
（別紙1）

ウェブサイト文言対比表

番ロ 原生作成 被告作成 原告の主張

■巧■

1

⊂：1

年間30000個以上の時計修 100万件突破　 時計修理・

トップバナーのキャッチコ

ピーであり、ほぼ同文。明ら

かに被告は原告の文言に
依拠している。

理・オーバーホール実績 オーバーホール実績

2

あなたの大切な腕時計を1

級時計技師が最高の技術

あなたの大切な腕時計を確

かな技術 安心の低価格

トップバナーの文言であり、

ほぼ同文。明らかに被告は
原告の文言に依拠してい
る。

また、「あなたの大切な腕
時計を1 級時計技師が最
高の技術と低価格で時計
修理、オーバーホールしま
す。」という部分において、

原生の個性 評価、意見をと低価格で時計修理、オー 時計修理・オーバーホール

バーホールします。 いたします。 ⊂：：l ヽ
表現しており、思想又は感
情を表現したものと言え
る。また、表現においても、
表現形式に制約があるわ

けでもなく、他の表現でも想
定できるため、創造的に表

現したものと言える。

　■蟄hJ＿J」げ

3
オメガの修理なら絶対の自 オメガのオーバーホールに

（甲第 1号証千年呈オメカ

サイト参照）トップバナー画
像の文言であり、ほぼ同

文。明らかに被告は原告の
文言に依拠している。
また、「オメガの修理なら絶
対の自信があります ！」と

いう部分は原告の個性でも
あり、独自の評価、意見を
表現しているため思想又は
感情を表現したものと言え

る。また、表現においても、
表現形式に制約があるわ

けでもなく、他の表現でも想
定できるため、創造的に表
現したものと言える。

信があります ！ 自信あり！

4

最高の技術と低価格で時

計修理、オーバーホールし
最高の技術と低価格であな

たの時計を蘇らせます

ほぼ同文。明b かに被告は

原告の文言に依拠してい
る。ます

5

0

あなたの大切な腕時計を、

メ－カ－修理よりも2万円以

お客様の大事な腕時計を、

メーカー修理より最大50％ ほぼ同文。明らかに被告は

上安く、かつ短期間で

ハイクオリティな時計修理 ・
オーバーホールを行いま
す。

O FFさらに、業界最速ス 原告の文言に依拠してい

ピードで時計修理・オー

バーホールいたします。

る。



6

全国の1級時計技士と直接

取引することで、
高品質かつ低価格の時計
修理オ ーバーホールサー
ビスが実現しました。

全国の1級時計技師と直接

取引を行うことで、高い晶

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい
る。
また、「全国の1級時計技士

と直接取引することで、
高品質かつ低価格の時計

修理tオーバーホールサー
ビスが実現しました。」とい

う部分において、原告の個
性、意見を表現しており、

思想又は感情を表現したも
のと言える。また、表現に
おいても、表現形式に制約
があるわけでもなく、他の

表現でも想定できるため、
創造的に表現したものと言

える。

質及び低価格によるか時

計修理・オーバーホールを
実現いたしました。

・7

私たち千年堂が抱える修

理技術者は、これまで数百
社におよぶ全国の有名百
貨店、質屋、家電量販店等
と取引し、数多くの時計修

理・オー／一丁ホールを受注
してきた実績があります。
またロレックスやオメガの社
内技術者だった者、メー
カーの正規修理を一手に
引き受けてきた技術者も、
多数抱えております。
時計修理やオーバーホー

ルの品質については、メー
カー対応と同等かそれ以上

私たちが抱える修理技能

士の方々は、これまで数千
社におよぶ大手百貨店、質

屋、家電量販店等と提携
し、多数の時計修理・オー
バ ーホールを行ってきた実

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい

る。
また、「ロレックスやオメガ

の社内技術者だった者、
メーカーの正規修理を一手
に引き受けてきた技術者
も、多数抱えております。
時計修理やオーバーホー

続がございます。

オメガやロレックスの元社
内技術者も多く在籍してお
りますので、時計修理・
オーバーホールの品質は

メーカーと同等、
またはそれ以上であること
をお約束させていただきま

ルの品質については、メー

カー対応と同等かそれ以上

の水準であることをお約束
します。」という部分におい
て、原告の個性、評価、意
見を表現しており、思想又
は感情を表現したものと言
える。また、表現において
も、表現形式に制約がある
わけでもなく、他の表現でも
想定できるため、創造的に
表現したものと言える。

の水準であることをお約束

します。

す。
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8

あなたはこのようなことでお

もしかして問題 ？お困りで

「あなたはこのようなことで

お困りではありません

か？」、「3年に1・度、メー
カーにオーバーホールを依
頼すると、毎回5万円以上
かかる。」、「メーカーの正
規代理店で修理見積りを
とったが、あまりの高額な

困りではありませんか？

「3年に1度、メーカーにオー
バーホールを俵漣すると、

か？？

・メーカーのオーバーホ「

毎回5万円以上かかる。」
「父の形見の時計がある

が、どこにいっても修理を ルは毎回5万円以上と高価

断られる。何とかして動かし盤

・生産中止により、メーカー
で修理を断られた

・何回も他店に持ち込んだ
が、修理ができないと返さ
れた

・正規代理店の見積もりが

料金に驚いている。」、「大
たい。」
「時計が動かなくなり時計
店に持っていったが、輸入

切な時計なので、しっかりと

した技術者にみてもらいた

いが、近くにそういう方がい
時計だからという理由で断 ない。」という部分におい
られ困り果てている。」

「メーカーの正規代理店で
て、原告の個性、評価、意

見を表現しており、思想又
は感情を表現したものと言
える。また、表現において
も、表現形式に制約がある
わけでもなく、他の表現でも
想定できるため、創造的に
表現したものと言える。

ほぼ同文。明らかに被告は
原告の文言に依拠してい
る。

修理見積りをとったが、あ あまりにも高鐘だった
まりの高額な料金に驚いて ・‾しっかりとした技術者がい
通 J
「大切な時計なので、しっか

るお店が近くにない

りとした技術者にみてもら

いたいが、近くにそういう方

がいない。」

9

千年堂の時計修理・オー

バーホールの6つの特徴と
銀座櫻風堂の時計修理・

オーバーホールの5つの特
徴

10

は

業界最安水準の時計修理・
オーバーホール料金

業界最安水準の時計修理・

オーバーホール料金

お客様からお預かりした時
計は、直接、一流の時計技
師が修理・オーバーホール

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい
る。また、「千年堂では、日
本全国、総勢100名以上の

1級時計技師やメーカー出
身のベテラン時計技師と菓

千年堂では、日本全国、総

勢100名以上の1級時計技

務提携しており、お客様か

らお預かりした時計は、直
接、一流の時計技師が修
理・オーバーホールをしま
す。」という部分において、

原告の個性、評価、意見を
表現しており、思想又は感
情を表現したものと言え

る。また、表現においても、
表現形式に制約があるわ
けでもなく、他の表現でも想
定できるため、創造的に表
現したものと言える。

師やメーカー出身のベテラ

ン時計技師と業務提携して
おり」お客様からお預かり
した時計は、直接、一流の
時計技師が修理・オーバー

ホールをします。

致します。
銀座横風堂では、日本中

の「1級時計技師」や「メー
カー出身のベテラン時計技
師」と業務提携しております

ので、最高水準のクオリ

ティを備えたサービスを提
供できます。

3



11

また百貨店や家電量販店

を通した場合と違い、取次

手数料が発生していないか
らこそ、高品質でありながら
も、価格を抑えることが出
来ています。

また百貨店や家電量販店

等の取次店を通さないの

で、余計な手数料が発生し
ません。高品質かつ低価格
を実現できる理由が“コゴ’

にあります。

ほぼ同文。明らかに被告lま

原告の文言に依拠してい
る。また、「また百貨店や家
電量販店を通した場合と違

い、取次手数料が発生して

し．、ないからこそ、高品質で
ありながらも、価格を抑える

ことが出来ています。」とい
う部分において、原告の個
性、評価、意見を表現して

おり、思想又は感情を表現
したものと言える。また、表
現においても、表現形式に
制約があるわけでもなく、
他の表現でも想定できるた

め、創造的に表現したもの
と言える。

12

代金後払い

費用については、作業が完

代金後払い（代金引換）

代金のお支払いは、作業
が完了し、お客様のお手元

へ時計が届いた時点（後払
い）でお支払いできるよう配
送会社の「代金引換サービ

ス」を利用します。
これは、年間累計50．000

件以上の時計修理tオー
バーホールを行っている専

門家集団を抱える当店だ
からこそ“絶対の自信”を
持って実現できることです。

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい
る。
「この代金後払い制度は、
当社が抱える技術者が、年

間累計30000件以上の時計
修理・オー／もーホールを行

了し、お客様の手元へ時計 い、絶対の自信を持つ私た
が届いた時に代金引換に ち千年堂だからこそ出来る
てお支払い頂きます。 ことです。」という部分にお
この代金後払い制度は、当 いて、原告の個性、評価、
社が抱える技術者が、年間 意見を表現しており、思想
累計30000件以上の時計修 又は感情を表現したものと
理・オーバーホールを行 言える。また、表現におい
い、絶対の 自信を持つ私た ても、表現形式に制約があ

ち千年堂だからこそ出来る るわけでもなく、他の表現 ■
ことです。 でも想定できるため、創造

的に表現したものと言え
る。

4



13

1年間の修理保証

千年堂にて時計修理や
オーバーホールを行った時
計に関しては、1年間の保

証を行なっています。
安心の『1年間』品質保証

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい
る。
「他の修理店の場合、3ケ

月、6ケ月保証といったケー
スが多いですが、私たち千

万が一、私どもで時計修理

やオーバーホールを行った
後、不具合が生じた場合
は、お申し出いただけれ
ば、再度、修理・オーバー

ホールを行います。
他の修理店の場合、3ケ
月、6ケ月保証といったケー

スが多いですが、私たち千
年堂は、技術と品質に絶対

の自信を持っていますの
で、1年の保証としています
「1年間」という数字は私た

ちの絶対的な自信とお取り

銀座楼風堂にて修理や

オーバーホールを行った時

計に関しては、1年間の保
証を行っております。
他社の場合、通常6ケ月

未満の保証が多いのです
が、当社は、技術とサービ

ス全体のクオリティに絶対
の自信を持っておりますの
で、1年保証とさせていただ
いております。

年堂は、技術と品質に絶対

の自信を持っていますの

で、1年の保証としています
「1年間」という数字は私た

ちの絶対的な自信とお取り
ください。」という部分にお ‾

いて、原告の個性、評価、
意見を表現しており、思想

又は感情を表現したものと
言える。また、表現におい

ても、表現形式に制約があ
るわけでもなく、他の表現

でも想定できるため、創造
的に表現したものと言え

ください。 る。

14

迅速な納期

お預かりした時計は、すぐ

に時計技師が現況確認を

『業界最速』スピード納期

当店では、お預かりした時
計を直ちに専門の時計技

師に現況確認させ、迅速に

ほぼ同文。明らかに被告は
し、迅速にお見積もりさせ

ていただきます。
また修理・オーバーホール
完了後は、丁寧に梱包した
上で、迅速にお客様の元へ
返送いたします。

原告の文言に依拠してい

お見積もり致します。

また作業完了後は、丁寧に
梱包し、速やかにお客様の
お手元へお届け致します。

る。

5



15

私達のオーバーホールは、10 月中に時計修理・オー

バーホールをご依頼いただ

いたお客様限定で、超音波
洗浄＆オリジナルクリーニン
グ（通常10，5 0 0円）を無料

サービスしております。

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい
る。
「私達のオーバーホール
は、一般の修理店とは違‾

い、
千年堂オリジナル超音波洗
浄＋千年堂オリジナルク

一般の修理店とは違い、 リーニングをサービスとして
千年堂オリジナル超音波洗 無料でお付けしておりま
浄＋千年堂オリジナルク す。（10，000円相当）」という
リーニングをサービスとして

無料でお付けしておりま
部分において、原告の個

性、評価、意見を表現して
す。（10，000円相当） おり、思想又は感情を表現

したものと言える。また、表
現においても、表現形式に
制約があるわけでもなく、

他の表現でも想定できるた
め、創造的に表現したもの
と言える。

16

概算費用は、オーバーホー オーバーホールと修理代金 ほぼ同文。明らかに被告は

ルと修理代金込みで14，000

～40，000円程度となりま
す。

込みで14，000～40，000円程 原告の文言に依拠してい ‾

度となります。 る。

17

オーバーホール以外の修

理に関しては以下の表を参
考にしてください。

修理メニュー／参考価格 オーバーホール以外の時

ほぼ同文。明らかに被告は

国産（円・税込価格）

外国製（円・税込価格）

計修理に関しては以下の

表を参考にしてください。

説明
電池交換2，100～ 3，150～
特殊な電池または専用エ

修理メニュー参考価格 国

内時計 海外時計 内容

具が必要なものは別途見

積もり

電池交換 2．100～ 3，250～

・特殊な電池の場合は別
外装修理2，100～3，150～ 途お見積り

ベルトの部品外れや、針の

ゆるみなどの修理

外部修理 2，100～ 3，250～
ベルトの部品はズレや針の

原告の文言に依拠してい

る。
※別途部品代が必要となる

場合がございます。
内装修理3，150～4，200～
オーバーホールの必要の

緩みの調整等

※部品代を別途いただく場
合がございます。

内部修理 2，100～ 3，250～
ない部品の交換 簡易的な部品交換修理
※部分修理が出来ないも

のもございます。
ベルト調整2，100～ 2，100

′、′
メタルブレスレットのコマ調
整。

調整コマをお持ちの場合は

一緒にお渡しください。

ベルト修理 2，100～ 3，250

～ バンドのコマ調整等
※調整コマをお持ちであれ
ばご一緒に同封くださ



（別紙2）

トップバナー画像対比表
番号 原生作成 被告作成 原告の主張

1

口

左上に店舗名、右上のフ
左上に店舗名、右上のフ

文言に関する主張は、別紙3
ウェブサイト文言対比表に記

リーダイヤルでの電話番 リーダイヤルでの電話番 載している。被告のトップバ

号、中段上の文言にか 号、中段上の文言にかかる ナー画像は原告のものと酷
かる横線の背景デザイン 横線の背景デザインがあ 似している。原告のトップバ

がある。上中段より下側 る。上中段より下側に、ロ ナー画像全体、デザイン内の
に、ロレックス、オメガの レックス、オメガの時計をそ 文字の位置、デザインの個
時計をそれぞれ1つずつ れぞれ1つずつ並べ、文言 別部分は思想又は感情が創
並べ．、文言を記載。 を記載。 造的に表現されており、著作

物性がある。

左原告作成トップバナ岬画像 右被告作成トップバナー画像

7



（別紙3）

号 原 成

サイト構成対比表
成

原告のサイト構成（甲1
号証）

■トップ画像（キャッチコ
ピー）
・サービスの説明
・お困りの方
・最下部の申し込み
フォームへ飛ばすボタン
・6つの特徴の説明
・取り扱いブランド
・概算費用
・よくある質問
・お客様の声
・依頼の流れ
・創始者の紹介
・申し込みフォーム
・最後に

1ページで縦長

被告のサイト構成（甲2号
証）

・トップ画像（キャッチコ
ピー）
・サービスの説明
・お困りの方
・最下部の申し込みフォー
ムへ飛ばすボタン
・5つの特徴の説明
・取り扱いブランド
・概算費用
・お客様の声
■よくある質問
・依頼の流れ
・申し込みフォーム

1ページで縦長

ウェブサイト全体及びウェブ
サイト構成は編集著作物であ
る。よって著作権に保護され
るものである。
またサイト構成・並び方にお
いては原告の個性があり、思
想または感情が表現されたと
言える。また、表現に関しても
並び方に個性があり、創造的
な表現だと言える。



（別紙4）

修理規約文言対比表
番号 原告作成 被止作成 原告の主張

l：コ ほぼ同文 。・明らかに被告は

原告 の文言 に依拠してい

る。、「修理完了後の時計

は、丁寧にやさしく扱ってく

ださい。」という部分におい

て、原告の個性 、評価、意

1

■修理保証について
■修理保証について’

・修理完了後の時計のお取り
扱いは、丁寧にやさしくお願い・修理完了後の時計は、丁寧

にやさしく扱ってください。

兄を表現 しており、思想又

します。 は感情を表現 したものと言

える。また、表現 において
も、表現形式に制約がある

わけでもなく、他 の表現でも
想定できるため、創造的に

表現したものと言える。

2

■修理完了日から一年間、時

計内装部の修理箇所に同一 ・修理完了日から一年間（2 0

ほぼ同文。明らかに被告 は

原告の文言に依拠してい

るい 「アンティーク時計 （2

0 年以上前 に製造された時
計、及びメーカー側で部品

の不具合が生じた場合、無償 年以上前に製造され、メー 又は時計 の製造が 中止に

にて再修理をさせていただき カー側で時計またはその部品 なった時計をいいます」とい

ます。 の製造が中止になった、いわ

ゆるアンティーク時計の場合

う部分 において、アンティー
・ただし、アンティーク時計 （2 ク時計についての定義は

原告 の個性 、評価 、意見を
表現 しており、思想又は感

情を表現したものと言え

る。また、＿表現 においても、

表現形式に制約があるわ

0 年以上前に製造された時

計、及びメーカー側で部品又

は時計の製造が中止になっ
た時計をいいます）について
は、6 か月間の保証となりま

は6 ケ月間）を保証期間とし、

期間内に、時計内装部の修

理箇所に同一の不具合が生
じた場合、無償にて再修理を
させていただきます。

す。 けでもなく、他 の表現でも想

定できるため、創造的に表

現 したものと言える。

3

・修理後、納入した時計につ

いての不具合が、以下に例示
するような感覚的なものでか

つ当社の規定において測定
器で測定しても異常が認めら

・修理後、納入した時計の不 ′

具合以下のようなものの場
合、修理保証の対象外となり ほぼ同文。明らかに被告は

ます。 原告の文言に依拠してし†

る。．全文において、原告の

個性、評価 、意見を表現 し
れない場合、修理保証の対象

外となります。

1．前となんとなく違う。
2．音が大きくなったような気が
する。．

3．リューズ・プッシュボタンの
感覚がおかしい。

4．見た目が以前と違う。

1、前となんとなく違う（見た

目、音など）。

2 、リューズ・プッシュボタンの
感覚がおかしい。

3 、同じ機種で比較するとこっ
ちの方がおかしい感じがす
る。

4 、その他、感覚的なもので、
かつ当店の規定による測定で
異常が認められない場合

ており、思想又は感情を表

現 したものと言える。また、

表現においても、表現形式

に制約 があるわけでもな
く、他 の表現でも想定でき

るため、創造 的に表現した

5．同じ機種で比較するとこっ

ちの方がおかしい感じがす
る。

、ものと言える。

9



4

・サビ、腐食、ひどく損壊して ・サどや腐食がある場合、損

壊がひどい場合など、時計の

コンディションによっては保証

ほぼ同文。明らかに被告は

原告 の文言に依拠 してい

る。全文において、原告 の

個性、評価、意 見を表現 し

ており、思想又は感情を表
いる場合など、時計のコンディ

ションによっては保証できない
現 したものと言える。また、

表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想定でき

るため 、創造的に表現 した
ものと言える。

ことがあります。 できないことがあります。

5

・以下の場合には、保証期間
・以 卜仇け着古には、1禾祉期同
内であっても有償修理となり

ほぼ同文。明らかに被告 は

原告の文言に依拠 してい
る。全文において、原告の

個性、評価、意見を表現 し

ており、思想又は感情を表
現 したものと言える。また、

表現においても、表現形式

内であっても有償修理となり ます。

ます。

1．落下・衝突等の衝撃、浸
水、火災や地震等天変地異

1、落下1衝突等の衝撃、浸

水、火災や地震等天災地変

による故障・破損

2，外装部品（リューズtプッ
シュボタン・針・文字盤含む）

及びゼンマイについての切

による故障・破損

2 、外装部品（リューズ・プッ
シュボタン・針・文字盤含む）
及びゼンマイについての切

断・損傷等の不具合

3．当社以外での修理又は改

断・損傷等の不具合

3、不適切な取り扱いによって
進による故障・不具合

4．修理箇所とは別の箇所を
原因とする故障■

生じた故障・破損
4 、修理箇所とは別の箇所を に制約があるわけでもな

原因とする故障 く、他の表現でも想 定でき

5，当社で発行する修理明細 5 、当店発行の修理明細書の

ご提示がなく、当店による修

理であることが確認できない

るため、創造的に表現 した

書のご提示がなく、当社によ

る修理が確認できない場合

ものと言える。

6．配送時に生じた故障・破損

7．不適切な取り扱いによって
生じた故障■破損

場合

6 、配送時に生じた故障・破損
7 、当店以外での修理又は改
造による故障・不具合

6

■

・保証あるなしにかかわらず、
再修理の場合、往復の送料を

・保証の有無にかかわらず、

再修理の場合は往復の送料

ほぼ同文 。明らかに被告 は

原告の文言 に依拠してい

るい 全文において、原告

の個性、評価 、意見を表現

しており、思想又は感情を
表現 したものと言 える。ま

た、表現においても、表現

形式に制約があるわ けでも

なく、他の表現でも想定で 1

きるため、創 造的に表現 し

たものと言える。

ご負担ください。 をご負担ください。

10
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7

　　　　　 l

■重故障状態の時計の修理

■重故障状態の時計の修理

こついて

・アンティーク（2 0 年以上前に
製造され、メーカー側で時計

ほぼ同文 。明らかに被告は
こついて 原告の文言に依拠してい

る。全文において、原告の

個性、評価 、意見を表現 し

ており、思想又は感情を表

現 したものと言える。また、

・アンティーク、落下や冠水に またはその部品の製造が中

よる故障、部品の著しい損

傷、電池液漏れ、基盤腐食等
重故障状態の時計について

は、修理しても動かないまま

である可能性及び動いたとし

止になった時計）、落下や冠

水による故障、部品の著しい
損傷、電池液漏れ、基盤腐食
など、重故障状態の時計は、
修理しても動かないままであ 表現 においても、表現形式

ても数週間で止まる可能性が

あるため、修理保証が短く

る可能性があります。 こ制約があるわけでもな
また、動いたとしても数週間 く、他の表現でも想定でき

なったり、修理保証をつけら で止まる可能性もあるため、

修理保証の短縮、または修理
保証の対象外となる場合があ

ります。

るため、創造的に表現した

れない場合があります。 ものと言える。

8

t時計が動かず、修理ができ

なかった場合、修理代金はい

・時計が動かず、修理ができ

なかった場合、修理代金はい

ほぼ同文 。明らかに被告 は

原告の文言 に依拠してい

る。全文において、原告の

個性 、評価、意見を表現し

ており、思想又は感情を表
現 したものと言える。また、

表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現した

ものと言える。

ただきません。 ただきません。

9

・修理によって時計が動くよう ・修理によって時計が動くよう

になったものの、再び動かなく
なったときは、再修理を致しま

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠 してい

る。全文において、原告の

個性 、評価、意見を表現し

ており、思想又は感情を表
になったものの、再び動かなく 現したものと言える。また、
なったときは、再修理を致しま 表現においても、表現形式

す。 す。 に制約があるわ けでもな

く、他 の表現でも想定でき

るため、創造的に表現 した

ものと言える。

　一 一 土

10

・重故障のために保証がなし†

場合、再修理は有料となりま

・重故障のために保証がない

場合、再修理は有料となりま

ほぼ同文。明b かに被 ロは

原告の文言に依拠 してい

る。全文において、原告の

個性、評価 、意見を表現 し

ており、思想又は感情を表
現 したものと言える。また、

表現 においても、表現形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現した

ものと言える。

す。 す。

11



11

・再修理によって時計が動か

・再修理をしても時計が動か

ほぼ同文。明らかに被告 は

原告の文言に依拠してい

る。全文において、原告 の
ないままであるときには、再修

理の修理代金はいただきませ

個性、評価 、意見を表現し
ないままであるときには、再修 ており、思想 又は感情を表
理の修理代金はいただきませ ん。 現したものと言 える。また、
ん。この場合、既にいただい

ている初回の修理の修理代

ただし、既にいただいている

初回の修理の修理代金は返

表現においても、表現形式

に制約があるわ けでもな
く、他の表現 でも想定でき

るため、創造 的に表現した

ものと言える。

金は返還いたしません。 金いたしません。

12

・見積もり依頼時に落下や冠

水、電池液漏れ等圭故障に ・見積もり依頼時に落下や冠

ほぼ同文。明らかに披告 は

原告の文言に依拠 してい

る。全文において、原告の
関する事実のご報告がなかっ 水、電池液漏れ等重故障に

関する事実のご報告がなかっ

た場合、当初のお見積りを破
棄し、新たに保証なしでのお

見積りをさせていただく場合
があります。この場合のキヤ

個性、評価 、意見を表現し
た場合、当初のお見積りを破 ており、思想又は感情を表 、
棄し、新たに保証なしでのお 現したものと言える。また、
見積りをさせていただく場合

があります。この場合におい

て、キャンセルすることはでき

表現 においても、表現形式

に制約があるわけでもな

く、他の表現でも想定でき

るため、■創造 的に表現した
ものと言える。

ません。 ンセルはできません。

13

■補償について

・当社の過失によって破損・不
具合が生じた場合は、原則と

して修理で対応いたします。

■補償について

t当店の過失によって破損・不
具合が生じた場合は、原則と

して修理で対応いたします。

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい

る。全文において、原告の
個性、評価、意見を表現し

ており、思想 又は感情を表
現 したものと言 える。また、

表現 においても、表現 形式

に制約があるわけでもな
く、他 の表現でも想定でき

るため、創造 的に表現した
ものと言える。

14

・前項の場合で、修理をしても ・前項の場合で、修理をしても

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい
る。全文において、原告の

時計が正常に動作しないとき 時計が正常に動作しないとき

は、減価償却後の残存価格、
または現在販売されている同
等商品のうち、価格の低い方

の価格を基準とし、その補償
価格は上限を10万円までとし

個性 、評価 、意見を表現 し

は、減価償却後の残存価格、 ており、思想 又は感情を表

又は現在販売されている同等 現 したものと言 える。また、

商品の価格のいずれか低い

方の価格を基準とし、その補
償価格は上限を10万円までと

表現においても、表現 形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現した

ものと言える。

します。 ます。

12



15

・ただし、運送中に生じた破損 ・ただし、配送中に生じた破損

ほぼ同文。明らかに被告 は

原告の文言に依拠してい

る。全文において、原告の

個性 、評価 、意見を表現 し

ており、思想又は感情を表
こついては、運送会社の定め こついては、運送会社の定め 現したものと言 える。また、

表現においても、表現形式
る補償の上限額までの対応と る補償の上限額までの対応と

致します。 致します。 に制約があるわけでもな

く、他 の表現でも想定でき

るため、創造的に表現した

ものと言える。

16

■修理申込みについて

・修理においては最善を尽くし
ますが、新品同様で復元する

ことは不可能であることをご
理解の上お申し込みくださ・

い。

■修理申込みについて

・修理においては最善を尽くし
ますが、新品同様で復元する

ことは不可能であることをご
理解の上お申し込みくださ

ほぼ同文。明らかに被告 は

原告の文言に依拠してい

る。全文において、原告の

個性 、評価、意見を表現し

ており、思想又は感情を表

現 したものと言える。また、

表現 においても、表現形式

に制約があるわ けでもな
い。 く、他の表現でも想 定でき

るため 、創造的に表現した

ものと言える。

17

・修理にあたっては、時計の ・修理にあたり、基本として時

ほぼ同文。明b かに被告は

原告の文言に依拠 してい

る。全文において、原告の
誤差を目差±15秒以内に収 計の誤差は目差±15秒以内

に収めておりますが、修理依
頼時に当該目差があった場
合、いかなる修理をしても目
差を±15秒以内にできない場
合があります。

個性 、評価、意見を表現し

めておりますが、修理依頼時 ており、思想又は感情を表

に当該目差があった場合、い 現したものと言える。また、
かなる修理をしても目差を±

15秒以内にできない場合があ
ります。

表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな

く、他の表現でも想 定でき

るため、創造的に表現 した

ものと言える。

18

・見積もりにおいて修理可能と

判断した場合であっても、修
・見積もりにおいて修理可能と

判断した場合であっても、修

理進行上どうしても修理がで
きない場合があります。この

場合、代金はいただきませ

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠 してい

る。全文 において、原告の

個性 、評価、意 見を表現し
理進行上どうしても修理がで ており、思想又は感情を表

きない場合があります。この 現したものと言える。また、
場合、代金はいただきませ 表 現においても、表現形式

ん。 に 膵 が　 る　 けで　 な
ん。 く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現した
ものと言 える。

19

・修理の進行によっては、別 ・修理の進行によっては、別

途費用が発生する場合があり
ほぼ同文。明らかに被告は原

途費用が発生する場合があり 告の文言に依拠している。

ます。 ます。

13
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1 お見積りについて

・お見積りのために修理工房
にて時計を分解させていただ
き、その時点における故障個
所をもって修理対象とさせて
いただきます。

1 お見積りについて

・お見積りのため、まずは修
理工房にて時計を分解させて
いただき、その時点における

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい
る。全文において、原告の
個性、評価、意見を表現し

ており、思想又は感情を表
現したものと言える。また、

故障箇所をもって修理対象と 表現においても、表現形式

させていただきます。 に制約があるわけでもな

く、他の表現でも想定でき
るため、創造的に表現した
ものと言える。

　 ムヒ

21

・時計が当社に到着した後、7

～14営業日前後でお見積り
をさせていただきます。ただ
し、部品の調達具合、時計の
内部の状態、当社の混雑状
況等によっては遅れる場合が
ございます。

・時計が当店に到着した後、7

ほぼ同文。明b かに被 ロI享

原告の文言に依拠してい
る。全文において、原告の～14営業日前後でお見積り

をさせていただきます。
ただし、部品の調達具合や

時計内部の状態、当店の混
雑状況等によっては遅れる場
合があります。

個性、評価、意見を表現し

ており、思想又は感情を表
現したものと言える。また、

表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現した
ものと言える。

、 一 ムヒ

22

・お見積りの有効期間は、正

式なお見積りメールを発信し
た日から1か月間となります。

・お見積りの有効期間は、正

式なお見積りメールを発信し
た日から1か月間となります。

ほぼ同文。明b かに被 口は

原告の文言に依拠してい

る。全文において、原告の
個性、評価、意見を表現し

ており、思想又は感情を表
現したものと言える。また、
表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想定でき
るため、創造的に表現した
ものと言える。

23

・修理作業中に新たな修理個 ・修理作業中に新たな修理箇

所が見つかった場合、お見積
りした代金及び納期を変更さ
せていただくことがあります。
この場合、キャンセル料はい

ほぼ同文。明b かに被告は

原告の文言に依拠してい

る。全文において、原告の
個性、評価、意見を表現し

所が見つかった場合、お見積 ており、思想又は感情を表
りした代金及び納期を変更さ 現したものと言える。また、
せていただくことがあります。

この場合、キャンセル料はい

表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな
ただきません。 ただきません。 、＿ ll

く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現した
ものと言える。

14



24

■キャンセルについて

・当社よりお見積りを提示した
のち、修理進行の回答がある
までは キャンセルすることが

■キャンセルについて

t当店よりお見積りを提示した
のち、修理進行の回答がある
までは、キャンセルすることが

ほぼ同文。明らかに被告 は

原告 の文言 に依拠 してい

る。全文において、原告の

個性、評価、意 見を表現 し

ており、思想又は感情を表
現 したものと言える。また、

　　 ヽ
できます。この場合、キヤンセ

できます。この場合、キヤンセ 表現 においても、表現形式

ル料はいただきません。 ル料はいただきません。 に制約があるわ けでもな

く、他の表現 でも想 定でき

るため 、創造 的に表現 した

ものと言える。

25

・キャンセルされた場合、お見

積りのために分解した時計を
組み立てるのに3～1 0 営業

日かかります。時計を組み立

て後、ご返却致します。

・キャンセルされた場合、お見

積りのために分解した時計を
組み立てるのに3～1 0営業

日かかります。時計を組み立

ほぼ同文 。明らかに被告は

原告 の文言に依拠してい

る。全文において、原告 の

個性、評価 、意見を表現し

ており、思想又は感情を表
現 したものと言える。また、

表現 においても、表現形式

て後、ご返却致します。 に制約があるわけでもな

く、他 の表現でも想 定でき

るため、創 造的に表現 した

ものと言える。

26

・お見積りのために時計を－ ・お見積りのために時計を一

度分解しております。ヰ ヤンセ

ル後、必ずしも元の状態でお
返しすることはできません。

ほぼ同文 。明らかに被告は

原告の文言 に依拠 してい

る。全文において、原告の
個性 、評価 、意 見を表現し

ており、思想又は感情を表
度分解しております。キヤンセ 現したものと言える。また、
ル後、必ずしも元の状態でお

返しすることはできません。

表現においても、表現形式

に制約があるわ けでもな
く、他の表現 でも想定でき

るため、創造的に表現 した
ものと言える。

　一 一 dこ

27

・修理進行の回答があったの

ち、お客様のご都合により
キャンセルされる場合には、
修理代金全額を請求させてい

ただきます。

・修理進行の回答をいただい

た後、お客様のご都合により

キャンセルされる場合には、
修理代金全額を請求させてい

ただきます。

ほぼ同文。明b かに被 ロは

原告の文言に依拠してい

る。全文 において、原告の

個性 、評価 、意見を表現 し

ており、思想又は感情を表
現したものと言える。また、

表現においても、表現 形式

に制約 があるわけでもな
く、他の表現でも想定でき

るため、創 造的に表現した
ものと言える。
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28

■修理不能品について

・古い時計や製造中止となっ

■修理不能品について

・古い時計や製造中止となっ

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言 に依拠 してい

る。全文において、原告の

個性 、評価、意見を表現 し

ており、思想又は感情を表
現 したものと言える。また、

表現 においても、表現形式

た時計で、部品調達が困難で

あり部品の新規製作対応の

できないもの、その他当社が
修理できないと判断したもの

た時計で、部品の調達が困難

であり新規製作対応のできな

いもの、その他当店が修理で
きないと判断したものは、修

ま、修理不能のためお断りす 理不能としてお断りす皐ことが こ制約があるわけでもな

ることがあります。 あります。 く、他の表現でも想定でき

るため 、創造 的に表現した

ものと言える。

29

■納品について

・原則として、修理依頼後約
－か月を納期として提示させ
ていただいております。

雷納品について

・原則として、修理依頼後約
－か月を納期として提示させ
ていただいております。

ほぼ同文。明らかに被告 は

原告 の文言に依拠 してい

る。全文において、原告の

個性、評価 、意見を表現 し

ており、思想又は感情を表
現 したものと言える。また、
表現 においても、表現形式

に制約があるわけでもな
く、他 の表現でも想定でき

るため、創造的に表現 した

ものと言える。

， 一 月ニ

30

・ただし、アンティーク時計や、

混雑時、部品の調達に時間
がかかる場合など、3 か月以

上の納期をいただく場合があ

・ただし、アンティーク時計や、

混雑時、部品の調達に時間
がかかる場合など、3 か月以

上の納期をいただく場合があ

ほぼ同文。明b かに被 ロは

原告 の文言に依拠 してい

る。全文において、原告の

個性、評価 、意 見を表現 し

ており、思想 又は感情を表

現 したものと言える。また、
表現 においても、表現形式

ります。 ります。 に制約があるわ けでもな

く、他 の表現でも想定でき

るため、創造的に表現 した

ものと言 える∩

3 1

・修理において交換した部品 ・修理において交換した部品

は、メーカー回収品やボタン
電池などを除き、原則としてお
客様にお返しします。

ほぼ同文。明らかに被告 は

原告の文言に依拠 してい

る。全文において、原告の

個性、評価 、意見を表現し

ており、思想 又は感情を表
は、メーカー回収品やボタン 現 したものと言 える。また、
電池などを除き原則としてお

客様にお返しします。

表現 においても、表現形式

に制約があるわけでもな

く、他の表現でも想定でき

るため 、創造 的に表現した

ものと言える。
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32

・修理完了晶は、修理代金を ・修理完了品は、修理代金を

代金引換にてお送りいたしま
す（代引き手数料はお客様の

ほぼ同文。明らかに被告 は

原告の文言に依拠 してい

る。全文において、原告の

個性 、評価、意見を表現 し

ており、思想又は感情を表
代金引換にてお送りいたしま 現したものと言える。また、

す（代引き手数料はお客様の 表現 においても、表現形式

に制約があるわけでもな

く、他の表現でも想 定でき

るため 、創造的に表現 した

ものと言える。

　 止

負担となります）。 負担となります）。

33

・修理完了、修理不可及び ・修理完了、修理不可、およ

ほぼ同文。明b かに被 ロは

原告の文言に依拠してい

る。全文において、原告 の
キャンセルの連絡を発した日 ぴキャンセルの連絡を発した

日から半年以内にお引き取り
いただけない場合や連絡がと
れない場合には、当店でお

預かりしている時計及び物品

の所有権を放棄したものとし

個性、評価 、意見を表現し

から半年以内にお引き取りい ており、思想 又は感情を表

ただけない場合、又は連絡が 現 したものと言 える。また、
とれない場合には、当社でお

預かりしている時計及び物品

の所有権を放棄したものとし

表現においても、表現 形式

に制約 があるわ けでもな
く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現した

ものと言える。

ます。 ます。

34

■送料について
イ無料見積もり郵送パック」を
ご依頼される場合、送料は当
社にて負担いたします。

■送料について

・腕時計 ・懐中時計専用の「無
料見積もり郵送パック」をご依
頼される場合、送料は当店に

て負担いたします。

ほぼ同文。明らかに被告 は

原告の文言に依拠 してい

る。全文 において、原告の

個性、評価 、意 見を表現 し

ており、思想又は感情を表
現したものと言える。また、

表現においても、表現 形式

に制約があるわ けでもな

く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現 した

ものと言える。

35

イ無料お見積り郵送パック」

は、腕時計・懐中時計専用で ・腕時計及び懐中時計以外の

ほぼ同文。明らかに被告 は

原告 の文言に依拠 してい

る。全文において、原告の

個性、評価 、意 見を表現 し
す。

・腕時計及び懐中時計以外の
時計（置時計、砂時計、その
他当社が無料お見積り郵送

パックの適用外と判断した物）

については、お客様の送料負

時計（置時計、砂時計、その

他当店が無料お見積り郵送
パックの適用外と判断した物）

については、お客様の送料
負担においてお送りください。

ており、思想又 は感情を表

現 したものと言 える。また、

表現 においても、表現 形式

に制約があるわけでもな

く、他の表現でも想定でき

担においてお送りください。 るため、創造 的に表現した

ものと言える。
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36

・以下の場合については、お

ヰ ヤンセルまたは修理不能

品の場合、お預かりした時計
は着払いにて返送いたしま ■

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい
る。全文において、原告の

預かりした時計を返送するた 個性、評価、意見を表現し
めの送料については、お客様 ており、思想又は感情を表

こご負担いただき、着払し．ヽに 現したものと言える。また、
て発送いたします。 表現においても、表現形式

1．キャンセルの場合

2．修理不能品の場合

す。 に制約があるわけでもな

く、他の表現でも想定でき
るため、創造的に表現した
ものと言える。

　一 一 上土．

37

・以下の場合については、往

復の送料■梱包費用を請求い
・電池交換や外装部分の修理

のみを依頼される場合、往復
の送料・梱包費用を請求させ
ていただきます。

ほぼ同文。明b かに被口は

原告の文言に依拠してい
る。全文において、原告の
個性、評価、意見を表現し

ており、思想又は感情を表たします。 現したものと言える。また、
電池交換や外装部分の修理 表現においても、表現形式
のみ依頼される場合 に制約があるわけでもな

く、他の表現でも想定でき
るため、創造的に表現した
ものと言える。

38

・以下の場合については、配

送パック代、送料及び事務手
数料として3，00 0円を請求
し、代金引換にて返送いたし
ます。別途代引き手数料もご
負担ください。
1．コピー品や模造品など、当
社で正規品と認められない時

・以下の場合については、配

送パック代、送料及び事務手
数料として3，000円を請求し、
代金引換にて返送いたしま

ほぼ同文。明らかに被告は

す。別途代引き手数料もご負 原告の文言に依拠してい

る。全文において、原告の担ください。コピー品や模造
品など、当店で正規品と認め

られない時計をお送りいただ

個性、評価、意見を表現し

ており、思想又は感情を表
計をお送りいただいた場合 いた場合

1、当店からの連絡に対して

－か月を経過してもご連絡を
いただけない場合
2、当店が見積もりを出す前
にお客様都合によりキャンセ
ルされた場合
3、その他、当店が悪質だと
判断した場合

現したものと言える。また、
2．当社が悪質だと判断した場

．Jゝ．。
3．当社からの連絡に対して－
か月を経過してもご連絡をい
ただけない場合
4．当社から見積もりを出す前
にお客様都合によりキヤンセ

表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現した
ものと言える。

ルされた場合

18



39

■免責事項

・当社及び関連会社は、次の
事由による修理品の滅失、毀
損、遅延による損害について
は、損害賠償の責任を負いま

■免責事項

・当店及び関連会社は、次の
事由による修理晶の滅失、毀
損、遅延による損害について
は、損害賠償の責任を負いま

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい

せん。
1．社会的騒擾その他の事変
又は強盗等第三者による犯
罪行為

せん。

1、社会的騒擾その他の事変
又は強盗等第三者による犯 る。全文において、原告の

2．不可抗力による火災 ． 罪行為

2、不可抗力による火災
3、予見できない異常な交通
障害

4、地震、津波、高潮、大水、
暴風雨、地すべり、山崩れそ

個性、評価、意見を表現し
3．予見できない異常な交通障

堂
l：コ
4．地震、津波、高潮、大水、
暴風雨、地すべり、山崩れそ
の他の天災

ており、思想又は感情を表

現したものと言える。また、
表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現した
ものと言える。

5．法令又は公権力の発動に

よる運送の差止め、開封、没
収、差押え又は第三者への
引渡し

の他の天災

5、法令又は公権力の発動に
よる運送の差止め、開封、没
収、差押え又は第三者への

6．運送会社の配送時におけ

る事故等

引渡し

6、運送会社の配送時におけ
7．その他当社及び関連会社

に過失がない場合

る事故等

7、その他当店及び関連会社
に過失がない場合

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい

40

・当社及び当社関連会社は時

計到着後、撮影をしておりま
す。また、見積もりにはお預か

・当店及び当店関連会社は時
計到着後、分解前に撮影をし る。全文において、原告の
認 許 晶 諾 装

せて頂いておりますが、完全
に記載できない場合がござい
ます。当店はいかなる場合で
あれ、時計到着時の時計の
状態（外装部も含む）に一切
の責任を負いません。

個性、評価、意見を表現し

り時の状態を記載させて頂い ており、思想又は感情を表
ておりますが、完全に記載で 現したものと言える。また、
きない場合がございます。当

社はいかなる場合であれ、時
計到着時の時計の状態（外装
部も含む）に一切の責任を負

いません。

表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現した
ものと言える。

41

・当社及び関連会社は、修理 ・当店及び関連会社は、修理

不可及びお客様によるキャン
セルがあった場合、お預かり
した時計を元の状態に戻すこ
とについて、一切の責任を負

ほぼ同文。明b かに被告は

原告の文言に依拠してい
る。全文において、原告の
個性、評価、意見を表現し

不可及びお客様によるキヤン ており、思想又は感情を表
セルがあった場合、お預かり 現したものと言える。また、
した時計を元の状態に戻すこ

とについて、一切の責任を負

表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな
いません。 いません。 ．ヽ－ Il

く、他の表現でも想定でき
るため、創造的に表現した
ものと言える。
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42

t当社での修理は原則として

純正部品を使用しますが、純 ・当店での修理は原則として

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい
正部品を使用したか純正以外 純正部品を使用しますが、純 る。全文において、原告の

の部品を使用したかにかかわ 正部品を使用したか純正以外

の部品を使用したかにかかわ
らず、当店での修理後、メー
カー修理を依頼しても修理を
受け付けてもらえなくなる場合
があります。それによる損害
について、当店及び関連会社
は一切の責任を負いません。

個性、評価、意見を表現し

らず、当社での修理後、メー ており、思想又は感情を表
カー修理を依頑しても修理を 現したものと言える。また、
受け付けてもらえなくなる場合
があります。その場合、当社
及び関連会社は、メーカー修
理を受けられなくなったことに
よる損害について、一切の責
任を負いません。

表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想定でき
るため、創造的に表現した

ものと言える。

』ヒ

43

・当社及び関連会社は、外装 ・当店及び関連会社は、外装

仕上げ、ライトポリツシュに関
して、一切の責任を負いませ

ほぼ同文。明b かに被ロは

原告の文言に依拠してい
る。全文において、原告の
個性、評価、意見を表現し

ており、思想又は感情を表仕上げ、ライトポリツシュに関 現したものと言える。また、
して、一切の責任を負いませ 表現においても、表現形式
ん。 ん。 に制約があるわけでもな

く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現した
ものと言える。

44

・オーバーホール後、当社及

び関連会社の精度検査の基
準は目差±15秒となります。

オ ーバーホール後、当店及

び関連会社の精度検査の基
準は目差±15秒となります
（クロノメーター等含む）。修
理依頼時に時計の目差が±
15秒以上あ？た場合において
は、いかなる修理をしても日

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい
る。全文において、原告の

クロノメーター等であっても日 個性、評価、意見を表現し
差±15秒です。修理依頼時に ており、思想又は感情を表
時計の目差が±15秒以上 現したものと言える。また、
あった場合において、いかな

る修理をしても目差を±15秒
に以内に収められない場合が
あります。その場合、当社及
び関連会社は、一切の責任を
負いません。

表現においても、表現形式

差を±15秒に以内に収められ に制約があるわけでもな
ない場合があります。その場 く、他の表現でも想定でき
合、当店及び関連会社は、－ るため、創造的に表現した
切の責任を負いません。 ものと言える。

45

・お客様と当社の連絡は、メー

ルによってさせていただきま
す。当社及び関連会社は、
メールの送受信不良、連絡の
行き違い、及びその他の伝達
手段（電話などの口頭での見
積もり及び説明を含む）を用

いたことによる損害について、

一切の責任を負いません。

・お客様と当店の連絡は、メー

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい
ルによってさせていただきま る。全文において、原告の
す。当店及び関連会社は、

メールの送受信不良、連絡の
行き違い、及びその他の伝
達手段（電話などの口頭での
見積もり及び説明を含む）を
用いたことによる損害につい
て、一切の責任を負いませ
ん。

個性、評価、意見を表現し

ており、思想又は感情を表
現したものと言える。また、
表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想定でき
るため、創造的に表現した
ものと言える。
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・当社からお客様に対する連

絡の遅れを理由として生じる

・当店からお客様に対する連 ．

絡の遅れを理由として生じる

ほぼ同文。明らかに被告 は

原告 の文言に依拠してい
る。全文において、原告の

個性、評価 、意見を表現 し

ており、思想又は感情を表
現 したものと言 える。また、いかなる損害についても、当 いかなる損害についても、当

社及び関連会社は、一切の 店及び関連会社は、一切の 表現 においても、表現形式

責任を負いません。 責任を負いません。 に制約 があるわけでもな

く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現 した
ものと言 える。

47

・当社および関連会社は、本

修理規約に定める修理保証

及び補償に関して定めている

ところのほか、無償で修理す

・当店および関連会社は、本

修理規約に定める修理保証

及び補償に関して定めている
ところのほか、無償で修理す

ほぼ同文。明らかに被告 は

原告の文言に依拠してい

る。全文 において、原告の

個性、評価 、意 見を表現 し

ており、思想 又は感情を表
現したものと言える。また、

表現においても、表現形式

べき責任を負いません。 べき責任を負いません。 に制約 があるわ けでもな

く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現 した

ものと言 える。

48

・当社及び関連会社は、いか

なる場合であっても、逸失利
益、特別な事情によって生じ

た損害、及び第三者からお客
様に対してなされた賠償請求

に基づく損害について、賠償

の責任を負いません。

・当店及び関連会社は、いか

なる場合であっても、逸失利
益、特別な事情によって生じ
た損害、及び第三者からお客
様に対してなされた 賠償請求

ほぼ同文。明らかに被告 は

原告 の文言に依拠 してい

る。全文において、原告の

個性、評価 、意見を表現 し

ており、思想 又は感情を表
現 したものと言える。また、

表現 においても、表現形式
に基づく損害について、賠償 に制約があるわ けでもな

の責任を負いません。 く、他の表現でも想定でき

るため 、創造的に表現 した

ものと言える。

　一 一 dニ

49

■その他注意事項

・作業にあたっては細心の注
意を払っておりますが、時計
部品の経年劣化のため、作
業中にやむを得ず時計に傷、
破損が生じてしまう場合がご
ざいます。予めご了承くださ

1 その他注意事項

・作業にあたっては細心の注
意を払っておりますが、時計

部品の経年劣化のため、作
業中やむを得ず時計に傷や
破損が生じてしまう場合がご
ざいます。予めご了承くださ

ほぼ同文 。明b かに被 ロは

原告の文言に依拠してい

る。全文において、原告 の
個性 、評価、意見を表現 し

ており、思想又は感情を表
現したものと言える。また、
表現においても、表現 形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想定できい い。

0 るため、創造的に表現 した

ものと言える。
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50

ヰ 年堂オリジナル超音波洗

　　 l

・銀座櫻風堂オリジナル超音

　　　◆

まぼ同文。明らかに被告 は

原告の文言に依 拠してい

る。全文 において、原告の
浄＋千年堂オリジナルクリー 波洗浄＋銀座樺風堂オリジナ

ルクリーニング（ゴミ除去ブ
ラッシング）は、可能な範囲で

の洗浄・クリーニングを行うも
ので、完全に汚れや傷を取
り、つやが出ることを保証する

個 性、評価、意 見を表現 し
ニング（ゴミ除去ブラッシング） ており、思想又 は感情を表

ま、可能な範囲での洗浄1ク 現したものと言える。また、
リーニングを行うもので、完全

に汚れや傷を取り、つやが出
ることを保証するものではあり

表現においても、表現形式

に制約があるわ けでもな

く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現 した

ものと言える。

、 一一 月ヒ

ません。 ものではありません。

51

・外装仕上げ及びライトポリツ

詣 志品 詔 鎧 認 許を

で、完全に傷を取り、凹みをな
くし、つやを出し、きれいにな
ることを保証するものではあり

・外装仕上げ及びライトポリツ

シュは、ケース及びバンド部を
可能な範囲で研磨するもの

で、完全に傷や凹みをなくし、

つやを出し、きれいになること

ほぼ同文 。明b かに被 口は

原告の文言 に依 拠してい

る。全文において、原告の

個性 、評価、意 見を表現 し

ており、思想又 は感情を表
現したものと言える。また、

表現においても、表現形式を保証するものではありませ に制約があるわ けでもな

く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現 した

ものと言える。

ません。 ん。

52

・千年堂オ ノジナル超音波洗

浄、千年堂オリジナルクリー

・銀座棲風堂オリジナル超音

ほぼ同文。明らかに被告 は

原告の文言に依拠 してい

る。全文 において、原告の
波洗浄、銀座棲風堂オリジナ

ルクリーニング、外装仕上げ
及びライトポリツシュをした
後、修理依頼以前からつい

ていた傷や汚れが目立つよう
になる場合や、元の形と形状
が変わる場合があります。

個性、評価 、意 見を表現 し

ニング、外装仕上げ及びライ ており、思想 又は感情を表
トポリツシュをした後、修理依 現 したものと言 える。また、
頼以前からついていた傷や汚

れが 目立つようになる場合
や、元の形と形状が変わる場
合があります。

表現 においても、表現形式

に制約があるわけでもな

く、他の表現でも想定でき

るため、創造 的に表現した

ものと言える。

　一 一 ムヒ

53

t当社のオーバーホールは、

3気圧まで無料の防水検査を
しております。

・当店のオーバーホールは、

3 気圧まで無料で防水検査を
しております。

ほぼ同文 。明b かに被 口は

原告の文言 に依拠 してい

る。全文において、原告の

個性、評価 、意見を表現し

ており、思想又は感情を表

現したものと言える。また、

表現 においても、表現形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現した

ものと言 える。
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54

時計は防水であっても基本 ・

的に汗、水にはお気をつけ下
さい。修理後、リューズの締め l
忘れや、当社の防水検査以 蔀
上の水圧（無料の場合は3気
圧まで）がかかると浸水する
可能性があります。また琴年
劣化により、防水性が低下し
ているケースもございます。防
水検査後、防水エラーが出る
場合、ご報告は致しますが、
いかなる場合であれ、浸水に

時計は基本的に、防水で
告簑 誓 品 諾 否警 ㌫ ・

．帝め忘れや、当店の防水検
査以上の水圧（無料の場合は
3気圧まで）がかかると浸水
する可能性があります。また
経年劣化により、防水性が低
下しているケースもございま

まぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい
る。全文において、原告の
個性、評価、意見を表現し

ており、思想又は感情を表
現したものと言える。また、
表現においても、表現形式

す。防水検査により防水エ に制約があるわけでもな
ラーが出る場合、ご報告は致 く、他の表現でも想定でき
しますが、いかなる場合であ るため、創造的に表現した

関しては保証対象外で有償

修理になりますのでご注意く
ださい

れ、浸水に関しては保証対象

外の有償修理になりますので
ご注意ください。

ものと言える。

55

－ 〇

・当社はメ－カ－修理よりも安
価であることを保証するもの
ではありません。

・当店はメーカー修理よりも安

価であることを保証するもの
ではありません。

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい

る。全文において、原告の
個性、評価、意見を表現し

ており、思想又は感情を表
現したものと言える。また、
表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想定でき
るため、創造的に表現した
ものと言える。

56

・当社及び関連会社はお客様

と対等な立場で、当社の最善
の修理及びご対応をさせてい
ただきます。いかなる場合で
あっても、本修理規約に定め

・当店及び関連会社は、お客

様と対等な立場で当店の最
善の修理及びご対応をさせて

いただきます。いかなる場合
であっても、本修理規約に定
めのない値下げ、賠償、再修
理その他一切の要求に応じる
ことはありません。
特に悪質な場合には、速や

かに当店顧問弁護士と相談

ほぼ同文。明らかに被告は

原告の文言に依拠してい
る。全文において、原告の
個性、評価、意見を表現し

ており、思想又は感情を表
のない値下げ、賠償、再修理 現したものと言える。また、
その他一切の要求に応じるこ

とはありません。特に悪質な
場合には、速やかに当社顧問
弁護士と相談の上、・しかるべ
き措置を取らせていただきま
す。

表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想定でき

の上、しかるべき措置を取ら るため、創造的に表現した
せていただきます。 ものと言える。

ほぼ同文。明らかに被告は
原告の文言に依拠してい
る。全文において、原告の
個性、評価、意見を表現し

ており、思想又は感情を表
現したものと言える。また、

5

・当社の商品の入札暮落札・購

入・プレゼント応募をされた方

・当店の商品の入札・落札・購

入・プレゼント応募をされた方
には、当店から広告メール等
をお送りすることがあります。

了に、当社から広告メール等を 表現においても、表現形式
お送りすることがあります。 に制約があるわけでもな

く、他の表現でも想定でき
るため、創造的に表現した
ものと言える。
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58

t当販売サイト、メールやメー ・当販売サイト、メールやメー

ルマガジン中の保証、修理規

ほぼ同文。明らかに被草 は

原告の文言 に依拠 してい

る。全文において、原告の

個性 、評価、意見を表現 し
ルマガジン中の保証、修理規 ており　思想又は感情を表

約、限定事項の解釈について

は当社に判断権があり、当社
が随時変更することができる

約、限定事項の解釈について

は当店に判断権があり、当店
が随時変更することができる

ヽ
現したものと言える。また、

表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな
く、他の表現でも想 定でき

るため、創造的に表現 した

ものと言える。

ものとします。 ものとします。

59

・販売方法、販売手法、手数

料などの決定・変更にまつわ

る権利は全て当社にあり、い

つでも変更できるものとしま
す。

・販売方法、販売手法、手数

料などの決定・変更にまつわ
る権利は全て当店にあり、随
時変更できるものとします。

ほぼ同文 。明らかに被告 は

原告の文言に依拠してい

る。全文において、原告の

個性 、評価 、意見を表現し

ており、思想又は感情を表

現したものと言える。また、

表現においても、表現形式

に制約があるわけでもな

く、他の表現でも想定でき

るため、創造的に表現した

ものと言える。
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