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HARDWARE SALES TERMS  ハードウェア販売約款  

Version Japan 2019.7.15   日本用 2019 年 7 月 15 日版  
These Hardware Sales Terms apply to any quote, order, and order 
acknowledgment, and any sale or delivery of hardware by KLA Corporation, 
One Technology Drive, Milpitas, California 95035 (“KLA”) to any acquirer 
(“Customer”). KLA does not accept, expressly or impliedly, and KLA hereby 
rejects, any additional or different terms or conditions that Customer 
presents, including but not limited to, any terms or conditions contained or 
referenced in any order, acceptance, acknowledgment, or other document, 
or established by trade usage or prior course of dealing, unless KLA 
expressly and unambiguously agrees to such terms and conditions in a duly 
signed writing. By ordering, receiving, accepting or using products or 
otherwise proceeding with any transaction after receipt of these Hardware 
Sales Terms or after otherwise being notified that such transactions are 
subject to these Hardware Sales Terms, Customer agrees to these 
Hardware Sales Terms and KLA’s General Terms and Pre-installed 
Software License Terms, which are incorporated by reference herein and 
are either attached hereto, or available at www.kla.com/terms, or on 
request.  

この「ハードウェア販売約款」は、ハードウェアの一切の見積書、注文書

及び注文請書、並びにカリフォルニア州 95035 ミルピタス、ワン・テク

ノロジー・ドライブ所在の KLA Corporation（以下「KLA」といいます）

によるすべての調達者（以下「お客様」といいます）に対するハードウェ

アの販売又は引渡しに適用されます。適式に署名された書面において

「KLA」が、当該条件に明示的且つ明白に同意しない限り、「KLA」は、

「お客様」が提示するいかなる付加的又は異なる条件（注文書、受諾書、

注文請書、その他の文書に記載され若しくはかかる文書中で言及されてい

るか、又は取引慣行若しくは過去における取引過程によって設定される条

件を含みますが、これらに限りません）も、明示又は黙示にも受け入れ

ず、「KLA」は、かかる一切の条件をここに排除します。この「ハードウ

ェア販売約款」の受領後に又は当該取引がこの「ハードウェア販売約款」

の適用を受けることを知らされた後に、製品を注文、受領、受入れ若しく

は使用し又は取引を遂行することによって、「お客様」は、この「ハード

ウェア販売約款」、並びに言及によって本約款に組み込まれ且つ本約款に

添付されているか又は www.kla.com/terms において若しくは請求により

入手できる「KLA」の「総合約款」及び「プレインストールソフトウェア

に関する使用許諾約款」に、同意することになります。  

1. DEFINITIONS AND SCOPE  １.  定義及び適用範囲  

The definitions in KLA’s General Terms shall apply. These Hardware Sales 
Terms apply to  
(i) Hardware; (ii) Software pre-installed, or to be installed on any Hardware 
(other than Third Party Products); and (iii) Work Product created by KLA 
under these Hardware Sales Terms. Software and Work Product covered 
by these Hardware Sales Terms are additionally governed by KLA’s 
Preinstalled Software License Terms. Computer programs that are to be 
installed on Third Party Products are governed by KLA’s Standalone 
Software License Terms, which are available at www.kla.com/terms or on 
request. Work Product provided by KLA under separate services 
arrangements (including, but not limited to, maintenance services, time & 
materials services, or fixed fee services) is governed by the applicable KLA 
services terms.  

「KLA」の「総合約款」における定義が適用されるものとします。この

「ハードウェア販売約款」は、(i)「ハードウェア」、(ii)「ハードウェア」

に予めインストールされているか又は「ハードウェア」にインストールさ

れるべき「ソフトウェア」（「第三者製品」は除きます）、並びに(iii) こ
の「ハードウェア販売約款」に基づいて「KLA」が作成した「作業成果

物」に適用されます。この「ハードウェア販売約款」の対象とされる「ソ

フトウェア」及び「作業成果物」は、本約款に加えて「KLA」の「プレイ

ンストールソフトウェアに関する使用許諾約款」にも準拠します。 
「第三者製品」にインストールされるべきコンピュータプログラムは、

www.kla.com/terms おいて又は請求により入手できる「KLA」の「スタン

ドアローンソフトウェア使用許諾約款」に準拠します。別途締結されるサ

ービス提供の取決め（保守サービス、タイム＆マテリアルサービス又は定

額料金サービスを含みますが、これらに限りません）のもとで「KLA」が

提供する「作業成果物」は、該当する「KLA」のサービス約款に準拠しま

す。  

2. DELIVERY AND ACCEPTANCE  ２. 引渡し及び受入れ  

2.1 Delivery. KLA will deliver all Products Ex Works (Incoterms 2010), KLA’s 
premises. Customer is solely responsible for obtaining, and arranging for, 
appropriate insurance coverage and transportation arrangements with 
respect to the Products and to file any claims with the carrier. Transportation 
must be via air ride suspension enclosed van or, if specified by KLA, via 
temperature controlled air-ride van. Risk of loss on Hardware passes to 
Customer on the Delivery Date. Title to Hardware passes to Customer (a) 
with respect to Hardware shipped from Belgium to a destination outside the 
European Union, at the moment that the Hardware has left the territory of 
the European Union and (b) with respect to all other Hardware shipments, 
on the Delivery Date. Customer acknowledges and agrees that KLA (i) is 
not obligated to provide Software in source code form; and (ii) does not 
transfer ownership or title to any Software, Documentation, Work Product, 
or any Intellectual Property (KLA only grants limited, non-exclusive licenses 
as specified in KLA’s Preinstalled Software License Terms). Partial and 
installment shipments are authorized.  

2.1 引渡し  「KLA」は、「KLA」の構内を引渡地とする工場渡し条件 
（2010 年版インコタームズ）で、すべての「製品」を引き渡します。

「製品」に関する付保及び輸送手段を確保・手配すべき責任、並びに運送

業者に対して請求をすべき責任は、「お客様」が単独で負います。輸送

は、エアサスペンションが搭載されているトラックによるか、又は

「KLA」が指定する場合には温度調節機能付きエアライドバンによるもの

とします。「ハードウェア」の危険負担は、「引渡日」に「お客様」に移

転します。「ハードウェア」の所有権は、（ａ）ベルギーからＥＵ外の目

的地へ輸送されるハードウェアに関しては、ハードウェアがＥＵの領土を

離れた瞬間に、（ｂ）その他のハードウェアの輸送に関しては、「引渡

日」に「お客様」に移転します。「KLA」は、(i)「ソフトウェア」をソー

スコード形式で提供すべき義務を負わず、また(ii)「ソフトウェア」、「ド

キュメント」、「作業成果物」又は「知的財産」に対する所有権又は権原

を譲渡しないことを、「お客様」は了解します。（「KLA」は、「KLA」
の「プレインストールソフトウェアに関する使用許諾約款」において定め

る通り限定的な非独占的ライセンスを与えるにすぎません。）分割積み出

しが許されるものとします。  

http://www.kla.com/terms
http://www.kla.com/terms
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2.2 Hardware Inspection and Uncrating. Immediately upon receipt of the 
Products, Customer shall (i) uncrate and visually inspect the Hardware; and 
(ii) notify KLA in writing of receipt of the Hardware and any abnormalities 
that Customer notes. Customer shall ensure that a KLA representative is 
present and is permitted to supervise the uncrating and inspection of the 
Hardware. If Customer fails to comply with this Section 2.2, Customer shall 
be deemed to have waived its rights to claim incorrect or incomplete delivery 
or packaging and any warranty rights.  

2.2 「ハードウェア」の検査及び開梱  「お客様」は、「製品」の受領後

直ちに、 (i)「ハードウェア」を開梱し且つ「ハードウェア」の肉眼検査

をするものとし、また、(ii)「ハードウェア」を受領した旨及び「お客

様」が気づいた一切の異常を「KLA」に対し書面にて通知するものとしま

す。「お客様」は、「KLA」の代表者が「ハードウェア」の開梱及び検査

に立ち会い、「ハードウェア」の開梱及び検査を監督することができる 
ようにするものとします。「お客様」が本項を遵守しない場合、「お客

様」は、納品又は梱包の誤り又は不完全性を主張する権利及び保証に基づ

く一切の権利を放棄したとみなされるものとします。  

2.3 Installation and Acceptance Testing. Upon completion of the installation, 
KLA shall notify Customer when the Products are ready for acceptance 
testing. Customer shall enable KLA to perform acceptance testing of the 
Products and, without limiting the foregoing, shall provide KLA with on-site 
and remote access to the Products (and any related hardware or software) 
for such acceptance testing. At Customer’s request, a Customer 
representative may attend KLA’s acceptance testing. Via acceptance 
testing, KLA shall determine whether the Products conform to the mutually 
agreed performance requirements (“Acceptance Criteria”). Further details 
about pre-shipment factory testing and postinstallation field testing are 
contained in KLA’s testing guidelines and other policies, which are available 
at www.kla.com/terms or on request. If the acceptance testing demonstrates 
that the Acceptance Criteria are met, KLA shall provide Customer with a 
written summary of the results of the acceptance testing (“Test Results”) 
following the completion of the acceptance testing procedure.  

2.3 インストール及び受入れ試験  インストールが完了したら、「KLA」
は、「製品」はいつ受入れ試験の準備ができるかを「お客様」に通知する

ものとします。「お客様」は、「KLA」が「製品」の受入れ試験を行える

ようにするものとし、また、（前記が制限されることなく）受入れ試験の

ために「製品」（及び関連する一切のハードウェア又はソフトウェア）へ

の現場アクセス及び遠隔アクセスの機会を「KLA」に与えるものとしま

す。「お客様」の要請があれば、「お客様」の代表者は、「KLA」による

受入れ試験に立ち会うことができます。受入れ試験を通じて「KLA」は、

相互に合意された性能要件（以下「合格基準」といいます）に「製品」が

適合しているか否かを判断するものものとします。出荷前の工場試験及び

インストール後の現場試験に関する詳細は、www.kla.com/terms おいて又

は請求により入手できる「KLA」の試験ガイドラインその他の方針書に記

載されています。「合格基準」が満たされていることが受入れ試験によっ

て示された場合、「KLA」は、受入れ試験手順の完了後、受入試験の結果

（以下「試験結果」といいます）の概要書を 
「お客様」に提出するものとします。  

2.4 Express Acceptance or Rejection. If the Products materially conform to 
the Acceptance Criteria, Customer shall sign a written acceptance 
statement (i) at the end of the acceptance testing procedure; or (ii) if no 
Customer representative attends the acceptance testing procedure, within 
ten (10) days after Customer’s receipt of the Test Results. If any Product 
materially fails to conform to the applicable Acceptance Criteria, then 
Customer shall promptly provide KLA with a reasonably detailed written 
description of the perceived non-conformance (“Rejection Notice”). If KLA 
receives a justified Rejection Notice within ten (10) days after Customer has 
received the Test Results, KLA shall use commercially reasonable efforts to 
remedy the non-conformance and repeat the acceptance testing process 
per Section 2.3 (Installation and Acceptance Testing) and this Section 2.4.  

2.4 合格又は不合格との明示的判定  「製品」が「合格基準」に実質的に

適合している場合、「お客様」は、(i)受入れ試験手順の終わりに、又は 

(ii)（「お客様」の代表者が受入れ試験に立ち会わないときには）「お客

様」による「試験結果」の受領後１０日以内に、合格判定書に署名するも

のとします。「製品」が「合格基準」に実質的に適合していない場合、

「お客様」は、「合格基準」に適合していないと認められる点を合理的な

程度詳細に記述した書面（以下「不合格通知」といいます）を、「KLA」
に対し速やかに提出するものとします。「お客様」が「試験結果」を受領

した後１０日以内に「KLA」が正当な「不合格通知」を受領した場合、

「KLA」は、不適合点を是正し且つ前項（インストール及び受入れ試験）

並びに本項に従って受入れ試験プロセスを繰り返すべく商業上合理的な努

力を払うものとします。  
2.5 Deemed Acceptance. In the absence of an express acceptance, 
Customer shall be deemed to have accepted a Product upon the earlier of 
(i) payment, without reservation, of any amounts with respect to the Product; 
(ii) ten (10) days after Customer’s receipt of the Test Results, unless KLA 
receives a Rejection Notice within such period; or (iii) use of the Product for 
any purpose other than testing as necessary in order to determine 
conformance to the applicable Acceptance Criteria.  

2.5 みなし合格  合格との明示的判定がなかった場合、「お客様」は、次

のうち も早い時点で、「製品」を合格と判定したとみなされるものとし

ます：(i)当該「製品」に関する金額が、留保条件なしに支払われた時点、

(ii)「お客様」が「試験結果」を受領してから１０日後（但し、「KLA」が

この期間内に「不合格通知」を受け取った場合を除きます）、(iii)適用さ

れる「合格基準」との適合を判断するために必要な試験以外の目的のため

に当該「製品」が使用される時点。  
2.6 Training Credits. In connection with sales of Hardware, KLA may grant 
training credits, which Customer can redeem for certain training courses 
within twelve (12) months after the Delivery Date.  

2.6 トレーニングクレジット  「ハードウェア」の販売に関連して「KLA」
は、トレーニングクレジットを与えることができます。「お客様」は、

「引渡日」の後１２ケ月以内に、かかるクレジットを使って特定のトレー

ニングコースを受講することができます。  
3. PAYMENT. Customer shall pay (i) ninety percent (90%) of the contract 
price thirty (30) days after the Delivery Date and (ii) ten percent (10%) of the 
contract price fifteen (15) days after express acceptance or deemed 
acceptance in accordance with Section 2.5 (Deemed Acceptance), 
whichever occurs earlier. Payment shall be made in accordance with the 
General Terms.  

３. 支払い  「お客様」は、(i)「引渡日」の３０日後に契約価格の９０パ

ーセントを支払うものとし、(ii) 明示的な合格判定と前条第 ５項（みなし

合格）に基づくみなし合格のうちいずれか早く起こった方の１５日後に、

契約金額の１０パーセントを支払うものとします。支払いは、「総合約

款」に従って行われるものとします。  

4. CANCELLATION. Prior to shipment, Customer may unilaterally cancel 
any delivery of Products under these Hardware Sales Terms with written 
notice to KLA and upon payment of cancellation charges as follows: If KLA 
receives Customer’s cancellation notice  

４. キャンセル  積出し前であれば、「お客様」は、以下の通りキャンセ

ル料を支払って、この「ハードウェア販売約款」に基づく「製品」の引渡

しを「KLA」への書面での通知により一方的にキャンセルすることができ

ます。  

http://www.kla.com/terms
http://www.k-t.net/ts%26cs.html
http://www.k-t.net/ts%26cs.html
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(a) within 60 days of the scheduled shipment date, cancellation charges shall 
be 80% of the applicable fees.  

(a) 積出し予定日の前６０日以内に「KLA」が「お客様」のキャンセル通

知を受領する場合には、キャンセル料は、適用される価格の８０パーセン

トとします。  
(b) more than 60 days, but less than 90 days of the scheduled shipment 
date, cancellation charges shall be 60% of the applicable fees.  

(b) 積出し予定日の６１日以上前から９０日未満前までの間に「KLA」が

「お客様」のキャンセル通知を受領する場合には、キャンセル料は、適用

される価格の６０パーセントとします。  

(c) 90 days or more, but less than 150 days of the scheduled shipment date, 
cancellation charges shall be 40% of the applicable fees.  
 
 
(d) 150 days or more of the scheduled shipment date, cancellation charges 
shall be 20% of the applicable fees.  

(c)  積出し予定日の９０日以上前から１５０日未満前までの間に「KLA」
が「お客様」のキャンセル通知を受領する場合には、キャンセル料は、適

用される価格の４０パーセントとします。  
 
(d)  積出し予定日の１５０日以上前に「KLA」が「お客様」のキャンセル

通知を受領する場合には、キャンセル料は、適用される価格の２０パーセ

ントとします。  

5. RESCHEDULING. Customer may request once in writing that KLA 
postpone shipment up to sixty (60) days after the scheduled shipment date 
provided that (i) Customer compensates KLA for any resulting costs 
(including but not limited to storage costs); (ii) KLA receives Customer’s 
written request at least sixty (60) days prior to the scheduled shipment date; 
(iii) if Customer subsequently to postponing shipment in accordance with 
this Section 5 cancels shipment in accordance with Section 4 (Cancellation), 
the scheduled shipment date shall be the original shipment date and not the 
rescheduled shipment date for purposes of determining the cancellation 
charges.  

５. 日程変更  「お客様」は、「KLA」が積出し予定日後 長 60 日を限度

として積出しを延期することを、書面により 1 度だけ要請することがで

きます。但し、次の通りとします：(i)「お客様」が、その結果として生じ

る費用（保管費用を含みますが、これに限りません）を「KLA」に対し補

償することを条件とします。(ii)「KLA」が、積出し予定日の少なくとも６ 
０日前に「お客様」の書面での要請を受け取ることを条件とします。(iii) 
「お客様」が、本条に従って積出しを延期した後、前条（キャンセル）に

従って積出しをキャンセルする場合、キャンセル料の算定にあたっては、

積出し予定日は、日程変更後における積出し予定日ではなく当初の積出し

予定日とします。  

6. LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER  ６.  限定的保証及び免責  

6.1 Limited Warranty. KLA warrants that on the Delivery Date and on the 
date of express acceptance or deemed acceptance in accordance with 
Section 2.5 (Deemed Acceptance), whichever occurs earlier, the Products 
substantially conform to the specifications in the applicable Documentation, 
subject to the following limitations and exclusions:  

6.1  限定的保証  「引渡日」に、また、明示的な合格判定と第２条第 
５項（みなし合格）に基づくみなし合格 のうちいずれか早く起こった方

の日に、「製品」は、以下の制限及び除外事項を除き、適用される「ドキ

ュメント」に記載されている仕様に実質的に合致していることを、

「KLA」は保証します。  

6.1.1 Excluded Causes. Customer has no warranty rights with respect to 
defects or non-conformities caused by (i) use of the Products with hardware 
or software that was not expressly specified in writing by KLA as suited for 
use with the Products; (ii) Customer’s failure to follow KLA’s operating 
instructions; (iii) failure to implement all updates, upgrades, and other new 
releases of Software made available to Customer; (iv) changes to the 
Customer environment, in which Products were installed; (v) acts or 
omissions of persons other than KLA or its authorized representatives; (vi) 
installation or maintenance of Products by someone other than KLA or 
persons certified by KLA; (vii) abuse, use at an unsafe or not suitable site, 
unusual physical or electrical stress; (viii) any relocation of Products without, 
or not in accordance with, a prior written authorization by KLA; or (ix) Force 
Majeure conditions as defined in KLA’s General Terms.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2 Consumables and Modifications. Customer has no warranty rights with 
regard to any (i) consumable Products or parts thereof (e.g., Products or 
parts with an expected useful life of less than ninety (90) days, such as 
lamps, lasers, fuses, detectors, and batteries); (ii) Products that have been 
modified by someone other than KLA, unless such modifications were 
directed or approved by KLA in writing and made in conformance with all 

6.1.1  除外事由  「お客様」は、以下に掲げるいずれかの事由に起因する

瑕疵又は不適合に関しては、保証に基づくいかなる権利も有さないものと

します：(i)「製品」とともに使用するのに適していると「KLA」が書面に

て明示的に指定していないハードウェア又はソフトウェアとともに「製

品」が使用されること、(ii)「お客様」が「KLA」の操作指示に従わないこ

と、(iii)「お客様」が利用可能なすべての「ソフトウェア」のアップデー

ト版、アップグレード版、その他の新規リリース版を実行していないこ

と、(iv)「製品」がインストールされた「お客様」の環境に加えられた変

更、 (v)「KLA」若しくは授権されているその代理人以外の者の作為又は

不作為、(vi)「KLA」若しくは「KLA」によって認定されている者以外の

者による「製品」の取付け、インストール若しくは保守、(vii) 誤用、安全

でない若しくは適当でないサイトでの使用、異常な物理的若しくは電気的

な圧力、(viii)「KLA」による書面での事前許諾なしに行われ、若しくは

「KLA」による書面での事前許諾に従わずに行われる「製品」の移転、又

は(ix) 「KLA」の「総合約款」において定義されている「不可抗力」状

態。  
 
6.1.2  消耗品及び改変  「お客様」は、保証に基づくいかなる権利をも、

以下に掲げる物品に関して有さないものとします： (i)消耗品たる「製品」

若しくはその部品（例：ランプ、レーザー、ヒューズ、検知器、バッテリ

ーなど、予想耐用寿命が９０日未満である「製品」若しくは部品）、(ii)
「KLA」以外の者によって改変されている「製品」（当該改変が「KLA」
により書面をもって指図若しくは承諾されており、且つ、当該書面におい 
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specifications and instructions provided in such writing; or (iii) Products that 
KLA modified in accordance with Customer’s request, specifications, or 
instructions, unless KLA agrees in a duly signed writing that the modified 
Products shall be covered by the limited warranty specified in Section 6.1 
(Limited Warranty).  

て与えられたすべての仕様及び指図に従って行われた場合は除きます）、

又は(iii)「お客様」の要請、仕様若しくは指図に従って「KLA」が改変し

た「製品」（改変された後における当該「製品」は本項（限定的保証）に

定める限定的保証の対象とされることに、「KLA」が、適式に署名された

書面において同意する場合は除きます）。  

6.1.3 No Warranties for Revisions. KLA does not extend any warranties 
under these Hardware Sales Terms for hardware and software revisions 
provided under KLA’s Hardware Maintenance Terms. Any warranties for 
such hardware and software revisions are exclusively and finally provided 
for under KLA’s Hardware Maintenance Terms.  

6.1.3  リビジョン版に関する保証の否認  「KLA」は、この「ハードウェ

ア販売約款」に基づく保証を、「KLA」の「ハードウェア保守約款」に基

づいて提供されるハードウェアリビジョン版及びソフトウェアリビジョン

版には適用しません。かかるハードウェアリビジョン版及びソフトウェア

リビジョン版に関する保証は、「KLA」の「ハードウェア保守約款」のも

とで排他的且つ終局的に定められています。  

6.1.4 No Warranty for Third Party Products. KLA does not extend any 
warranties and KLA disclaims all responsibilities for Third Party Products. If 
a manufacturer or supplier of Third Party Products makes any 
documentation providing for an end-user warranty available to KLA, then 
KLA shall forward such documentation to Customer.  

6.1.4  「第三者製品」に関する保証の否認  「KLA」は、いかなる保証も 
「第三者製品」に対して適用せず、「第三者製品」についてのすべての責

任を否認します。「第三者製品」の製造元又は供給者が、「KLA」が受け

ることのできるエンドユーザー保証を定めているドキュメントを作成する

場合、「KLA」は、かかるドキュメントを「お客様」に提供するものとし

ます。  

6.1.5 Refurbished Parts and Prior Testing. Hardware may incorporate 
reconditioned or refurbished parts or subassemblies and may have been 
used in testing prior to sale.  

6.1.5  改修部品及び事前試験  「ハードウェア」には、再生又は改修され

た部品又は部品組立品が組み込まれていることもあります。また、販売前

の試験において「ハードウェア」が使用されたということもあり得ます。  

6.2. Exclusive Remedies. If a Product materially fails to conform to the 
limited warranty set forth in Section 6.1 (Limited Warranty), KLA shall, at its 
sole discretion (i) repair or replace the non-conforming Product to remedy 
the non-conformity identified by Customer in accordance with Section 6.3 
(Warranty Period); or (ii) refund to Customer the amounts paid for the 
Product in exchange for return of the non-conforming Product, in which case 
all licenses granted to Customer under the Pre-Installed Software License 
Terms shall be automatically revoked. Customer hereby transfers to KLA 
title and ownership of any parts that KLA replaces at Customer’s request. 
THE REMEDIES EXPRESSLY PROVIDED IN THIS SECTION 6.2 WILL BE 
CUSTOMER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES AND SHALL BE IN 
LIEU OF ANY OTHER RIGHTS OR REMEDIES CUSTOMER MAY HAVE  
AGAINST KLA WITH RESPECT TO ANY NON-CONFORMANCE OF 
PRODUCTS.  

6.2  排他的救済  ある「製品」が、前項（限定的保証）に記載する限定的

保証に実質的に適合していない場合、「KLA」はその単独の裁量で、次の

うちいずれかのことをするものとします： (i) 次項（保証期間）に従って

「お客様」により特定された不適合を是正するため、前項記載の限定的保

証に適合していない「製品」を修理し若しくは交換すること、又は(ii) 前
項記載の限定的保証に適合していない「製品」の返品と引き替えに、当該

「製品」について支払われた金額を「お客様」に払い戻すこと（この場

合、「プレインストールソフトウェアに関する使用許諾約款」のもとで

「お客様」に与えられたすべてのライセンスが、自動的に取り消されま

す）。「お客様」は、「お客様」の要請に基づき「KLA」が交換する一切

の部品に対する権原及び所有権を、「KLA」に対しここに譲渡します。本

項に明示的に定める救済は、「お客様」に与えられる唯一の且つ排他的な

救済であり、「製品」の不適合に関して「お客様」が「KLA」に対して有

し得る他の一切の権利又は救済手段に代わるものとします。  

6.3. Warranty Period. The warranty period shall be one (1) year, beginning 
upon express acceptance or deemed acceptance in accordance with 
Section 2.5 (Deemed Acceptance, whichever occurs earlier. For Products 
that KLA repairs or replaces pursuant to Section 6.2 (Exclusive Remedies) 
and any parts that KLA incorporates into repaired Products or sells to 
Customer separately, the warranty period shall be ninety (90) days 
beginning on the date of Customer’s receipt of the repaired Product or part, 
as applicable; provided that such repaired Products or parts shall materially 
conform to the warranty standard set forth in Section 6.1 (Limited Warranty) 
on the Delivery Date. Customer shall have no warranty claims, unless KLA 
receives from Customer, during the warranty period (i) a written notice 
describing the warranty breach in reasonable detail (a “Warranty Claim”); 
and (ii) remote and physical access to the affected Products as well as 
information in sufficient detail to enable KLA to reproduce and analyze the 
failure.  
 
 
 
6.4 Costs and Procedure. If KLA receives a Warranty Claim in accordance 
with Section 6.1 (Limited Warranty), Section 6.3 (Warranty Period), and any 
procedure guidelines that KLA may publish or make available to Customer 
(“Warranty Guidelines”), KLA will not charge for any repair, replacement, 
error identification, or correction of the non-conforming Product, or for return 
shipment of any repaired Hardware to Customer, except for any costs that 
are caused by Customer’s relocation of the Hardware from the destination 
to which it was originally delivered by KLA. Customer must prepay freight 
and insurance charges for the return shipment of the non-conforming 
Product to KLA and will be reimbursed by KLA if the Warranty Claim meets 

6.3  保証期間  保証期間は、明示的な合格判定と第２条第５項（みなし合

格）に基づくみなし合格のうちいずれか早く起こった方から起算して 1 年
間とします。「KLA」が前項（排他的救済）に従って修理又は交換する 
「製品」、及び修理された「製品」に「KLA」が組み込むか又は「KLA」
が「お客様」に対し別途販売する部品については、保証期間は、修理済み

の当該「製品」又は場合により当該部品を「お客様」が受領した日から起

算して９０日間とします。但し、修理済みの当該「製品」、又は当該部品

が、「引渡日」に、本条第 1 項（限定的保証）に記載する保証基準に実

質的に適合している、ということを条件とします。「KLA」が保証期間中

に以下のものを「お客様」から受領しない限り、「お客様」は保証請求権

を有さないものとします：(i)保証の違反を合理的な程度詳細に記述した通

知書（以下「保証クレーム」といいます）、並びに (ii)対象とされる「製

品」への遠隔アクセス及び物理的アクセスをする機会、並びに当該不良を

「KLA」が再現及び分析するために十分詳細な情報。  
 
6.4  費用及び手続  本条第 1 項（限定的保証）、前項（保証期間）及び 
「KLA」が発行し又は「お客様」に利用可能にする手続ガイドライン（以

下「保証ガイドライン」といいます）に従って「KLA」が「保証クレー

ム」を受け取った場合、「KLA」は、「KLA」が「ハードウェア」を当初

納入した仕向先から「お客様」が当該「ハードウェア」を移転することに

よって生じる費用を除き、不適合「製品」の修理、交換、エラー把握若し

くは是正、又は修理済み「ハードウェア」の「お客様」への返送について

料金を請求しません。不適合「製品」を「KLA」に返品する際の発送に係

る運賃及び保険料は「お客様」に前払いしていただきますが、「保証クレ 
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the requirements of Section 6.1 (Limited Warranty), Section 6.3 (Warranty 
Period), and the Warranty Guidelines. If Customer’s Warranty Claim fails to 
meet any of the requirements of Section 6.1 (Limited Warranty), Section 6.3 
(Warranty Period), or the Warranty Guidelines, KLA’s then-current Time & 
Materials Services Terms (available on request) shall apply to any error 
identification or correction efforts, repair, replacement, and shipment costs 
by KLA and Customer shall compensate KLA accordingly on a time & 
materials basis at KLA’s then-current rates (available on request).  

ーム」が本条第 1 項（限定的保証）、前項（保証期間）及び「保証ガイド

ライン」の要求する事項を満たしている場合には、かかる運賃及び保険料

を「KLA」から「お客様」に払い戻します。「お客様」の「保証クレー

ム」が本条第 1 項（限定的保証）、前項（保証期間）又は「保証ガイドラ

イン」の要求するいずれかの事項を満たしていない場合には、その時点で

有効な「KLA」の「タイム＆マテリアル方式サービス約款」（これは、請

求によりお受け取りになれます）が、「KLA」による一切のエラー把握努

力又はエラー是正努力、修理、交換及び発送費に適用されるものとし、

「お客様」は、その時点で有効な「KLA」の料率（請求があればこれをお

知らせいたします）に従って、「KLA」に対してタイム＆マテリアル方式

で補償するものとします。  

6.5 Disclaimer. EXCEPT AS SPECIFIED IN SECTION 6.1 (LIMITED 
WARRANTY), KLA MAKES NO EXPRESS REPRESENTATIONS OR 
WARRANTIES WITH REGARD TO ANY PRODUCTS. TO THE MAXIMUM 
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, KLA DISCLAIMS ALL 
IMPLIED WARRANTIES AND REPRESENTATIONS INCLUDING, BUT  
NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT 
AND, WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, MAKES NO WARRANTY 
THAT ANY OF THE PRODUCTS WILL BE ERRORFREE OR THAT THEIR 
PERFORMANCE OR OPERATION WILL BE UNINTERRUPTED.  

6.5  免責  本条第 1 項（限定的保証）に記載するものを除き、「KLA」
は、いかなる「製品」に関する明示的ないかなる表明又は保証もいたしま

せん。「KLA」は、黙示的なすべての保証及び表明（商品性の保証 
（WARRANTIES OF MERCHANTABILITY）、特定の目的への適合性

（FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE）の保証、及び権利の非侵

害性（NONINFRINGEMENT）の保証を含みますが、これらに限りませ

ん）を、法律上許される 大限度まで排除します。前記が制限されること

なく、「KLA」は、「製品」にはエラーがないこと又は「製品」の動作若

しくは運転が中断されないことの保証をいたしません。  

7. PREVAILING LANGUAGE  7.  適用言語  

The English language version of these Hardware Sales Terms shall be 
controlling and legally binding in all respects and shall prevail in case of any 
inconsistencies.  

この「ハードウェア販売約款」の英語版があらゆる点において統制し且つ

法的拘束力を有するものとし、また、矛盾抵触がある場合には英語版が優

先するものとします。  

  


