
甲： 契約番号： 契約No.

乙： 日付： 日付

作成者

スタイルNo. 単位 数量 単価 備考

数量合計：

乙： 甲：

住所： 住所：

代表者： 代表者：

電話番号： 電話番号：

郵便番号： 郵便番号：

自動保存
購　買　契　約　書

上海八峰商貿有限公司

甲と乙とは、本紙記載の商品の売買に関し、以下のとおり契約を締結する。

第一条　甲は以下の商品を乙に売り渡り、乙は甲から買い受ける：

商品名 金額

     1  納期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

     2  搬入先：甲は乙の指定場所まで運輸する。

合計金額：

第二条　商品品質基準及び数量の指定：甲乙両方に確認されたサンプルの品質を基準とする。納品のショートは不可で、オーバーは3％まで可とする。

第十一条  本契約に関する全部或いは一部の商品は不可抗力及び甲に責任帰すことできない理由より

第五条  検品：

     1  検品方法：乙(或いは乙が指定する人、機関）が検品して合格後出荷する。

     2  検品場所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第六条  決済日時及び決済方法：甲は契約通りに納品し、全金額の増値税発票と請求書を発行する、乙が納品及び全金額の

        増値税発票を入手後＿＿＿＿＿日以内に全金額支払う。決済方法：T/T。

第七条  資材の提供：資材は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿が提供する。

上海八峰商贸有限公司

　　　　　期間内に契約の実行及び生産や納品に影響を及ぼす場合は、その旨を事前に乙の承認を得なければならない。

第十二条  本契約の実行により発生した或いは本契約に関する全てのトラブルは甲乙両方協議のうえで解決する。

          協議で解決できない場合は乙の所在地の裁判所に訴訟を起こす。

第十三条  乙が本契約を領収後すぐ署名のうえ、甲に送付しなければならない。本契約に異議がある場合は領収後五日以内に

　　　　　の不可能及び契約内容の修正は甲乙両方同意のうえ、書面にて文書を交わすか、改めて契約を作成しなければならない。

第十四条  本契約の原本は二通あり、甲乙は各一通を持ち、両方署名及び捺印後有効とする。

第八条  契約違反責任：
　　　　　甲が契約違反した場合、遅延一日あたり、乙に契約金額1％の違約金、もしくは乙が被る損害額を払わなければならない。

第九条  本契約にて確認された商品名、規格、数量などについては、乙が納品後三十日間以内に確認し、異議がある場合は

　　　　　上記の期間内に書面で提出しなければならない。

C017

　　　　　申し出ること。さもなければ本契約の内容を全て同意すると認める。契約実行期間中予測できない事情より実行

第三条  梱包：乙の指定方式で梱包する。

第四条  納品：

第十条  甲乙両方が提供する契約に関する正式資料、手紙、ファックス、電子メールはすべて本契約の有効書類とする。

200063

上海市武宁路225号沪西工人文化宫教育楼2楼

0086-21-6260-6268



供方：      合同编号： 契約No.

需方： 签订时间： 日付
作成者

款号 单位 数量 单价 备注

数量总计：

需方： 供方：
地址： 地址：
代表人： 代表人：
电话： 电话：
邮编： 邮编：

自動保存
购  货  合  同

上海八峰商贸有限公司  

供需双方本着平等互利，协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条  需方同意购买，供方同意销售下述货物：
品名或规格 金额

     1  交货时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
     2  交货地点：供方将货物运至需方指定地点。

合计金额：  大写：                                       小写：

第二条  商品质量标准及数量要求：按双方确认的品质样生产。不允许短装，允许3%的溢装。

第十一条  合同内所述全部或部分商品，如因人力不可抗拒的原因和不属供方责任而使合同执行受阻或延迟交货，

第五条  验收方式：
     1  验收方法：由需方（或需方授权人员，单位）检验合格后出厂。
     2  验收地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第六条  付款日期及结算方式：供方按合同要求交货并提供全额增值税发票及缴款单，需方在提货并收到全额增值税发票
        后＿＿＿＿日之内支付货款。结算方式：电汇
第七条  原材料供应方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

上海八峰商贸有限公司

　　　　　 供方应提前说明，得到需方认可。
第十二条  凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应由双方通过友好协商解决，如果协商不能解决，
          应向需方所在地的人民法院起诉。

第十三条  供方收到本合同后请立即回签一份，如供方对本合同有异议，应于收到后五天内提出，否则认为供方已同意接受本

          并互相换文或另订合同，方为有效。
第十四条  本合同一式两份，供需双分各执一份，双方签字盖章后生效。

第八条  违约责任：
                  如供方违约，将按每延期一天支付供方合同金额的1%违约金或支付需方因此受到的经济损失。
第九条  按本合同中确认的品名、规格、数量等要求，需方应自提货后30日之内检验完毕，若有异议
        需方须在上述期限内书面提出。
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          合同所规定的各项条款。合同执行期间，如因故不能履行或需要更改，必须经双方同意，

第三条  包装方式：按需方要求。
第四条  交货方式：

第十条  双方提供的有关正式资料，来往函电均为本合同的有效组成部分。

200063

上海市武宁路225号沪西工人文化宫教育楼2楼

0086-21-6260-6268



甲： 契約番号： 契約No.

乙： 日付： 日付

作成者

スタイルNo. 単位 数量 単価 備考

数量合計：

乙： 甲：

住所： 住所：

代表者： 代表者：

電話番号： 電話番号：

郵便番号： 郵便番号：

0086-21-6260-6268

200063

　　　　　の不可能及び契約内容の修正は甲乙両方同意のうえ、書面にて文書を交わすか、改めて契約を作成しなければならない。

第十五条  本契約の原本は二通あり、甲乙は各一通を持ち、両方署名及び捺印後有効とする。

上海八峰商贸有限公司

上海市武宁路225号沪西工人文化宫教育楼2楼

第十三条  本契約の実行により発生した或いは本契約に関する全てのトラブルは甲乙両方協議のうえで解決する。

          協議で解決できない場合は甲の所在地の裁判所に訴訟を起こす。

第十四条  乙が本契約を領収後すぐ署名のうえ、甲に送付しなければならない。本契約に異議がある場合は領収後五日以内に

　　　　　申し出ること。さもなければ本契約の内容を全て同意すると認める。契約実行期間中予測できない事情より実行

　　　　　上記の期間内に書面で提出しなければならない、さもないと納品は問題ないと認める。

第十一条  甲乙両方が提供する契約に関する正式資料、手紙、ファックス、電子メールはすべて本契約の有効書類とする。

第十二条  本契約に関する全部或いは一部の商品は不可抗力及び甲に責任帰すことできない理由より

　　　　　期間内に契約の実行及び生産や納品に影響を及ぼす場合は、甲は責任を負わない。

第八条  資材の提供：資材は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿が提供する。

第九条  契約違反責任：
　　　　　乙が契約違反した場合、遅延一日あたり、甲に契約金額1％の違約金，もしくは甲が被る損害額を払わなければならない。

第十条  本契約にて確認された商品名、規格、数量などについては、乙が納品後一週間以内に確認し、異議がある場合は

     2  検品場所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第六条  前払金の支払い方法及び金額：乙が30％前払金を支払う。

第七条  決済日時及び決済方法：乙が全金額支払った後甲は契約通りに納品し、全金額の増値税発票を発行する。

        決済方法：T/T。

     1  納期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

     2  搬入先：乙が引き取る。

第五条  検品：

     1  検品方法：乙(或いは乙が指定する人、機関）が検品して合格後出荷する。

第二条　商品品質基準及び数量の指定：甲乙両方に確認されたサンプルの品質を基準とする。±3％の納品は可とする。

第三条  梱包：乙の指定方式で梱包する。

第四条  納品：

合計金額：

甲と乙とは、本紙記載の商品の売買に関し、以下のとおり契約を締結する。

第一条　甲は以下の商品を乙に売り渡り、乙は甲から買い受ける：

商品名 金額

販　売　契　約　書

上海八峰商貿有限公司

C017

自動保存



供方：      合同编号： 契約No.

需方： 签订时间： 日付
作成者

款号 单位 数量 单价 备注

数量总计：

需方： 供方：
地址： 地址：
代表人： 代表人：
电话： 电话：
邮编： 邮编：

上海八峰商贸有限公司

0086-21-6260-6268

上海市武宁路225号沪西工人文化宫教育楼2楼

200063

第十四条  需方收到本合同后请立即回签一份，如需方对本合同有异议，应于收到后五天内提出，否则认为需方已同意接受本
          合同所规定的各项条款。合同执行期间，如因故不能履行或需要更改，必须经双方同意，
          并互相换文或另订合同，方为有效。
第十五条  本合同一式两份，供需双分各执一份，双方签字盖章后生效。

第十三条  凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应由双方通过友好协商解决，如果协商不能解决，
          应向供方所在地的人民法院起诉。

第九条  违约责任：如需方违约，将按每延期一天支付供方合同金额的1%违约金或支付供方因此受到的经济损失。
第十条  按本合同中确认的品名、规格、数量等要求，需方应自提货后一周之内检验完毕，若有异议
          需方须在上述期限内书面提出，否则视为需方已验收！ 
第十一条  双方提供的有关正式资料，来往函电均为本合同的有效组成部分。
第十二条  合同内所述全部或部分商品，如因人力不可抗拒的原因和不属本公司责任而使合同执行受阻或延迟交货，
　　　　　 供方概不负责。

     2  验收地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第六条  预付货款方式及金额：需方须先付30%预付款。
第七条  付款日期及结算方式：需方付清余款后提货，供方按合同要求交货并提供全额增值税发票。结算方式：电汇
第八条  原材料供应方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

     1  交货时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
     2  交货地点：需方自提货
第五条  验收方式：
     1  验收方法：由需方（或需方授权人员，单位）检验合格后出厂。

第二条  商品质量标准及数量要求：按双方确认的品质样生产。允许3%的溢短装。
第三条  包装方式：按需方要求。
第四条  交货方式：

合计金额：  大写：                                       小写：

供需双方本着平等互利，协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条  需方同意购买，供方同意销售下述货物：
品名或规格 金额

销  售  合  同

上海八峰商贸有限公司  

C017

自動保存
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