕

様書、並びに (E) 買主による提案要請又はそ

れに準ずる問い合わせへの売主による返答に

適合しており、(iii) 適用されるすべての法令

及び広く認められている標準・コードに適合

しており、(iv) 新品であり、偽造品でなく、

(v) 設計を売主が担当した場合には、設計上

の瑕疵がないことを、売主は保証する。また、

売主は、すべてのサービスは最も高度の業務

上の注意義務をもって提供されるものとする

ことを、保証する。上記の保証は他のすべて

の保証（明示的な保証か、黙示的な保証かを



問わない）に付加されるものであり、買主に

よる検査、検収及び支払いの後にも存続する。

すべての保証は、買主及びその顧客の利益の

ために適用され、買主及びその顧客は、すべ

ての保証について権利行使することができる。 

(b) 売主は、本約款に基づいて付与される権

利を付与することができる完全な権能及び権

限を有していることを、表明・保証する。ま

た、売主は、製品、その内容、販売促進、広

告、販売、頒布、使用、その他の処分、及び

いかなるサービスも、第三者の著作権、特許、

取引上の秘密、商標、パブリシティ権、プラ

イバシー権又は個人的なその他の財産権を侵

害せず、中傷的、名誉毀損的又は猥褻なもの

を含んでいないことを、表明・保証する。さ

らには、売主は、買主に納入されるすべての

製品が、抵当及び担保に一切供されていない

こと、並びに買主はかかる製品を平穏に享有

できることを、保証する。 

(c) 売主は、強制労働、奴隷労働、契約労働、

非自発的な囚人労働、義務的労働及び違法な

児童労働を自己の事業施設において根絶する

ことを含め、適用されるすべての法令を遵守

すること、並びに、自己のサプライヤー（人

材派遣会社を含む）にもそうするよう要求す

ることを、表明・保証する。売主は、売主の

サプライチェーン及び売主の製品に組み込ま

れる材料は、奴隷売買及び人身売買を禁じて

いる法律に適合していることを、保証する。

売主は、適正な人権尊重慣行を採用し、尊厳

と敬意をもって公正に労働者を処遇し、安全

でかつ健全な就業環境を労働者に提供し、適

用される環境法及び雇用法を遵守して事業を

行い、腐敗行為を差し控えることに同意する。

さらに、（10,000 ドル超の）注文書は(i) 大統

領令第 11246 号（連邦規則集第 60 巻パート

41-1.4)、 (ii) 1973年リハビリテーション法（連

邦規則集第 60巻パート 41-741.5(a)）第 503条

及び(iii) 1974年ベトナム退役軍人復帰援助法

（連邦規則集第 60 巻パート 41-300.5(a)）第

4212 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 。

www.kla.com/company/supply-chain-

socialenvironment-and-

regulatoryresponsibility.html に掲載されている

社会的責任、環境責任及び規制上の責任に関

する買主のサプライチェーンにかかる要件を

遵 守 す る こ と に 加 え 、 売 主 は 、

www.responsiblebusiness.orgに掲載されている

責任ある企業同盟行動規範（Responsible 

Business Alliance (RBA) Code of Conduct）の適

用規範を遵守するものとし、買主のために提

供される労働又は役務に関連して正確な帳簿

及び記録を保存するものとする。 

(d) 売主は、政府機関により定められる規制

並びに法律上及び規制上の適用あるすべての

規制（米国の腐敗行為防止法（FCPA）などの

贈収賄防止諸法及び腐敗行為防止諸法を含む

が、これらに限定されない）を遵守すること

を、保証する。買主は、これらの規制の遵守

を確保するため自ら又は第三者に監査を行わ

せ、また、遵守証明書に毎年署名するよう売

主に要求する権利を有する。 

(e) 売主は、オペレーティングシステムやハ

ード・ドライブを含むシステム又は部品が、

買主に対して積み出しされる前に、標準的な

実用対ウイルスソフトウエアを使用してスキ

http://www.responsiblebusiness.org/


ャンされ、安全であることが証明されている

ことを確保するために、買主のウイルス保護

ポリシーに従うことを保証する。本ポリシー

に従い、売主は、対ウイルスソフトウエア製

品及び使用バージョン、スキャン完了日とス

キャン完了時のプロセス段階、並びに最終ス

キャンレポートの写しを列挙した対ウイルス

遵守宣誓書を、各積み出し時に提供するもの

とする。 

8. 検査 

(a) 適用ある注文書に基づいて買主により購

入されるすべての製品は、実務上可能な範囲

で、製造期間中及び製造期間後、かつ検収前

の、あらゆる時期及びあらゆる場所で、買主

による検査及び試験を受けることがある。買

主が売主の施設内で検査又は試験を行う場合、

売主は、追加の費用請求をすることなく、買

主の検査担当者の安全及び利便のため、合理

的なすべての便宜及び支援を提供するものと

する。売主は、いかなる検査又は試験によっ

ても、製品の瑕疵についての責任、又は適用

ある注文書及び本約款に定める要件のその他

の不遵守にかかる責任を免れない。 

(b) 適用ある注文書に基づく従前の検査又は

支払いにかかわらず、すべての製品は、納入

後合理的期間内に買主の工場での検査及び合

格判定を受けるものとする。売主は、買主に

とって満足し得る検査体制を整備するものと

する。売主は、すべての検査業務の完全かつ

正確な記録をとり、かかる記録を保存するも

のとし、かかる記録は、本注文書の履行中及

びその後 5年間又は買主が定めるこれより長

い期間中、買主のために利用可能な状態に置

かれるものとする。 

(c) 買主は、買主が定めたロット検査手順に

従って積出し品の合否を判定することができ

る。積出し品の不合格が買主の通常の検査基

準に適切に基づくものである場合、買主はそ

の選択により、かつ売主の費用負担で、かか

る積出し品の全ロットに満つるまでの通常よ

り厳格な基準の検査を実施することができる。 

9. 変更 

買主は、保証人又は譲受人への通知なしに、

書面での指示によりいつでも、本注文書の履

行を停止し、注文数量を増やし若しくは減ら

し、又は以下のいずれか一若しくは二以上の

事項に変更を加えることができる。 

(a) 図面、設計又は仕様 

(b) 出荷方法又は梱包方法 

(c) 納入場所 

(d) 納期を含めた日程 

上述の変更が、適用ある注文書の履行にかか

る費用又は本注文書の履行に必要な時間の減

少を伴う場合には、買主が合理的に決定する

ところに従い、公平な調整が注文価格若しく

は納入日程又はその両方に加えられるものと

する。 

10. 納入 

売主による適用ある注文書の履行に関する期

限が厳守されなければならない。売主は、買

主の経路設定指示及び納入日程が遵守されな

かった結果として生じるすべての超過運送料

及びその他の諸掛り・費用を負担するものと

する。買主が書面による事前の記録を提供済

みでない限り、当該注文書に表示されている

期日より前に、いかなる分納又は全納も行わ



れてはならない。 

11. 任意解約・停止 

買主は、その単独の裁量で、売主への書面で

の通知によりいつでも、適用ある注文書に基

づく製品、サービス又は作業の遂行を、全面

的又は部分的に、終了又は停止することがで

きる。売主は、かかる通知を買主から受領し

次第、買主が指示する措置を講じるものとし、

買主は、かかる終了又は停止について、買主

が合理的に決定する公平な精算に応じること

に同意する。かかる精算は、いかなる場合で

も、終了又は停止された当該製品又はサービ

スにつき当該注文書に表示されている売買価

格を超えないものとする。 

12. 売主の不履行 

適用ある注文書に基づいて納入される製品又

はサービスが当該注文書又は本約款において

要求される事項を完全に満たしていない場合、

買主は、(i) 瑕疵があり若しくは要求事項に適

合していない製品及びサービスを、買主が指

定する場所において、修理、交換若しくは再

履行により、速やかに無償で是正するよう売

主に要求し、又は (ii) 適用される制定法若し

くは衡平法又は適用ある注文書若しくは本約

款に定められている他のすべての救済手段

（損害賠償を得るための救済手段か否かを問

わない）を行使することができ、上述の救済

手段は排他的な救済手段とはみなされないも

のとする。適用ある注文書に基づく買主によ

る請求は、(i) 最終検収の 5 年後又は (ii) 法

律上許される期限のうち、いずれか遅い方の

時点まで、いつでも行使することができる。 

13. 適用除外 

買主が、適用ある注文書若しくは本約款のい

ずれかの規定に関して、ある時点において権

利行使せず、又は当該注文書若しくは本約款

において定める選択若しくは選択権を行使せ

ず、又は当該注文書若しくは本約款の規定の

売主による履行をある時点で要求しないこと

は、当該規定の適用除外とも、当該注文書若

しくはその一部分の有効性に影響するとも、

当該各規定をその後に強制的に適用すること

ができる買主の権利に影響するとも解釈され

ないものとする。売主は、売主の製品、設計

若しくはサービスの検収若しくは支払い、又

はこれらの検査若しくは検査未済、又はこれ

らの承認によって、適用ある注文書若しくは

本約款に基づく義務又は保証を免除されない

ものとし、瑕疵、不適合又はその他の不良が

発見若しくは探知できたであろう又は発見若

しくは探知できたはずである場合も、同様と

する。買主が、ある単一若しくは複数の製品

に必要であり、又はサービスの一部に必要と

なる図面又は仕様書を必要としないことは、

残りの製品又はサービスをも必要としないこ

ととはみなされない。 

14. 補償 

売主は、製品に関する著作権、特許、商標若

しくはその他の知的財産権について生じてい

ると主張されている侵害若しくは妨害から、

又は第 7条第 b項記載の保証について生じて

いると主張されている違反から、又は売主若

しくはその従業員若しくは代理人の行為、不

作為若しくはサービスから直接又は間接に生

じる一切の請求、要求、責任、損失、損害、

判決及び和解（弁護士報酬を含め、それに関



係するすべての合理的費用を含む）について

買主並びにその取締役、役員、従業員、代理

人及び顧客を補償し、防御し、免責するもの

とする。買主は、本条の対象とされる請求を、

合理的な通知期間を設けて売主に通知するこ

と、及び、かかる請求の防御にあたり売主の

費用負担にて協力することに同意する。 

15. 成果物の権利 

本注文書に従った履行において、売主は、有

形物として若しくは無形物として、資料の形

で、書面として又は結果として、発明、発見、

改良、コンセプト、アイディア、作品及び開

発を、着想し、又は実装化することができる

（総称して、「成果物」という）。著作権（マ

スキングする権利を含む）、特許、意匠権、デ

ータベースにかかる権利、ノウハウ、トレー

ド・シークレット及びその他の機密情報にか

かる権利、並びに世界におけるその他の類似

権利を含むがこれに限られないいかなるすべ

ての知的財産権は、登録されているか否かに

かかわらず、また成果物にかかる前記権利の

登録申請を含み、その権利発生時から、KLA

の独占的な資産であるものとする。サプライ

ヤーは、成果物のすべての権利、権限及び利

益、並びに成果物の、成果物に関連する、及

び成果物から発生する知的財産権のすべてを

KLAに対して譲渡することに同意し、ここに

譲渡する。すべての成果物は、KLAの資産価

値のある情報とみなされるものとして、KLA

の事前の書面による承認なしに、KLA以外の

いかなる者にも開示されず、又は売主若しく

はその他の者に使用されないものとする。 

16. 秘密保持義務及び公表 

売主が買主の仕様書又は図面に従って提供す

る製品及びサービスは、買主の書面による事

前の承諾なしに、他者に対して提供され又は

開示されないものとする。以下は買主の秘密

情報とする：買主によって提供される仕様書、

図面、サンプル及びその他のデータ；ソフト

ウェア；買主の事業遂行手法並びに買主の顧

客及び事業計画に関するすべての情報；「秘

密」、「専有」等の表示が付いているすべての

情報。売主は、これらの秘密情報はすべて、

買主の所有財産であり続け、開示されてはな

らず、適用ある注文書に基づく売主の履行の

目的のためにのみ使用され、また、買主の求

めに応じて速やかに返却されなければならな

いことに、同意する。当該注文書（その画像、

記述又はサンプルを含む）に関するいかなる

公表も、買主の書面による事前の承認が得ら

れた場合を除き、禁止される。 

17. 製造工程又は製造方法の変更 

売主は、適用ある注文書に基づく売主の履行

期間中、買主の書面による同意なく製造工程

又は製造方法の変更を生じさせないことに同

意する。さらに、売主は、製造工程又は製造

方法に加えようとする一切の変更を、当該変

更を検討する合理的機会を与えるに十分な期

間前もって、買主に対して通知することに、

同意する。 

18. 責任の限定 

(a) 買主は、契約、保証違反、過失、不法行為、

又は無過失責任のいずれから生じるかにか

かわらず、その特別損害、付随的損害、間接

損害、派生的損害又は収益逸失について責任

を負わないものとし、当該損害が生じる可能



性を売主に対して通知済みである場合でも、

同様とする。 

(b) いかなる場合も、買主が売主に対して負

う責任は、当該注文書に表示されている係争

製品又はサービスに適用される売買価格を

超えないものとする。 

(c) 売主は、本条に定める責任限定は、慎重に

検討された危険負担の配分を表明するもの

であることに、同意する。 

19. 通知 

本約款に基づいてなされ又は送達されるすべ

ての通知は、適用ある注文書の表面に表示さ

れる所在地において受領された時点で効力を

発する。ただし、買主への通知に関しては、

権限を委任されている買主の買付代理店及び

買主の注文番号が記載されることを条件とす

る。 

20. 準拠法の選択 

書面により別途合意する場合を除き、注文書

から又は注文書に関して生ずる紛争は当該注

文書に基づき製品及びサービスを受領する買

主が設立された法域の法律に準拠する。当事

者は国際物品売買契約に関する国際連合条約

は本約款に適用されないものとすることに合

意する。 

21. 合意管轄；弁護士報酬 

買主及び売主はここに、適用ある注文書から

生じる一切の訴訟において、当該注文書に基

づき製品及びサービスを受領する買主が設立

された法域の裁判所の管轄に服し、かつ、こ

れに対する裁判籍に関する一切の異議を放棄

する。当該注文書に関係し又は本注文書から

生じる一切の訴訟又は手続において勝訴した

当事者は、自己に発生した弁護士の合理的な

報酬及び経費を相手方より回収することがで

きる。 

22. 可分性 

適用ある注文書のいずれかの部分が無効又は

執行不能と判断された場合、当該部分は、元

の規定と可能な限り同一の経済的効果を達す

るように変更されるものとし、当該注文書の

残りの部分は完全に有効であり続けるものと

する。 

23. 譲渡 

買主は、適用ある注文書又は当該注文書に基

づく権利若しくは義務を、売主への書面での

通知のうえで譲渡することができる。売主は、

買主の書面による事前の承諾を得た場合を除

き、いかなる注文書又は同注文書に基づくい

かなる権利若しくは義務をも譲渡することは

できない。 

24. 輸出 

売主は、製品を合衆国から又は当該製品が納

入される国から輸出するうえで合衆国又はい

ずれかの外国政府からの承認が必要か否かを、

当該製品の納入前に書面をもって買主に通知

するものとする。売主は、かかる輸出承認を

得るために買主が必要とするすべての情報を

買主に提供するものとする。 

25. 保険 

売主は、売主の従業員、代理人又は下請業者

が買主の施設において遂行することのある適

用ある注文書に基づく作業中における人身傷

害又は物的損害を予防するために合理的に必

要な措置を講ずるものとし、また、売主は、

かかる売主の従業員若しくは代理人の作為若



しくは不作為から直接若しくは間接に生じる、

又はこれを原因とする全ての損失、責任、請

求及び損害について買主を防御し、補償し、

免責するものとし、また、売主は、上記の危

険及びかかる請求から買主を守るため、いか

なる場合も事業者賠償責任保険、自動車保険、

労働災害補償保険及び専門職業人賠償責任保

険を含む保険に加入し、これを維持するもの

とする。 

26. プライバシー及びデータの保護 

売主は、適用ある注文書及び本約款に基づく

売主の業務を対象とする全ての適用あるプラ

イバシー及びデータの保護に関する法令を遵

守することに同意する。「プライバシー及びデ

ータの保護に関する法令」とは、EU一般デー

タ保護規則（GDPR）を含む（但し、これに限

られない。）、プライバシー、データの保護、

サイバー・セキュリティ及び個人情報に関す

る全ての国内及び国際的な法律、ルール、規

則、ベスト・プラクティス及び規制指針を総

称する。「個人情報」はプライバシー及びデー

タの保護に関する法令における当該用語又は

これに類似する用語の意味を有するものとす

る。さらに、売主は、(a) 売主の従業員及び下

請業者が本項を遵守することにつき責任を負

うものとし、(b) 買主の個人情報に対して売

主の従業員及び／又はその下請業者が本約款

に基づく売主の履行の一環としてアクセスす

る場合において、買主の個人情報の安全性、

正確性、質及び適法性につき責任を負うもの

とし、かつ、(c) 売主の従業員及び下請業者が

買主の個人情報にアクセスすることができる

範囲に適切な制限を設定するものとする。 
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