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An Italian wholesale distributor for food, the plaintiff, delivered truffle to a German buyer, the defendant. After 

examination the buyer gave notice to X, an employee of the seller, that the truffle were too soft .X declared that it was 

not authorised to receive complaints but that it will forward the notice. The buyer also returned the final account by fax 

mentioning that it objected to the quality of the goods. Later, maggots appeared in the truffle. The buyer held the first 

notice to be sufficient. The seller sued the buyer for the purchase price. 

The Court allowed the claim under article 53 CISG. It found that the buyer's notice had not met the requirements of 

article 39 CISG. As regards to specification of the nature of the lack giving notice that the truffle were soft was held as 

being too general. Moreover the buyer failed to address its notice to the appropriate person. X was employed as 

sales-person and as such not authorised to receive complaints. Therefore X acted as messenger to forward the notice to 

the seller. The buyer failed to prove that X forwarded the notice as promised. 

As to the appearance of maggots, the Court found that the buyer had to give further notice because the lack was not 

covered by the first notice. 

The Court granted interest under article 78 CISG. 

 

【日本語訳】 

	 原告であるイタリアの食品卸売販売業者は、被告であるドイツの買主に対しトリュフを引き渡した。

検査後、買主は売主の従業員である Xに対して、トリュフが柔らかすぎると通知した。Xは、苦情を受
理する権限はないが、通知を転送しておく旨の意思表示をした。買主は、物品の品質に対し異議を申し

立てると記載した最終請求書をファックスで返送した。その後、トリュフに蛆虫が発生した。買主は、

最初の通知で十分であると考えていた。売主は購入代金の支払いを求め、買主に対し訴訟を提起した。 
裁判所は、CISG53条に基づいて請求を認容した。裁判所は、買主の通知は CISG39条の要件を充足

していないと認定した。不適合の性質の特定に関しては、トリュフが柔らかいという通知では、漠然と

しすぎているとされた。さらに、買主は適切な人物に対して通知を発しなかった。Xは販売員として雇
われたのであり、そういうものとして苦情を受理する権限はなかった。それゆえに、Xは売主に対して
通知を転送する使者としての役目を務めた。買主は、Xが約束通り通知を転送したことを立証すること
ができなかった。 
	 蛆虫の発生に関して、裁判所は、当該不適合は最初の通知によって包含されていないことから、買主

はさらに通知をしなければならなかったと認定した。 
裁判所は、CISG78条に基づいて利息を認めた。 


