一般 お取引規定

ハ イ ペ ップ研究所一般 お取 引規定
制定 2002年 4月 1日
ハイペップ研究所は 2002年 3月 29日 設立のバイオベンチャー企業
です。お取引に関しては以下の様に進めさせていただきますので、ご

)納

代理店様用は別途 お問合せ下さい°
① お見積価格

ハ イペップ研 究所からのお見積価格 は、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。
弊社 は特定 (指 定 )代 理店網をもつておりません。ハ イペップ研究所
から購入され 、最終 ユーザー様 へ販売する業者様 は「ハ イペップ研
究所代理店」と規定いたします。後から、別途に代理店様が参画・仲
介された場合でも原則として見積価格や、すでに出荷 した物品の価
格 の変更はできません。
注文量が多く、金額が大きくなつた場合、スポットでは無く大量継続購
入の場合は別途、都度契約で納入価格を決定します。
受託研究・コンサルティングなど、特に個別秘守契約の上で実施する
項 目は、汎用品ではありません。
② 納品関係 (梱 包・送品関連料金)
日本国内に限り、消費税別で可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いたしま
す。それ以外の場合で 20リ ットル以下、1 0kg以 下の品物に関しては

1000円

(消 費税別)を 商品に加算いたします。

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。
海外は実費と梱包手数料 (英 語で packing and handling feeと 称す
る)を 別途加算いたします。金額は梱包の難易度に応じて決定されま
す。顧客側運送業者のアカウントがある場合、弊社負担無しでも特定
梱包材料を使用する場合は一律 1500円 とします。
③ 据え付け、現地説明
装置機器類の 現地据え付け、説明費用 は別途料金です。
ただし商品によっては据付・調整・説明の金額が含まれているものも
有ります。
出張による請求 経費の算出基礎

:

お支払い条件は以下のいずれかを選んで頂きます。
月末締め、翌月末までの支払い

1)当

了解のほどをお願い申し上 げます。

人件 費は弊社規定額 、交通・宿

泊費は実費加算いたします。
④ 受託サービス
受託業務はすべて秘密保持の元で行われます。受託メニューにある
項 目のご注文 (個 別の受託研究・コンサル 業務とは区別します)は 個
別に秘密保持契約は締結 いたしません。弊社の規定の様式を使用さ
せていただきます (一 般受託規定ご参照)。
⑤ お支払い方法
お支払いは、通貨で弊社指定の銀行 日座振 り込みとします。振り込
みに関する諸費用 (手 数料、郵送料、それに関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御負担です。手形等による
支払・現金授受はお受けしません。また、振込手数料を差し引いての
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品後 30日 以内のお支払し
上記以外の場合は、2回 目からのお取引の前にお打ち合わせさせて
いただきます。ただし大学等科研費でのお支払いの場合は別途期限
を考慮する場合がございます。
お支払い遅れは、商法に基づく遅延料を加算する場合があります。
人のお客様 >登 記されていない団体、並びに個人のお客様は
すべて前金でお願 いします。

<個

⑥ ビジネスフィロソフイー
無駄な経費を一切省き、高品質な、使 いやすいものを、できるだけ早
く、できるだけ低価格でお客様にご提供いたします。価格設定やお支
払 いは「フェアー・クリアー」に実施することをモットーとします。
① その他
・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側の負担、また、日本
国内での銀行手数料は見積 も り、請求時に加算 します。ただ し、
弊社の主要取引銀行への直接入金の場合です。日本国内第二者金
融機関の ご利用は別途当該金融機関の手数料が必要です。なお基
本的に海外取引は日本円で見積 ・請求・入金 を行います。
・ 出荷、デ リバ リー

最速 をモ ッ トー といた しますが、納期 ご指
定のない場合は出荷 日を毎週月、木曜 日とします。商品あるいは
委託によるサ ンプル等は ご指定の場所へ お届 け します。重要な物
品、特に ご要望がある場合、50万 円を超える物品の場合には宅
配の荷物番号 を emallで お客様宛に連絡 いた します。

・化合物試薬の梱包 必要最低限のサイズのポ リ袋に入れその周
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 して国相担体 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、真夏等高温高湿時期、冷蔵、冷凍による配送 品の
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 ください。
・ 初 回の取 引時 にお取 引規 定 をハ イ ペ ップ研究所サ イ ト(URL
http:〃 hipep jp)で ご確 認 いただ きた く存 じます。初お取引のお見
積書 には[「 本件の御発注は弊社 お取引規定を承諾いただいたもの
ただきます 。
」の項 目を入れ る場合があ ります。 ご要
上埜型堕聾 ｀
望によって受話合成研究解析 などは一般受託規定 を初回受注の
見積 も りとともに顧客様 へ提出 し了解 をいただきます。
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