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TITLE AND RISK OF LOSS. The legal title to the Products shall pass to Buyer at the point at which risk of loss passes under

Incoterms 2010, regardless of any contrary interpretation, unless expressly agreed to by Graviton in writing.

Standard Terms and Conditions of Sale

GENERAL PROVISIONS. Our terms and conditions apply exclusively and govern the sale of all products and services ("Products") by

Graviton Inc. ("Graviton") and apply notwithstanding any conflicting terms or conditions in any purchase agreement, purchase order, or

other document or communication with Buyer. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY ONLY BE WAIVED OR MODIFIED IN A

WRITTEN AGREEMENT SIGNED BY AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF Graviton.

ORDERS. Orders shall be initiated by Buyer through an acceptable means of communication to Graviton. All orders shall identify the

Products, quantities, applicable prices and requested delivery dates. All orders are subject to express acceptance of Graviton.

PRICES. Prices are quoted in Japanese Yen excluding taxes and shipping cost. Buyer shall be solely responsible for the payment of

all taxes and related costs. In terms of shipping, Graviton uses Incoterms EXW if Buyer specifies the courier. please refer to the 6.

Shipment and Delivery for details.

METHODS OF PRE-PAYMENT. All orders requiring pre-payment originating outside of Japan must be pre-paid by wire transfer,

absent Graviton's prior written approval. Buyer shall be solely responsible for all applicable bank fees associated with such pre-

payment arrangement.

TERMS OF PAYMENT. Terms of payment for each Buyer shall be those specified by Graviton at the time of order. Graviton may, at

its sole discretion, withhold shipment and delivery of all or any part of an order or cancel any order if at any time: (1) Buyer's account

with Graviton is in arrears; (2) Graviton reasonably believes Buyer is not creditworthy, (3) Buyer fails to comply with Graviton

prepayment requirements; or (4) any payment instrument of Buyer dishonored. Buyer shall pay interest on any account not paid

when due from the due date to the date of payment at the rate of one and one-half (1.5%) percent per month plus a late charge of

five (5%) percent. If Buyer fails to make payment when due, Graviton reserves the right to pursue all available remedies and shall be

reimbursed by Buyer for all costs associated with collection of payment and reasonable attorney's fees.

CANCELLATION OF ORDERS. Orders cancelled by Buyer for custom, modified, or special configuration Products are subject to a

cancellation charge, at Graviton’s discretion, of up to one hundred (100%) percent of the purchase price. For standard Products,

cancellations are subject to a twenty (20%) percent cancellation charge. Standard Products are defined as those Products that have

multiple users and are immediately resalable. Graviton has the sole discretion in determining all Product classifications.

SHIPMENT AND DELIVERY. Selection of carriers and delivery methods shall be made by Graviton unless Buyer specifies. The time

of delivery dates requested by Buyer are binding. Graviton shall use reasonable efforts to initiate shipment and schedule delivery as

close as possible to Buyer's requested delivery dates but all delivery dates agreed upon by Graviton are approximates only. Graviton

shall not be liable for any failure or delay in the delivery or shipment of products.

ACCEPTANCE OF PRODUCTS AND PRODUCT RETURNS. Buyer is deemed to accept Products unless written notice of rejection

is received by Graviton within ten (10) business days after delivery of the Products. Buyer waives any right to revoke acceptance

thereafter. Buyer shall report any discrepancy in shipment quantity or damage within ten (10) business days after delivery. No return

of Products shall be accepted by Graviton without a Return Material Authorization ("RMA") number and are to be returned at Buyer's

expense. Returned Products without an RMA number will not be accepted by Graviton.

PRODUCTS COMPOSED OF CUSTOMER-SUPPLIED MATERIALS. Products manufactured all or in part from customer-supplied

material are subject to additional terms and conditions, as set forth by Graviton.

Graviton's LIMITED WARRANTY. Graviton warrants to Buyer that upon delivery the Products purchased shall conform to the

applicable manufacturer's specifications for such products. In the event the Products do not meet manufacturer's specifications,

Buyer's remedy under these warranties is limited, at Graviton's election to: (1) replacement of the Product; (2) repair of defects; or

(3) refund of the purchase price. Graviton MAKES NO OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR PARTICLAR PURPOSE, OR OTHERWISE), REGARDING THE PRODUCTS

AND NONE SHALL BE IMPUTED OR PRESUMED. Graviton ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILTY FOR

MANUFACTURER'S PRODUCT SPECIFICATIONS OR THE PERFORMANCE OR ADEQUACY OF ANY DESIGN OR

SPECIFICATIONS PROVIDED TO Graviton BY OR ON BEHALF OF CUSTOMER.

Any questions regarding this quotation should be directed by email to info@graviton.co.jp
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FORCE MAJEURE. Graviton shall not be liable for failure to fulfill its obligations herein or for delays in delivery due to causes

beyond its reasonable control, including, but not limited to natural disasters, acts or omissions of other parties, acts or omissions of

civil or military authority, government priorities, changes in law, material shortages, fire, strikes, floods, epidemics, quarantine

restrictions, riots, war, acts of terrorism, delays in transportation or inability to obtain labor or materials through its regular sources.

Graviton's time for performance of any such obligation shall be extended for the time period of such delay or Graviton may, at its

option, cancel any order or remaining part thereof without liability by giving notice of such cancellation to Buyer.

EXPORT CONTROLS. The sale, resale, or other disposition of Products and any related technology or documentation are subject to

the export control laws, regulations, and orders of Japan and may be subject to the export and/or import control laws and regulations

of other countries. Buyer agrees to comply with all such laws, regulations, and orders and that it shall not directly or indirectly export

any Products to any country to which such export or transmission is restricted or prohibited.

SEVERABILITY. If any provision of these Terms and Conditions is held invalid, such invalidity will not affect other provisions or

applications of these Terms and Conditions.

ENTIRE AGREEMENT. This document constitutes the complete and exclusive agreement between Graviton and Buyer unless the

parties have executed an applicable written agreement. Any additional or different terms are objected to and will not be binding

unless expressly agreed to by Graviton in writing.

CHOICE OF LAW. THESE TERMS AND CONDITIONS SHALL BE GOVERNED BY AND CONSTRUED IN ACCORDANCE WITH

THE LAWS OF JAPAN.
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不可抗力

Graviton は、自然災害、他者の作為または不作為、民事当局または軍事当局の作為または不作為を含むがこれらに限定されない、合理的な管

理の及ばない原因による本書の義務の不履行、または配達の遅延について責任を負わないものとします。 政府の優先事項、法律の変更、物資不

足、火災、ストライキ、洪水、伝染病、検疫制限、暴動、戦争、テロ行為、輸送の遅延、または通常の供給源から労働力や物資を入手できないこ

と。 Graviton がそのような義務を履行する期間は、そのような遅延の期間延長されるものとします。または、Graviton は、その選択により、購入者に

そのようなキャンセルを通知することにより、責任を負うことなく注文またはその残りの部分をキャンセルすることができます。

輸出規制

製品および関連する技術または文書の販売、再販、またはその他の処分は、日本の輸出管理法、規制、および命令の対象であり、他国の輸出およ

び/または輸入管理法および規制の対象となる場合があります。 購入者は、そのようなすべての法律、規制、および命令に従うことに同意し、そのよう

な輸出または送信が制限または禁止されている国に製品を直接的または間接的に輸出しないことに同意します。

可分性

これらの利用規約のいずれかの条項が無効とされた場合、そのような無効は、これらの利用規約の他の条項またはアプリケーションに影響を与えませ

ん。

完全合意

この文書は、両当事者が該当する書面による合意を締結していない限り、Graviton と購入者の間の完全かつ排他的な合意を構成します。

Graviton が書面で明示的に同意しない限り、追加または異なる条件は拒否され、拘束力はありません。

法の選択

本利用規約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

所有権および損失のリスク

製品の法的所有権は、Graviton が書面で明示的に同意しない限り、インコタームズ 2010 に基づいて損失のリスクが移転した時点で、反対の解釈

にかかわらず、購入者に移転するものとします。

標準販売条件

一般規定

 当社の利用規約は、Graviton Inc. (「Graviton」) によるすべての製品およびサービス (「製品」) の販売に独占的に適用され、適用され、購入契約、注文

書、またはその他の文書または通信における矛盾する条件にかかわらず適用されます。 バイヤーと。 これらの条件は、Graviton の正式な代表者が署名した

書面による契約でのみ放棄または変更することができます。

注文

 購入者は、Graviton への許容可能な通信手段を通じて注文を開始するものとします。 すべての注文は、製品、数量、適用される価格、および要

求された配達日を特定するものとします。 すべての注文は、Graviton の明示的な受諾の対象となります。

価格

 価格は、税金と送料を除いた日本円で表示されています。 購入者は、すべての税金および関連費用の支払いに対して単独で責任を負うものとしま

す。 配送に関して、買い手が宅配便を指定した場合、Graviton はインコタームズ EXW を使用します。 詳しくは6.発送・配送をご確認ください。

前払いの方法

日本国外からの前払いが必要なすべての注文は、Graviton の事前の書面による承認がない限り、電信送金で前払いする必要があります。 買い手

は、そのような前払いの取り決めに関連して適用されるすべての銀行手数料に対して単独で責任を負うものとします。

支払条件

各購入者の支払い条件は、注文時に Graviton が指定する条件に従うものとします。 Graviton は、独自の裁量により、注文の全部または一部の

出荷および配送を保留するか、または注文をキャンセルすることができます。 (2) Graviton が買主に信用力がないと合理的に信じている場合。(3) 買

主が Graviton の前払い要件を遵守していない場合。 または (4) 買主の支払手段の不渡り。 買い手は、期日から支払日までの期日までに未払い

の口座に対して、月額 1.5% の利率に加えて 5% の延滞料を支払うものとします。 買い手が期日までに支払いを行わない場合、Graviton は利用

可能なすべての救済策を追求する権利を留保し、支払いの回収に関連するすべての費用と合理的な弁護士費用を買い手に払い戻すものとします。

注文のキャンセル

カスタム、変更、または特別な構成の製品のために購入者がキャンセルした注文は、Graviton の裁量により、購入価格の最大 100% のキャンセル料

の対象となります。 標準製品の場合、キャンセルには 20% のキャンセル料がかかります。 標準製品は、複数のユーザーを持ち、すぐに再販できる製品

として定義されます。 Graviton は、すべての製品分類を独自の裁量で決定します。

発送と配達

運送業者および配送方法の選択は、購入者が指定しない限り、Graviton が行うものとします。 買い手が要求した納期は拘束力があります。

Graviton は、出荷を開始し、購入者が要求した配達日にできるだけ近い配達をスケジュールするために合理的な努力を払うものとしますが、

Graviton が合意したすべての配達日は概算にすぎません。 Graviton は、製品の配送または出荷の失敗または遅延について責任を負わないものとし

ます。

製品および製品返品の受諾

購入者は、製品の配達後 10 営業日以内に Graviton が拒否の書面による通知を受領しない限り、製品を受け入れるものとみなされます。 購入

者は、その後、受諾を取り消す権利を放棄します。 購入者は、配送後 10 営業日以内に、出荷数量の不一致または損傷を報告するものとします。

Graviton は、返品承認 (「RMA」) 番号のない製品の返品を受け付けず、購入者の費用負担で返品するものとします。 RMA 番号のない返品製

品は、Graviton によって受け入れられません。

顧客提供の材料で構成される製品

顧客が提供した材料の全部または一部を使用して製造された製品には、Graviton が定める追加の条件が適用されます。

Graviton の限定保証

Graviton は、購入した製品が配達時に当該製品の該当するメーカーの仕様に準拠することを購入者に保証します。 製品がメーカーの仕様を満たし

ていない場合、Graviton の選択により、これらの保証に基づく購入者の救済は以下のように制限されます。(1) 製品の交換。 (2) 欠陥の修理。 また

は (3) 購入価格の返金。 Graviton は、製品に関して、明示または黙示を問わず (商品性、特定の目的への適合性、またはその他を含むがこれらに

限定されない) 他の保証を行わず、いかなるものも帰属または推定されないものとします。 Graviton は、製造者の製品仕様、または顧客によって、ま

たは顧客に代わって Graviton に提供された設計または仕様の性能または妥当性について、一切の責任または責任を負わないものとします。
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