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１．「営業所等」の範囲の見直し①
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(1)指定商品・指定役務制廃止に伴う「営業所等」の範囲の見直し

� 指定商品・指定役務制が廃止され、訪問販売等については、原則、あら
ゆる販売又は役務の提供が法の対象となることにより、従来指定されてい
なかった様々な販売又は役務の提供について、法の適用が拡大する。

○郵便ポストの利用等、「営業所等」における取引と変わることのない販売又は

役務の提供について、法の射程外であることを明確化するため、郵便ポスト等
を「営業所等」に追加する。
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� この中で、例えば、郵便ポストへの投函や、有料道路の利用は、通常、
「営業所等」における取引と変わることなく、消費者の意思が安定した状態
で契約が結ばれるものである。

このような問題点を解決するため、無人の設備を用いた取引など、店
舗取引等と実態が異ならないような取引について、これが「営業所等」に
含まれることを省令において明確化する。



２．過量販売取引に対する行政規制
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(1)過量販売取引に対する行政規制

� 法第7条第3号においては、「過量販売」に該当する契約の締結について勧
誘することを禁止している。

� しかし、法においては、 法第9条の2に規定する「過量販売」に該当する契約
のうち、1回で「過量」となる売買契約についてしか規定されていない。

そのため その他の場合である

○法第7条第3号の対象として、既に法律で規定されている1回で「過量」となる売買契約以
外の「過量販売」を規定する。

6

そのため、その他の場合である
・1回で「過量」となる役務提供契約
・複数回の契約、複数業者による契約で「過量」となる売買契約
・複数回の契約、複数業者による契約で「過量」となる役務提供契約

について省令で規定する。

法第七条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反し、又は次に掲げる行
為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売
業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一・二 （略）

三 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の締結について勧
誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として経済産業省令で定めるもの

四 （略）



３．返品特約の表示
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(1)返品特約の広告での表示方法について

� 法第15条の2が新設された趣旨は、ある商品について、返品できるか否か不明
であるといったことから生じるような返品に関するトラブルの回避・防止である。

� そのため、当然ながら、返品特約について極めて小さな文字で表示する等、消

○返品特約の表示方法について、購入者にとって容易に認識することができる方法で表

示させることを省令において規定した上で、消費者に分かりやすい表示方法であると考え
られる事例、消費者に分かりにくい表示方法であるおそれのある事例を、ガイドラインにい
よって示す。
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� そのため、当然ながら、返品特約について極めて小さな文字で表示する等、消
費者に分かりにくい表示方法では、同条の趣旨に合致しないため、広告において返
品特約が明瞭に表示されるようにすることが必要となる。

法第十五条の二 通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権利の売買契約の申
込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者（括弧書き略）は、その売買契約に係る商品の引渡し
又は指定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除（以下この条にお
いて「申込みの撤回等」という。）を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合（括弧書
き略）には、この限りでない。

２ （略）



� 広告媒体によっては、広告スペースや時間に制約がある場合も多いた
め、あらゆる場合について、返品に関する事項を画一的に表示しなければ
ならないとすることは、現実的でなく、事業者にとって過度な負担を生ずる
可能性がある。

� さらに、返品に関する事項の全てを表示することで、消費者の返品に関
する事項についての理解を困難にする等、むしろ消費者にとって有益とな
らない場合もあり得る。

そこで、返品特約の表示方法については、購入者にとって容易に認識す
ることができる方法で表示させることを省令に規定した上で 細目について
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法第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、
経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該
広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知
覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を遅滞なく提供する旨の
表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一～三 （略）

四 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項（第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合
には、その内容を含む。）
五 （略）

ることができる方法で表示させることを省令に規定した上で、細目について
は、広告媒体毎の差異を加味しつつ、消費者に分かりやすい表示方法で
あると考えられる事例、消費者に分かりにくい表示方法であるおそれのあ
る事例を、ガイドライン（別添資料４参照）において示すこととする。



(2)広告表示事項の省略について

� 法第11条において、必要最低限の事項以外については、広告での表示を省略し、消
費者からの請求に応じて、別途送付する書面等で表示することが認められており、返品
特約の表示についても省略の是非を検討する必要がある。

返品に関するトラブルの主な原因となっている 「返品の可否」・「返品の条件」・「返
品に係る送料負担の有無」についてまで省略を認めると 法第15条の2の趣旨が実現

○返品に関する事項につき、返品に関するトラブルの主な原因となっている 「返品の可
否」・「返品の条件」・「返品に係る送料負担の有無」については省略を認めず、それ以外に
ついては、広告表示の省略を可能とする。
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品に係る送料負担の有無」についてまで省略を認めると、法第15条の2の趣旨が実現
できないため、これらについては、省略を認めないこととする。

他方、その他の事項については、広告媒体の特性に応じることができるよう、省略
可能事項として省令に追加する。

法第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、
経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該
広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知
覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を遅滞なく提供する旨の
表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一～五 （略）



(3)インターネット通販における最終申込み画面での返品特約の表示
方法について

� 法第15条の2において、電子消費者契約、すなわちインターネット通販の場合には、広告に
表示する以外の方法においても返品特約を表示することを規定している。

� その背景としては、インターネット通販の場合には、例えば、消費者が申込みに至る途中段
階においてブックマークを行い、後日、ブックマークからウェブページに再度アクセスし、広告に
おいて表示されている内容を確認することなく申込みを行うことが可能であることが挙げられる。

○ インターネット通販を行う場合は、広告に加えて、いわゆる「最終申込み画面」におい
ても、返品に関する特約を表示していないと、返品特約を有効にすることができないこと
とする。
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おいて表示されている内容を確認することなく申込みを行うことが可能であることが挙げられる。

法第十五条の二 通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権利の売買契約の申
込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者（括弧書き略）は、その売買契約に係る商品の引渡し
又は指定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除（以下この条にお
いて「申込みの撤回等」という。）を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合（当該売
買契約が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律（平成十三年法律第九十五号）第二条第一項に規定する電子消費者
契約に該当する場合その他経済産業省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて経済産業省
令で定める方法により表示していた場合）には、この限りでない。

２ （略）

広告以外に返品特約について表示させる場所は、省令で定めることとなっているところ、
「最終申込み画面」であれば、申込みをする以前に、必ず消費者が確認する部分であるた
め、ここに表示しなければ、返品特約を有効にすることができないこととする。（なお、表示方
法については、広告における表示方法に準じたものとする。）



４．部分的適用除外（飲食店等）の範囲
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(1)部分的適用除外の対象範囲について

� 法第26条第2項に規定する部分的適用除外の対象は、政令において、
「飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシー（路上勧誘によるも
の。）」 とされた。

� 一方、法において、悪質業者が履行行為への軽微な着手等をもって「既
に一部を提供している」等の主張をすることがあり得ることから、「契約の締
結後直ちに履行された場合」については、省令の規定によって限定を付す
こととなっている。

○法第26条第2項に規定する部分的適用除外の対象（飲食店など）について、役務提供の
うち軽微なもののみ行う等については、適用除外とはならないものとする。
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� 悪質業者の主張としては、以下のような場合が想定される。
・例えば、役務提供における注意事項についての説明など、役務提供のうち軽微なものを行っ

ただけであるが、それをもって「クーリング・オフはできません。」などと主張するような場合。

法第二十六条 （略）

２ 第四条、第五条、第九条、第十八条、第十九条及び第二十四条の規定は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の
提供として政令で定めるものであつて、訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに履行された場合（経済産業
省令で定める場合に限る。）については、適用しない。
３～９ （略）

このような、履行への軽微な着手のみ行う場合等を除く形で、 「契約の締
結後直ちに履行された場合」について省令に規定することとする。



５．再勧誘禁止規定のガイドライン

法第三条の二 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めな
ければならない。

２ 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該
役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
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(1)再勧誘禁止規定のガイドラインのポイント

○訪問販売における再勧誘禁止規定（法第3条の2）については、実際の取引の現場での
対応について、各事業者においてコンプライアンスの徹底が必要となるため、規定の解釈
についての明確化をガイドライン形式で行うこととする。内容の骨子は以下のとおり。

①「当該売買契約又は役務提供契約」について①「当該売買契約又は役務提供契約」について

� 再勧誘禁止の対象となる「当該売買契約又は当該役務提供契約」とは、勧誘の相手方が契
約を締結しない旨の意思を表示した場合における、その意思の対象たる売買契約又は役務提
供契約を指す。
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� 「当該」に該当するか否かについては、個別事例ごとに判断。

・ある健康食品（サプリメント）の売買契約の締結について勧誘している場合に、「この
サプリメントはいりません」という意思表示がされた場合は、当該サプリメントの売買
契約を締結しない旨の意思表示。

・ある浄水器の売買契約の締結について勧誘している場合に、「浄水器はいりませ
ん」という意思表示がされた場合は、その際に勧誘している特定の型式の浄水器の
みならず、広く浄水器全般について売買契約を締結しない旨の意思表示。

・台所リフォームに係る役務提供契約の締結について勧誘をした際に、「うちはリ
フォームはしません」という意思表示がなされた場合には、台所のみならず、リフォー
ム工事全般について役務提供契約を締結しない旨の意思表示。



②「契約を締結しない旨の意思」について②「契約を締結しない旨の意思」について

ⅰ．意思表示の方法について

� 契約締結の意思がないことを明示的に示すものが該当。具体的には、相手方が「いりま
せん」「関心がありません」「お断りします」「結構です」など明示的に契約締結の意思がないこ
とを表示した場合。

� 「今は忙しいので後日にして欲しい」とのみ告げた場合など、その場、その時点での勧誘
行為に対する拒絶意思の表示は、「契約を締結しない旨の意思」の表示に当たらない。

� また、例えば家の門戸に「訪問販売お断り」とのみ記載された張り紙等を貼っておくことは、
意思表示の対象や内容が全く不明瞭であるため 本項における「契約を締結しない旨の意
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意思表示の対象や内容が全く不明瞭であるため、本項における「契約を締結しない旨の意
思」の表示には該当しない。

ⅱ．意思表示の効果の範囲について

� 「契約を締結しない旨の意思を表示した者」に対してその後再び勧誘を行うことを禁止して
いる。

� したがって、同居者の一人が契約を締結しない旨の意思を表示したからといって、他の同
居者に対して勧誘を行うことは直ちに違法とはならないが、一度契約を締結しない旨の意思
を表示した者の住居を訪問することは、例えば同一人物に対する再勧誘を行うこととなる場
合があり得るものであり、そのような場合には違法となる。



③「勧誘をしてはならない」について③「勧誘をしてはならない」について

� 「勧誘をしてはならない」とは、その訪問時においてそのまま勧誘を継続することはもちろ
ん、その後改めて訪問して勧誘することも禁止。

� 同一会社の他の勧誘員が勧誘を行うことも当然に禁止される。

� 勧誘が禁止されるのは、上述のとおり「当該売買契約又は当該役務提供契約の締結に
ついて」であり、「当該売買契約又は当該役務提供契約」に当たらない別の商品等の契約に
ついての勧誘は禁止されない。

� 同じ商品等の契約であっても、例えば、
数ヶ月から1年単位での契約が通常である商品等については その期間が
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・数ヶ月から1年単位での契約が通常である商品等については、その期間が
経過すれば別の商品等の契約と考えられ、

・また、季節毎の商品の入れ替えや毎年の新機種の市場投入がある商品
等については、商品の旧型化による価格低下等が生じるおよそ数ヶ月や1
年が経過すれば、別の商品等の契約と考えられる

など、その商品等の性質等にかんがみて、相当な期間が経過した場合は、実質的に別の商
品等の契約であると考えられる場合もある。



６．「営業所等」の範囲の見直し②
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(1)悪質な展示会商法等とは

○典型的な「展示会商法」とは、販売業者が店舗で商品を販売するのではなく、「展示即

売会」などの名目で特定の期間（一日のものから数ヶ月のものまで様々）、ホテルや公会
堂等の会場スペースに商品を展示・陳列し、販売を行うものである。
○通常の店舗営業とは異なりその期間等に限定性があるなどの特徴から、特に「その会

場への顧客の誘引方法」や「その場における商品の勧誘の方法」が悪質なものになりやす
い類型であり、様々な手法を使って顧客に商品を購入させることから、消費者被害が絶え
ないところとなっている（手法によっては「監禁商法」と呼称される場合もある。）。
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悪質展示会商法等の典型例悪質展示会商法等の典型例

（事例1）消費者に自由な選択をさせない類型
� 展示会場において、販売員数人が一人の顧客を取り囲み、長時間にわたり商品の
購入を勧誘する。

（事例2）商品販売があると思っていなかった消費者に不意打ち的に購入を迫る類型
� 顧客を観光旅行や食事会などに招待し、その旅行先や食事会場に商品を販売する
展示会場を設けている。



(2)現行法上の措置

現行法上の対応策現行法上の対応策
①純粋な訪問販売（非店舗販売）

� この類型においては、当該展示会場等が、法第2条第1項第1号の「営業所等」に該当

○悪質事業者によって引き起こされる展示会商法等については、その不意打ち性や閉鎖

的な場所における勧誘が問題であることから、特定商取引法の訪問販売規制を及ぼす必
要性が高い。
○現行法においては、そもそも店舗販売ではなく訪問販売と解されるものと、いわゆる「ア
ポイントメントセールス」に該当するものの2種類の考え方によって対応策が取られている。
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するか否かの認定が必要となる。

� 悪質な販売事例の中には、現行の解釈において、「営業所等」に該当しないとして法の
適用対象となるものも存在する。

事例a. 2、3日以上の期間にわたり商品を陳列し、販売のための固定施設を備えている場合で
も、その場で販売員が取り囲む等、消費者が自由意思で契約締結を断ることが困難な状
況で販売が行われる時は、「営業所等」に該当しない。

②販売目的が隠された形で誘引される取引（アポイントメントセールス）
� 当該展示会場等が店舗等である場合にも（上記「営業所等」に該当）、同項第2号に定
める誘引方法に該当すると認定し、アポイントメントセールスとして法の適用対象となるも
のも存在する。

事例b. 「お得意様感謝企画として、無料食事会にお招きします。」などと、本来の販売の目的
たる商品等以外のものを告げて呼び出す方法等。



（参考）現行法上の措置

アポイントメントセールス
に該当しないもの

アポイントメントセー
ルスに該当するもの

営業所、代理店、露
店、屋台店その他こ
れらに類する店（施 事例b

①店舗に類する場所（省令第1条
第4号）について[通達]

(ⅰ)最低2、3日以上の期間
(ⅱ)商品を陳列し、消費者が自由
に商品を選択できる状態

(ⅲ)固定的施設を備えている場所Ⅰ Ⅳ

「特定顧客」の
誘引方法
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行規則第１条第１号
～第３号）

一定の期間にわたり、
商品を陳列し、販売
する場所であって、
店舗に類するもの
（同条第４号）

営業所等、以外 事例a

※ の塗りつぶし部分は、現行において明瞭に
訪問販売規制の適用対象と判断できるもの。

「営
業
所
等
」

事例b

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

②アポイントメントセールスの誘引
方法（政令第1条第1号）について
[通達]

○政令第1条第1号について、「当
該売買契約又は役務提供契約の
締結について勧誘をするためのも
のであることを告げずに」来訪を
要請するとは、例えば、本来の販
売の目的たる商品等以外のもの
を告げて呼び出す場合



(3)現状

○現行法においても悪質な展示会商法等に対応可能な場合はあるものの、相談現場・執

行現場等で判断し難い事例も多く、消費者保護が十分に図られていないケースが存在す
るとの指摘があるところ。
○したがって、現行法の通達解釈を更に明確化し、法の趣旨を明瞭にすることで、こうした
悪質商法への対応が可能。

相談現場等において判断に迷う事例相談現場等において判断に迷う事例

（事例1）消費者に自由な選択をさせない類型
展 会場 お 販売員が次 商 を 出 費消さ た 展 会
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� 展示会場において、販売員が次々に商品を取り出して費消させたり、展示会
場から抜け出しにくくするなどして、商品の購入を勧誘する。

⇒当該展示会場が、省令第１条第４号の外形的要件（開催期間、商品陳列
や固定的施設）を満たすように見えるため、特定商取引法の適用対象か否
か判断し難い。

（事例2）商品販売があると思っていなかった消費者に不意打ち的に購入を迫る類型
� 顧客にパンフレットを配付して観光旅行や食事会などに招待し、その旅行先や
食事会場に商品を販売する展示会場を設けている。

⇒案内のパンフレット等に「即売会あり」と小さな字で書いてあるなど、販売目
的不明示と言えるのか、いわゆる「アポイントメントセールス」の要件に該当し
ているのか判断し難い。



(4)具体的対応策

アポイントメントセール
スに該当しないもの

アポイントメントセール
スに該当するもの

営業所、代理店、露店、
屋台店その他これらに類
する店（施行規則第１条

（ ）「

○具体的には、以下の（イ）や（ロ）のように、現行の解釈では法の適用の可否が明瞭では
ない事例が多い類型の解釈につき、例示等を用いて通達に明定する。

Ⅰ Ⅳ （イ）消耗品の一部を費消させたり、
自由な退出を妨げるなど、その手
法の如何を問わず 消費者を断り

「特定顧客」の
誘引方法
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する店（施行規則第 条
第１号～第３号）

一定の期間にわたり、商
品を陳列し、販売する場
所であって、店舗に類す
るもの（同条第４号）

営業所等、以外

（ロ）

（イ）

（ロ）販売目的が形式的に示され
ているに過ぎず、消費者がその販
売目的を意識しにくいよう相対的
に小さく見せるなどの手法により
誘引する場合。（事例2に対応）

※ の塗りつぶし部分は、現行において明瞭に
訪問販売規制の適用対象と判断できるもの。

「営
業
所
等
」 （ロ）

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

法の如何を問わず、消費者を断り
づらい心理状態に陥れて販売を
行う場合。（事例1に対応）


