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ハ イ ペ ップ研究所 代理店様 お取 引規定
制定 2002年 4月 1日
ハ イペップ研究所から購入し、最終ユーザー様 へ販売する業者様を
「ハイペップ研究所代理店」と規定します。
汎用品と受託業務 (非 汎用品)と は販売形態を区別します。

<初 回 お取 引 に 関 して >
①

御支払条件 :初 回の支払いは前金にてお振込みとなります。支
払 いは、通貨で、現金による弊社指定の口座振込です。振込に
際し、お振込み側での諸費用 (手 数料・郵送料・それに拘わる電
話ファックス料金 )な どは、すべ てお振込側 のご負担です。手形
による支払・現金授受は、お受けできません。

② 2回 目以降の取引に関しては、以下の代理店様お取引規定に従
います。

<一 般 代 理 店様 お取 引規 定 >
① 汎用品に関する代理店様仕切り価格
代理店様の仕切に関しては、前年度実績を考慮し、当年度仕切率を
決定させていただきます。また仕切率は、売上金額だけでは単価が
異なり公平性に欠けるため、個数・回数などの要素も加味させていた
だきます。
商品は、機器装置類・試薬類・器具消耗品類に区分しております。商
品毎に仕切率が異なります。
② お見積価格
ハイペップ研究所からのお見積価格は、お見積御請求者様へ直接提
示します。価格は、ハイペップ研究所へ の"正 味入金価格"で す。後 日、
別途二次代理店様等が参画・仲介した場合も原則として見積価格や、
すでに出荷した物品の価格の変更は行いません。ただし、通常お取
引の代理店様の仕切 率が見積もりを下回る場合は仕切率が優先さ
れます。注文量が多く、金額が大きくなった場合、スポットでは無い大
量継続ご購入や代理店様側で買い取り在庫を保有される場合は別
途、都度契約で納入価格を決定いたします。
受託研究・コンサルティングなど、特に秘守契約が介在する場合は、
汎用品とはいたしません。
③ 送品関連料金
日本国内に限り、消費税別で1万 円以上のお買い上げの場合は、梱
包手数料 、梱包材料費、送料ともにハイペップ研究所 が負担します。
それ以外の場合で 20リ ットル以下、10 kg以 下の品物に関しては
1000円 (消 費税別)を 商品代金に加算させていただきます。
環境保護、省エネ、資源保護等のため、梱包材料 は機能する限 り、
再利用させていただいております。到着開梱後の廃棄梱包材料のお
引き取りはいたしません。
海外向けは実費と梱包手数料 (英 語で pacttng and handling feeと
称する)と を別途カロ算させていただきます。金額は梱包の難易度に応
じて決定いたします。顧客側 FedExア カウントで無料の特定梱包材
料を使用する場合は一律 1500円 とさせていただきます。
④ 据え付け、現地説明
弊社商品の価格設定には据付・現地説明に係る諸費用は入れてお
りません。装置機器類の 顧客先での据付、取り扱い説明 は別途、
費用請求をさせていただきます。当該作業費の算出基準は研究員の
人件費 ( 技術料"と 記します)、 必要な交通費・宿泊費、使用する試薬
消耗品等は実費の合計です。
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⑤ 受託業務
メニュー上 にある項 目のご注文 は (受 託研究・コンサル 業務 とは区
別)個 別に秘密保持契約は締結せず、弊社の規定の様式を使用しま
す。
⑥ 国内お支払い条件
当月末締め (そ れ以外の場合は、最初のお取引の前に取り決めさせ
ていただきます。)翌 月末までのお支払い、あるいは、納品後 30日 以
内のどちらかといたします。

1ケ 月以上の遅れは商法に基づく遅延料を加算する場合があります。
お支払いは、通貨で弊社指定の銀行 日座振り込みといたします。振
り込みに関する諸費用 (手 数料、郵送料、それ に拘わる電話・ファック
ス料金 )等 はすべて、お振 り込みをされる側のご負担といたします。
手形による支払・現金授受はお受けいたしません。また、振込手数料
を差し引いての振込があった場合は、後 日差し引かれた振込手数料
の金額を別途請求させていただきます。売買は上記条件をお支払い
側が受諾された場合に成立いたします。

<そ の他 >
①

海外取 引

原 則 net 30 daysが 支 払 期 限 です が down

payment,advance paymentが 発生する こともあ ります。外国か
らの入金に関 しては、当該国での銀行手数料は送金者様の ご負担、
日本国内での銀行手数料は、弊社か らの見積 も り、請求時に加算
させて いただきます。なお海外お取引も日本円による見積 ・請
求・入金です。
② 出荷、デ リバ リー 最速 をモ ッ トー といた しますが、納期 日
ご指定のない場合は、毎週月・木曜 日に出荷 いた します。特に

50万 円をこえる場合には宅配の荷物番号 を emai!で 顧客/代 理店
様に ご連絡いた します。商品あるいは受託によるサ ンプル等は ご
指定の場所へ お届 けいた します。
必要最低限のサイズのポ リ袋に入れ
③ 化合物・試薬の梱包
その周 りにシ リカゲルを入れます。液体については別途専用容器
に入れます。梱包は弊社規定によ ります。ペ プチ ドなど化合物は
冷蔵、冷凍宅配 を使い分 けます (原 則 と して固相担体は冷蔵、ペ
プチ ド・ 化合物は冷凍です)。 化合物のなかには湿気、熱、紫外
線、などに安定では無い物もあ ります。中の梱包には十分注意を
払 つてお送 りしますので、到着後は外装に表示 してある扱いをお
願 い します。特に、真夏時、冷蔵、冷凍による配送品は、お届け
場所が資材部 あるいは代理店様の場合、エ ン ドユーザー様受領ま
での間の保管・運搬には特に注意 をお願 い します。また、特にサ
ンプルが不安定、扱 いに特別の注意が必要な場合等は、別途直接
エ ン ドユーザー様にご連絡 します。なお、ご指示無 き場合は、デ
ー タや納品請求書 はサ ンプル とともに梱包 いた しますので開封
時に ご注意いただきますようお願 い致 します。
初回の取引時に取引規定をハ イペ ップ研究所サ
④ その他
イ ト (URL下 記)で ご確認 くだ さい。受託合成研究解析な どは一
般受託規定を初回受注のお見積も りとともに顧客・代理店様 へ提
出 しご了解 をいただきます。代理店様用お取引規定は別途 PDF
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