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INGREDION JAPAN K.K. – STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 
 
These standard terms and conditions 
(“Agreement”) apply to all contracts for the 
purchase of Goods or Services by Ingredion 
from the Supplier. The entire Agreement 
between Ingredion and Supplier for purchase 
of the Goods or Services by Ingredion from 
the Supplier in the order of precedence: 
 
(a)  where clause 2.2 applies, the written 

agreement referred to in that clause; 
(b) this Agreement; 
(c) any other terms and conditions 

(including Specification) incorporated 
by reference in the Purchase Order 
as long as the Supplier has details of 
those terms and conditions;  

(d)  any other terms and conditions which 
are imposed by law and which cannot 
be excluded; and 

(e)  any agreed written variation. 
 
1. Definitions 
 
In this Agreement, 
 
(a) “Goods” means the goods described 

in the Purchase Order; 
(b) “GST” means the consumption tax 

imposed on the supply of or payment 
for Goods or Services; 

(c) “Purchase Order” means Ingredion’s 
order of Goods or Services issued to 
the Supplier. 

(d) “Representative” of a party means 
that party’s director, officer, employee 
or agent.  

(e) “Services” mean the services 
described in the Purchase Order; 

(f) “Specifications” mean any technical 
or other specifications relating to the 
Goods or Services referred to in the 
Purchase Order and details of which 
have been supplied by Ingredion or 
its Representative to the Supplier; 

(g) “Supplier” means the person who 
sells the Goods or provides the 
Services to Ingredion. 

 
2. Binding Terms and Conditions 
 
2.1. This Agreement shall apply to all 
contracts for the purchase of Goods or 
Services by Ingredion from the Supplier to 
the exclusion of any terms and conditions of 
any other materials which the Supplier may 

purport to apply or which are endorsed upon 
any correspondence or documents issued by 
the Supplier irrespective of their date of 
communication to Ingredion. 
 
2.2. The parties may, but are not obliged 
to, enter into a separate written agreement 
relating to the ongoing supply of Goods or 
Services by the Supplier to Ingredion. Where 
the parties have signed such a separate 
written agreement that incorporates, includes 
or refers to this Agreement, this Agreement 
will include that written agreement. The order 
of precedence between this Agreement and 
the specific written agreement will be as 
specified in that written agreement, but if no 
order of precedence is specified, then the 
terms of that written agreement will prevail 
over this Agreement to the extent of any 
inconsistency. 
 
2.3. The acceptance of a Purchase Order 
by the Supplier constitutes acceptance of this 
Agreement. 
 
3. Price 

 
3.1. The price specified in the Purchase 
Order is firm, and is not subject to increase. 
The price includes all costs of testing, 
inspection, labeling, packing, charges for 
freight and delivery to and off-loading at the 
destination site specified in the Purchase 
Order. 
 
3.2. The price at which the Goods or 
Services are provided by the Supplier to 
Ingredion does not (unless otherwise stated 
or agreed in writing) include GST, which 
must be added to the total price paid by 
Ingredion and indicated on the invoice issued 
by the Supplier to Ingredion after the order of 
Goods or Services is confirmed. 
 
3.3. Unless otherwise stated or agreed in 
writing, the Supplier is responsible for freight 
and delivery to the destination site specified 
in the Purchase Order. 
 
4. Terms of Payment 
 
4.1. The Supplier will invoice Ingredion at 
the following events: 
(a) for any ordered Goods, at the time 
that the Goods are delivered to Ingredion, by 



    

 

 

Ingredion Japan K.K. (Standard T&Cs of Purchase)    

Page 2 of 5  Updated: 20 October 2015 

the Supplier or by someone on behalf of the 
Supplier; and 
 
(b) for any ordered Services, upon 
completion by the Supplier of the Services to 
be provided to Ingredion. 
 
4.2. Despite any payment terms specified 
on any Supplier’s invoice, Ingredion will pay 
the Supplier’s invoice within ninety-five (95) 
days from the end of the month in which 
Ingredion receive the relevant Supplier’s 
invoice. 
 
5. Delivery 

 
The Goods must be received on the delivery 
date and at destination specified in the 
Purchase Order. Time is of the essence. If 
the Supplier fails to meet any such delivery 
date, Ingredion may, without limiting its other 
rights and remedies, cancel all or part of the 
Purchase Order for Goods or Services. 
 
6. Title and Quality 
 
6.1. Title and ownership in the Goods 
passes on to Ingredion upon delivery and 
signing of a delivery note by an authorized 
Representative of Ingredion. 
 
6.2. The Supplier bears all risks of loss 
and damage to the Goods until final 
acceptance by Ingredion in accordance with 
clause 6.3(b). 
 
6.3. Notwithstanding any prior inspections 
or payments, all Goods shall be considered 
to have been accepted when the followings 
are completed: 
 
(a) final inspection which may include 

assessment, measurement, testing or 
examination; and 

 
(b) acceptance at Ingredion’s facility 

within a reasonable time (but not 
more than 90 days) after receipt of 
the Goods. 

 
6.4. Ingredion’s acceptance does not 
waive any rights of Ingredion. Even if 
Ingredion accepts any Goods or Services, 
the rights of Ingredion hereof are in full force 
and effect if the Goods or Services do not 
comply with the agreed specifications in the 

Purchase Order or terms and conditions 
specified in this Agreement. 
 
7. Supplier’s Warranties 
 
7.1  Supplier warrants that the Goods: 
 
(a) are safe; 
(b) are free from encumbrances, defect 

or fault; 
(c) are of merchantable quality; 
(d) include appropriate and correct 

warnings and instructions; 
(e) are fit for the purpose for which 

purchased (as communicated by 
Ingredion to the Supplier); 

(f) comply with any representations, 
descriptions, samples or other 
specification (including Specification), 
quality, function, performance or 
design; and 

(g) include any applicable Supplier’s 
warranty that passes to the consumer 
from Ingredion without liability to 
Ingredion. 

 
7.2 The Supplier warrants that the 
Services will be performed: 
 
(a) in a good and workmanlike manner 

and with all due speed, care, skill and 
diligence; 

(b)  in accordance with this Agreement, 
current industry codes of practice; 
and 

(c) by suitably qualified and licensed 
personnel and sub-contractors. 

 
8. Rejected Goods 
 
8.1 Ingredion may reject any Goods or 
Services which do not comply strictly with 
this Agreement. If the Goods or Services are 
rejected, Ingredion may require: 
 
(a) in the case of either Goods or 

Services, the Supplier to refund any 
payment within 7 days; or 

(b) in the case of Goods, replacement of 
the Goods to Ingredion’s satisfaction; 
or 

(c) in the case of Services, the re-supply 
of the Services. 

 
8.2 Title and risk in the rejected Goods 
immediately re-vests in the Supplier. The 
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Supplier is liable for all losses incurred by 
Ingredion due to the rejection of Goods or 
Services. The Supplier must, at its cost, 
remove from the rejected Goods any of 
Ingredion’s Intellectual Property or any other 
distinguishing features such as name or 
symbols. In the event of a rejection of Goods 
or Services, the payment obligation shall be 
suspended forthwith.   
 
9. Intellectual Property Rights 
 
9.1 The Supplier hereby agrees that all 
writings, specifications, drawings, designs, 
copyrightable material, inventions (whether 
or not patentable), improvements, 
discoveries, developments, and all works of 
authorship created by the Supplier in 
performance of Services or the supply of 
Goods, including all worldwide rights therein 
under patent, copyright, trade secret, 
confidential information, or other intellectual 
property right (collectively “Work Product”), 
are the sole property of Ingredion. The 
Supplier assigns to Ingredion all rights, title 
and interest in and to all such Work Product, 
and shall perform such further acts needed to 
transfer, perfect, and defend Ingredion’s 
ownership of the Work Product. The Supplier 
shall require its sub-contractors to execute 
written assignments of Work Product to effect 
such assignment. 
 
9.2 To the extent that the Supplier or 
third parties retain ownership rights in 
materials delivered with the Goods 
whereupon which the Work Product is based, 
the Supplier grants to Ingredion an 
irrevocable, worldwide, non-exclusive, 
royalty-free right and licence to make, have 
made, modify, use, distribute, publicly 
perform or display, sell, offer to sell, and 
import such materials. The Supplier warrants 
that it owns or has acquired rights in all such 
intellectual property necessary to grant the 
licenses and intellectual property rights set 
out in this clause 9. 
 
10. Confidentiality 

 
Each party will keep confidential all terms 
and conditions of this Agreement and all 
information supplied in connection with this 
Agreement (including, without limitation, the 
price(s) of the Goods or Services) and will 
not disclose such terms and conditions to 

any third party, except its legal advisers or as 
may be required by court order, competent 
governmental agency, or in connection with a 
financial review of its business operations by 
its auditors. All information supplied by 
Ingredion remains the property of Ingredion 
and may only be used by the Supplier in 
fulfilling its obligations under this Agreement. 
The Supplier must not disclose any 
information without the prior written consent 
from Ingredion. The provisions of this clause 
will survive any termination or expiration of 
this Agreement. 
 
11. Work on Ingredion’s Premises 

 
If any Services are to be performed on 
Ingredion’s premises, the Supplier must 
comply with all applicable environment, 
occupational health, and safety laws and 
Ingredion’s then-current safety and other 
applicable policies. The Supplier shall 
provide Ingredion with a complete list of all 
chemicals, hazardous materials, and 
ingredients in the composition of goods used 
in the performance of the Services and a 
copy of the material safety data sheet for 
such chemicals and hazardous materials. 
The submission of such list by the Supplier 
shall not relieve the Supplier of exclusive 
responsibility for the safe transportation, use, 
storage, and disposal of such materials prior 
to acceptance by Ingredion. All chemicals 
and hazardous materials brought by the 
Supplier to Ingredion’s premises shall bear a 
label stating the identity of the chemical or 
material and the hazards associated 
therewith. 
 
12. Release and Indemnity 
 
The Supplier must defend, indemnify and 
hold Ingredion, its affiliates, representatives, 
successors, and assigns harmless from and 
against any and all claims, suits, actions, 
liabilities, loss, judgments or damages, 
whether ordinary, special or consequential 
arising directly or indirectly from or in 
connection with: 
 
(a) the acts, negligence, omissions or 

willful misconduct of the Supplier; 
(b) the Goods or Services supplied; 
(c) a breach of any of the Supplier’s 

warranties or any other term of this 
Agreement; 
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(d) Supplier’s negligent, unauthorized or 
wrongful acts or omissions with 
regard to the use or installation of 
hazardous materials; 

(e) a claim that any Goods or Services 
supplied to Ingredion infringe upon or 
misappropriate any patent, copyright, 
trade mark, trade secret or other 
intellectual property interest of 
another; or 

(f) a claim of any lien, security interest 
or other encumbrance made by a 
third party. 

 
13. Force Majeure 
 
Except for payment obligations, neither party 
hereto will be liable to the other party for 
failure of or delay in performance hereof 
when such failure or delay is caused by 
conditions beyond such party’s control, 
including, but not limited to, war, strike, 
labour dispute, fire, flood, tornado, hurricane, 
government intervention, embargo, shortage 
of raw materials, breakdown, shortage or 
non-availability or failure of transportation 
facilities or equipment, or any Act of God, act 
of terrorism or any other condition not 
occasioned by such party’s negligence. The 
party asserting force majeure will, in each 
instance, give the other party written notice 
within a reasonable time after knowledge 
thereof. If either party declares force majeure 
hereunder, this Agreement will remain in full 
force and effect for a period of sixty (60) days 
from said declaration. After the expiration of 
sixty (60) days, the party not claiming force 
majeure may terminate this Agreement upon 
written notice to the party claiming force 
majeure. 
 
14. Reporting  
 
14.1 The Supplier must notify Ingredion by 
telephone (immediately confirmed in writing) 
or facsimile transmission immediately after it 
becomes aware of any information (whether 
credible or otherwise) which may give rise to 
a recall of a Ingredion’s product. 
 
14.2 Without limiting clause 14.1, the 
Supplier must notify Ingredion as soon as is 
practicable after it becomes aware of any 
adverse publicity or threatened or pending 
legal proceedings with respect to any of the 
Supplier’s goods or services or of any other 

information that might adversely impact upon 
the goodwill associated with Ingredion or 
Ingredion’s product. 
 
15. Anticorruption Law Compliance 
 
15.1 The Supplier agrees and covenants 
that it will conduct its business related to this 
Agreement in compliance with all applicable 
laws, including all applicable anticorruption-
related laws, rules and regulations. The 
Supplier agrees and covenants that neither it 
nor any of its employees, officers, directors, 
owners, affiliates, business partners or 
agents will offer, pay, promise to pay, or 
authorize the payment of any money or 
giving of anything of value, directly or 
indirectly through a third party, to any 
Government Official, representative of a 
commercial entity, or any person acting on 
behalf of any of the foregoing in order to 
influence any act, decision or failure to act by 
a Government Official or representative of a 
commercial entity in his or her official 
capacity; to induce a Government Official or 
representative of a commercial entity to do or 
omit to do something in violation of that 
person’s lawful duties or to cause such 
person to use their influence to affect or 
influence an act or decision of the 
Government or commercial entity; or to 
secure any improper advantage for the 
Supplier or Ingredion in connection with the 
business under this Agreement. 
 
(a) “Government Official” means an 
employee or official of any Government or 
Government entity, as defined below, and 
any candidate for public office. 
 
(b) “Government” or “Government Entity” 
means any agency, instrumentality, 
subdivision or other body of any central, 
regional, or municipal government, any 
commercial or similar entities in any 
jurisdictions that the Government controls or 
owns, including any stated-owned and state-
operated companies or enterprises, any 
international organizations such as the 
United Nations or the World Bank, and any 
political party. 
 
15.2 Ingredion shall be entitled to 
terminate this Agreement or any other 
business dealing with the Supplier 
immediately on written notice if the Supplier 
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fails to perform its obligations in accordance 
with this Agreement. The Supplier shall have 
no claim against Ingredion for compensation 
of any loss of whatever nature by virtue of 
the termination of this Agreement in 
accordance with this clause. To the extent 
(and only to the extent) that the laws of 
Japan provide for any such compensation to 
be paid to the Supplier upon the termination 
of this Agreement, the Supplier hereby 
expressly agrees to waive (to the extent 
possible under the laws of Japan) or repay 
Ingredion any such compensation.  
 
16. Policies and Code of Conduct 
 
16.1 The Supplier shall comply fully at all 
times with Ingredion’s Code of Conduct, 
which is attached to this Agreement, as it 
applies to Supplier’s dealings with Ingredion 
employees, meaning that the Supplier will not 
engage in activities that would result in an 
Ingredion employee breaching the provisions 
of Ingredion’s Code of Conduct. 
 
16.2 The Supplier must ensure that the 
Goods and any dealing between Ingredion 
and the Supplier must comply with all laws, 
regulations and standards that ensure the 
Goods are saleable in Japan, including those 
relating to manufacturing, storage, 
packaging, labeling and transportation. 
 
 

17. Entire Agreement 
 
These standard terms and conditions, 
together with any other purchase order(s), 
invoice(s), sales contract(s) issued from the 
Supplier to Ingredion will together constitute 
the entire Agreement between parties with 
respect to the subject matter hereof, and will 
supersede all other written or oral 
agreements (including any antecedent deal 
memo or term sheet) and representations 
between the parties with respect thereto. 
This Agreement may not be amended, 
modified or altered in any manner or form, 
unless such amendment, modification, or 
alteration is in writing and is signed by duly 
appointed authorized representatives of the 
parties. The Supplier is an independent 
contractor of Ingredion. Nothing in this 
Agreement constitute any other type of 
relationship between the parties. 
 
18. Governing Law and Jurisdiction 
 
18.1. This Agreement shall be governed by 
and construed in accordance with the laws of 
Japan. 
 
18.2. The parties hereby unconditionally 
and irrevocably submit to the exclusive 
jurisdiction of the Tokyo District Court of 
Japan in respect of any matter or dispute 
arising under or in connection herewith. 

 



 
 

Supplier Code of Conduct (SCC) 

Ingredion Incorporated is an innovative, customer-focused company that has built a 

reputation for providing the highest quality ingredients to our customers.  We expect our 

suppliers to share the core values that reflect our principles and business practices.  Our 

core values are: Safety, Quality, Integrity, Respect, Excellence and Innovation. 

 

The Supplier Code of Conduct (SCC) is a supporting code to the Ingredion Policies on 

Business Conduct.  Suppliers are expected to take note of, and adhere to, both the Policies 
on Business Conduct, and this code. 

 Labor and Human Rights: protect the human rights of employees and to treat 

them with dignity and respect. 

 Safety and Health: provide a safe and healthy working environment. 

 Quality: meet generally recognized and/or contractually agreed quality 

requirements in order to provide goods and services that consistently meet 

Ingredion’s needs, perform as warranted and are safe for their intended use. 

 Business Ethics and Integrity: adherence to the highest standards of ethical 

conduct and compliance with law. 

 Environmental Stewardship: conduct operations in a way that minimizes the 

impact on natural resources and protects the environment. 

 Confidentiality: protect Ingredion’s confidential information including its 

intellectual property, trade secrets or other proprietary information in supplier’s 

possession. 

 Monitoring and Compliance: suppliers should implement the appropriate 

compliance programs to ensure adherence to this Supplier Code of Conduct. 

 

At Ingredion, we created this Supplier Code of Conduct to clarify the principles and 

expectations for suppliers doing business with us.   

We expect our suppliers to share the principles which are expressed in this SCC which are 

an important part of our supplier selection and evaluation process.  

The Ingredion SCC applies to suppliers, their affiliated entities, supplier personnel, 

subcontractors and others with whom suppliers do business (“Suppliers”) and it is the 

Suppliers’ responsibility to ensure that the SCC is appropriately communicated. 

http://www.ingredion.com/governance/values_policies/
http://www.ingredion.com/governance/values_policies/
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イングレディオン・ジャパン株式会社 – 標準購入約款 

 

この標準約款（これを「本契約」といいま

す。）は、イングレディオンによるサプライ

ヤーからの本件物品又は本件サービスの購入

に関するすべての契約について適用されます。

イングレディオンによるサプライヤーからの

本件物品又は本件サービスの購入に関するイ

ングレディオンとサプライヤーとの間の全契

約は、次の優先順位とします。 

 

(a)  第 2.2 条が適用される場合にあって

は、同条記載の契約書面 

(b) 本契約 

(c) 本件発注書で参照されることにより

組み込まれるその他の条件（本件仕

様を含みます。）。ただし、サプラ

イヤーが当該条件の詳細を受け取っ

た場合に限ります。 

(d)  法律により課され排除することがで

きないその他の条件 

(e)  合意に基づく変更の書面 

 

1. 定義 

 

本契約において、 

 

(a) 「本件物品」とは、本件発注書に記

載がある物品をいいます。 

(b) 「GST」とは、本件物品若しくは本

件サービスの供給又はこれに係る支

払に対して課される消費税をいいま

す。 

(c) 「本件発注書」とは、イングレディ

オンによる本件物品又は本件サービ

スの注文であって、サプライヤーに

対して発行されるものをいいます。 

(d) 当事者の「対象代表者」とは、その

当事者の取締役、役員、従業員又は

代理人をいいます。  

(e) 「本件サービス」とは、本件発注書

に記載があるサービスをいいます。 

(f) 「本件仕様」とは、本件発注書に記

載がある本件物品又は本件サービス

に関する技術上その他の仕様であっ

て、イングレディオン又はその対象

代表者がサプライヤーに詳細を提示

するものをいいます。 

(g) 「サプライヤー」とは、イングレデ

ィオンに本件物品を販売し又は本件

サービスを提供する者をいいます。 

2. 拘束条件 

 

2.1. 本契約は、イングレディオンによる

サプライヤーからの本件物品又は本件サービ

スの購入に関するすべての契約について適用

されます。ただし、サプライヤーが適用を主

張し、又はイングレディオンへの伝達日に関

わらずサプライヤーの発行する通信文書又は

書類において裏書きされた、他の資料上の条

件は、除外します。 

 

2.2. 両当事者は、サプライヤーによるイ

ングレディオンへの本件物品又は本件サービ

スの現行の供給に関連して個別の書面による

契約を締結することができますが、その義務

を負うものではありません。両当事者が、本

契約を組み込み、包含し又は参照するそのよ

うな個別の書面による契約を締結した場合、

本契約は、当該書面による契約も含みます。

本契約とその書面による契約との間の優先順

位は、当該書面による契約で指定するところ

によりますが、優先順位の指定がない場合に

あっては、条件が抵触する部分に限り当該書

面による契約上の条件が本契約に優先します。 

 

2.3. サプライヤーによる本件発注書の承

諾は、本契約の承諾を構成します。 

 

3. 価格 

 

3.1. 本件発注書指定の価格は、確定価格

とし、値上げの対象となりません。この価格

には、試験費、検査費、ラベリング費、包装

費並びに本件発注書指定の仕向地への運送、

引渡し及び荷卸しの費用のすべてが含まれま

す。 

 

3.2. サプライヤーがイングレディオンに

本件物品又は本件サービスを提供する価格に

は、（書面による別段の表示又は合意がない

限り）GST は含まれず、当該 GST は、本件

物品又は本件サービスの注文確認後、イング

レディオンの支払う価格合計に加算の上、サ

プライヤーからイングレディオンに発行する

請求書に表示されなければなりません。 

 

3.3. 書面による別段の表示又は合意がな

い限り、サプライヤーは、本件発注書指定の

仕向地までの運送及び引渡しの責任を負いま

す。 
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4. 支払条件 

 

4.1. サプライヤーは、次に掲げる時点で

イングレディオンに請求書を発行します。 

(a) 注文のあった本件物品に関して、そ

の本件物品がサプライヤー又はその代理人に

よってイングレディオンに引き渡されたとき、

及び 

(b) 注文のあった本件サービスに関して、

サプライヤーがイングレディオンに提供すべ

き本件サービスを完了したとき 

 

4.2. サプライヤーの請求書上に指定があ

るいかなる支払条件にもかかわらず、イング

レディオンは、サプライヤーの請求書を受領

した日を含む月末で締め、翌月 1 日から起算

し九十五（95）日以内にその請求書の支払を

行います。 

 

5. 引渡し 

 

本件物品は本件発注書指定の引渡日に目的地

に到着しなければならず、引渡日は契約の重

要な要素を構成します。サプライヤーがこの

引渡日に間に合わないときは、イングレディ

オンは、他の権利及び救済手段を制限するこ

となく、本件物品又は本件サービスに関する

本件発注書の全部又は一部を取り消すことが

できるものとします。 

 

6. 権原及び品質 

 

6.1. 本件物品の権原及び所有権は、イン

グレディオンによって権限を与えられた代表

者による納品書の交付及び署名をもって、イ

ングレディオンに移転します。 

 

6.2. サプライヤーは、第 6.3 条(b)に従い

イングレディオンによる最終的な受入れがあ

るときまで、本件物品に対するあらゆる損失

及び損害の危険を負担します。 

 

6.3. 事前に行われた検査又は支払の有無

にかかわらず、すべての本件物品は、次に掲

げる各事項の終了をもって受け入れられたも

のとみなします。 

 

(a) 最終検査（これには、評価、測定、

試験又は審査を含む場合があるもの

とします）。及び 

(b) 本件物品の受領後（90 日以内で）合

理的な期間内におけるイングレディ

オンの施設での受入れ 

 

6.4. イングレディオンの受入れは、イン

グレディオンの他の権利の放棄を意味するも

のではありません。イングレディオンが本件

物品又は本件サービスを受け入れた場合であ

っても、本件物品又は本件サービスが本件発

注書での合意仕様又は本契約で指定の条件に

準拠していない場合はイングレディオンの各

権利は有効に存続します。 

 

7. サプライヤーの保証 

 

7.1 サプライヤーは、本件物品について、

次に掲げる事項を保証します。 

 

(a) 安全であること 

(b) 負担設定、欠陥又は瑕疵がないこと 

(c) 商品性を有していること 

(d) 適切かつ正確な注意書き及び説明書

を含んでいること 

(e) （イングレディオンがサプライヤー

に伝達したとおり）購入目的に適合

していること 

(f) 表明、説明、見本その他仕様（本件

仕様を含みます。）、品質、機能、

性能又は設計に準拠していること、

及び 

(g) イングレディオンの責任負担なく、

イングレディオンから消費者へと移

転する適用されるサプライヤーの保

証を含んでいること 

 

7.2 サプライヤーは、本件サービスの履

行について、次に掲げる事項を保証します。 

 

(a)   適切で職人として求められる水準を

保ち、かつ、適切な迅速さ、注意、

技能及び努力の全てをもって、行わ

れること 

(b)  本契約及び現行の業界実務基準に従

って行われること、及び 

(c) 適切な適性及び資格を有する人員及

び下請人により行われること 

 

8. 物品の拒絶 

 

8.1 イングレディオンは、本契約を厳守

しない本件物品又は本件サービスを拒絶する
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ことができます。本件物品又は本件サービス

を拒絶する場合、イングレディオンは、次に

掲げる事項のいずれかを求めることができま

す。 

(a) 本件物品又は本件サービスいずれの

場合に関しても、イングレディオン

が支払済の金額を 7 日以内に全額返

済すること 

(b) 本件物品の場合に関して、イングレ

ディオンの納得のいく本件物品の取

替え 

(c) 本件サービスの場合に関して、本件

サービスの再供給 

 

8.2  拒絶対象の本件物品における権原及

び危険負担は、直ちにサプライヤーに復帰し

ます。サプライヤーは、本件物品又は本件サ

ービスの拒絶に起因してイングレディオンが

負う一切の損失について、責任を負います。

サプライヤーは、拒絶対象の本件物品から、

イングレディオンの知的財産その他名称又は

記号など顕著な特徴を自己の費用負担で取り

除かなければなりません。本件物品又は本件

サービスの拒絶の場合には、支払義務は、直

ちに停止されます。 

 

9. 知的財産権 

 

9.1 サプライヤーはここに、本件サービ

スの履行又は本件物品の供給に際してサプラ

イヤーより生じるあらゆる書面、仕様、図面、

設計、著作物性ある文書、発明（特許性の有

無を問いません。）、改良、発見、開発及び

各著作物並びにそれらにおける、特許、著作

権、営業秘密、秘密情報その他の知的財産権

に基づくあらゆる世界的な権利（総称的に

「作業成果物」といいます。）が、イングレ

ディオンの単独の財産であることに同意しま

す。サプライヤーは、そうした各作業成果物

に係る一切の権利、権原及び利益をイングレ

ディオンに譲渡し、その作業成果物を移転し、

完全にし及びイングレディオンの所有権を防

御するための必要に応じて、さらなる措置を

講じるものとします。サプライヤーは、下請

人に対し、当該譲渡を行うために作業成果物

の譲渡証書を履行すべきことを求めるものと

します。 

 

9.2 作業成果物の基礎となる本件物品と

ともに引き渡される物件について、サプライ

ヤー又は第三者がその所有権を保持するとき

は、サプライヤーは、その物件を生成し、生

成させ、修正し、使用し、頒布し、一般への

実演若しくは展示をし、販売し、販売を申し

出及び輸入する、取消不能で世界的で非排他

的で使用料不要の権利及びライセンスを、イ

ングレディオンに付与します。サプライヤー

は、本第 9 条に掲げるライセンス及び知的財

産権を付与するのに必要となる各当該知的財

産の権利を所有しており、又は取得している

ことを保証します。 

 

10. 秘密保持 

 

各当事者は、本契約のすべての条件及び本契

約に関連して提供されるすべての情報（本件

物品又は本件サービスの価格などを含みま

す。）についての秘密を保持し、自己の法律

顧問に対して行う場合又は裁判所命令若しく

は管轄政府当局により要求される場合若しく

は監査人による事業活動の財務分析に関連し

て必要となる場合を除き、第三者に当該条件

を開示しないこととします。イングレディオ

ンの提供するすべての情報は、イングレディ

オンの財産に帰属し続けるものであり、サプ

ライヤーは本契約に基づく義務の遂行に際し

てのみ使用することができます。サプライヤ

ーは、イングレディオンの事前の書面による

同意がなければ、いかなる情報も開示しては

なりません。本条の規定は、本契約の終了又

は満了後も存続します。 

 

11. イングレディオンの敷地内での作業 

 

本件サービスをイングレディオンの敷地内で

履行するときは、サプライヤーは、環境、職

場衛生及び安全に関して適用されるすべての

法律、並びにイングレディオンのその時点で

の安全等についての適用される方針を遵守し

なければなりません。サプライヤーは、本件

サービスの履行に際して用いられるすべての

化学品、有害物質及び物品組成材料の完全な

一覧表（リスト）、並びに当該化学品及び有

害物質の物質安全性データシートの写しをイ

ングレディオンに交付する必要があります。

サプライヤーは、当該一覧表（リスト）を提

出したとしても、イングレディオンによる受

入前における当該物質の安全な輸送、使用、

保管及び処分について単独責任を免れないも

のとします。サプライヤーがイングレディオ
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ンの敷地に持ち込むすべての化学品及び有害

物質には、化学品又は物質の特定及びその化

学品又は物質に伴う危険性を表示したラベル

を付す必要があります。 

 

12. 免除及び補償 

 

サプライヤーは、通常、特別又は派生の別を

問わず、次に掲げるいずれかの事項に直接又

は間接に起因し又は関連する一切の請求、訴

訟、措置、責任、損失、判決又は損害につい

て、イングレディオン並びにその関連会社、

代表者、承継人及び譲受人を防御し、免責し、

害を及ぼさないようにしなければなりません。 

 

(a) サプライヤーの作為、過失、不作為

又は故意の違反行為 

(b) 供給した本件物品又は本件サービス 

(c) サプライヤーの各保証その他本契約

の条件に係る違反 

(d) 有害物質の使用又は設置に関するサ

プライヤーの過失、無許諾又は不正

による作為又は不作為 

(e) イングレディオンに供給した本件物

品又は本件サービスが、他人の特許、

著作権、商標、営業秘密その他の知

的財産的権利を侵害し又は不正流用

しているとの主張、又は 

(f) 第三者による先取特権、担保権その

他の負担設定の主張 

 

13. 不可抗力 

 

支払義務を除き、本契約のいずれの当事者も、

戦争、同盟罷業、労働争議、火災、洪水、竜

巻、ハリケーン、政府介入、通商禁止、原材

料不足、機能停止、輸送に係る機関又は設備

の不足、利用不能又は障害、天災、テロ行為

その他自己の過失によらない事情などを含め、

自己の支配が及ばない事情が原因であるとき

は、本契約の不履行又は履行遅延について相

手方当事者に対しその責任を負いません。不

可抗力の主張当事者は、その都度、その認識

をした後合理的な期間内に相手方当事者に書

面で通知します。いずれかの当事者が本規定

に基づき不可抗力を宣言したときは、本契約

は、その宣言から六十（60）日間は完全な効

力及び効果をもって存続します。六十（60）

日間の満了後、不可抗力の非主張当事者は、

不可抗力の主張当事者への書面による通知を

もって、本契約を終了することができます。 

 

14. 報告  

 

14.1 サプライヤーは、イングレディオン

製品の回収を生じさせるおそれがある情報

（信頼に足るかどうかを問いません。）を知

ったときは直ちに、電話（その後直ちに確認

の書面）又はファクシミリ送信によりイング

レディオンに通知しなければなりません。 

 

14.2 第 14.1 条を制限することなく、サプ

ライヤーは、サプライヤーの各物品又はサー

ビスに関して不利な評判若しくは法的手続の

おそれ又は係属を知ったとき又はその他イン

グレディオン又はイングレディオン製品に関

するのれんに不利な影響を及ぼすおそれがあ

る情報を知ったときは、できる限り速やかに

イングレディオンに通知しなければなりませ

ん。 

 

15. 腐敗防止関連法遵守 

 

15.1 サプライヤーは、本契約に関連する

自己の事業を、適用されるすべての腐敗防止

関連の法律、規則及び規制を含む適用される

あらゆる法律に従って行うことに同意し、そ

の旨約束します。サプライヤーは、自己又は

その各従業員、役員、取締役、所有者、関連

会社、提携先又は代理人のいずれも、公式の

資格にある政府職員若しくは商業機関代表者

の作為、決定又は不作為に影響を及ぼすため

に、政府職員若しくは商業機関代表者を誘引

してその者の法定任務に反する作為又は不作

為をさせるため、若しくはそのような者に政

府又は商業機関の行為又は決定への影響力を

行使させるため、又は本契約に基づく事業に

関連してサプライヤー又はイングレディオン

のために不適切な利益を確保するために、直

接行うか又は第三者を通じて間接的に行うか

を問わず、政府職員若しくは商業機関代表者

又はその各代理人に対し、金品に関連する申

し出、支払、支払の約束又は支払若しくは供

与の承認をしないことに同意し、その旨約束

します。 

 

(a)  「政府職員」とは、次に定義する政

府又は政府機関の従業員又は職員、及び公職

の候補者をいいます。 
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(b) 「政府」又は「政府機関」とは、あ

らゆる管轄地域における、中央、地方又は都

市の政府における機関、組織、下部組織その

他の団体、国有及び国営の会社又は事業を含

む政府の支配下又は所有下にある商業機関な

どの主体、国際連合又は世界銀行などの国際

機関、又は政党をいいます。 

 

15.2 イングレディオンは、サプライヤー

が本契約に従った義務の履行をしなかったと

きは、書面による通知をもって直ちに本契約

その他サプライヤーとの事業取引を終了する

ことができます。サプライヤーは、本条によ

る本契約の終了を理由とするいかなる性質の

損失についても、イングレディオンに対して

賠償請求権を有しません。本契約の終了に伴

いサプライヤーに支払われるべき賠償金が日

本の法律上規定されているときは（その限度

においてのみ）、サプライヤーはここに、当

該賠償金を（日本の法律に基づき可能な限度

で）放棄するか又はイングレディオンに払戻

しを行うことに、明示的に同意します。 

 

16. 方針及び行動規範 

 

16.1 サプライヤーは、本契約に添付され

る、イングレディオンの行動規範であってサ

プライヤーとイングレディオンの従業員との

取引に適用されるものを常時完全に遵守する

ものとします。これはすなわち、サプライヤ

ーがイングレディオンの従業員によるイング

レディオン行動規範の規定の違反を引き起こ

すような活動を行わないことを意味します。 

 

16.2 サプライヤーは、本件物品及びイン

グレディオンとサプライヤーとの間の取引が、

製造、保管、包装、ラベル付け及び輸送に関

するものを含め、日本での本件物品の販売を

確保するあらゆる法律、規則及び基準に準拠

すべきことを、確保しなければなりません。 

 

17. 完全な合意 

 

本契約は、サプライヤーからイングレディオン

に発行されるその他の発注書、請求書又は販売

契約と合わせて、本契約の主題に関する両当事

者間の完全な合意を構成するものであり、その

主題に関する両当事者間におけるその他の一切

の書面又は口頭による合意（従前の取引覚書又

は条件概要書を含みます。）及び表明に優先し

ます。本契約は、書面を作成の上両当事者の正

式な任命を受けた権限ある代表者により署名さ

れない限り、何らの改定、修正又は変更も行う

ことはできません。サプライヤーは、イングレ

ディオンの独立契約者です。本契約のいかなる

内容も、両当事者間にその他の種類の関係を構

成しません。 

 

18. 準拠法及び管轄権 

 

18.1. 本契約は、日本の法律に準拠し、それ

に従って解釈されます。 

 

18.2. 両当事者はここに、本契約に基づき又

は関連して生じる問題又は紛争について、日本

の東京地方裁判所の専属管轄権に無条件かつ取

消不能の形で服します。 

 



サプライヤー行動規範（SCC） 

__________________________________________________________________ 

Ingredion Incorporated(以下「Ingredion」といいます。)は、最高品質の原料を顧客

に提供するという評判を築き上げてきた革新的な顧客重視の企業です。サプライヤ

ーの皆様には、弊社の信条及び事業慣行を反映した基本的価値観を共有していただ

くことを期待しております。弊社は、基本的価値観として安全性、品質、健全性、

敬意、卓越性、及び革新性を掲げています。 

 

このサプライヤー行動規範（以下「SCC」といいます。）は、Ingredion業務遂行の

方針を補足する規範です。サプライヤーの皆様には、業務遂行の方針及び本規範の

両方に配慮し、これらを遵守していただきますようにお願い申し上げます。 

 

 労働力及び人権: 従業員の人権を保護し、尊厳及び敬意をもって従業員を処

遇すること。 

 安全及び衛生: 安全で衛生的な労働環境を提供すること。 

 品質: 一貫してIngredionの要求を満たし、保証されたとおりに機能し、所

期の用途に応じた安全性を有する物品及びサービスを提供するべく、一般

に認められている品質要件及び契約により合意された品質要件を満たすこ

と。 

 商業倫理及び健全性: 最高水準の倫理的行動を遵守し、かつ、法律を遵守す

ること。 

 環境への責務: 天然資源への影響が最小限に抑えられ、環境が保護される方

法によって事業を行うこと。 

 秘密保持: サプライヤーの皆様の占有下にあるIngredionの知的財産、営業

秘密その他の財産的情報などIngredionの秘密情報を保護すること。 

 監督及び遵守: 本SCCの遵守を確実にするために、サプライヤーの皆様側

でも適切な遵守計画を実施していただくこと。 

 

Ingredionでは、Ingredionと取引をしていただくサプライヤーの皆様に信条及び期待

することを明確にするために本SCCを設けています。 

 

サプライヤーの皆様には、弊社のサプライヤー選定評価プロセスの重要な一部とな

っている本SCCに表明されている信条を共有していただきますようにお願い致し

ます。 

 

本 SCC は、サプライヤーの皆様並びにその関連会社、従業員、下請業者その他の

サプライヤー取引先（これを「サプライヤーの皆様等」といいます。）に適用され

るものであり、サプライヤーの皆様等の責任において本 SCC の十分な周知徹底を

お願い致します。 


