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１．消費者相談の動向
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件数 構成比 件数 構成比

855 11.0% 975 13.1% ▲ 12.3

733 9.5% 774 10.4% ▲ 5.3

122 1.6% 201 2.7% ▲ 39.3

4,948 63.9% 4,094 55.1% 20.9

1,252 16.2% 1,165 15.7% 7.5

1,795 23.2% 1,220 16.4% 47.1

718 9.3% 574 7.7% 25.1

323 4.2% 355 4.8% ▲ 9.0

628 8.1% 609 8.2% 3.1

108 1.4% 75 1.0% 44.0

124 1.6% 96 1.3% 29.2

52 0.7% 10 0.1% 420.0

399 5.2% 424 5.7% ▲ 5.9

428 5.5% 461 6.2% ▲ 7.2

89 1.2% 95 1.3% ▲ 6.3

80 1.0% 91 1.2% ▲ 12.1

160 2.1% 176 2.4% ▲ 9.1

66 0.9% 57 0.8% 15.8

10 0.1% 14 0.2% ▲ 28.6

23 0.3% 28 0.4% ▲ 17.9

18 0.2% 24 0.3% ▲ 25.0

1,042 13.5% 1,448 19.5% ▲ 28.0

7,742 100.0% 7,436 100.0% 4.1
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 令和２年度の相談件数は、7,742件（前年度比4.1％増）となり、２年連続で増加した。

 このうち、「特定商取引法関係」は4,948件（前年度比20.9％増）となり、全体の６割強（構成比63.9％）を
占めた。取引類型別では、「通信販売」が1,795件（前年度比47.1％増）と２年連続で最多となった。次いで、
「訪問販売」が1,252件（同7.5％増）、「電話勧誘販売」が718件（同25.1％増）、「特定継続的役務提供」
が628件（同3.1％増）となり、これらで「特定商取引法関係」の９割弱（構成比88.8％）を占めた。

 また、「割賦関係」は855件（前年度比▲12.3％）となり、全体の１割強（構成比11.0％）を占めたが、相談
件数は２年連続で減少した。事項別では、割賦販売（クレジット）が733件（前年度比▲5.3％）、前払割賦が
122件（同▲39.3％）といずれも減少した。



２．消費者相談の特徴

【通信販売が引き続き最も多い取引類型に ～定期購入に関する相談増～】

「通信販売」は、1,795件で最も相談の多い取引類型。特に、定期購入に関する相談が前年度から374件増加し809件となっ
た。商品別では、「健康食品」が585件、「化粧品」が77件となり、これらで８割強を占めた。

〔具体的事例〕

・ 一度だけ購入したつもりが定期購入契約だったので解約したい。

・ 定期購入契約を解約するためにかけた電話が繋がらない。

・ 定期購入契約を解約したにも関わらず、料金を請求されている。

【新型コロナウィルスに関する相談増】

新型コロナウィルスに関する相談が770件寄せられた。物資別では、「マスク」が180件、「消毒液」が47件、「次亜塩素酸水・次亜
塩素酸ナトリウム」が20件となった。また、債務の支払いや、事業者との契約トラブル等に関する相談も目立った。

〔具体的事例〕

・ マスクや消毒液の転売を規制することで、必要な人に物資が行き渡るようにしてほしい。

・ 新型コロナウィルスの影響で収入が落ちてクレジットカードの請求料金を支払えない。

・ 緊急事態宣言により学習塾が休塾したにもかかわらず、休塾のための費用を請求されている。

【ウェブ会議アプリケーションを使った勧誘に関する相談増】

ウェブ会議アプリケーションを使った勧誘により契約に至ったという相談が前年度から130件増加し145件となった。特に、SNSをきっ
かけにウェブ会議アプリケーションへ誘導されたという例が目立った。

〔具体的事例〕

・ ウェブ会議アプリケーションを使った無料セミナーで勧誘され、DVDを購入したが電話勧誘販売に当たるか。

・ ウェブ会議アプリケーションを使った勧誘により、転売ノウハウに関する情報商材の契約をさせられたがクーリング・オフ可能か。
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３．取引類型ごとの動向

 相談件数は855件で、前年度と比較すると120件の減少（前年度比▲12.3％）。全相談件数に占める
割合は、前年度の13.1％から11.0％に縮小。

 事項別では、「割賦販売」（クレジットカードや個別クレジット等）が733件（前年度比▲5.3％）、「前払
割賦」（冠婚葬祭互助会等）が122件（同▲39.3％）といずれも減少。
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（１）割賦販売法（全体）



３．取引類型ごとの動向

 相談件数は733件で、前年度と比較すると41件の減少（前年度比▲5.3％）。全相談件数に占める割合は、前年度の
10.4％から9.5％に縮小。

 相談内容は、「クレジット債務に係る手数料や一括返済等」が72件（構成比9.8％）と最多。次いで、「解約関係」が70件
（同9.5％）、「不正利用・身に覚えのない請求」が49件（同6.7％）、「支払い督促」が46件（同6.3％）。

 商品別では、「乗用自動車」が64件（構成比8.7％）となり、前年度の53件を上回った上、最多。次いで、「運輸・通信
サービス」が27件（同3.7％）、情報商材等の「情報処理・提供」が24件（同3.3％）。

 支払方法別では、「一括払い」が171件（構成比23.3％）と最多。次いで、「個別信用購入あっせん」が130
件（同17.7％）、「包括信用購入あっせん」が95件（同13.0％）、「リボ払い」が86件（同11.7％）。
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（１）割賦販売法
①割賦販売

【相談事例】未成年の子どもがクレジットカードを作っていたが、支払が滞ってしまった
19歳の子どもが銀行に口座を作りに行った際に、クレジットカードを勧められたようで、勝手に作ってしまった。その

クレジットカードを使ってインターネット通販で買物を繰り返す等していたようで、支払ができなくなり、クレジットカード
の利用を停止されたようである。銀行やクレジットカード会社に問い合わせたが、本人以外に契約の状況等は教え
られないと言われてしまった。子ども自身の理解不足もあったとは思うが、そもそも未成年者がクレジットカードを作る
際に、親の承諾等は必要ないのか。銀行からもクレジットカード会社からも特に連絡は来ていないと思う。

【消費者の方へのアドバイス】
割賦販売法では、未成年者のクレジット契約を禁止したり、未成年者がクレジット契約を締結する際の親権者

の事前同意を義務づける規定は設けられていません。
ただし、同法では、過剰な与信の禁止や多重債務問題の解消を目的に、クレジット会社に対し、クレジットカー

ドの場合は発行、更新又は限度額を増額しようとする際に、個別クレジットの場合は申込みの際に、指定信用情
報機関を利用した「支払可能見込額調査」を行うことを義務づけ、利用者の支払能力を超えるクレジット契約の
締結を禁止しています。
なお、同法に基づく認定割賦販売協会である一般社団法人日本クレジット協会では、業界の自主ルールとして、

未成年者に対する与信判断にあたり、親権者の同意を得るよう留意する旨を定めています。
民法改正により、成年年齢は、2022年3月31日までは20歳、2022年4月1日以降は18歳となります。クレ

ジット契約を締結したり、利用する場合は、会員規約や利用明細等をしっかり確認しましょう。これらの情報は紙
の書面ではなく、電子メールやウェブサイト等の電子的な方法で提供される場合もあります。
債務の支払い遅延等は将来の与信に影響を及ぼす可能性があります。また、不正利用を防止するためにも、ク

レジット会社から提供される情報はこまめにチェックし、不明な点があれば、すぐにクレジット会社に確認しましょう。



３．取引類型ごとの動向

 相談件数は122件で、前年度と比較すると79件の減少（前年度比▲39.3％）。全相談件数に占める割合は、前年度の
2.7％から1.6％に縮小。

 「冠婚葬祭互助会」に関するものが113件（構成比92.6％）。

 相談内容は、「解約関係」が76件（構成比62.3％）。具体的には、「解約手数料が高い」、「解約手数料の計算方法が
不明確だ」等の解約手数料に関するもの、「本人が窓口に来ないと解約できないと言われた」等の解約方法に関するもの、解
約時の書類に関するもの等、解約のための手続きの妥当性に関する相談が多く見られた。
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（１）割賦販売法
②前払割賦

【相談事例】一人暮らしをしている高齢の母が契約した互助会契約の解約手数料について
甲地で一人暮らしをしている高齢の母を引き取ることになった。母は、４口の互助会契約を締結しており、

３口は完納済みで、４口目の掛金の支払いを続けていた。これまでに総額約120万円を入金している。１
口完納するごとに新たな勧誘を受け、契約をしてきたようだ。
居住地である乙地には、当該互助会業者がないため、４口まとめて解約したいと申し出た。すると、「１口
ずつそれぞれに解約手数料がかかり、総額約18万円を差し引く。契約時に解約手数料がかかることは説明
している。」と言われた。しかし、母の記憶は曖昧で、契約書面も見当たらない。このような高額な解約手数
料を取られるのなら、預金しておけばよかったのにという心境になる。

【消費者の方へのアドバイス】
割賦販売法では、２月以上の期間にわたり、かつ、３回以上に分割して掛金を受領し指定役務の施行

を行う冠婚葬祭互助会は、「前払式特定取引業」として規制しており、年間取引額が１千万円に満たな
い場合を除いて、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。許可に際しては、約款の内容が同法施
行規則で定める「前払式特定取引契約約款の基準」に適合している必要があります。
この基準には、契約の解除に伴う損害賠償等の額に関して、購入者等の申出により契約を解除する場

合、解約の手続による申出があった日から45日以内の一定の期間内に、購入者が既に支払った金額から
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額を控除した額の金銭を払い戻す旨が定められていること、
かつ、その額が購入者等が容易に計算することができる方法等により明確に表示されていることとしています。
しかし、解約手数料の金額等に関しては、同法には定めはないため、解約手数料の考え方や解約手続き
については、契約約款を確認することが必要です。
契約約款が手元にない場合には、互助会業者に再交付を依頼してください。



３．取引類型ごとの動向

 相談件数は4,948件で、前年度と比較すると854件の増加（前年度比20.9％増）。全相談件数に占め
る割合は、前年度の55.1％から63.9％に拡大。

 取引類型別では、「通信販売」が1,795件（前年度比47.1％増）と２年連続で最多。次いで、
「訪問販売」が1,252件（同7.5％増）、「電話勧誘販売」が718件（同25.1％増）、「特定継
続的役務提供」が628件（同3.1％増）となり、これらで「特定商取引法関係」の９割弱（構成
比88.8％）。
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（２）特定商取引法（全体）



３．取引類型ごとの動向

 相談件数は1,252件で、前年度と比較すると87件の増加（前年度比7.5％増）。全相談件数に占める割合は、前年度の
15.7％から16.2％に拡大。通信販売に次いで相談の多い取引類型。

 相談内容は、「クーリング・オフ関係」が645件（構成比51.5％）と最多。次いで、「書面不交付・不備」が217件（同
17.3％）、「解約関係」が126件（同10.1％）となり、これらで８割弱。

 商品別では、住宅リフォーム等の「工事、加工」が260件、住宅設備の修理等の「修理・修繕、調整」が179件、シロアリ駆除
等の「医療・衛生サービス」が49件。
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（２）特定商取引法
①訪問販売

【相談事例】トイレの詰まりの修理のために呼んだ業者と高額な契約をしてしまった
自宅のトイレが詰まってしまい、急いでインターネットで修理業者を検索し、電話をかけた。「トイレの詰まりの修理にいくらかかりま

すか。」と聞いたところ、住所と電話番号を尋ねられ、後で連絡すると言われた。その後、電話がかかってきて、「トイレの詰まりの修
理は3,000円から5,000円、便器を外す工事になると20,000円から25,000円です。」と言われたので、修理をお願いした。
修理業者が自宅に来てトイレを確認し、「ラバーカップだけなら7,000円ですが、直らなかったら便器を外すので32,000円になり

ます。どうしますか。」と言われた。思ったより高額だったので、「7,000円の方でお願いします。」と言うと、「異物が奥の方に入り込む
とトラックを呼んで工事しますので、50万円かかることになりますよ。」と言われた。脅されたように感じ、50万円かかることになっても
困るので、便器を外す工事を依頼した。
修理業者が便器を外す修理をしたが、「直らないので、50万円のトラックを呼ばなければならないようです。ただ、あなたが20代な
ら１年保証付きの25万円のプランがありますよ。」と言われた。迷っているうちに、修理業者が契約書を取り出してきて、「ここの注
意事項にチェックを入れてください。」等と言われ、サインをしてしまった。

【消費者の方へのアドバイス】
営業所等以外の場所において契約の申込みを受け、若しくは契約を締結して行う商品等の販売や役務の提供は、特定商取

引法の「訪問販売」 に該当します。自宅で勧誘を受け、自宅でトイレ修理の契約を締結したのであれば、「訪問販売」に該当す
ると考えられます。
なお、「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを

請求した者に対して行う訪問販売」は、書面交付義務やクーリング・オフ等の適用が除外されます。具体的には、購入者が「○○
を購入するから来訪されたい」等、「契約の申込み」又は「契約の締結」を明確に表示した場合の他、契約内容の詳細が確定し
ていることを要しないが、購入者が契約の申込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申込み又
は締結を行いたい旨の明確な意思表示をした場合、「請求した者」に当たると解されています。
代金は契約の成立に必要不可欠な要素ですので、本件のように事前表示額と実際の請求額に相当な開きがあれば、通常、

消費者が当初修理依頼をした段階では「契約内容の詳細」はもちろん、契約内容の主要部分すら確定していなかったと考えられ
ます。さらに、消費者は、当初修理を依頼した段階では、安価な事前表示額に係る契約を締結する意思しか有しておらず、実
際に消費者宅で請求された高額な請求額に係る契約を締結する意思は有していなかったことは明らかですので、「当該契約」の
申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をしたとはいえないと考えられます。
よって、本件のような事例については、通常、当該消費者は「請求した者」に該当せず、上記の適用除外の対象外になるものと

解されています。



３．取引類型ごとの動向

 相談件数は1,795件で、前年度と比較すると575件の増加（前年度比47.1％増）。全相談件数に占める割合は、前年
度の16.4％から23.2％に拡大。最も相談件数の多い取引類型であり、８割強がインターネット通信販売に関するもの。

 相談内容は、「解約関係」が844件（構成比47.0％）と最多。次いで、「広告表示（特定商取引法第11条関連）」が
250件（同13.9％）となり、これらで６割強。

 商品別では、健康食品を含む「食料品」が798件、「頭皮・皮膚用化粧品」が112件、ゲームアプリ等の「運輸・通信サービス」
が55件。
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（２）特定商取引法
②通信販売

【相談事例】定期購入契約であることがわからなかった
SNSを見ていたら、「お試し初回限定300円」と大きく表示されたサプリメントの広告に目がとまった。広告をクリックし、

チャットのような形式で１行ずつ案内されながら、氏名や住所等の入力を進め、チャット画面がどんどん下に進んで行って、
注文完了となった。
後日、サプリメントが届いた。解約について記載された書面とコンビニ後払い用の請求書が同封されていた。確認したとこ
ろ、商品の初回発送日から６日後に２回目として３ヶ月分のサプリメントを送付するとあり、解約は次回商品の発送
予定日の７日前までに連絡する必要がある。２回目の商品代金は44,000円とあった。
300円のサプリメントを１回だけお試しで購入したつもりだったので、それ以外の支払いには応じたくない。広告から注

文完了までの間に、定期購入であることや支払総額の表示はなかったように思う。

【消費者の方へのアドバイス】
インターネット通信販売を含む通信販売には、訪問販売や電話勧誘販売等のようなクーリング・オフ制度はありません

が、商品又は特定権利の売買契約の申込みの撤回等が原則可能とされています。ただし、販売業者が通信販売広
告等においていわゆる返品特約に関する事項を特定商取引法に基づき適正に表示した場合には、当該特約に従うこ
ととなります。
具体的には、通信販売の際、消費者が売買契約を申し込んだり、契約をした場合でも、その契約に係る商品の引渡

し等を受けた日から数えて８日を経過するまでは、消費者は販売業者に対して、申込みの撤回や契約の解除ができ、
消費者の送料負担で返品ができます。ただし、販売業者が広告等であらかじめ、この申込みの撤回や契約の解除につ
いて、特約を表示していた場合は、当該特約によることとなります。通信販売広告に表示されている返品に関する事項
を必ず確認することが大切です。
また、「初回お試し価格」等と称して安価な価格で商品を販売する旨が表示されているが、当該価格で商品を購入す

るためには、その後通常価格で○回分の定期的な購入が条件とされている等、消費者が商品の売買契約を２回以上
継続して締結する必要がある場合、販売業者は、通信販売広告に、その旨や金額、契約期間その他の販売条件を
表示しなければなりません。
なお、特定商取引法の一部改正に伴い、「詐欺的な定期購入商法」への対策として、いわゆる定期購入でないと誤

認させる表示等に対する直罰化、左記の表示によって申込みをした場合に取消しを認める制度の創設、通信販売の
解除の妨害に当たる行為の禁止等が措置される予定です。



３．取引類型ごとの動向

 相談件数は718件で、前年度と比較すると144件の増加（前年度比25.1％増）。全相談件数に占める割合は、前年度
の7.7％から9.3％に拡大。

 相談内容は、「クーリング・オフ関係」が356件（構成比49.6％）と最多。次いで、「解約関係」が113件（同15.7％）とな
り、これらで６割強。

 商品別では、情報商材等の「情報処理・提供」が222件、通信回線契約等の「その他の役務」が150件、健康食品等の「食
料品」が99件。
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（２）特定商取引法
③電話勧誘販売

【相談事例】ウェブ会議アプリケーションを使って勧誘され、契約した副業をやめたい
会社員の女性がインターネットで副業を探していたところ、事業者Xの広告に興味を持ち、ホームページにアクセスした。

説明を聞きたいと思い、電子メールで面談の申込みをすると、事業者Xから返信があり、面談はウェブ会議アプリケーショ
ンを使用すること、アクセスするためのIDやPW等が記載されていた。
指定された日時にウェブ会議アプリケーションにアクセスした。面談では、初心者が利益を上げるには物販がいいと言わ

れ、デジタルプラットフォームYやZで販売することを勧められた。事業者Xがコンサルタントとしてサポートする、一日数十
分の作業で3万円の収入になる等と言われ、やる気になった。そのまま事業者Ｘの口頭での指示に従って、申込みの入
力手続きを進め、契約代金968,000円のうち、頭金30万円をクレジットカードの一括払いで決済し、残金はリボ払い
とした。
言われたとおりに副業を始めてみたものの、全く売れず、事業者Xの説明に不信感が募っている。解約できないか。

【消費者の方へのアドバイス】
特定商取引法では、販売業者等が、電話をかけ又は巧みな働きかけにより消費者に電話をかけさせ、その電話で勧

誘を受けたことにより、契約を締結して行う商品の販売等を「電話勧誘販売」として定義しています。
「電話をかけ」とは、電話により通話状態に入ろうとすることをいい、販売業者等が消費者に対して電話をかけることを示
しています。有線、無線その他の電磁的方法によって、音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものである限り、ス
カイプ等インターネット回線を使って通話するＩＰ電話等も「電話」に含まれます。
「電話をかけさせ」る方法は、政令で以下の２つを規定しています。
１．当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること
２．他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できることを告げ、電話をかけることを要請すること
なお、「営業のために若しくは営業として締結するもの」は、書面交付義務やクーリング・オフ等の適用が除外されます。

ただし、この営業性要件の該当性の判断に当たっては、当該消費者が契約の対象となる商品又は役務に関する取引
に習熟していると認められるかどうかを検討する必要があると考えられます。本件のような事例における消費者は、その多
くが一個人であり、契約の対象となる商品又は役務を利用した利益活動に必要な設備等を準備しているわけではなく、
これらの商品、役務又は利益活動に関する知識や経験さえほとんどない者であると思われます。このような場合、消費
者が契約の対象となる商品又は役務に関する取引に習熟しているとはいえないことから、営業性要件には該当せず、
同法の適用除外の対象とはならないと考えられます。



３．取引類型ごとの動向

 相談件数は323件で、前年度と比較すると32件の減少（前年度比▲9.0％）。全相談件数に占める割合は、前年度の
4.8％から4.2％に縮小。

 相談内容は、「クーリング・オフ関係」が64件（構成比19.8％）と最多。次いで、「解約関係」が55件（同17.0％）、「情
報提供」が35件（同10.8％）。行政処分を受けた事業者に関する相談が多く見られた。

 商品別では、「その他の役務」が61件、「食料品」が50件、「頭髪・皮膚用化粧品」が34件。
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（２）特定商取引法
④連鎖販売取引

【相談事例】大学の友人に誘われて契約してしまった
大学に入学してしばらく経った6月、友人から、事業者Xの英会話レッスンを受けるためのUSBの購入に興味はな

いかと誘われた。大学生の間ではやっていて、人脈も広げられるというので、話を聞いてみてもいいかと思った。
後日、友人は自分の上司だという人を連れてきて、パソコンで資料を見せながら、今、入会して30万円を払えば創
業者になれる、月会費は1万円だが、知人を紹介して会員になれば報酬を受け取れる、昇格すると報酬の割合が
上がって儲かる等と言われ、入会することにした。
入会金30万円は自分の預金があったので、指定された銀行口座に振り込んだ。しばらくすると、英会話教材と

称するUSB1本が送られてきたが、使い方の説明を受けていないのでどうしていいかわからない。月会費の振込も続
けているが、昇格や報酬の話はまったくない。

【消費者の方へのアドバイス】
個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行

う商品・役務の取引のことを「連鎖販売取引」といいます。「あなたが勧誘して組織に加入する人の提供する取引
料の○○パーセントがあなたのものになる」等と言って勧誘し、取引を行うための条件として、1円以上の負担をさせ
る場合であれば「連鎖販売取引」に該当します。特定商取引法では、次のように定義しています。
１．物品の販売（又は役務の提供等）の事業であって
２．再販売、受託販売もしくは販売のあっせん（又は役務の提供もしくはそのあっせん）をする者を
３．特定利益が得られると誘引し
４．特定負担を伴う取引（取引条件の変更を含む）をするもの
一部の成功例を強調し、あたかも全員が成功するかのように勧誘されることもあります。友人等からの話であっても

安易に信用せず、取引の仕組みやリスク等をよく理解し、冷静な判断をすることが重要です。
なお、連鎖販売取引の際、消費者（無店舗個人）が契約をした場合でも、法定書面を受け取った日（商品

の引渡しの方が後である場合には、その日）から数えて20日を経過するまでは、消費者は連鎖販売業を行う者に
対して、書面によりクーリング・オフをすることができます。
また、連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者（無店舗個人）は、クーリング・オフ期間の経過後も、将

来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、一定の条件を満たせば、商品販
売契約を解除することができます（中途解約・返品ルール）。



３．取引類型ごとの動向

 相談件数は628件で、前年度と比較すると13件の増加（前年度比2.1％増）。全相談件数に占める割合は、前年度の
8.2％から8.1％とほぼ横ばい。

 相談内容は、「解約関係」が288件（構成比45.9％）と最多。次いで、「クーリング・オフ関係」が147件（同23.4％）、
「書面不交付・不備」が56件（同8.9％）。

 役務別では、「エステティック」が254件（構成比40.4％）と最多。次いで「語学教室」が86件（同13.7％）、「美容医療」
が80件（同12.7％）、「学習塾」が71件（同11.3％）、「結婚相手紹介サービス」が44件（同7.0％）、「家庭教師」
が34件（同5.4％）、「パソコン教室」が24件（同3.8％）。
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（２）特定商取引法
⑤特定継続的役務提供

【相談事例】18歳の子どもが契約した脱毛エステを解約したい
専門学校に通う18歳の子どもが、Xというエステサロンで脱毛エステを契約した。契約期間は24ヶ月、支

払総額は70万円だという。渡された書面を見ると、クレジット会社Yとの個別信用購入あっせん契約となっ
ていた。子どもは、Xから「支払えなくなったらいつでもやめられる。」等と勧誘されたようだが、こうした勧誘トー
クには問題があるのではないか。高額な契約であり、アルバイトをしているものの収入には限りがあるので、
解約したい。

【消費者の方へのアドバイス】
特定商取引法で定める「特定継続的役務提供」とは、政令で定める「特定継続的役務」を、一定期間

を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取って提供することを指します。
具体的には、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上等の目的を実現させることをもって

誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務で、「エステティック」、「美容医
療」、「語学教室」、「家庭教師」、「学習塾」、「パソコン教室」、「結婚相手紹介サービス」の７役務が政
令で指定されています。
「特定継続的役務提供」に該当する場合には、法定書面を受け取った日から数えて8日を経過するまで

は、既に役務の提供が行われたときにおいても書面によりクーリング・オフをすることができます。なお、本件の
ように、特定継続的役務提供契約に係る個別信用購入あっせん契約については、割賦販売法に基づき、
クーリング・オフ制度が設けられています。個別信用購入あっせん契約がクーリング・オフされた場合、特定継
続的役務提供契約も同時にクーリング・オフされることになります。このため、消費者は、個別信用購入あっ
せん業者に対してクーリング・オフを通知すればよく、個別信用購入あっせん業者は役務提供事業者に対
してその旨を通知しなければなりません。
また、特定商取引法に基づき、クーリング・オフ期間の経過後であっても役務提供期間内であれば、消費

者は将来に向かって契約を解除することができます（中途解約）。



３．取引類型ごとの動向

 相談件数は108件で、前年度と比較すると33件の増加（前年度比44.0％増）。全相談件数に占める割合は、前年度の
1.0％から1.4％に拡大。

 相談内容は、「クーリング・オフ関係」が50件（構成比46.3％）と最多。次いで、「解約関係」が28件（同25.9％）となり、
これらで７割強。

 商品別では、コンサルティング契約等の「その他の役務」が32件、情報商材等の「情報処理・提供」が29件、「教養・娯楽」が
12件。
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（２）特定商取引法
⑥業務提供誘引販売取引

【相談事例】声優のアルバイトのオーディションに合格し、有償のレッスン契約を結んだ
インターネットの求人サイトで、声優のアルバイト募集の広告を見て、応募した。面接を受け、オーディションに合格し、レコーディ

ング契約とキャスティング契約を結んだ。その際、仕事をするには132,000円のレッスンを受けてもらう必要があるが、このレッスン
を受ければ声優やナレーターの仕事が入るので儲かると言われたので、同意した。契約から数日後、やはりやめたいと申し出たと
ころ、「詐欺で訴える」と言われてしまい、仕方なく続けることにした。
何度かレッスンを受け、先日、ようやく初めてのレコーディングをした。しかし、報酬はCDが1万枚以上売れたら1,100円支払う

というもので、聞いていた話と全く違っていた。
事業者からはレッスン料の残金を早く支払うよう言われている。契約書には、仕事をしない場合や解約した場合には多額の違

約金を請求すると書かれており、また「訴える」と言われるのではないかと思うと、怖くて解約を申し出ることができない。

【消費者の方へのアドバイス】
「仕事を提供するので収入が得られる」等と消費者を誘引し、仕事に必要であるとして商品等を販売して金銭負担を負わせる

取引のことを「業務提供誘引販売取引」といいます。特定商取引法では、次のように定義しています。
１．物品の販売又は役務の提供（そのあっせんを含む）の事業であって
２．業務提供利益が得られると相手方を誘引し
３．その者と特定負担を伴う取引をするもの
ここでいう「業務提供利益」とは、業務提供誘引販売取引の相手方を勧誘する際の誘引の要素となる利益であり、その利益

とは、提供又はあっせんされる業務に従事することにより得られる利益のことです。また、「業務」とは、「その商品の販売」等を行う
者が「自ら提供を行う」もの又は「あっせんを行う」ものであり、商品の販売等をする者と業務の提供をする者が異なる場合であっ
ても、商品の販売等をする者が業務の提供をあっせんする場合には、ここに該当することとなります。
業務提供誘引販売取引では、契約の相手方となる消費者が契約をした場合でも、法定書面を受け取った日から数えて20

日を経過するまでは、消費者は業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面によりクーリング・オフをすることができます。
なお、業務提供誘引販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫することにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフ

しなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。この場合、業務提供誘引販売業を行う
者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も業務提供誘引販売業を行う者の負
担となります。ただし、原状回復については、契約の当事者双方が負うことになります。業務提供誘引販売業を行う者は支払わ
れた代金等を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を返還します。



３．取引類型ごとの動向

 相談件数は124件で、前年度と比較すると28件の増加（前年度比29.2％増）。全相談件数に占める割合は、前年度の
1.3％から1.6％に拡大。

 相談内容は、「クーリング・オフ関係」が67件（構成比54.0％）と最多。次いで、「解約関係」、「書面不交付・不備」がそれ
ぞれ9件（同7.3％）、「勧誘・強引」が6件（同4.8％）。

 商品別では、装飾品・貴金属が40件、骨董品等が10件。
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（２）特定商取引法
⑦訪問購入

【相談事例】売るつもりのなかったネックレスを買い取られてしまった
自宅にキャラクターグッズや家電製品がたくさんあり、処分したいと思っていたところ、ポスティングされていたチラシを思い出

し、そこに書かれていた不用品買取業者に電話をかけ、「キャラクターグッズや家電がたくさんあるので見に来てもらえない
か。」と依頼した。
翌日、買取業者が自宅を訪問し、買い取って欲しい商品を見てもらったところ、「値が付かないですね。これ以外にアクセ
サリー類はないですか。」と言われたので、見てもらうつもりのなかったブランド品のネックレスをつい出してしまった。すると、買
取業者は、「このネックレスは8,000円です。売ってくれるなら、キャラクターグッズや家電とまとめて9,000円で引き取りま
す。」と言った。決めきれずに迷っていると、「早く決めてもらえませんか。」と急かされたので、9,000円で全部売ることにして
しまった。
しかし、買取業者が帰った後で、やはりネックレスを売ってしまったことを後悔した。ネックレスは諦めるしかないのだろうか。

【消費者の方へのアドバイス】
物品の購入を業として営む者が、消費者の自宅等を訪問して行う物品の購入は「訪問購入」として特定商取引法の

規制を受けます。
売主である消費者の利益を損なうおそれがないと認められる物品又は訪問購入に関する規制の対象となった場合に流

通が著しく害されるおそれがあると認められる物品として、政令で定める物品を除きます。具体例は、消費者庁ウェブサイト
をご参照ください。
購入業者には、勧誘目的の明示や書面の交付等が義務づけられています。また、訪問購入に係る売買契約の締結に

ついて勧誘の要請をしていない者に対し、消費者の自宅等で売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意
思の有無を確認することは禁止されています（不招請勧誘の禁止）。いわゆる飛込み勧誘や、単に消費者から査定の
依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、同法に抵触することになります。例えば、「不要な食器を売りたいの
で、契約について話を聞きたい。」と、ある特定の物品について消費者から要請を受けて訪問をする場合であっても、訪問
した際に「いらない指輪もあれば、売ってくれないか」等とその他の物品について勧誘をすること又は勧誘を受ける意思を確
認することは禁止されます。
訪問購入の際、法定書面を受け取った日から数えて8日を経過するまでは、売主である消費者は購入業者に対して、

書面によりクーリング・オフをすることができます。クーリング・オフを行った場合、既に物品を購入業者に引き渡していたり、
売却した代金を受け取っている場合には、購入業者の負担によって、物品を返却してもらったり、売却した代金を返却す
ることができます。また、クーリング・オフの効果は第三者に及ぶことになります（ただし、第三者がクーリング・オフされる可能
性があったことについて善意かつ無過失であった場合を除きます。）。

（注）訪問購入は、平成25年2月21日付け改正特定商取引法施行により規制対象となったもので、
平成24年度の相談件数は概ね1ヶ月分の受付件数。



３．取引類型ごとの動向

 相談件数は52件で、前年度と比較すると42件の増加（前年度比420.0％増）。全相談件数に占める割
合は、前年度の0.1％から0.7％に拡大。

 相談内容は、「取引していた商品先物取引業者と連絡が取れなくなった」、「電話勧誘がしつこい商品先物取
引業者がいるが、経済産業省の許可業者か」等。

 許可業者・登録業者に係る相談が42件（構成比80.8％）、無許可業者等に係る相談は2件（同
3.8％）、事業者不明等が8件（同15.4％）。

 商品別では、金が4件で最多。
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（３）先物取引

【相談事例】何度も勧誘され金の先物取引を契約してしまったが、損失が出て困っている
Ｘと名乗る事業者から、自宅に電話があり、金の商品先物の国内市場取引を勧誘された。最初は断って

いたが、職場にまで販売員が来るようになり、とうとう契約をしてしまった。
その後、金の価格が下がり、損失が出て困っている。自己責任だとは思うが、何とか被害回復できないだろ

うか。

【消費者の方へのアドバイス】
商品先物取引とは、将来の一定期日に一定の商品を売り又は買うことを約束して、その価格を現時点で決める取引

です。特徴としては以下があります。
１．この将来の約束期日以前であればいつでも、反対売買（買っていたものを転売し、又は売っていたものを買い戻す
こと）をして、取引開始時点と反対売買時点の商品価格の差額を清算して取引を終了（差金決済）することがで
きること。

２．取引に入る段階で必要な資金は、「証拠金」（商品価格の概ね5～10％）という担保金であり、これを預託す
ることによって大きな取引（商品価格の総額は10～20倍もの額となります）ができるレバレッジ（テコの原理）によ
る取引であること。

このように、証拠金の額に比べて10～20倍の取引をするため、相場の変動により大きな利益を期待できる反面、大
きな損失を被る可能性もある「ハイリスク・ハイリターン」の取引です。商品の価格は日々変動するため、相場の動きを自
ら確認できる方法等を知った上で、自己責任のもとで取引を行ってください。
なお、商品先物取引法では、商品先物取引業者に対して、商品先物取引の仕組み・リスク等の説明を義務づけると

ともに、利益を生じることが確実であると誤認させるような断定的な判断の提供や迷惑勧誘等の不当な勧誘を禁止して
います。また、取引の申込み等を行わないことを意思表示した顧客に対して勧誘することや、勧誘の要請をしていない顧
客への訪問や電話による勧誘も禁じられています（一部例外規定あり）。
国内商品取引所取引、海外商品取引所取引及び店頭商品デリバティブ取引を業として行う事業者は、国から「商

品先物取引業者」として許可を受けなければなりません。許可事業者かどうかを必ず確認してください。



３．取引類型ごとの動向

 相談件数は428件で、前年度と比較すると33件の減少（前年度比▲7.2％）。全相談件数に占める割合
は、前年度の6.2％から5.5％に縮小。

 相談内容は、顧客対応等の「サービス」が160件（構成比37.4％）と最多。次いで、「品質性能」、「安全
性」、「表示」、「計量・価格」、「規格」の順。

 商品別では、「電気製品」が165件（構成比38.6％）と最多。次いで「機械器具」が78件（同18.2％）。
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（４）製品関係

【相談事例】インターネット通販で購入した製品にPSEマークがない
自宅でスティック型の充電式掃除機を使っており、インターネットショッピングモールでバッテ

リーパックを購入した。代金はクレジットカードの一括払いで決済した。
後日、自宅に届いたので開封すると、海外メーカー製のようでPSEマークが付いておらず、純

正品でないことがわかった。このまま使用していいだろうか。

【消費者の方へのアドバイス】
製品安全4法（消費生活用製品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正

化に関する法律、ガス事業法及び電気用品安全法）では、危害発生のおそれのある製品
を指定し、製造の事業を行う者等に対して、国が定めた技術基準の遵守を義務づけていま
す。
技術基準に適合する製品について、製造又は輸入の事業を行う者は、ひし形又は丸形の

PSマークを表示することができます。製造、輸入又は販売の事業を行う者はPSマークの表示
が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはなりません。
バッテリーパックは、電気用品安全法に基づくPSEマークの表示対象である可能性が考えら

れます。この場合、製造又は輸入の事業を行う者は、技術基準に適合する製品について、
PSEマークを付すことができます。また、製造、輸入又は販売の事業を行う者は、PSEマーク
が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはなりません。
PSEマークの表示のない製品は、技術基準を満たしておらず、安全性が確認されていない

可能性があり、注意が必要です。このような製品であった場合は、経済産業省製品安全課
（metipsd-ihan@meti.go.jp）まで情報をお寄せください。

mailto:metipsd-ihan@meti.go.jp）まで情報をお寄せください


３．取引類型ごとの動向

 相談件数は18件で、前年度と比較すると6件の減少（前年度比▲25.0％）。全相談件数に占める割合
は、前年度の0.3％から0.2％に縮小。

 相談内容は、「個人情報が漏洩している」、「個人情報を目的外に利用されている」、「事業者が個人情報の

削除に応じてくれない」等。
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（５）個人情報



３．取引類型ごとの動向

 相談件数は399件で、前年度と比較すると25件の減少（前年度比▲5.9％）。全相談件数に占める割合
は、前年度の5.7％から5.2％に縮小。

 相談内容は、「解約関係」が72件（構成比18.0％）と最多。次いで、「クーリング・オフ関係」が18件（同
4.5％）、「業者の信頼性」が16件（同4.0％）。

 商品別では、「電力」が39件（構成比9.8％）と最多。次いで、「運輸・通信サービス」が32件（同
8.0％） 、「乗用自動車」が25件（同6.3％） 、「教育、エステ」が23件（構成比5.8％） 。
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（６）契約その他


