
製造および提供合意書 

 

 

1.11 "Confidential Information" means all confidential or proprietary information, other than 

 

Exempt Information, in any form, directly or indirectly disclosed to Recipient or its 

 

CONFIDENTIAL 

Representatives by or on behalf of the Disclosing Party pursuant to this Agreement, 

regardless of the manner in which such information is disclosed, delivered, furnished, 

learned, or observed, either marked "Confidential" or, if oral, declared to be confidential 

 

when disclosed and confirmed in writing within thirty (30) days of disclosure. Confidential 

Information includes, without limitation, the terms and conditions of this Agreement. 

Failure to mark Confidential Information disclosed in writing hereunder as "Confidential" 

shall not cause the information to be considered non-confidential, with the burden on the 

 

Disclosing Party to prove such information clearly should have been known by a 

reasonable person with expertise on the subject matter, based on the nature of the 

information and the circumstances of its disclosure, to be Confidential Information, 

provided that the Disclosing Party has otherwise made good faith efforts to clearly mark 

Confidential Information as such. 

 

1.11 「秘密情報」とは、以下の情報を除く、すべての秘密情報または専有情報を意味しま

す。 

 

除外情報以外のすべての機密情報または専有情報を意味しますが、その形態は問わず、直接

または間接的に受取人またはその 

 

CONFIDENTIAL 

本契約に基づいて開示当事者により、または開示当事者を代表して、受取人またはその

CONFIDENTIAL 代表者に直接または間接的に開示された、あらゆる形態の免除情報以外

のすべての機密情報または専有情報をいいます。 

本契約に基づいて開示当事者により、または開示当事者に代わって、受取人またはその

CONFIDENTIAL 代表者に直接または間接的に開示されたいかなる形式の免除情報を除く

情報であっても、当該情報が開示され、交付され、提供され 



本契約に基づき、開示当事者が、または開示当事者に代わって、受取人またはその

CONFIDENTIAL 代表者に情報を開示、交付、提供、学習、観察する方法にかかわらず、

「Confidential」と表示されているか、口頭の場合は機密であることが宣言されています。 

 

開示された時点で機密であると宣言され、開示から 30 日以内に書面で確認されたもの。機

密情報 

情報には、本契約の諸条件が含まれますが、これに限定されるものではありません。 

本契約に基づいて書面で開示された機密情報に「Confidential」の表示をしなかった場合 

非機密情報とみなされることはありません。 

 

本契約で開示された機密情報に「Confidential」の表示がない場合、その情報は非機密情報

とみなされません。 

情報の性質と開示された状況に基づいて、主題に関する専門知識を持つ合理的な人が明ら

かに知っていたはずであることを証明する責任は開示当事者にあります。 

情報の性質および開示された状況に基づいて、当該情報が秘密情報であることを当該分野

の専門家である合理的な人が知っていたはずであることを明らかに証明する義務がありま

す。 

ただし、開示当事者が秘密情報であることを明確に表示するために誠意ある努力をした場

合に限ります。 

機密情報であることを明確に示すために開示当事者が誠意をもって努力した場合に限りま

す。 

 

www.DeepL.com/Translator（無料版）で翻訳しました。 
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4 "Vaccine" shall include (a) all vaccines manufactured, in whole or in part, or supplied, 

directly or indirectly, by or on behalf of Pfizer or BioTech or any of their Affiliates 

pursuant to this Agreement that are intended for the prevention of the human disease 

COVID-19 or any other human disease, in each case which is caused by any of the virus 

SARS-CoV-2, and/or any or all related strains, mutations, modifications or derivatives of 

 

the foregoing, (b) any device, technology, or product used in the administration of or to 

enhance the use or effect of, such vaccine, or (c) any component or constituent material of 

a) or (b). 

 



4 「ワクチン」とは、(a)ファイザー、バイオテック、またはそれらの関連会社によって、

またはそれらの関連会社のために、直接的または間接的に製造された、全部または一部のワ

クチン、または供給されたすべてのワクチン。 

本契約に基づき、ファイザー社、バイオテック社、またはそれらの関連会社によって、また

はそれらに代わって、直接的または間接的に製造または供給されたすべてのワクチン。 

本契約に基づき、ファイザー、バイオテック、またはそれらの関連会社によって、またはそ

れらに代わって、直接的または間接的に製造された、全体または一部が供給された、ヒト疾

患 

COVID-19 またはその他のヒト疾患（いずれの場合も以下のウイルスが原因）の予防を目

的とするものです。 

SARS-CoV-2、およびその関連株、変異、改変、派生物のいずれかによって引き起こされる

ヒト疾患 COVID-19 またはその他のヒト疾患の予防を目的としたもの。 

 

(b) 前述のウイルスの投与に使用される、またはその使用や効果を高めるための装置、技術、

製品。 

(b)当該ワクチンの投与に使用される、または使用もしくは効果を高めるための装置、技術、

製品、または(c)a)または(b)の構成要素または構成材料。 

a）または（b）のコンポーネントまたは構成材料。 

 

 

www.DeepL.com/Translator（無料版）で翻訳しました。 
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Purchaser acknowledges and agrees that (i) Pfizer's efforts to develop and 

manufacture the Product are aspirational in nature and subject to significant risks 

and uncertainties, and (11) the fact that any other drug or vaccine to prevent, treat or 

cure COVID-19 infection is successfully developed or granted authorization earlier 

 

than the granting of Authorization for the Product shall not change the current 

situation of urgent needs for prevention of the spread of the COVID-19 infection 

hat poses serious threats to and harmful effects on the lives and health of the 

general public. 

 

購入者は、(i) 本製品の開発および製造に向けたファイザー社の努力は、その性質上、大き

なリスクを伴うことを認識し、同意します。 

本製品の開発および製造に向けたファイザーの取り組みは、本質的に意欲的であり、重大な



リスクと不確実性を伴うものです。 

11）COVID-19 感染症の予防、治療または治癒のための他の医薬品またはワクチンが、早

期に開発または承認されるという事実。 

11）COVID-19 感染症の予防、治療、治癒を目的とした他の医薬品やワクチンが、本製品

の承認よりも早く開発に成功したり 

 

本製品の認可よりも早く開発または認可されたとしても、COVID-19 感染症の予防が急務

であるという現状は変わらない。 

COVID-19 感染症の蔓延防止が急務であるという状況は変わりません。 

COVID-19 感染症は、一般市民の生命と健康に深刻な脅威と有害な影響を与えています。 

の蔓延防止が急務であることに変わりはありません。 

 

 

www.DeepL.com/Translator（無料版）で翻訳しました。 
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Accordingly, Pfizer and its Affiliates shall have no liability for any failure by Pfizer 

or its Affiliates to develop or obtain Authorization of the Product in accordance 

with the estimated dates described in this Agreement. Even if the Product is 

 

successfully developed and obtains Authorization, Pfizer shall have no liability for 

any failure to deliver doses in accordance with any estimated delivery dates set 

forth herein (other than as expressly set out in this Agreement), nor shall any such 

failure give Purchaser any right to cancel orders for any quantities of Product. 

 

したがって、ファイザーとその関連会社は、ファイザーまたはその関連会社が以下の事項に

準拠して本製品を開発または認可を得られなかった場合、いかなる責任も負いません。 

ファイザー社およびその関連会社は、本契約に記載された予定日に従って本製品の開発ま

たは承認を得ることができなかった場合、いかなる責任も負いません。 

ファイザー社およびその関連会社は、本契約に記載されている予定日に従って本製品の開

発または承認の取得ができなかった場合、いかなる責任も負いません。本製品の開発に成功

し、承認を得たとしても 

 

本製品の開発に成功し、承認を取得した場合でも、ファイザーは以下の点について責任を負

いません。 



本契約に記載された納入予定日に基づいて用量を提供できなかった場合、ファイザーは一

切の責任を負いません。 

本契約に明示的に記載されている場合を除き）本契約に記載されている納入予定日に基づ

いて用量を納入できなかった場合、ファイザーはいかなる責任も負わないものとします。 

また、そのような不具合により、購入者が本製品の注文を取り消す権利を得ることもありま

せん。 

 

------------------------------------------------------ 

 

2.5 

Product Shortages. 

(a) 

If Authorization is received but there is insufficient supply to deliver the full 

 

number of Contracted Doses on the Delivery Schedule (including the Adjusted 

Delivery Schedule), including to the extent any shortage is due to a requirement of 

Pfizer to divert available supply of the Product to another market, Pfizer shall work 

collaboratively to provide notice (and manage any communications associated with 

any Product shortages). Following receipt of such notification, Purchaser shall 

 

CONFIDENTIAL 

 

execute any instructions set out in the notice in a timely fashion (and in no event 

longer than 24 hours). Subject to the foregoing, including any requirement by 

 

Pfizer to divert Product to another market, Pfizer shall decide on necessary 

adjustments to the number of Contracted Doses and Delivery Schedule due to the 

Purchaser to reflect such shortages based on principles to be determined by Pfizer 

under the then existing circumstances ("Allocation") which shall be set out in such 

notice. Purchaser shall be deemed to agree to any revision. 

 

2.5 

製品の欠品。 

(a) 

承認を受けたにもかかわらず、納入スケジュール（調整後の用量を含む）で契約用量の全量

を納入するための供給が不足している場合。 



 

(a) 承認が得られたにもかかわらず、納入スケジュール（調整後の納入スケジュールを含む）

で契約用量の全量を納入するための供給が不足している場合。 

(a) 承認を受けたにもかかわらず、納入スケジュール（調整後の納入スケジュールを含む）

で契約用量の全量を納入するための供給が不足する場合。 

不足分は、ファイザーが利用可能な本製品の供給を別の市場に振り向ける必要があること

に起因する場合も含め、ファイザーは協力して 

ファイザーは、共同で通知（および製品の不足に関連するあらゆる通信を管理）を行うもの

とします。 

ファイザーは、本製品の不足に関する通知（および本製品の不足に関連する通信の管理）を

共同で行うものとします。) かかる通知の受領後、購入者は以下を行うものとします。 

 

守秘義務 

 

購入者は、かかる通知を受領した後、通知に記載された指示を適時（いかなる場合も 24 時

間以内）に実行するものとします。 

24 時間を超えることはありません）。) ファイザー社が本製品を別の場所に転用することを

求める場合も含め、上記を条件とします。 

 

ファイザーは、本製品を他の市場に転用することを含め、上記を条件として、契約 DPC 数

の必要な調整を決定します。 

ファイザーは、このような不足分を反映して、購入者への契約用量および配送スケジュール

の必要な調整を決定します。 

このような不足分を反映させるために、ファイザーは、現在の状況下でファイザーが決定す

る原則に基づいて、購入者に支払うべき契約用量および配送スケジュールの必要な調整を

決定します。 

このような不足分を反映させるために、ファイザーは、その時点での状況に応じてファイザ

ーが決定する原則に基づいて、契約用量および納品スケジュールの必要な調整を決定しま

す。 

の通知を行います。購入者は、いかなる修正にも同意したものとみなされます。 

 

------------------------------------------------------ 

 

Purchaser hereby waives all rights and remedies that it may have at Law, in equity 

or otherwise, arising from or relating to: (i) any failure by Pfizer to develop or 

obtain Authorization of the Product in accordance with the estimated dates 



described in this Agreement; or (ii) any failure by Pfizer to deliver the Contracted 

 

(b) 

 

Doses in accordance with the Delivery Schedule. In the event of an inconsistency 

between the provisions of this Section 2.5 (Product Shortages) and those of other 

sections of this Agreement, the provisions of this Section 2.5 (Product Shortages) 

shall control and supersede over those of other sections of this Agreement to the 

extent of such inconsistency. 

 

購入者は、以下に起因する法律上、衡平法上、またはその他の方法で保有するすべての権利

および救済手段を放棄します。 

以下に起因または関連する、法律上または衡平法上のあらゆる権利を放棄します。(i) ファ

イザー社による本製品の開発または認可取得の失敗。 

本契約に記載された予定日に従って本製品の開発または承認の取得を行うファイザーの失

敗、または 

(i) ファイザーが本契約に記載された予定日に従って本製品の開発または認可を取得でき

ない場合、または (ii) ファイザーが契約製品を納入できない場合。 

 

(b) 

 

用量を納入予定表に従って納入しないこと。本条 2 項の規定との間に矛盾が生じた場合 

本契約の第 2.5 条（製品不足）の規定と他の条項の規定との間に矛盾がある場合は 

本第 2.5 条（製品不足）の規定と本契約の他の条項の規定との間に矛盾がある場合、本第 2.5

条（製品不足）の規定が優先され 

本項の規定と本契約の他の条項の規定との間に矛盾がある場合、その矛盾の範囲内で本項

の規定が本契約の他の条項の規定に優先するものとします。 

本項の規定は、そのような矛盾の範囲内で本契約の他の条項の規定に優先して適用される

ものとします。 

 

------------------------------------------------------ 

 

2.6 

 

Delivery Delays. 

 



Under no circumstances will Pfizer be subject to or liable for any late delivery penalties. 

 

2.6 

 

納品の遅れ。 

 

いかなる状況においても、ファイザーは納品遅延のペナルティの対象となることはなく、ま

たその責任も負いません。 

 

------------------------------------------------------ 

 

(d) Without prejudice to Section 4.4, Purchaser acknowledges that Pfizer will not, in  

any circumstances, accepts any returns of Product (or any dose). In particular,  

following receipt of the Product in accordance with this Section 2.8, no Product  

returns may take place under any circumstances (inclusive of future changes in  

stock, expired Products, changes in Product allocation, delivery, demand or new product 

launch).  

 

(d) 第 4.4 条を損なうことなく、購入者は、いかなる状況においてもファイザーが本製品

（またはいかなる用量）の返品を受け付けないことを認めます。 

購入者は、いかなる状況においても、ファイザーが本製品（またはいずれかの用量）の返品

を受け付けないことを認めます。特に以下の点が挙げられます。 

本第 2.8 条に従って本製品を受領した後は、いかなる製品も  

いかなる状況においても、製品の返品はできません。 

特に、本第 2.8 条に従って本製品を受領した後は、いかなる状況下においても、本製品の返

品はできません。) 

 

------------------------------------------------------ 

 

3.2 

Invoices and Payment. 

(a) 

 

In partial consideration of the Contracted Doses, Purchaser shall pay an upfront 

payment of $2,997,540 USD (calculated as $12.00USD/dose multiplied by 249,795 

of the Contracted Doses) within thirty (30) days of receipt of an invoice from Pfizer 



issued upon Purchaser's receipt of Approval set forth in Section 9.6 (the "Advance 

Payment"); provided, however, that Pfizer shall have no obligation to ship or 

 

deliver Product until receipt of the Advance Payment. All amounts due hereunder 

shall be converted to EUR which shall be determined based on the exchange rate 

used by The Wall Street Journal, Eastern U.S. Edition, one (1) Business Day prior 

o the date of this Agreement. 

 

3.2 

請求書および支払い。 

(a) 

 

契約用量の一部の対価として、購入者は、契約一時金を支払うものとします。 

購入者は、契約用量の一部の対価として、30 日以内に 2,997,540 米ドル（12.00 米ドル/回

に 249,795 回の契約用量を乗じた額）の前払金を支払うものとします。 

購入者は、契約用量の対価として、2,997,540 米ドル（12.00 米ドル/回に 249,795 回を乗じ

た額）を、ファイザーからの請求書受領後 30 日以内に支払うものとします。 

第 9.6 条に定める承認を購入者が受領した際に発行されるファイザーからの請求書を受領

した日から 30 日以内に（以下「前払い」）。 

ただし、ファイザー社は、「前払い金」を受領するまで、本製品を出荷または納入する義務

を負わないものとします。 

 

ただし、ファイザー社は、「前払い金」を受領するまで、本製品を出荷または納入する義務

を負わないものとします。本契約に基づくすべての支払額は 

ただし、ファイザーは、事前支払金を受領するまで、本製品を出荷または納入する義務を負

わないものとします。 

本契約に基づくすべての金額は、本契約締結日の 1 営業日前に The Wall Street Journal, 

Eastern U.S. Edition が使用した為替レートに基づいて決定されるユーロに換算されます。 

本契約の日付の 1 営業日前に The Wall Street Journal Eastern U.S. Edition で使用されてい

る為替レートに基づいて決定されます。 

 

------------------------------------------------------ 

 

(c) 

Purchaser shall not, and acknowledges that it will have no right, under this 

Agreement, any Purchase Order, any other agreement, document or Law, to 



 

withhold, offset, recoup or debit any amounts owed (or to become due and owing) 

to Pfizer, whether under this Agreement or otherwise, against any other amount 

owed (or to become due and owing) to it by Pfizer or a Pfizer Affiliate. 

 

(c) 

購入者は、本契約、発注書、その他の契約、文書または法律に基づき、以下の権利を持たな

いものとします。 

本契約、発注書、その他の契約書、文書、または法律に基づき、以下の権利を有しません。 

 

本契約に基づいているかどうかにかかわらず、ファイザーに対して支払うべき（または支払

うべきになる）金額を、他の金額と差し控え、相殺、回収、または引き落とす権利はありま

せん。 

本契約に基づくか否かにかかわらず、ファイザーに支払うべき（または支払うべきである）

金額を、その他の金額と相殺、回収、または引き落とすこと。 

本契約に基づくか否かにかかわらず、ファイザーまたはファイザーの関連会社がファイザ

ーに支払うべき（または支払うべきとなる）金額と相殺、回収、または引き落としを行うこ

と。 

 

------------------------------------------------------ 

 

4.4 

Rejection of Product: Disposal of Rejected Shipments. 

(a) 

 

Purchaser may reject any Product that does not materially conform to Specifications 

or CGMP ("Non-Complying Product") by providing written notice of rejection to 

Pfizer and the delivery carrier and setting out detailed reasons for such rejection: 

(i) immediately (and in no event more than 24 hours) upon delivery at the Point of 

Delivery; (ii) immediately and in any event within 24 hours of delivery at the 

Place(s) of Destination of such Non-Complying Product to Purchaser, or (iii) 

 

4.4 

製品の不採用。拒絶された出荷物の処分。 

(a) 

 



購入者は、仕様または CGMP に実質的に適合していない本製品（以下「非適合製品」とい

います。 

(a) 購入者は、仕様書または CGMP に実質的に準拠していない製品 (以下「非準拠製品」) 

を拒否することができます。 

購入者は、ファイザーおよび配送業者に書面による拒否通知を行い、当該拒否の詳細な理由

を示すことで、仕様または CGMP に実質的に適合しない製品（以下「非適合製品」）を拒否

することができます。 

(i) 納品時に直ちに (いかなる場合も 24 時間を超えてはならない)、納品先での受け取り。 

(ii) 当該商品の仕向地での配達後、直ちに、いかなる場合も 24 時間以内に。 

(ii) 当該不適合品の仕向地での購入者への引渡し後、直ちに（いかなる場合も 24 時間以内

に）、または (iii) 

 

------------------------------------------------------ 

 

immediately and in no event more than 24 hours upon its first knowledge of a Latent 

Defect. In the event notice is not provided within 24 hours from delivery, the 

Product shall have been deemed accepted. Pfizer shall respond to any rejection and 

notice of Non-Complying Product from Purchaser in a timely manner. For clarity, 

Purchaser shall not be entitled to reject any Product based on service complaints 

 

unless a Product does not materially conform to Specifications or cGMP 

b 

Pfizer shall conduct an analysis of the causes of any such quality-related complaint, 

and shall report to Purchaser on any corrective action taken. If Pfizer's inspection 

and testing reveals, to Pfizer's reasonable satisfaction, that such items of the 

Product are Non-Complying Product and that any such non-conformity or defect 

 

has not been caused or contributed to by any abuse, misuse, neglect, negligence, 

accident, improper testing, improper storage, improper handling, abnormal physical 

stress, abnormal environmental conditions or use contrary to any instructions issued 

by Pfizer, Pfizer shall use Commercially Reasonable Efforts to replace such Non- 

Complying Product as soon as practicable at no additional charge to Purchaser. In 

such circumstances, Pfizer will further arrange for reverse logistics for Product 

collection and manage the destruction of the Non-Complying Product. Until 

 

collection, Purchaser shall store and maintain the relevant Non-Complying Product 



in appropriately secure locations and in accordance with the manufacturers' 

specifications. Notwithstanding any other provision of this Agreement, this Section 

4.4(b) contains Purchaser's sole and exclusive remedy for Non-Complying 

Product. The provisions of this Section 4.4 (Rejection of Product; Disposal of 

Rejected Shipments) shall survive termination or expiration of this Agreement. 

 

潜伏期間中の欠陥を最初に知った時から 24 時間を超えない範囲で直ちに 

潜伏欠陥。納入後 24 時間以内に通知がなされなかった場合、本製品は受領されたものとみ

なします。 

本製品は受理されたものとみなします。ファイザーは、以下のような拒絶および通知に対応

するものとします。 

ファイザーは、購入者からの本製品の不適合の通知に対して、タイムリーに対応するものと

します。明確にするために。 

購入者は、製品が実質的に適合していない場合を除き、サービスに関する苦情に基づいて製

品を拒否する権利はないものとします。 

 

製品が仕様または cGMP に実質的に準拠していない場合。 

b 

ファイザーは、かかる品質関連の苦情の原因を分析するものとします。 

ファイザーは、かかる品質関連の苦情の原因分析を行い、実施した是正措置について購入者

に報告するものとします。ファイザーの検査および試験により 

ファイザーの検査および試験により、本製品の当該項目が非準拠製品であることが、ファイ

ザーの合理的な満足を得て明らかになった場合。 

ファイザーの検査および試験により、本製品の当該品目が非準拠製品であり、当該不適合ま

たは欠陥が 

 

そのような不適合または欠陥が、乱用、誤用、怠慢、過失、事故、不適切なテスト、不適切

なテスト、不適切なテストによって引き起こされたものではないこと。 

誤用、不注意、事故、不適切なテスト、不適切な保管、不適切な取り扱い、異常な物理的ス

トレス、異常な環境条件、または使用に起因するものではないこと。 

誤用、怠慢、事故、不適切なテスト、不適切な保管、不適切な取り扱い、異常な物理的スト

レス、異常な環境条件、またはファイザーの指示に反する使用によって引き起こされたもの

ではありません。 

ファイザーは、商業的に合理的な努力を払って、かかる非準拠製品を、実際にはすぐに交換

するものとします。 

ファイザーは、商業的に合理的な努力を払い、購入者に追加料金を支払うことなく、可能な



限り早急に当該「非準拠製品」を交換するものとします。この場合 

このような状況では、ファイザーはさらに、製品回収のためのリバースロジスティックスを

手配し、非準拠製品の破棄を管理します。 

回収のためのリバースロジスティックスを手配し、非準拠製品の破棄を管理します。回収ま

で 

 

購入者は、回収までの間、該当する非準拠製品を適切に安全な場所に保管し、維持するもの

とします。 

購入者は、回収までの間、適切に安全な場所で、製造者の仕様に基づいて、関連する非準拠

製品を保管し、維持するものとします。 

購入者は、不適合品を回収するまでの間、適切に安全な場所に保管し、製造者の仕様に従っ

て管理するものとします。本契約の他の規定にかかわらず、本条 

4.4(b)には、本契約の他の規定にかかわらず、非遵守製品に対する購入者の唯一かつ排他的

な救済策が含まれています。 

製品。本第 4.4 条（製品の拒絶、拒絶された製品の処分）の規定は、本契約の終了後も有効

に存続するものとします。 

本第 4.4 項（製品の拒絶、拒絶された出荷品の処分）の規定は、本契約の終了または満了

後も存続するものとします。 

 

------------------------------------------------------ 

 

as Appendix H 

this Agreement is exempt from the 

Laws and each of the terms and 

application of all 

conditions of this Agreement are fully enforceable, that the budgetary allocation set 

forth in Article 4 of the 

in no respect limits Purchaser's funding or 

other obligations under this Agreement, including the indemnification obligations 

 

set forth in Article 8, that Purchaser has the authority to bind the 

and that Purchaser has exercised that authority to bind the 

is to each of the provisions and terms and conditions set forth in this 

Agreement; 

 

付録 H として 



本契約は法律から免除されています。 

法律および各条項と 

本契約のすべての条件の適用が 

本契約のすべての条件が完全に執行可能であること、本契約の第 4 条に定められた予算配

分が 

の第 4 条に記載されている予算配分は、購入者の資金調達や 

本契約に基づく購入者の資金調達またはその他の義務がいかなる点においても制限されな

いこと。 

第 8 条に定める補償義務を含め、本契約に基づく購入者の資金調達その他の義務を制限し

ないこと。 

 

第 8 条に定める補償義務を含め、本契約に基づく購入者の資金提供やその他の義務が制限

されていないこと、購入者が本契約に基づいて米国を拘束する権限を有し、その権限を行使

したこと。 

第 8 条に定める補償義務を含む、本契約に基づく資金提供またはその他の義務を制限しな

いこと、購入者が以下を拘束する権限を有すること、および購入者が以下を拘束する権限を

行使したこと 

は、本契約に記載された各条項および条件を遵守すること。 

契約を締結します。 

 

------------------------------------------------------ 

 

5.5 

Purchaser Acknowledgement. 

Purchaser acknowledges that the Vaccine and materials related to the Vaccine, and their 

components and constituent materials are being rapidly developed due to the emergency 

 

circumstances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after provision 

of the Vaccine to Purchaser under this Agreement. Purchaser further acknowledges that 

the long-term effects and efficacy of the Vaccine are not currently known and that there 

may be adverse effects of the Vaccine that are not currently known. Further, to the extent 

applicable, Purchaser acknowledges that the Product shall not be serialized. 

 

5.5 

購入者の確認事項 

購入者は、本ワクチンおよび本ワクチンに関連する材料、ならびにそれらの構成要素および



構成材料が、緊急事態により急速に開発されていることを認めるものとします。 

購入者は、COVID-19 パンデミックの緊急事態により、ワクチンおよびワクチンに関連す

る材料、それらの構成要素および構成材料が急速に開発されていることを認めます。 

 

COVID-19 パンデミックの緊急事態により急速に開発されており、購入者へのワクチン提

供後も引き続き研究されることを認めます。 

本契約に基づく購入者への本ワクチンの提供後も研究が継続されるものとします。また、購

入者は以下の点を認識しています。 

ワクチンの長期的な効果および有効性は現時点では知られておらず、以下のような悪影響

が考えられます。 

また、購入者は、本ワクチンの長期的な効果および有効性は現時点では知られておらず、ま

た、現時点では知られていない悪影響があることを認めます。さらに、該当する範囲におい

て 

購入者は、本製品がシリアル化されていないことを認めます。 

 

------------------------------------------------------ 

 

6.2 

Termination for Cause. 

a) Pfizer may terminate this Agreement immediately upon written notice to Purchaser 

in the event of a material breach by the Purchaser of any term of this Agreement, 

which breach remains uncured for thirty (30) days following written notice to 

Purchaser of such material breach. 

 

b) Purchaser may terminate this Agreement immediately upon written notice to Pfizer 

in the event of a material breach by Pfizer of any term of this Agreement, which 

breach remains uncured for thirty (30) days following written notice to Pfizer of 

such material breach 

c) Notwithstanding the foregoing, if such material breach, by its nature, cannot be 

 

cured, the terminating Party may terminate this Agreement immediately upon 

written notice to the other Parties. In the event that this Agreement is terminated 

by Pfizer under this Section 6.2, Purchaser shall pay within thirty (30) days of the 

date of notice of termination of this Agreement the full Price for all Contracted 

Doses less amounts already paid to Pfizer as of such date. 

 



6.2 

理由による終了 

a) ファイザーは、購入者に書面で通知することにより、本契約を直ちに終了することがで

きます。 

購入者が本契約のいずれかの条件に重大な違反をした場合、ファイザーは購入者に書面で

通知して直ちに本契約を終了することができます。 

購入者が本契約のいずれかの条項に重大な違反をし、その違反が当該重大な違反の書面に

よる通知後 30 日間未解決である場合。 

購入者」が本契約の条項に重大な違反をし、その違反が書面による通知後 30 日間未解決で

ある場合。 

 

b) 購入者は、以下の場合、ファイザーに書面で通知することにより、本契約を直ちに終了

することができます。 

b) ファイザーが本契約のいずれかの条項に重大な違反をし、その違反が 30 日間未解決の

場合、購入者はファイザーに書面で通知して本契約を直ちに終了することができる。 

本契約のいずれかの条項にファイザーが重大な違反をし、その違反がファイザーへの書面

による通知後 30 日間未解決の場合、購入者はファイザーへの書面による通知により本契約

を直ちに終了することができます。 

当該重大な違反 

c) 上記にかかわらず、かかる重大な違反が、その性質上、治癒できない場合は 

 

上記にかかわらず、かかる重大な違反がその性質上治癒できない場合、終了当事者は他の当

事者に書面で通知した上で、直ちに本契約を終了することができます。 

本契約を終了する当事者は、他の当事者に書面で通知した上で、直ちに本契約を終了するこ

とができます。本契約が第 6.1 条に基づいてファイザーによって終了された場合、以下のよ

うになります。 

第 6.2 条に基づきファイザーが本契約を終了した場合、購入者は、本契約の終了通知の日か

ら 30 日以内に、以下を支払うものとします。 

購入者は、本契約の終了通知の日から 30 日以内に、すべての契約用量の全価格からファイ

ザーに既に支払われた金額を差し引いた金額を支払うものとします。 

購入者は、本契約終了通知の日から 30 日以内に、すべての契約用量の全価格から、当該日

時点でファイザーに支払われた金額を差し引いた金額を支払うものとします。 

 

------------------------------------------------------ 

 

6.5 



Effect of Termination. 

(a) 

Upon expiry or termination of this Agreement for any reason: 

(i 

 

Purchaser shall pay any sums owed to Pfizer pursuant to this Agreement 

within thirty (30) days of the date of invoice for the same; and 

(1i) 

each Party shall use Commercially Reasonable Efforts to mitigate both (1) 

the damages that would otherwise be recoverable from the other pursuant 

to this Agreement, and (2) any costs, fees, expenses or losses that may be 

incurred by a Party, or for which a Party may be responsible, under this 

 

Agreement, by taking appropriate and reasonable actions to reduce or limit 

the amount of such damages, costs, fees, expenses or losses. 

(b) 

The termination or expiration of this Agreement shall not affect the survival and 

continuing validity of Sections 2.1(6)-(d), 2.5(b), 2.6, 2.7(b)-(e), 2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 

4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.4, 5.5, 6.2 (last sentence), 6.5, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, and Articles 

1, 7, 8, 10, 11 and 12 or of any other provision which is expressly or by implication 

 

intended to continue in force after such termination or expiration. 

(c) 

Expiry or termination of this Agreement for any reason shall be without prejudice 

to a Party's other rights and remedies or to any accrued rights and liabilities as the 

date of such expiry or termination; provided that (i) Pfizer shall have no liability 

 

for any failure by Pfizer to develop or obtain Authorization of the Product in 

accordance with the estimated dates described in this Agreement and (ii) even if the 

Product is successfully developed and Pfizer obtains Authorization, Pfizer shall 

have no liability for any failure to deliver Contracted Doses in accordance with any 

estimated delivery dates set forth herein. 

 

6.5 

解除の効果 

(a) 



理由を問わず、本契約が満了または終了した場合。 

(i 

 

購入者は、本契約に基づいてファイザーに支払うべき金額を、請求書の日付から 30 日以内

に支払うものとします。 

請求書の日付から 30 日以内に支払う。 

(1i) 

各当事者は、以下の両方を軽減するために、商業的に合理的な努力を払うものとする： (1) 

(1i) 各当事者は、商業上合理的な努力をもって、(1)本契約に基づいて相手から回復可能な

損害 

各当事者は、商業的に合理的な努力をもって、(1)本契約に基づいて相手から回復可能な損

害、および(2)当事者が被る可能性のある、または 

本契約に基づいて当事者が被る可能性のある、または当事者が責任を負う可能性のある費

用、手数料、経費、損失を 

 

本契約に基づいて当事者が被る可能性のある、または当事者が責任を負う可能性のある費

用、手数料、または損失を、適切かつ合理的な行動をとることによって軽減または制限する

こと。 

このような損害、費用、手数料、経費、または損失の額を削減または制限するために、適切

かつ合理的な措置を講じること。 

(b) 

本契約の終了または満了は、第 2.1 項の存続および継続的な有効性に影響しないものとしま

す。 

本契約の終了または満了は、第 2.1 条(6)～(d)、第 2.5 条(b)、第 2.6 条、第 2.7 条(b)～(e)、

第 2.8 条、第 3.1 条、第 3.3 条、第 3.4 条。 

4.4、4.5、4.6、4.7、5.4、5.5、6.2（最終文）、6.5、9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、および条文 

第 1 条、第 7 条、第 8 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、または明示的にも黙示的にも当該

終了後も効力を有することが意図されているその他の規定。 

 

このような終了または満了後も効力を有することが意図されている他の規定。 

(c) 

いかなる理由であれ、本契約の満了または終了は、以下を損なうものではありません。 

本契約の満了または終了は、当該満了または終了日における当事者の他の権利および救済

手段、または未払いの権利および負債を損なうものではありません。 

ただし、(i)ファイザーは、ファイザーが開発に失敗しても責任を負いません。 

 



ただし、(i)ファイザーは、本契約に記載された予定日に従って本製品の開発または承認を

得ることができなかった場合、いかなる責任も負いません。 

ただし、(i)ファイザーが本契約に記載された予定日に従って本製品の開発または承認を得

られなくても、ファイザーは責任を負わないものとします。 

本製品の開発に成功し、ファイザー社が承認を取得した場合でも、ファイザー社は 

本契約に記載された納入予定日に従って契約用量を納入できなかった場合、ファイザーは

一切の責任を負いません。 

ファイザーは、本契約に記載された納入予定日に従って契約用量を納入しなかった場合、い

かなる責任も負わないものとします。 

 

------------------------------------------------------ 

 

8.1 

Indemnification by Purchaser. Purchaser hereby agrees to indemnify, defend and hold 

harmless Pfizer, BioNTech, each of their Affiliates, contractors, sub-contractors, licensors 

licensees, sub-licensees, distributors, contract manufacturers, services providers, clinical 

trial researchers, third parties to whom Pfizer or BioTech or any of their respective 

Affiliates may directly or indirectly owe an indemnity based on the research, development, 

 

manufacture, distribution, commercialization or use of the Vaccine, and each of the 

officers, directors, employees and other agents and representatives, and the respective 

predecessors, successors and assigns of any of the foregoing ("Indemnitees"), from and 

against any and all suits, claims, actions, demands, losses, damages, liabilities, settlements, 

penalties, fines, costs and expenses (including, without limitation, reasonable attorneys' 

fees and other expenses of an investigation or litigation), whether sounding in contract, 

tort, intellectual property, or any other theory, and whether legal, statutory, equitable or 

 

otherwise (collectively, "Losses") arising out of, relating to, or resulting from the Vaccine, 

including but not limited to any stage of design, development, investigation, formulation, 

testing, clinical testing, manufacture, labeling, packaging, transport, storage, distribution, 

marketing, promotion, sale, purchase, licensing, donation, dispensing, prescribing, 

administration, provision, or use of the Vaccine. 

 

8.1 

購入者による補償。購入者はここに、以下を補償し、防御し、無害に保つことに同意します。 

ファイザー、バイオンテック、各関連会社、契約者、下請け業者、ライセンサー、サブライ



センシー、販売業者、製造委託先、サービス提供者を免責することに同意します。 

ライセンシー、サブライセンシー、販売業者、製造委託先、サービス提供者、臨床試験の研

究者、ファイザー社の委託を受けた第三者、など。 

臨床試験研究者、ファイザー社、バイオテック社、またはそれぞれの関連会社が直接または

間接的に債務を負う可能性のある第三者。 

関連会社は、研究、開発、製造、流通、商業化、または使用に基づいて、直接的または間接

的に賠償義務を負う可能性があります。 

 

ワクチンの研究、開発、製造、流通、商業化、または使用に基づいて、ファイザー、バイオ

テック、またはそれぞれの関連会社が直接的または間接的に補償義務を負う可能性がある

第三者、および 

役員、取締役、従業員、その他の代理人および代表者、ならびにそれぞれの前任者、後継者

および代理人。 

前述のいずれかの前任者、後継者、および譲受人（以下、「被補償者」といいます）を、以

下のように補償します。 

すべての訴訟、請求、訴訟、要求、損失、損害、負債、和解、罰則、罰金、コスト、費用に

ついて 

すべての訴訟、請求、行動、要求、損失、損害、負債、和解、罰則、罰金、費用および経費

（合理的な弁護士費用および調査またはその他の経費を含みますが、これらに限定されま

せん。 

契約、不法行為、知的財産権、またはその他の事由によるものであるかどうかにかかわらず、

すべての訴訟、請求、訴訟要求、和解、罰則、罰金、費用および経費（合理的な弁護士費用

および調査または訴訟にかかるその他の費用を含みますが、これらに限定されません）。 

契約、不法行為、知的財産権、またはその他の理論に基づくものであるかどうかにかかわら

ず、また、法的、法定、衡平法上、またはその他の方法であるかどうかにかかわらず 

 

ワクチンに起因する、ワクチンに関連する、またはワクチンから生じる損失（以下、総称し

て「損失」といいます）。 

設計、開発、調査、処方、試験、臨床試験、製造、ラベル付け、その他の段階を含むがこれ

らに限定されない。 

設計、開発、調査、処方、試験、臨床試験、製造、ラベル付け、包装、輸送、保管、流通、

販売、宣伝、販売、購入、購入後のすべての段階を含むがこれに限定されない。 

設計、開発、調査、処方、試験、臨床試験、製造、ラベル付け、包装、輸送、保管、配布、

マーケティング、プロモーション、販売、購入、ライセンス、寄付、調剤、処方、管理、提

供、使用の各段階を含むが、これらに限定されない。 

ワクチンの管理、提供、使用。 



 

------------------------------------------------------ 

 

8.2 

Assumption of Defense by Purchaser. The Indemnitee(s) shall notify Purchaser of Losses 

for which it is seeking indemnification pursuant hereto ("Indemnified Claims"). Upon 

such notification, Purchaser shall promptly assume conduct and control of the defense of 

such Indemnified Claims on behalf of the Indemnitee with counsel acceptable to 

Indemnitee(s), whether or not the Indemnified Claim is rightfully brought; provided, 

 

however, that Purchaser shall provide advance notice in writing of any proposed 

compromise or settlement of any Indemnified Claim and in no event may Purchaser 

compromise or settle any Indemnified Claim without Indemnitee(s)'s prior written consent, 

such consent not to be unreasonably withheld. Indemnitee(s) shall reasonably cooperate 

with Purchaser in the defense of the Indemnified Claims. 

 

8.2 

購入者による防御の引き受け。被補償者は、本契約に基づいて補償を求める損失(以下「補

償請求」)を購入者に通知するものとします。 

本契約に基づき補償を求める損失(以下「補償対象債権」)を購入者に通知するものとします。

この通知を受けて 

このような通知を受けた場合、購入者は、当該被補償債権の防御の指揮および管理を速やか

に行うものとします。 

購入者は、被補償者のために、被補償者が受け入れ可能な弁護士とともに、当該被補償請求

の防御を速やかに行うものとします。 

購入者は、被補償請求が正当に提起されたか否かにかかわらず、被補償者のために、被補償

者が認めた弁護士による当該被補償請求の防御を速やかに行い、管理するものとします。 

 

ただし、購入者は、補償請求の妥協案または和解案を書面で事前に通知するものとします。 

ただし、購入者は、補償対象となる請求の妥協または和解の提案を書面で事前に通知するも

のとし、いかなる場合でも 

ただし、購入者は、いかなる場合も、被補償者の書面による事前の同意を得ることなく、補

償対象となる請求の妥協または和解を行うことはできません。 

当該同意は不合理に保留されるものではありません。補償対象者は、以下の点について合理

的に協力するものとします。 

被補償者は、被補償請求の弁護において購入者に合理的に協力するものとします。 



 

------------------------------------------------------ 

 

8.4 

Assumption of Defense. Notwithstanding the foregoing and without prejudice to Section 

12.6, Pfizer, directly or through any of its Affiliates or through BioNTech, may elect to 

assume control of the defense of an Indemnified Claim (a) within thirty (30) days of 

Indemnitee's notice to Purchaser of the Indemnified Claim or (b) at any time if, in Pfizer's 

sole discretion: (i) Purchaser fails to timely assume the defense of or reasonably defend 

O 

 

CONFIDENTIAL 

such Indemnified Claim(s) in good faith to the satisfaction of Pfizer (or Pfizer's Affiliates 

and BioNTech); or (ii) Pfizer believes (or any of Pfizer's Affiliates or BioTech believe) 

in good faith that a bona fide conflict exists between Indemnitee(s) and Purchaser with 

respect to an Indemnified Claim hereunder. Upon written notice of such election, Pfizer 

 

shall have the right to assume control of such defense (directly or through either one of its 

Affiliates or BioNTech), and Purchaser shall pay (as incurred and on demand), all Losses, 

including, without limitation, the reasonable attorneys' fees and other expenses incurred 

by Indemnitee(s), in connection with the Indemnified Claim. In all events, Purchaser shall 

cooperate with Indemnitee(s) in the defense, settlement or compromise of the Indemnified 

Claim. 

 

8.4 

弁護の引き受け。上記にかかわらず、また第 12.6 条を害することなく 

第 12.6 条にかかわらず、ファイザーは、直接またはその関連会社を通じて、あるいはバイ

オンテックを通じて、以下を行うことができます。 

(a) 被補償請求の防御を引き受けることができます。 

(b) ファイザーの単独の裁量により、以下の場合はいつでも、購入者に対する被補償請求の

通知から 30 日以内に、被補償請求の弁護を引き受けることができます。 

(b) ファイザーの独自の裁量により、以下の場合はいつでも。(i) 購入者が以下のような場

合、適時に防御を引き受けない、または合理的に防御しない。 

O 
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(i) 購入者が、ファイザー（またはファイザーの関連会社および BioNTech）が満足するよ

うに、誠意をもって当該被補償請求の防御を適時に引き受ける、または合理的に防御するこ

とを怠った場合。 

または、(ii) ファイザーが、善意であると善意で信じている（または、ファイザーの関連会

社もしくはバイオテックが信じている）場合。 

ここでの補償請求に関して、被補償者と購入者との間に善意の対立が存在すると、誠意をも

って信じる（または、ファイザーの関連会社またはバイオテックが信じる）。 

本契約に基づく補償請求に関して、被補償者と購入者の間に善意の対立が存在すると、ファ

イザーが信じる（またはファイザーの関連会社もしくはバイオテックが信じる）場合。かか

る選択の書面による通知を受けて、ファイザーは 

 

ファイザーは、（直接またはその関連会社のいずれかまたは BioNTech を介して）当該防御

の管理を引き受ける権利を有するものとします。 

また、購入者はすべての損失を（発生した時点で、要求に応じて）支払うものとします。 

また、購入者は、被補償者が負担した合理的な弁護士費用およびその他の費用を含むがこれ

に限定されない。 

また、購入者は、被補償請求に関連して被補償者が負担した合理的な弁護士費用およびその

他の費用を含むすべての損失を支払うものとします。いかなる場合においても、購入者は 

購入者は、いかなる場合も、被補償者と協力して、被補償請求の弁護、和解または妥協を行

うものとします。 

補償請求 
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8.5 

Privileges and Immunities. Purchaser acknowledges that its indemnification obligations 

under this Agreement are (a) expressly in addition to, and not limited by, any Privileges 

and Immunities, and (b) do not waive or relinquish Indemnitees' rights to any Privileges 

 

and Immunities. 

8.6 

Costs. Costs and expenses, including, without limitation, fees and disbursements of 

 

counsel, incurred by the Indemnitee(s) in connection with any Indemnified Claim shall be 

reimbursed on a quarterly basis by Purchaser, without prejudice to Purchaser's right to 

refund in the event that Purchaser is ultimately held in a final, non-appealable judgment or 



award to be not obligated to indemnify the Indemnitee(s). 

 

8.5 

特権および免責。購入者は、本契約に基づく補償義務が以下の通りであることを認めます。 

本契約に基づく購入者の補償義務は、(a) 特権および免責に明示的に追加されるものであり、

それによって制限されるものではありません。 

また、(b) 特権および免責に対する被補償者の権利を放棄または放棄しないこと。 

 

また、(b) 特権および免除に対する補償者の権利を放棄または放棄しないものとします。 

8.6 

費用。免責者が被る費用および経費（弁護士の費用および支出を含むがこれに限定されな

い）。 

 

免責された請求に関連して被免責者が負担した費用および経費は、四半期ごとに被免責者

から償還されるものとします。 

購入者の権利を損なうことなく、四半期ごとに購入者から払い戻しを受けるものとします。 

購入者が最終的に上告不可能な判決または裁定を受けた場合、購入者の払い戻しの権利を

損なうことなく、四半期ごとに購入者から払い戻しを受けるものとします。 

また、最終的に「購入者」が「被補償者」を補償する義務がないと判断された場合、「購入

者」の払い戻しの権利を損なうことはありません。 

 

------------------------------------------------------ 

 

9.1 

Insurance. 

During the Term, Pfizer or its Affiliates shall self-insure or procure and maintain such types 

and amounts of general liability insurance to cover liabilities related to its activities under 

 

this Agreement as is normal and customary in the pharmaceutical industry generally for 

companies that are similarly situated and providing similar manufacturing and supply 

services. For absolute clarity, this shall not include, nor constitute, product liability 

insurance to cover any third party/patients claims and such general liability insurance shall 

be without prejudice to Purchaser's indemnification obligation as set out in this Agreement. 

 

9.1 

保険。 



契約期間中、ファイザーまたはその関連会社は、本契約に基づく活動に関連する賠償責任を

カバーするために、自己保険または 

本契約に基づく活動に関連する賠償責任をカバーするために、ファイザーまたはその関連

会社は、以下のような種類および金額の一般賠償責任保険を自己負担または調達し、維持し

ます。 

 

本契約に基づく活動に関連する賠償責任をカバーするために、ファイザーまたはその関連

会社は、製薬業界において一般的に 

 

 明確にするために、これには第三者／患者をカバーする製造物責任保険は含まれず、また

構成されないものとします。 

このような一般的な賠償責任保険は、第三者／患者からの請求をカバーするための製造物

責任保険を含むものではなく、また、これを構成するものでもありません。 

このような一般責任保険は、本契約に定められた「購入者」の補償義務を損なうものではあ

りません。 

 

------------------------------------------------------ 

 

9.3 

Excluded Liability. 

Nothing in this Agreement excludes or limits the liability of a Party for: 

 

fraud or fraudulent misrepresentation; 

(i) 

(ii) 

any breach of Section 10 (Confidential Information); 

(ifi) 

in the case of Purchaser, the indemnity given by it under Section 8 

 

(Indemnification); or 

(iv) 

in the case of Purchaser, failure to pay the Price for the Product or any other 

sums properly owing to Pfizer under this Agreement. 

 

9.3 

除外される責任 



本契約のいかなる条項も、以下に対する当事者の責任を除外または制限するものではあり

ません。 

 

詐欺または不正な不実表示。 

(i) 

(ii) 

第 10 条（秘密情報）の違反。 

(ifi) 

購入者の場合、第 8 条(補償)に基づき購入者が行った補償。 

 

(i) 購入者の場合、第 8 条(補償)に基づき購入者が行う補償、または 

(iv) 

購入者の場合は、本製品の価格またはその他のファイザーへの適切な支払いの不履行。 

(iv) 購入者の場合、本製品の価格または本契約に基づいてファイザーに適切に支払われる

べきその他の金額の不払い。 
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9.4 

Waiver of Sovereign Immunity. Purchaser, on behalf of itself and 

expressly and irrevocably waives any right of immunity which either it or its assets may 

have or acquire in the future (whether characterized as sovereign immunity or any other 

 

type of immunity) in respect of any arbitration pursuant to Section 12.2 (Arbitration) or 

any other legal procedure initiated to confirm or enforce any arbitral decision, order or 

award, or any settlement in connection with any arbitration pursuant to Section 12.2 

(Arbitration), whether 

or any other foreign jurisdiction, including but not limited 

to immunity against service of process, immunity of jurisdiction, or immunity against any 

judgment rendered by a court or tribunal, immunity against order to enforce the judgment, 

 

and immunity against precautionary seizure of any of its assets. Purchaser expressly and 

irrevocably submits to the jurisdiction of the courts of New York, or any other court of 

competent jurisdiction, for the purposes of enforcing any arbitral decision, order or award, 

or any settlement in connection with any arbitration pursuant to Section 12.2 and represents 

and warrants that the person signing this Agreement on its behalf has actual authority to 



submit to such jurisdiction. Purchaser also expressly and irrevocably waives the application 

 

of any Law in any jurisdiction that may otherwise limit or cap its obligation to pay damages 

arising from or in connection with any Indemnified Claims and represents and warrants 

that this Agreement and any Indemnified Claims arising hereunder are not subject to the 

Laws. Purchaser represents and warrants that the person 

signing this Agreement on its behalf has actual authority to waive such immunity and bind 
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to the limitations of liability and liability waivers 

 

Purchaser and 

 

set forth herein. 

 

 

9.4 

ソブリン・イミュニティの放棄。購入者は、自らを代表して 

明示的かつ取消不能な形で、自身またはその資産が将来的に保有または取得する可能性の

あるあらゆる免責権を放棄します。 

買付者は、自らを代表して、明示的かつ取消不能な形で、その資産が将来有するまたは取得

する可能性のある免責権（主権免責またはその他のタイプの免責の特徴を問わない）を放棄

します。 

 

第 12.2 条(仲裁)に基づく仲裁または確認もしくは決定のために開始されたその他の法的手

続きに関して 

第 12.2 条（仲裁）に基づく仲裁、または仲裁判断、命令、裁定を確認もしくは執行するた

めに開始されたその他の法的手続き、もしくは仲裁に関連する和解。 

第 12.2 条（仲裁）に基づく仲裁、または第 12.2 条（仲裁）に基づく仲裁に関連する和解を

確認または執行するために開始されたその他の法的手続き 

(仲裁）に関連して開始されたあらゆる法的手続き。 

またはその他の外国の司法権を含むがこれに限定されない。 

訴状送達に対する免責、管轄権に対する免責、裁判所または法廷によって下された判決に対

する免責を含むがこれらに限定されない。 

訴状送達に対する免責、裁判権に対する免責、裁判所または法廷が下した判決に対する免責、



判決の執行命令に対する免責を含みますが、これらに限定されません。 

 

また、購入者の資産の予防的な差し押さえに対する免責も含まれます。購入者は、明示的か

つ 

購入者は、訴訟の目的のために、ニューヨーク州の裁判所またはその他の管轄権を有する裁

判所の管轄権に明示的かつ取消不能で服従します。 

購入者は、仲裁判断、命令、または裁定を執行する目的で、ニューヨークの裁判所またはそ

の他の管轄権を有する裁判所の管轄権に明示的かつ取消不能な形で服従します。 

第 12.2 項に基づく仲裁に関連した和解を執行する目的で、ニューヨークの裁判所またはそ

の他の管轄裁判所の管轄権に、取消不能の形で服従します。 

また、本契約に代理で署名する者が、かかる管轄権に服する実際の権限を有することを表明

し、保証します。 

また、本契約の代理署名者には、かかる管轄権を行使する実際の権限があることを表明・保

証します。また、購入者は、明示的かつ取消不能な方法で、以下の法の適用を放棄します。 

 

また、購入者は、印鑑に起因または関連して生じる損害賠償の義務を制限または上限とする

可能性のある法域の適用を明示的かつ取消不能で放棄します。 

また、購入者は、本契約およびすべての補償対象となる請求に関連して生じる損害賠償の支

払い義務を制限する可能性のある法域の適用を明示的かつ取消不能に放棄し 

また、本契約および本契約に基づいて発生するすべての補償対象請求が、法律の対象となら

ないことを表明し、保証します。 

法。購入者は、本契約に代理で署名する人物が、以下のことを表明し、保証します。 

購入者は、自らを代表して本契約に署名する者が、かかる免責を放棄し、本契約に拘束する

実際の権限を有することを表明し、保証します。 
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責任の制限および責任放棄について 

 

ご購入者様と 

 

本契約に記載されています。 

 

------------------------------------------------------ 

 

9.5 



Conditions Precedent to Supply. 

Purchaser represents that it has and will continue to have adequate statutory or regulatory 

authority and adequate funding appropriation to undertake and completely fulfil the 

indemnification obligations and provide adequate protection to Pfizer and all Indemnitees 

 

from liability for claims and all Losses arising out of or in connection with the Vaccine or 

its use. Purchaser hereby covenants and acknowledges and agrees that a condition 

precedent for the supply of the Product hereunder requires that Purchaser shall implement 

and maintain in effect such statutory or regulatory requirements or funding appropriation 

sufficient to meet its obligations in this Agreement prior to supply of the Product by Pfizer 

and thereafter shall maintain such statutory and regulatory requirement and funding 

 

appropriation, each as applicable, for so long as necessary to meet all of Purchaser's 

obligations under this Agreement, including, without limitation, any such obligations that, 

pursuant to Section 6.5, survive expiration or termination of this Agreement. For clarity, 

the sufficiency of such statutory or regulatory requirements or funding appropriation shall 

be in Pfizer's sole discretion. Purchaser acknowledges that Pfizer's supply of Product 

 

hereunder is in reliance (without any duty of investigation or confirmation by or on behalf 

of Pfizer or its Affiliates), inter alia, on Purchaser's representations and covenants under 

this Section 9.5, Purchaser implementing and maintaining in effect the requirements and 

funding appropriation described in this Section 9.5 and the other representations and 

warranties made by Purchaser under this Agreement. 

 

9.5 

供給に先立つ条件 

購入者は、以下の条件を満たすための適切な法定または規制上の権限および適切な資金調

達を有しており、また今後も有し続けることを表明します。 

購入者は、補償義務を完全に遂行し、ファイザーおよびすべての被補償者に適切な保護を提

供するための 

補償義務を完全に果たし、ファイザーおよびすべての被補償者に適切な保護を提供するた

めに、適切な法定または規制当局の権限および適切な資金を持ち続けることを表明します。 

 

ワクチンまたはその使用に起因または関連する請求およびすべての損失に対する責任から、

ファイザーおよびすべての免責者を適切に保護します。 

補償 購入者はここに、本製品の供給の条件として、以下のことを誓約し、承認し、同意し



ます。 

購入者は、本契約に基づく本製品の提供の条件として、以下のことを約束し、承認し、同意

します。 

本契約の義務を果たすのに十分な法定または規制上の要件または資金調達の充当を実施し 

ファイザー社による本製品の供給に先立ち、本契約における義務を果たすのに十分な法定

または規制上の要件または資金調達を実施し、維持すること。 

その後も、本契約の義務を果たすのに十分な法令・規制上の要件および資金充当を 

 

本契約に基づく購入者の義務を果たすために必要な期間、かかる法令上の要件および資金

充当を維持するものとします。 

本契約に基づく購入者の義務（第 6.5 条に基づき存続する義務を含むがこれに限定されな

い）を果たすために必要な期間、該当する法令上の要件および資金調達を維持すること。 

第 6.5 条に従い、本契約の満了または終了後も存続する義務を含むがこれに限定されない。

明確にします。 

このような法定または規制上の要件または資金充当の十分性は 

明確にするためには、ファイザー社の独自の裁量に委ねるものとします。購入者は、ファイ

ザーが本契約に基づいて本製品を提供することは、以下に依存していることを認めます。 

 

購入者は、本契約に基づくファイザーの本製品の供給が、（ファイザーまたはその関連会社

による、またはファイザーのための調査または確認の義務を負うことなく 

本契約に基づくファイザーの本製品の供給は、特に本第 9.5 条に基づく購入者の表明および

誓約に依存していることを認めます。 

購入者は、本第 9.5 条に記載された要件および資金充当を実施し、有効に維持します。 

本第 9.5 条に記載された要件および資金充当、ならびに本第 9.5 条に基づいて購入者が行っ

たその他の表明および保証 

本契約の下で購入者が行ったその他の表明および保証。 
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10. 

CONFIDENTIAL INFORMATION 

10.1 

Non-Use and Non-Disclosure. 

Each Recipient shall, and shall cause its Representatives which have access to the 

 

Disclosing Party's Confidential Information to, maintain in strict confidence, and shall not 



disclose to any third party, all Confidential Information observed by or disclosed to it by 

or on behalf of the Disclosing Party pursuant to this Agreement. In particular, the 

 

10. 

機密情報 

10.1 

非使用および非開示。 

各受取人は、開示当事者の秘密情報にアクセスできるその代表者に、秘密を保持させるもの

とします。 

 

各受領者は、開示当事者の秘密情報にアクセスできるその代表者に、秘密を厳守させ、第三

者に開示してはならない。 

各受取人は、開示当事者の秘密情報にアクセスできる代表者に、秘密を保持させ、第三者に

開示してはならない。 

本契約に基づいて開示当事者が観察し、または開示当事者を代表して開示したすべての秘

密情報を厳重に保持し、第三者に開示してはならない。特に、以下のとおりです。 
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Purchaser shall protect any Confidential Information pursuant to this Agreement on the 

bases of applicable provisions of public procurement and'or information right Lawy in 

Albania for the protection of confidential information, trade secrets, industrial property 

rights. Each Recipient shall not use or disclose wach Confidential Information except as 

permitted by this Agreement. Each Recipient shall safeguard the confidential and 

proprietary nature of the Disclosing Pasty's Confidential Inform 

tion with at least the same 

degree of care as it holds its own confidential or proprietary information of like kind, which 

 

shall be no less than a reasonable degree of care. The Recipient and its Representatives 

may tie, copy, and make extracts of the Disclosing Party's Confidential Information only 

in connection with fulfilling its obligations under this Agreement and, without limiting the 

foregoing, shall not use the Confidential Information for the benefit of the Recipient or any 

of its Representatives, or for the benefit of any other Person. In the event that Recipient 

becomes aware of any breach of the obligations contained in this Section 10 (Confidential 

 

information) by it or its Representatives, Recipient shall promptly notify the Disclosing 



Party in writing of each breach and all facts known to Recipient regarding same. 

addition, if Recipient is required to disclose the Disclosing Party's Confidential 

Information in connection with amy court order, statute or Government directive or 

requirement under any Law, Recipient shall give the Disclosing Party notice of such 

 

request, as soon as practicable, before such Confidential Information is disclosed so that 

the Disclosing Party may seek an appropriate protective order or other remedy, or waive 

compliance with the relevant provisions of this Agreement. If the Disclosing Party seeks 

a protective cader or other remedy, Recipient shall promptly coo 

rate with and reasonably 

assist the Disclosing Party (at the Disclosing Party's 

n such efforts. If the Disclosing 

Party fails to obtain a protective order or waives compliance with the relevant provisions 

 

of this Agreement, Recipient shall disclose only that portion of Confidential Information 

which its legal counsel determines it is required to disclose. Neither this Agree 

the performance by a Party hereunder shall transfer to the Recipient any proprietary right, 

title, interest or claim in or to any of the Disclosing Party's Confidential Information 

(including, but not limited to, any Intellectual Property rights subsisting therein) or be 

construed as granting a license in its Confidential Information. Notwithstanding the 

foregoing, in all cases, (a) Purchaser may not disclose any of the financial or 

 

indemnification provisions contained in this Agreement, including. without Limitation, the 

price per dose of Product or refundability of the Advance Payment or any information that 

could reasonably ascertain the price per dose of Product, without the prior written consent 

of Plizer, and (b) Pfizer may disclose (i) Confidential Information to its Affiliates and 

BioNTech without prior written consent of Purchaser, and (ii) upon foreign government 

request, financial information relating to this Agreement, including cost per dose. 

 

購入者は、本契約に基づくいかなる秘密情報も、米国の公共調達および情報権利法の適用条

項に基づいて保護するものとします。 

本契約に基づく秘密情報の保護は、アルバニアの公共調達および情報権利法の適用条項に

基づきます。 

機密情報、企業秘密、工業所有権の保護のためのアルバニアの公共調達法、情報権利法の適

用条項に基づいて、本契約に基づく機密情報を保護します。 

権利を保護するものとします。各受領者は、本契約で許可された場合を除き、秘密情報を使



用または開示してはなりません。 

本契約で許可されている場合を除き、使用または開示してはなりません。各受領者は、開示

先の機密情報の機密性と所有権を保護するものとします。 

各受領者は、開示側の秘密情報の機密性と所有権を保護するものとします。 

の秘密情報を保護するものとします。 

各受領者は、開示側パティの秘密情報の機密性および専有性を、同種の自己の秘密情報また

は専有情報を保持するのと同程度の注意を払って保護するものとします。 

 

合理的な程度の注意を下回ってはなりません。受領者およびその代表者は 

受領者およびその代理人は、開示当事者の秘密情報を、本契約に基づく義務の履行に関連し

てのみ、結び、複製し、抽出することができます。 

受領者およびその代表者は、本契約に基づく義務の履行に関連してのみ、開示当事者の秘密

情報を結びつけ、コピーし、抽出することができます。 

受領者およびその代理人は、本契約に基づく義務の履行に関連してのみ、開示当事者の秘密

情報を結びつけ、複写し、抽出することができます。 

また、本契約の義務を果たすためにのみ、秘密情報を使用するものとします。受領者は、以

下の場合には 

本人またはその代理人が本第 10 条（秘密情報）の義務に違反していることを知った場合 

 

受領者は、自らまたはその代表者が本第 10 条（秘密情報）の義務に違反していることに気

付いた場合、速やかに開示当事者に書面で通知するものとします。 

このような場合、受信者は速やかに開示当事者に書面で通知するものとします。 

また、受取人が裁判所の命令に基づいて開示当事者の秘密情報を開示しなければならない

場合、受取人は開示当事者の秘密情報を開示しなければなりません。 

また、裁判所の命令、法律、政府の指示、法律に基づく要求に関連して、開示当事者の機密

情報を開示する必要がある場合は 

また、受取人は、裁判所の命令、法令、政府の指示、または法律に基づく要求に関連して、

開示当事者の秘密情報を開示するよう求められた場合、開示当事者にその旨を通知するも

のとします。 

 

受領者は、当該秘密情報が開示される前に、可能な限り速やかに、当該要求を開示当事者に

通知するものとします。 

開示当事者は、適切な保護命令やその他の救済措置を求めることができ、また、本契約の関

連条項の遵守を放棄することができます。 

本契約の関連条項の遵守を放棄することができます。開示当事者が 

開示当事者が保護命令またはその他の救済措置を求める場合、受領者は速やかに 



速やかに開示当事者と協力し、合理的に 

また、開示当事者は、開示当事者と協力して、合理的な範囲で開示当事者を支援するものと

します。 

そのような努力をしなければなりません。開示当事者が 

開示当事者が保護命令を取得できない場合、または本契約の関連条項の遵守を放棄した場

合は 

 

受領者は、開示当事者が保護命令を得られなかった場合、または本契約の関連条項の遵守を

放棄した場合、受領者は秘密情報の一部のみを開示するものとします。 

受領者は、その法律顧問が開示する必要があると判断した部分のみを開示するものとしま

す。本契約 

本契約に基づく当事者の履行は、受領者にいかなる所有権も譲渡しないものとします。 

本契約の当事者による履行は、開示当事者の秘密情報に対する所有権、権原、利益、または

請求権を受領者に譲渡するものではありません。 

(本契約の履行は、開示当事者の秘密情報（そこに存在する知的財産権を含むがこれに限定

されない）に対する所有権、権原、請求権を受領者に移転するものではない。 

また、開示当事者の秘密情報に関するライセンスを付与するものと解釈されます。前述の規

定にかかわらず 

上記にかかわらず、いかなる場合においても、(a)買付者は、本契約に含まれる財務または

補償条項を開示してはならない。 

 

(a) 購入者は、本契約に含まれる財務上または補償上の規定（本製品の 1 用量あたりの価

格、返金額など）を開示してはならない。 

購入者は、本契約に含まれる財務上または補償上の規定（本製品の 1 回あたりの価格、前払

い金の払い戻し、または 

購入者は、Plizer 社の事前の書面による同意なしに、本製品の 1 回あたりの価格、前払い金

の払い戻し、または本製品の 1 回あたりの価格を合理的に確認できる情報を含むがこれに

限定されない、本契約に含まれる財務または補償に関する条項を開示してはならない。 

また、(b)ファイザーは、(i)秘密情報をその関連会社およびバイオンテックに開示すること

ができます。 

(b)ファイザーは、(i)購入者の書面による事前の同意なしに、(ii)外国政府の要請に応じて、

本契約に関する財務情報を 

投与量あたりのコストを含む、本契約に関連する財務情報を開示することができる。 

 

------------------------------------------------------ 

 



10.2 Recipient Precautions. 

In order to comply with the obligations contained in this Section 10 (Confidential 

Information), Recipient shall take at least the following precautions: (a) Recipient shall 

 

exercise all reasonable efforts to prevent unauthorized employees and unauthorized third 

parties from gaining access to Confidential Information (and in no event less than 

reasonable care); (b) Recipient shall disclose Confidential Information only to such of its 

Representatives who have a need to know such Confidential Information to fulfill its 

 

10.2 受取人の注意事項。 

この第 10 条（秘密情報）の義務を果たすために、受信者は少なくとも以下の予防措置を講

じるものとします。 

本項の義務を果たすために、お客様は少なくとも以下の点に注意してください。(a) 受領者

は 

 

(a) 受領者は、許可されていない従業員および許可されていない第三者が 

(a) 受領者は、権限のない従業員および権限のない第三者が秘密情報にアクセスすることを

防ぐために、あらゆる合理的な努力をしなければなりません。 

(b) 受領者は、機密情報を、知る必要のある代表者にのみ開示する。 

(b) 受領者は、受領者の代表者のうち、その代表者の業務を遂行するために当該機密情報を

知る必要がある者にのみ、機密情報を開示する。 

 

------------------------------------------------------ 

 

obligations under this Agreement; provided, however, before any disclosure of 

Confidential Information, Recipient shall bind its Representatives receiving such 

Confidential Information to a written agreement of confidentiality at least as restrictive as 

this Agreement; and (c) prior to any disclosure, Recipient shall instruct its Representatives 

of the confidential nature of, and to maintain the confidentiality of, the Confidential 

 

Information. Recipient shall be responsible for all actions of its Representatives, including, 

without limitation, any breach of the terms hereof, regardless of whether or not such 

Representatives remain employed or in contractual privity with the Recipient. 

 

ただし、本契約に基づく義務については、秘密情報を開示する前に、その情報を受け取った

代表者を拘束するものとします。 



秘密情報を開示する前に、受取人はその秘密情報を受け取る代表者を 

本契約と同等の機密保持契約を締結します。 

(c) 受領者は、開示する前に、その代表者に対し、本契約と同程度の制限のある書面による

秘密保持契約を結ばなければならない。 

(c)受取人は、開示する前に、受取人の代表者に対して、秘密情報の性質を説明し、秘密を

保持するように指示する。 

 

(c) 開示する前に、受取人はその代表者に機密性を指示し、その機密性を維持する。受領者

は、その代表者のすべての行動に責任を負うものとします。 

受信者は、その代表者が雇用されているかどうか、契約上の関係にあるかどうかにかかわら

ず、本契約の条件に違反した場合を含め、その代表者のすべての行動に責任を負います。 

本契約の条件に違反した場合も含めて、受取人はその代表者のすべての行動に対して責任

を負うものとします。 

 

------------------------------------------------------ 

 

10.4 Survival. 

The provisions of this Section 10 (Confidential Information) shall survive the termination 

or expiration of the this Agreement for a period of ten (10) years, except with respect to 

any information that constitutes a trade secret (as defined under Law), in which case the 

 

Recipient of such information will continue to be bound by its obligations under this 

Section 10 (Confidential Information) for so long as such information continues to 

constitute a trade secret, but in no event for a period of less than the ten (10)-year period 

pecified above. 

 

10.4 存続。 

本第 10 条（秘密情報）の規定は、本契約の終了または満了後も、10 年間存続するものとし

ます。 

本契約の終了または満了後も 10 年間存続するものとします。 

ただし、企業秘密（法律で定義されたもの）を構成する情報については、当該情報の受領者

が 

 

その場合、当該情報の受領者は、本第 10 条（秘密情報）に基づく義務に引き続き拘束され

ます。 

この場合、当該情報の受領者は、当該情報が営業秘密を構成し続ける限り、本第 10 条（秘



密情報）に基づく義務に拘束され続けます。 

その場合、当該情報の受領者は、当該情報が営業秘密である限り、本第 10 条（秘密情報）

に基づく義務を継続しますが、いかなる場合も、上記の 10年を下回る期間ではありません。 

上記の期間を下回ることはありません。 

 

------------------------------------------------------ 

 

12.2 Arbitration. 

Any dispute, controversy, or claim arising out of, relating to, or in connection with this 

Agreement, including with respect to the formation, applicability, breach, termination, 

validity or enforceability thereof, or relating to arbitrability or the scope and application of 

this Section 12.2 (Arbitration), shall be finally resolved by arbitration. The arbitration shall 

 

be conducted by three arbitrators, in accordance with the Rules of Arbitration of the 

International Chamber of Commerce ("ICC"). The claimant shall nominate an arbitrator 

in its request for arbitration. The respondent shall nominate an arbitrator within thirty (30) 

days of the receipt of the request for arbitration. The two (2) arbitrators nominated by the 

Parties shall nominate a third arbitrator, in consultation with the Parties, within thirty (30) 

days after the confirmation of the later-nominated arbitrator. The third arbitrator shall act 

 

as chair of the tribunal. If any of the three (3) arbitrators are not nominated within the time 

prescribed above, then the ICC shall appoint the arbitrator(s). The seat of the arbitration 

shall be New York, New York, U.S.A. and it shall be conducted in the English language. . 

The Parties undertake to maintain confidentiality as to the existence of the arbitration 

proceedings and as to all submissions, correspondence and evidence relating to the 

arbitration proceedings. This provision shall survive the termination of the arbitral 

proceedings. The costs of the arbitration, including, without limitation, the Parties' 

 

reasonable legal fees, shall be borne by the unsuccessful Party or Parties. However, the 

arbitral tribunal may apportion such costs between the Parties if it determines that 

apportionment is reasonable, taking into account the circumstances of the case. The 

arbitration award shall be final and binding on the Parties, and the parties undertake to 

carry out any award without delay. Judgment upon the award may be entered by any court 

having jurisdiction of the award or having jurisdiction over the relevant party or its assets. 

 

12.2 仲裁。 



本契約に起因する、本契約に関連する、または本契約に関連して発生するあらゆる紛争、論

争、または請求は、本契約の成立、適用、違反、終了を含めて、以下の通りです。 

本契約の成立、適用可能性、違反、終了、有効性もしくは執行可能性、または仲裁可能性も

しくは 

本契約の成立、適用可能性、違反、終了、有効性もしくは執行可能性に関するもの、または

仲裁可能性もしくは本第 12.2 条（仲裁）の範囲および適用に関するものを含む、本契約に

関連して生じるあらゆる紛争、論争、または請求。 

第 12.2 条（仲裁）に関連して、本契約から、または本契約に関連して、または本契約に関

連して生じるすべての事象は、仲裁によって最終的に解決されるものとします。仲裁は、以

下のとおりとします。 

 

仲裁は、国際商業会議所（以下「ICC」）の仲裁規則に従い、3 名の仲裁人によって行われま

す。 

仲裁は、国際商業会議所（以下「ICC」といいます）の仲裁規則に従い、3 名の仲裁人によ

って行われるものとします。申立人は、仲裁申立書において仲裁人を指名するものとし 

仲裁の要請の中で 被申立人は、仲裁申立書の受領後 30 日以内に仲裁人を指名しなければ

ならない。 

日以内に仲裁人を指名しなければなりません。両当事者によって指名された 2 人の仲裁人

は、第 3 の仲裁人を指名するものとします。 

当事者が指名した 2 名の仲裁人は、後に指名された仲裁人の確認後 30 日以内に、当事者と

協議の上、第 3 の仲裁人を指名しなければならない。 

後に指名された仲裁人の確認後、30 日以内に両当事者と協議の上、第 3 の仲裁人を指名す

るものとします。第三の仲裁人は、法廷の議長を務める 

 

は、法廷の議長を務めます。3 名の仲裁人のいずれかが上記の規定の時間内に指名されない

場合、ICC は 

る場合は、ICC が仲裁人を任命します。仲裁の場所 

は、米国ニューヨーク州ニューヨークとし、英語で行われるものとします。. 

両当事者は、仲裁手続の存在およびすべての提出物、提出された書類、その他の情報につ い

て秘密を保持することを約束します。 

当事者は、仲裁手続の存在および仲裁手続に関連するすべての提出物、通信および証拠につ

いて守秘義務を負うものとします。 

当事者は、仲裁手続の存在および仲裁手続に関連するすべての提出物、通信、証拠について

守秘義務を負う。この規定は、仲裁手続の終了後も存続するものとする。 

手続の終了後も存続するものとします。仲裁の費用（両当事者の合理的な弁護士費用を含み

ますが、これに限定されません。 



 

当事者の合理的な弁護士費用を含むがこれに限定されない仲裁費用は、不調に終わった当

事者が負担するものとします。ただし、仲裁廷は 

ると判断した場合、仲裁廷はかかる費用を両当事者間で配分することができます。 

按分が事案の状況を考慮して合理的であると判断した場合には、両当事者間で按分するこ

とがで 仲裁判断は 

仲裁裁定は最終的なものであり、両当事者を拘束するものとし、両当事者は裁定を遅滞なく

実行することを約束します。 

裁定を遅滞なく実行することを約束します。裁定に基づく判決は、裁定を管轄する裁判所、

または裁定を管轄する裁判所であれば 

裁定を管轄する裁判所、または関連する当事者もしくはその資産を管轄する裁判所が裁定

に基づく判決を下すことができます。 

 

------------------------------------------------------ 

 

12.5 

Governing Law. 

All disputes shall be governed by the Laws of the State of New York, USA, without regard 

 

o conflict of Law principles other than Section 5-1401 of the New York Genera 

Obligations Law, except that any dispute regarding the arbitrability or the scope and 

application of this Section shall be governed by the Federal Arbitration Act of the United 

States. 

 

12.5 

準拠法。 

すべての紛争は、以下にかかわらず、米国ニューヨーク州法に準拠するものとします。 

 

すべての紛争は、ニューヨーク州法に準拠するものとします。 

ただし、本項の仲裁可能性、範囲および適用に関する紛争は、ニューヨーク州法に準拠する

ものとします。 

ただし、本項の仲裁可能性、範囲および適用に関する紛争は、米国の連邦仲裁法に準拠する

ものとします。 

米国 

 

------------------------------------------------------ 



 

12.8 Assignment; Binding Effect. 

Neither Purchaser nor Pfizer shall assign any of its rights or delegate or subcontract any of 

its duties and obligations under this Agreement without the prior written consent of the 

other Parties, which may be withheld at such Party's discretion, provided that Pfizer, 

without Purchaser's consent, may assign, delegate or subcontract any of its duties and 

 

obligations under this Agreement to an Affiliate of Pfizer, BioNTech or an Affiliate of 

BioNTech. Any such attempted assignment of rights or delegation or subcontracting of 

duties without the required prior written consent of the other Parties shall be void and 

ineffective. Any such assignment, delegation or subcontracting consented to by a Party in 

 

writing shall not relieve the other Parties of their responsibilities and liabilities hereunder 

and such assigning Party shall remain liable to other Parties for the conduct and 

performance of each permitted assignee, delegate and subcontractor hereunder. This 

Agreement shall apply to, inure to the benefit of and be binding upon the Parties hereto and 

 

12.8 譲渡、拘束力。 

購入者およびファイザーのいずれも、書面による事前の同意なしに、本契約に基づく権利の

譲渡、義務の委任または下請けを行わないものとします。 

購入者およびファイザーは、他の当事者の書面による事前の同意なしに、本契約に基づく権

利の譲渡、義務の委任または下請けを行わないものとします。 

ただし、ファイザーは、購入者の同意を得ずに、本契約に基づく権利の譲渡、義務の委任、

下請けを行わないものとします。 

ただし、ファイザーは、購入者の同意を得ずに、本契約に基づく義務を他の当事者の関連会

社に譲渡、委任、または下請けに出すことができます。 

 

ただし、ファイザーは、購入者の同意を得ずに、本契約に基づく義務をファイザーの関連会

社、バイオンテックまたはバイオンテックの関連会社に譲渡、委任または外注することがで

きます。 

バイオンテックの関連会社。このような権利の譲渡、義務の委任または下請け化の試みは 

他の当事者の書面による事前同意がない場合、そのような権利の譲渡、義務の委任または下

請けの試みは無効であり 

効かないものとします。当事者が書面で同意したそのような譲渡、委任、再委託は、他の当

事者の責任を免除するものではありません。 

 



書面で同意した場合でも、他の当事者の本契約上の責任および義務を免除するものではな

く 

当該譲渡当事者は、他の当事者に対して、許可された各譲受人、委任者、下請業者の行為お

よび履行について責任を負うものとします。 

本契約において許可された各譲受人、委任者、下請業者の行為および履行について、当該譲

受人は他の当事者に対して責任を負うものとします。本契約 

本契約は、本契約の両当事者に適用され、両当事者の利益となり、両当事者を拘束するもの

とします。 

 

------------------------------------------------------ 

 

their respective successors and permitted assigns. The Parties agree that this Agreement is  

not intended by a Party to give any benefits, rights, privileges, actions or remedies to any  

Person or entity, partnership, firm or corporation as a Third Party Beneficiary or otherwise  

under any theory of Law.  

 

それぞれの後継者および許可された譲受人。両当事者は、本契約が  

当事者は、本契約が、第三者受益者として、またはその他の方法で、任意の個人、団体、パ

ートナーシップ、会社、または  

本契約は、第三者受益者として、またはその他の法理論に基づいて、いかなる個人または団

体、パートナーシップ、会社、または法人にも利益を与えることを意図していないことに、

両当事者は同意します。 

法のいかなる理論に基づいても 

 

------------------------------------------------------ 


