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「Check＆Try ひと目でわかる特定商取引法」正誤表
令和４年６月１日から、
「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する
法律等の一部を改正する法律」が、一部の規定を除いて施行されたことに伴い、本書に記載の内容
が次のとおり変更となります。
ページ

変更前

変更後

商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に

引き渡された商品が種類又は品質に関

ついて定めがあるときは、その内容

して契約の内容に適合しない場合の販

P9①(1)ｷ

売業者の責任についての定めがあると
きは、その内容

P18①(1)ｶ(ｷ)

P30 下部

同上

同上

クーリング・オフ書面の書き方

クーリング・オフ書面の書き方

(ハガキの場合)

(ハガキの場合)

・クーリング・オフは必ず書面で通知し ・クーリング・オフは書面または電磁的
ましょう

方法で通知することができます
令和４年６月１日から、通信販売事業者

P9 最下部

－

が広告すべき項目などに変更がありま
した。詳細は消費者庁ホームページ※を
ご覧ください。

Ｐ 29( 取 引 類

令和４年６月１日から、規制内容などに

型「通信販売」

変更があります。詳細は消費者庁ホーム

における「事

ページ※をご覧ください。

業者に対する

－

行政規制」及
び「民事ルー
ル」)
※

令和 3 年特定商取引法・預託法の改正について

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/）

はじめに
「特定商取引法」は、
１９７６年に
「訪問販売法」
として制定されましたが、その後、消費者トラブルの増加
や多様化を背景に、
消費者の保護と公正な取引を確保するため、
たびたび改正されてきました。
２０１3年の法改正以降は、業務停止命令を受けた直後に別の法人を立ち上げて違反行為を続ける悪質
事業者による消費者被害や、電話勧誘販売で健康食品や化粧品等の通常必要とする分量を著しく超える
商品の売買契約等による消費者被害が増加したことから、同法が2016年6月に改正され、2017年12月に
全面施行されました。
この改正により、業務停止命令を受けた法人の役員等が、処分後に新たに別の法人
を設立して停止命令を受けた業務を継続すること等を禁じたり、電話勧誘販売における通常必要とする
分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みを撤回すること等ができるようになりました。
県は、
これまでも特定商取引法が改正される都度、各種啓発資料を作成し、消費者への普及啓発に努め
てきました。今回の「Check & Try 特定商取引法」は、2016年6月の特定商取引法の改正で追加された
内容を加えるとともに、消費者契約法の2016年改正と2018年改正、割賦販売法の2016年改正など、関
連する法改正も取り入れたものです。
本冊子が、消費者の皆様方及び市町村の消費生活行政担当者のお役に立つことを、期待しています。
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Q1
A

「特定商取引法」
とは
どのような法律ですか?

正式な法律名は
「特定商取引に関する法律」
（以

る不当な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公

下
「特定商取引法」
もしくは
「法」
といいます。
）
。
訪問

正を確保するために設けられた法律です。その概要は、次のと

販売など消費者トラブルの多い特定の取引類型（7

おりです。

類型）
を対象にして、
トラブル防止のルールを定め、事業者によ

本法律の対象となっている取引類型
取引類型

訪

問

販

内

売

容

●自宅又は職場への訪問販売

●キャッチセールス

●アポイントメントセールス

●ＳＦ商法

トラブル の 原因

消費者が自ら求めないのに、
訪

問

購

入

電 話 勧 誘 販 売

通

信

販

売

営業所等以外で事業者が物品の購入を行う取引

突然勧誘を受ける

電話で勧誘し、
申込みを受ける販売

新聞、雑誌、
インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手

事業者と対面して商品や販

段により申込みを受ける販売

売条件を確認できない

長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約す
特定継続的役務提供

る取引(現在、
エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、

長期・高額の負担を伴う

学習塾、
パソコン教室、
結婚相手紹介サービスの7業種が対象)

連 鎖 販 売 取 引

個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘する形

( マ ル チ 商 法 )

で、
販売組織を連鎖的に拡大して行う商品、
役務の販売
ビジネスに不慣れな個人を
勧誘する

業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法)

「仕事を提供するので収入が得られる」
などと誘引し、
仕事に必
要であるとして、
商品等を売って金銭負担を負わせる取引

トラブル防止のための規制内容等
公正な消費者取引を確保するために、
特定商取引法で定めら
れている規制等は次のとおりです。

1

事業者に対する行政規制

事業者に対して、
消費者への適正な情報提供等を確保させる

処分又は罰則を定めています。
また、業務禁止命令（注）
を受け
る場合もあります。
（注）業務禁止命令とは、
業務停止命令を受けた法人の役員等が、処

分後に新たに別の法人を設立して、
停止命令を受けた業務を継続す
ること等を禁止するものです。

【規制内容】
事業者名等の明示の義務づけ、
不当な勧誘行為の禁止、
再勧

ため、各取引類型の特性に応じて規制を定めています。違反に

誘の禁止、広告規制、迷惑広告メールの送信禁止、書面交付義

対しては、指示、業務停止命令（停止期間の最長は2年）の行政

務、
訪問購入における不招請勧誘の禁止など

Check

＆

Try

1

2

消費者救済のための民事ルール

（注1） 事業者がうそを言ったり、脅したりして、
クーリング・オフを妨
害した場合は、消費者はいつでもクーリング・オフができます。

消費者が意に反する契約によって不当な損害を受けないよ

（注2） 事業者が商品の性能など重要な事実について言わなかっ

うに、消費者による契約の解除を認め、
また、事業者による法外

たり、
うそを言ったりしたことにより、消費者が誤って契約を

な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。

した場合は、契約を取り消すことができます。(取消しができ
る場合が消費者契約法よりも広くなっています。
)

【救済ルール内容】
クーリング・オフ(注1)、訪問販売や電話勧誘販売における過
量販売解除権、不実告知・重要事項の故意の不告知があった場
合の契約の取消権(注2)、通信販売における解約返品制度、中
途解約権、
解約時の損害賠償制限、
訪問購入における物品の引
渡しの拒絶権

ワ ン ポ イ ン ト ！

「消費者契約法の取消し」
と
「特定商取引法の取消し」について
消費者契約法では、
不実告知、
断定的判断の提供、
不利益
事実の不告知、不退去困惑、退去妨害困惑があった場合、契

に消費者契約法が適用されるための
「消費者」
と言えるかど

約を取り消すことができるとしています。特定商取引法で

うかについて解釈が分かれる場合が出てきますが、特定商

は、
消費者契約法の取消権より広い部分があります。

取引法で取消しが可能と明確にする意味もあります。

消 費 者 契 約 法

特 定 商 取 引 法

不 実 告 知

契約の内容・条件に加え、契約の目的となるものが消費者
の生命・身体・財産その他の重要な利益についての損害又は
危険を回避するために通常必要であると判断される事情を
含めた重要事項についての不実告知であることが必要

契約の内容・条件だけでなく、契約
の締結を必要とする事情に関する事
項、
契約に関する事項であって顧客の
判断に影響を及ぼす重要事項も含ま
れる

事実不告知

重要事項又は当該重要事項に関連する事項について、当該
消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当
該消費者の不利益となる事実を故意又は重大な過失によって
告げなかったことが必要

利益となる旨を告げることは要件
とされていない

特定商取引法の適用除外について
特定商取引法が適用されない商品・役務として、
以下のもの
があります。
（１） 特定商取引法のすべての適用を除外するもの
①株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売、②弁護士

品」
及び
「役務」
とは別に
「指定権利」
として規制対象とされてい
ました。

利益を保護することができると認められるものとして政

（２） 映画、
演劇、
音楽、
スポーツ、
写真又は絵画、
彫刻、
その他
の美術工芸品を鑑賞し、
又は観覧する権利

令で定める分野の販売又は役務の提供など。

（３） 語学の教授を受ける権利

（３） 訪問購入において、
適用除外となる物品・事業者の氏名
等の明示と勧誘意思確認義務及び再勧誘の禁止以外の
規定のみ適用除外とするもの
（⇒Ｑ４参照）
（４） クーリング・オフの規定のみ適用除外とするもの
（⇒
「クーリング・オフ」
については３０ページ参照）

Try

法に関する法律施行令」
（以下「政令」
といいます。）により
「商

（１） 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利

（２） 書面交付義務とクーリング・オフの規定のみ適用除外
とするもの
（⇒Ｑ３の１
（２）
参照）

＆

2016年の法改正前は、次の権利については
「特定商取引

法、金融商品取引法、宅地建物取引業法及び旅行業法に

商取引法の適用除外一覧表
（27ページ）
参照）

Check

「指定権利」
から
「特定権利」
へ (法第2条第4項）

基づく販売又は役務の提供、③他の法律により消費者の

（⇒訪問販売、電話勧誘販売及び通信販売における特定

2

また、
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引では、
被害者

しかし、2016年の法改正で、次の権利が新たに規制対象に追
加、
名称が
「特定権利」
とされ、
「指定権利」
の名称は廃止されま
した。
（4） 社債等の金銭債権
（5） 株式等の社員権
なお、例えば
「知的財産権」
「CO2排出権」
などと呼ばれるもの
も、その実態が労務または便益の提供であれば「役務の提供」
となり、
特定商取引法の対象となります。

Q2
A

「訪問販売」
とは
どのようなものですか?

訪問販売とは、
営業所
（店舗）
等以外の場所で、
事

しかし、次のような場合は、
この法律の規制の対象とはなり

業者が消費者から商品等の契約の申込みを受けて

ません。

行う販売
（取引）
方法をいいます。
（法第２条第１項）

(1)

また、販売目的を告げずに呼び出されたりして契約した場合
には、営業所（店舗）等での契約であっても不意打ち性が高いこ

(2)

とから、訪問販売として規制対象になります。
（法第２条第1項）

(3)

具体的には、次のような方法で商品等の販売契約をした場
合は対象となります。
(1)

消費者の自宅又は職場への訪問販売

(2)

キャッチセールス

(3)

アポイントメントセールス

消費者自らが商品等を購入するために営業所等を訪
れて取引した場合
自宅での契約を自ら求めた場合
訪問販売であっても、過去１年以内に１回以上（無店舗
事業者は２回以上）の取引があった場合で、
２回目（無店
舗事業者は３回目）からの取引（いわゆる常連取引）
（クー
リング・オフがなされたり、紛争となっていたものについ
ては、過去の取引実績とは認められない）

(4) ＳＦ商法
(5)

短期間の展示販売会

ワ ン ポ イ ン ト ！

キャッチセールスとは…

アポイントメントセールスとは…

ＳＦ商法とは…

「アンケートに協力してください」な

「景品が当選した」、
「楽しいレジャー

街頭で主に中高年者を呼びとめ、プ

どと街頭で声をかけ、営業所や喫茶店

クラブの話をしたい」
などと販売目的を

レゼントをあげるからと会場に誘い込

に連れて行き、
エステや健康食品、美顔

告げずに電話やメール、SMS、SNSの

み、安価な商品を無料で配り、断りきれ

器などを契約させる商法です。

メッセージ機能等で営業所や喫茶店に

ない異常な雰囲気を作り上げて、最後

呼び出し、会員になれば有利だなどと

に健康食品などの商品を高額で売りつ

誘い、高額な商品やサービスの契約を

ける商法です。催眠商法ともいわれて

させる商法です。

います。

M

E

M

O

Check

＆

Try

3

Q3
A

1

訪問販売ではどのような勧誘行為が
規制されているのですか?

訪問販売事業者には、
次の義務が課せられています。

しない場所に誘い込んで勧誘すること。
「公衆の出入りしない場所」
とは、営業所の個室のほか、
ホ
テルの部屋や会議室、
カラオケボックスなども該当するも
のと考えられます。

（1） 氏名等の明示
（法第３条）
販売行為をしようとするときは、その勧誘に先立って、消
費者に対し、
①事業者名、
②販売しようとする商品などの種
類、
③目的が販売の勧誘であることを明らかにすること。
（2） 必要事項を記載した書面の交付
（法第４条、
第５条）

3

前記１、
２の規制違反と次の行為については、
（法第７条、
第８条）
行政処分があります。

契約の申込みを受けたとき
（申込書面）
と契約締結時
（契

事業者が消費者の利益を害する次の行為をすると、
主務大臣

約書面）
にそれぞれ法律に定める事項を記載した書面を交

又は都道府県知事から指示・業務停止命令といった行政処分を

付すること。
（Ｑ１9の１参照）

課せられる場合があります。

なお、路上勧誘を契機として行われる飲食店、マッサー

（1） 債務の履行拒否又は不当遅延

ジ、
カラオケボックス、海上タクシーに関する役務（契約の

契約に基づく債務又は契約の解除によって生じる債務の

締結後、直ちに役務の全部又は消費者の申し出により一部

全部又は一部の履行（返金や原状回復の義務）
を拒否し、

のみが消費された場合）
は適用除外となっています。

又は不当に遅延すること。
（2） 過量販売
正当な理由がないのに、
日常生活において通常必要とさ

2

勧誘において、次の行為が禁止されています。

（1） 再勧誘の禁止
（法第３条の２）
契約を締結しない旨の意思表示をした消費者に対して、
その契約の勧誘をすること。
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

費者に執拗に勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせる方法で
勧誘すること。

実のことを告げること。
同様に、
クーリング・オフをしようとする消費者に対して
「解約できない」
などと言って、
消費者の正当な権利を妨害
するために不実のことを告げること。
（3） 重要事項の故意の不告知
（法第６条第２項）
消費者を勧誘する際、商品等の内容、効果、対価などそ
の判断に影響を及ぼすような重要な契約事項について、
わ
ざと告げないこと。
（4） 威迫・困惑
（法第６条第３項）
契約を締結させるためやクーリング・オフなどを妨害す
るため、人を威迫して困惑させること。
この場合の威迫と
は、脅迫には至らなくとも人に不安を感じさせるような行
為でも該当します。
（5） 販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に誘い込ん
だ上での勧誘
（法第６条第４項）
事業者が販売目的を隠して、
一般の人々が自由に出入り

Try

契約の締結について勧誘する際に、
正当な理由なく消費

りません。

の判断に影響を及ぼすような重要な契約事項について、
不

＆

となる場合も含みます。
（3） 迷惑勧誘
（迷惑解除妨害）
者に対し、
長時間や深夜に勧誘を行ったり、
契約を断った消

消費者を勧誘する際、商品等の内容、効果、対価などそ

Check

契約を勧誘すること。複数回や複数業者による契約で過量

なお、事業者は、訪問販売をするとき、消費者に対し、勧

（2） 不実告知
（法第６条第１項）

4

れる分量を著しく超える商品等の売買（役務の過量供給）

また、申込みの撤回又は契約の解除について、消費者に
対し迷惑を覚えさせるような方法で妨げること。
（4） 判断力不足に乗じた契約締結
勧誘する際に、未成年者、高齢者、障害者などの判断力
の不足に乗じ、
契約を締結すること。
（5） 消費者の状況に照らして不適当な勧誘
消費者の知識、
経験及び財産の状況に照らして不適当と
認められる勧誘をすること。
（6） 契約書面の虚偽記載
契約の申込みを受け又は契約を締結する際に、
契約書に
消費者の年齢、職業、収入などについて、虚偽の記載をさ
せること。
（7） 生命保険加入に同意する旨の記載された申込書面、契
約書面に署名又は押印を求める行為
売買契約等の契約書面やクレジット契約、
ローン契約等
の申込書面であって、
消費者が生命保険等の被保険者とな
ることに同意する旨が記載されているもの（被保険者とな
る同意の押印欄を別に設けているものを除く。）
に、消費者
の同意のないままに署名又は押印を求めること。

（8） 金銭借入や預貯金の引出しを勧める
（強要する）
行為

等の販売（役務の過量提供）契約は、その分量を購入しなければ

契約に基づく債務を履行させるため、
支払い能力等につ

ならない等特別な事情がある場合を除き、
契約締結時から１年以

いて虚偽の申告をさせ、又は金融機関等に連行したり、迷

内に解除
（申込みの撤回）
をすることができます。
複数回や複数業

惑を覚えさせる方法で勧誘すること。

者による契約で過量となる場合も含みます。
なお、契約の解除等
の後は、
クーリング・オフと同様な取扱いとなります。

（9） つきまとい行為
契約の締結について勧誘するため、道路その他公共の
場所において、消費者の進路に立ちふさがり、又は消費者
につきまとうこと。
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（10） 消耗品のクーリング・オフ妨害

消費者は、次の場合には契約を取り消すこと
（法第９条の３）
ができます。

契約の解除を妨げるため、契約締結の際、使用したら

事業者がうそを言ったり
（不実告知）、重要な事実についてわ

クーリング・オフできなくなる消耗品を使用させ、
又はその

ざと言わなかったこと
（重要事項の故意の不告知）
により、消費

全部又は一部を消費させること。

者が誤って契約をした場合は、追認できる時から1年間はその
契約を取り消すことができます。

4

消費者は、次の一定の期間クーリング・オフ
（法第９条）
することができます。

クーリング・オフの記述がある契約書面を受領後、
８日以内で
す。
（⇒
「クーリング・オフ」
については30ページ参照）

7

契約の解除等に伴う損害賠償等の額には、
（法第１０条）
制限があります。

契約を解除した場合の事業者の損害賠償請求については、
通常被るであろう損害額を超えた過大な損害賠償額を請求す

5

消費者は、過量販売契約については、契約を
（法第９条の２）
解除することができます。

ることはできません。

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

Q4
A

「訪問購入」
とは
どのようなものですか?

訪問購入とは、
営業所
（店舗）
等以外の場所で、
物
品の購入を業として営むもの（購入業者）が消費者

（４） 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそ
れぞれの組合員に対して行う訪問購入

から売買契約の申込みを受け、売買契約を締結し

（５） 事業者がその従業員に対して行う訪問購入

て行う物品の購入をいいます。
（法第５８条の４）
原則として、
すべての物品が対象になります。
ただし、次の要
件を満たすものとして、
下記物品は対象外となります。
（１） 売主の利益を損なうおそれがないと認められる物品
家電
（携行が容易なものを除く）
、
家具
（２） 流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品
自動車
（二輪を除く）
、
書籍・ＣＤ・ＤＶＤ・ゲームソフト類、
有価証券
また、それ以外に適用除外となるのは以下のとおりです。
（法
第５８条の１７）

【全面適用除外】
訪問購入に係る規制のすべてが適用されない場合
（１） 事業者間の取引
（２） 海外にいる人に対する契約

【部分適用除外】
事業者の氏名等の明示（法第５８条の５）、勧誘意思確認義務
及び再勧誘の禁止（法第５８条の６第２項、第３項）のみが適用
される場合
（１） 自宅での契約を自ら求めた場合
（２） 店舗を持つ購入業者が巡回訪問して行う取引（いわゆる
御用聞き取引）
（３） 訪問購入であっても、過去１年以内に１回以上（無店舗
事業者は２回以上）
の取引があった場合で、
２回目
（無店舗
事業者は３回目）からの取引（いわゆる常連取引）
（クーリ
ング・オフがなされたり、紛争となっていたものについては、
過去の取引実績とは認められない）
（４） 引越しの際に、
不要となる物品を処分するために自ら求
めた取引

（３） 国、
地方公共団体が行う訪問購入

Check

＆

Try
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Q5
A

1

訪問購入ではどのような勧誘行為
が規制されているのですか?
●●通信

契約の締結について勧誘の要請をしていない消費者に

購入業者には、
次の義務が課せられています。

対し、営業所等以外の場所で勧誘する、
または勧誘を受け
る意思の確認をすること。

（１） 氏名等の明示
（法第５８条の５）

なお、購入業者が営業所で勧誘のメール・電話をするこ

訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、消

とについては規制がありません。
したがって、
購入業者が営

費者に対し、①事業者名、②購入しようとする物品などの

業所でメール・電話をして、訪問購入に関する勧誘のため

種類、③目的が物品購入の勧誘であることを明らかにする

に訪問する約束をした上で、消費者宅を訪問して勧誘する

こと。

ことは合法です。
（購入業者が電話をかけ、強引に
「勧誘の

（２） 必要事項を記載した書面の交付（法第５８条の７、第５８

要請」
を取りつけた場合は、消費者から
「勧誘の要請」
が

条の８）
契約の申込みを受けたとき
（申込書面）、契約締結時（契

あったとはいえず、
違法となる可能性があります。
）
（２） 勧誘意思の確認
（法第５８条の６第２項）

約書面）
にそれぞれ法律に定める事項を記載した書面を交

勧誘に先立って、
消費者に対し、
勧誘を受ける意思がある

付すること。
（Ｑ１９の２参照）
（３） 物品の引渡しの拒絶に関する告知
（法第５８条の９）

ことを確認しないで勧誘をすること。
（３） 再勧誘の禁止
（法第５８条の６第３項）

消費者から物品の引渡しを受けるとき、消費者に対し、

契約を締結しない旨の意思表示をした消費者に対して、

クーリング・オフ期間中は物品の引渡しの拒絶の権利があ
ることを告知すること。

その契約の勧誘をすること。
（４） 不実告知
（法第５８条の１０第１項、
第４項）

（４） 第三者への物品の引渡しについての消費者に対する通

消費者を勧誘する際、
物品の内容、
効能、
価格、
物品の引

知
（法第５８条の１１）

渡しの拒絶に関する事項などその判断に影響を及ぼすよ

消費者から物品の引き渡しを受けた後、
クーリング・オフ

うな重要な契約事項について、不実のことを告げること。

期間中に、転売等により第三者に物品を引渡すときは、消

また、物品の引渡しを受けるため、物品の引渡時期など

費者に対し、第三者に物品を引渡したことやその他引渡し

について不実のことを告げること。

に関する事項を通知すること。
通知事項は次のとおり。
ア 第三者に物品を引渡したこと
イ 第三者の氏名または名称、住所、電話番号、代表者の
氏名
（法人の場合）

同様に、
クーリング・オフをしようとする消費者に対して
「解約できない」
などと言って、
消費者の正当な権利を妨害
するために不実のことを告げること。
（５） 重要事項の故意の不告知（法第５８条の１０第２項、第４項）

ウ 物品の種類

消費者を勧誘する際、
物品の内容、
効能、
価格、
物品の引

エ 物品名

渡しの拒絶に関する事項などその判断に影響を及ぼすよ

オ 物品の特徴

うな重要な契約事項について、
わざと告げないこと。

カ 物品またはその付属品に、商標・製造者名・販売者名
の記載があるとき、
または型式があるときは、
その内容
キ その他第三者への引渡しの状況を知るため参考とな
る事項

また、物品の引渡しを受けるため、物品の引渡時期など
についてわざと告げないこと。
（６） 威迫・困惑
（法第５８条の１０第３項、
第５項）
契約を締結させるため、
クーリング・オフなどを妨害する

（５） 物品の引渡しを受ける第三者に対する通知
（法第５８条

ため、
または物品の引渡しを受けるため、
人を威迫して困惑

の１１の２）

させること。
この場合の威迫とは、脅迫には至らなくとも人

消費者から物品の引き渡しを受けた後、
クーリング・オフ

に不安を感じさせるような行為でも該当します。

期間中に、
転売等により第三者に物品を引渡すときは、
物品
がクーリング・オフされたものであること、
またはクーリン
グ・オフされる可能性があることを記載した書面を第三者
に交付すること。
（Ｑ１９の２参照）

2

勧誘において、次の行為が
禁止されています。

（１） 不招請勧誘の禁止
（法第５８条の６第１項）

6

Check

＆

Try

3

前記１、
２の規制違反と次の行為については、
（法第58条の12,13）
行政処分があります。

購入業者が消費者の利益を害する次の行為をすると、
主務大
臣又は都道府県知事から指示・業務停止命令といった行政処分
を課せられる場合があります。
（１） 債務の履行拒否又は不当遅延

（２） 迷惑勧誘
（迷惑解除妨害）

消費者は、次の場合には物品の引渡しを
拒絶することができます。（法第５８条の１５）

5

（３） 判断力不足に乗じた契約締結
（４） 消費者の状況に照らして不適当な勧誘

消費者は、
クーリング・オフ期間中は、債務不履行に陥ること

（５） 契約書面の虚偽記載

なく、
購入業者に対し物品の引渡しを拒むことができます。

（６） つきまとい行為
（⇒以上Ｑ３の３参照）

消費者は、次の一定の期間クーリング・
オフすることができます。（法第５８条の１４）

4

契約の解除等に伴う損害賠償等の額には、
制限があります。（法第５８条の１６）

6

クーリング・オフの記述のある契約書面を受領後、
８日以内で
す。
（⇒「クーリング・オフ」
については３０ページ参照）
また、消

消費者が、契約を解除した場合や債務を履行しなかった場合

費者は、
クーリング・オフによる契約の解除をもって、転売等に

の購入業者の損害賠償請求については、
通常被るであろう損害

より購入業者から物品の引渡しを受けた第三者に対して、物品

額を超えた過大な損害賠償額を請求することはできません。

の所有権を主張できます。
（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
く。
）

Q6
A

「電話勧誘販売」
とは
どのようなものですか?
布して、契約締結について勧誘するためのものであるこ

電話勧誘販売とは、事業者が消費者に電話をか

とを告げないで、
電話をかけさせること。

けて、又は特定の方法で消費者に電話をかけさせ、
商品等の購入や役務提供の契約の締結を勧誘し、

(2) 電話、郵便、宅配便、電報、FAX、電子メール、SMS、SNS
のメッセージ機能等により、他の者と比較して著しく有利

消費者から契約の申込みを郵便等
（注）
で受けたり、
契約の締結

な条件で契約を締結できることを告げ、電話をかけさせ

をする取引形態をいいます。
（法第２条第３項）

ること。
（注） 郵便のほか、宅配便や電話・FAX・電子メール・インターネットなど

なお、消費者が自ら事業者に電話をかけるよう請求した

を利用する方法や預貯金口座に対し払込みをする方法などがあります。

場合は、
この法律の規制対象外となります。
（法第２６条第
６項）

特定の方法とは
(1) 電話、郵便、宅配便、電報、FAX、電子メール、SMS、SNS
のメッセージ機能等により、又はビラやパンフレットを配

M

E

M

O

Check

＆

Try
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Q7
A

「電話勧誘販売」にはどのような
規制があるのですか?

1 電話勧誘販売事業者には、
次の義務が課せられています。

（3） 迷惑勧誘
（迷惑解除妨害）
（4） 判断力不足に乗じた契約締結
（5） 消費者の状況に照らして不適当な勧誘

（1） 氏名等の明示
（法第１６条）
（⇒Ｑ３の１参照）

（6） 契約書面の虚偽記載

（法第１８条、
法第１９条）
（2） 必要事項を記載した書面の交付

（7） 金銭借入や預貯金の引出しを勧める
（強要する）
行為

契約の申込みを受けたとき
（申込書面）
と契約締結時（契

（8） 消耗品のクーリング・オフ妨害
（⇒以上Ｑ３の３参照）

約書面）
にそれぞれ法律に定める事項を記載した書面を交
付すること。
（⇒Ｑ１9の１参照）

2

勧誘行為について、
次の行為が禁止されて
（法第17条、
第２１条）
（⇒Ｑ３の２参照）
います。

5

消費者は、
次の一定の期間クーリング・オフ
（法第２４条）
をすることができます。

クーリング・オフの記述のある契約書面を受領後、
８日以内で
す。
（⇒
「クーリング・オフ」
については30ページ参照）

（１） 再勧誘の禁止
（2） 不実告知
（3） 重要事項の故意の不告知

6

消費者は、過量販売契約については、契約
（法第２４条の2）
を解除することができます。

（4） 威迫・困惑
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

3

前払式電話勧誘販売においては、
（法第２０条）
承諾等の通知義務があります。

等の販売（役務の過量提供）契約は、その分量を購入しなけれ
ばならない等特別な事情がある場合を除き、契約締結時から
１年以内に解除（申込みの撤回）
をすることができます。複数回

商品の引渡しなどを受ける前に、
消費者からの代金の全部又
は一部を支払わせる前払い取引の場合、消費者にとっては、商

や複数業者による契約で過量となる場合も含みます。
なお、
契約
の解除等の後は、
クーリング・オフと同様な取扱いとなります。

品などを受け取るまで非常に不安定な状況におかれますし、事
業者がその債務を履行しない場合には大変な損失を被ること
になります。

7

そこで、事業者は消費者に対し、遅滞なく書面により次の内
容を通知することを義務づけています。

事業者がうそを言ったり
（不実告知）、重要な事実についてわざ

（1） 消費者からの申込みを承諾するか又は承諾しないか

と言わなかったこと
（重要事項の故意の不告知）
により、消費者が

（2） 代金の受領前に消費者からの申込みを承諾するか又は
しないか、なお、その消費者に通知している場合には、す
でに通知している旨

誤って契約をした場合は、その契約を取り消すことができます。

（3） 事業者の氏名又は名称、
住所、
電話番号
（4） 受領した合計金額
（5） 金銭を受領した年月日

8

契約の解除等に伴う損害賠償等の額には、
（法第２５条）
制限があります。

契約を解除した場合の事業者の損害賠償請求については、

（6） 商品名、
数量または権利の種類

通常被るであろう損害額を超えた過大な損害賠償額を請求す

（7） 申込みを承諾するときは、
その商品の引渡時期

ることはできません。

4

前記１〜３の規制違反と次の行為について
（法第２２条、
第２３条）
は、
行政処分があります。

事業者が消費者の利益を害する次の行為をすると、
主務大臣
又は都道府県知事から指示・業務停止命令といった行政処分を
課せられる場合があります。
（１） 債務の履行拒否又は不当遅延
（２） 過量販売
8

消費者は、
次の場合には契約を取り消すこと
（法第２４条の3）
ができます。

Check

＆

Try

Q8

「通信販売」
とは
どのようなものですか?

通信販売とは、事業者が郵便等の通信方法によ

A

●●通信

対する払込みをする方法などがあります。

り、
商品等の販売の契約をしたり、
役務を提供したり

なお、特に電話を利用して消費者を勧誘する取引には、特定

する取引形態です。新聞、テレビ、カタログ、イン

商取引法でいう
「電話勧誘販売」
に該当するものもあれば、
「通

ターネットホームページ等の広告を見て、消費者の側から郵便

信販売」
や
「訪問販売」
に該当する場合もあり、
また、
特定商取引

や電話、
電子メール等の通信手段により商品等の契約の申込み

法の適用を受けないものもあります。

を事業者に行うものであって、電話勧誘販売（⇒Ｑ6参照）
に該
当しないものをいいます。
（法第２条第２項）
契約申込みの方法は、
郵便のほか、
宅配便や電話・FAX・電子
メール・インターネットなどを利用する方法や預貯金の口座に

Q9
A

1

らの請求か」
「事業者からの要請か」、
また、
「契約の申込み又は
契約の締結の形態」
を考慮に入れ、
どの取引類型に該当するの
か総合的に判断する必要があります。

通信販売にはどのような
規制があるのですか?

通信販売事業者には、
次の広告規制が課せられています。

（1） 広告するに当たって、事業者は、次の一定事項を表示す
ること。
（法第１１条）
ア

その場合、
「電話をかけた者は事業者か消費者か」
「消費者か

商品などの価格（商品価格に送料が含まれない場合
その送料）

しかし、
事業者は広告について、
消費者からの請求により
前記の事項を記載した書面を遅滞なく交付することを表示
し、実際に交付すれば上記ア〜ケの事項を表示しないこと
ができます。
（2） 誇大広告等の禁止
（法第１２条）
事業者は、次の事項について、著しく事実に相違する表
示をしたり、
実際よりも著しく優良又は有利と誤認させるよ

イ 支払時期及び方法

うな表示をしてはなりません。

ウ 商品などの引渡時期

ア 商品の性能又は権利や役務の内容

エ

イ 商品などの解約・返品（申込みの撤回を含む。）
に関す

商品などの売買契約の解除（申込みの撤回を含む。）

に関する事項
（特約がある場合はその内容を含む。
）
オ 事業者の氏名又は名称、
住所、
電話番号
カ

事業者が法人の場合であって、
インターネットや電子

メールなどで広告する場合は、
その代表者又は責任者の
氏名
キ

商品に隠れた瑕疵がある場合の責任について定めが
あるときは、
その内容

ク その他負担すべき金銭があるときは、
その内容と額
ケ 定期購入の場合、
その旨や金額、
契約期間やその他の
販売条件

る事項
（特約がある場合はその内容を含む。
）
ウ 商品の種類、性能、品質、効能又は役務や権利の種類、
内容、
効果
エ 「○○公認」など国又は地方公共団体、著名な団体や
個人の関与
オ 商品の原産地、
製造地、
商標又は製造者名
カ （１）
で表示を義務づけている事項
（3） 承諾していない消費者への電子メール広告の送信禁止
等
（法第１２条の３、
第１２条の４）
消費者があらかじめ請求や承諾をしない限り、事業者が

コ 申込みの有効期限があるときは、
その期限

電子メール広告を送信することは原則として禁止されて

サ

います。
また、請求や承諾を得た後でも、消費者が拒絶の

CD-ROMなどのソフトウェアを販売する場合は、利用

するパソコン等の動作環境の表示
シ 限定商品などの場合、
その販売数量など
ス カタログなどを請求した場合の金銭負担の額
また、電子メール広告を行う場合には、上記ア〜スに加

意思を表示した場合は、その後の電子メール広告の送信
は禁止されています。
ただし、契約の成立、注文確認、発送通知など契約内容
の確認や契約の履行に関わる重要事項の通知に併せて付

えて、

随的に広告を掲載する場合やメールマガジン、
フリーメー

セ 事業者の電子メールアドレスを表示すること

ル等に付随する広告メールは適用除外とされています。
Check

＆

Try

9

イ インターネット通販などにおいて、申込みの内容を容

なお、
事業者は、
①消費者からの請求や承諾の記録を作成し、

易に確認、
訂正できるようにしていないこと。

３年間保存すること、②電子メール広告を受けない旨の意思表
示をするために必要な情報（電子メールアドレス又はホーム

ウ 印刷された書面で申込みを受ける場合、
書面の送付が

ページアドレス(URL)）
を広告の本文に容易に認識できるよう

申込みとなることを容易に認識できるように書面に表示

に表示することが義務づけられています。

していないこと。

また、電子メール広告受託事業者（注）
についても、上記と同

【 いわゆる定期購入契約の場合 】
エ

様の規制が適用されます。

申込みの最終段階の画面で、定期購入契約の契約期
間や支払金額等の内容が全て表示されていなかったり、

(注)

販売事業者等から次の業務を一括して委託されている電子

容易に確認できないほど離れた場所に表示されている

メール広告受託事業者が規制対象となっています。
ア 消費者から電子メール広告送信についての請求や承諾を

こと。
オ エのような状態で、
これを容易に確認・訂正できるよう

得る業務
イ 消費者からの請求や承諾の記録を作成し、
保存する業務
ウ 送信する電子メール広告に、消費者が受信拒否の意思を
表示するための方法や連絡先などを表示する業務

にしていないこと。
（3） 消費者の意に反して電子メール広告についての請求や
承諾をさせようとする次の行為
ア インターネット上のウェブサイトの画面から電子メー
ル広告の請求や承諾を得る場合に、
消費者のパソコンや

（4） 請求や承諾をしていない消費者へのファクシミリ広告

携帯電話の画面上の操作（クリック等）が電子メール広

の送信禁止等
（法第12条の5）

告の送信についての請求や承諾となることを容易に認

消費者があらかじめ請求や承諾をしない限り、事業者が

識できる表示をしていないこと。

ファクシミリ広告を送信することは原則として禁止されて
イ

います。
また、
請求や承諾を得た後でも、
消費者が拒絶の意

電子メールや書面などにより電子メール広告の請求
や承諾を得る場合に、
消費者の電子メールの送信や書面

思を表示した場合は、その後のファクシミリ広告の送信は

への記入などが電子メール広告についての請求や承諾

禁止されています。

となることを容易に認識できる表示をしていないこと。

ただし、
契約の成立、
注文確認、
発送通知など契約内容の
確認や契約の履行に関わる重要事項の通知に併せて付随

（4） 電子メール広告業務を委託する際に、前記１
（３）
に違反

的に広告を掲載する場合や、いわゆるFAXマガジン等に付

する行為を行っている電子メール広告受託事業者に委託

随する広告は適用除外とされています。

すること

なお、事業者は、①消費者からの請求や承諾の記録を作
成し、1年間保存すること、②ファクシミリ広告を受けない

なお、電子メール広告受託事業者についても、前記１
（３）の

旨の意思表示をするために必要な情報（送信停止のファク

規制違反と３
（2）
ア、
３
（3）の行為については、同様の行政処分

シミリ番号）
を広告の本文に容易に認識できるように表示

があります。

することが義務づけられています。

4
2

前払式通信販売を行う場合には、
（法１３条）
承諾等の通知義務が課せられます。

消費者は、
返品の可否・条件を広告に表示し
ていない場合には解約・返品することが
（法第１５条の3）
できます。

電話勧誘販売と同様に、事業者は消費者に対し、遅滞なく書

通信販売の広告において、返品の可否・条件を表示していな

面又は電子メールなどの方法により、一定の内容（⇒Ｑ7の３参

い場合には、商品を受け取った日から８日間は、解約・返品する

照）
を通知することを義務づけています。

ことができます。ただし、返品のための送料は消費者の負担に
なります。

3

前記１、
２の規制違反と次の行為については、
（法第１４条、
第１５条）
行政処分があります。

事業者が消費者の利益を害する次の行為をすると、
主務大臣
又は都道府県知事から指示・業務停止命令といった行政処分を
課せられる場合があります。
（１） 債務の履行拒否又は不当遅延
（⇒Ｑ3の３
（1）
参照）
（2） 消費者の意に反して申込みをさせようとする次の行為
【 共通事項 】
有料の申込みになる
ア インターネット通販などにおいて、
ことを、
操作
（クリック等）
を行う時に容易に認識できる表
示をしていないこと。
10

Check

＆

Try

なお、
事業者が個別に返品の可否・条件等の返品特約を広告
に表示している場合は、
その特約に従うことになります。

Q
A

「特定継続的役務提供」
とは
10 どのようなものですか?

特定継続的役務提供とは、継続的に提供される
サービスで、役務の提供を受ける者の身体の美化

English

AB C

学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7業種が対象
業種に指定されています。
（政令第１２条）

や知識、技能の向上、その他心身や身上に関する目

なお、
この7業種の特定継続的役務については、
消費者が自ら

的を実現させるために、その目的が実現するかどうか確実でな

店舗や事務所に出掛けて契約する場合も規制対象となります。

いものであって、
一定期間かつ一定金額以上で提供されるもの

＊ 美容医療については、美容を目的とするもので、脱毛、
にき

をいいます。
（法第４１条）

び、
しみ・そばかす・ほくろ・入れ墨・その他の皮膚に付着して
いるものの除去または皮膚の活性化、
しわ又はたるみの症状

【指定7業種】
特定継続的役務提供

契約期間

契約金額

の軽減、
脂肪の減少、
歯牙の漂白に限ります。
＊ 家庭教師及び学習塾については、小・中・高校の児童・生徒

エステティック

１月を超えるもの

を対象としたものに限られ、幼児を対象に小学校又は幼稚園

美容医療

に入学するための指導は含まれません。

語学教室

いずれも

＊ 学習塾については、
もっぱら浪人生のみを対象とした大学

家庭教師

５万円を

受験指導は対象外ですが、高校生と浪人生が両方含まれる

いずれも

学習塾

２月を

超えるもの

超えるもの

パソコン教室

大学受験指導は全体として対象となります。
＊ 前記の表の契約金額は、サービス本体の価格のみではな
く、入学金（入会金）
・登録料・授業料・教材費・施設利用料な

結婚相手紹介サービス

どを含めた役務の対価及び関連商品
（⇒Ｑ12の１参照）
の対
具体的には、
エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、

Q 11
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1

価も含めます。

特定継続的役務提供には
どのような規制があるのですか?

特定継続的役務提供事業者には、
必要事項を記載した書面の交付義
（法第４２条）
務が課せられています。

契約を締結するまで
（概要書面）
と契約締結時（契約書面）の
２回、
法律に定める事項を記載した書面を交付すること。

3

勧誘行為において、
次の行為が禁止されてい
（法第４４条）
（⇒Ｑ３の２参照）
ます。

（１） 不実告知
（２） 重要事項の故意の不告知
（３） 威迫・困惑

（⇒Ｑ１9の3参照）

2

誇大広告等の禁止（法第４３条）

4

事業者は、次の事項について、著しく事実に相違する表示を
したり、
実際よりも著しく優良又は有利と誤認させるような表示
をしてはなりません。
（1） 役務の種類又は内容、
効果又は目的
（2） 「○○公認」など国又は地方公共団体、著名な団体や個
人の関与
（3） 役務の対価、
支払時期や支払方法
（4） 役務の提供期間

前払い方式で特定継続的役務提供を行う事
業者に対し、
書類の備え付けと閲覧等の義務
（法第４５条）
が課せられています。

消費者が事業者の財務内容などについて確認ができるよう、
事業者に対し
「貸借対照表、損益計算書及び営業報告書」など
の書類を備え付けることが義務づけられています。
また、前払い方式で契約した消費者は、それらの書類を閲覧
できますし、実費を支払ってそのコピーを求めることができま
す。

（5） 事業者の氏名又は名称、
住所、
電話番号
（6） その他消費者に負担すべき金銭があるときは、その名目や額
Check

＆

Try
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5

前記１〜４の規制違反と次の行為について
（法第４６条、
第４７条）
は、
行政処分があります。

事業者が消費者の利益を害する次の行為をすると、
主務大臣
又は都道府県知事から指示・業務停止命令といった行政処分を

役務提供契約時に購入を義務づけられた関連商品もクーリ
ング・オフできます。
（⇒「クーリング・オフ」
については30ペー
ジ参照）

7

課せられる場合があります。
（１） 債務の履行拒否又は不当遅延
（関連商品を含む。
）

消費者は、
次の場合には契約を取り消すこと
（法第４９条の２）
ができます。

事業者がうそを言ったり
（不実告知）
、
重要な事実についてわざ

（２） 迷惑勧誘
（迷惑解除妨害）

と言わなかったこと
（重要事項の故意の不告知）
により、
消費者が

（３） 判断力不足に乗じた契約締結

誤って契約をした場合は、
その契約を取り消すことができます。

（４） 消費者の状況に照らして不適当な勧誘

8

（５） 契約書面の虚偽記載
（６） 金銭借入や預貯金の引出しを勧める
（強要する）
行為
（7） 関連商品のクーリング・オフ妨害
（⇒以上Ｑ３の３参照）

中途解約が可能であり、
損害賠償等の上限が
（法第４９条）
定められています。

クーリング・オフ期間を経過した後も、理由のいかんを問わ
ず、
役務の提供を受けていない部分について契約を解除
（中途

6

消費者は、次の一定期間クーリング・オフをす
（法第４８条）
ることができます。

クーリング・オフに関する記述のある契約書を受領後、
８日以
内です。

また、関連商品の販売契約についても中途解約できます。
（⇒Ｑ12参照）
中途解約の場合に、事業者が消費者に請求できる解約料の
上限も定められています。
（⇒Ｑ１3参照）

Q 12
A

解約）
することができます。

特定継続的役務提供の「関連商品」や
「付帯サービス」とはどのようなものですか?

1 「関連商品」
とは…（政令第１４条）
関連商品とは、政令で定める下記の商品で、事業

者が役務を提供する際に必ず購入すべきもの（義務的購入）
と
して販売した場合に該当となります。
消費者が役務提供契約をクーリング・オフ又は中途解約した
場合には、その関連商品についても同様にクーリング・オフ又
は中途解約をすることができます。
関連商品は、
契約締結時の書面に記載しなければならないこ
とになっています。
なお、役務の提供を受けるに当たって、必ずしも購入する必

■語学教室、
家庭教師、
学習塾関係
◎書籍(教材を含む。
)
◎FAX、
テレビ電話
◎カセットテープ、
ビデオテープ、
CD、
DVDなど
■パソコン教室関係
◎パソコン(部品及び附属品を含む。
)
◎書籍(教材を含む。
)
◎カセットテープ、
ビデオテープ、
CD、
DVDなど
■結婚相手紹介サービス関係
◎宝石類
◎指輪など装身具

要がないものであって、
契約締結時の交付書面に記載していな
いものは、いわゆる
「推奨品」であり、
クーリング・オフや中途解
約の対象外となります。あらかじめ書面や契約内容を確認する

〔※の商品について、使用又は一部消費した場合には、
クーリン
グ・オフや中途解約ができなくなります。
〕

必要があります。
【主な関連商品】
■エステティック関係
◎いわゆる健康食品(※)
◎美顔器、
脱毛器

特定継続的役務提供の「家庭教師」
として法適用を受けること

◎化粧品、
石けん(医薬品を除く。
)、
浴用剤(※)

になると考えられます。

◎いわゆる健康食品(※)
◎化粧品(※)

Check

＆

教材販売などの付帯サービスとして行われる通信添削やテ
レフォン学習相談は、次のすべての要件に該当する場合には、

◎下着
■美容医療関係

12

とは…
2 「付帯サービス」

（１） 当該役務の提供期間が２か月を超えるものであり、か
つ、
金額が５万円を超えるものであること。
（２） 提供される役務が、知識や理論を教えることで学力の

◎マウスピース
（歯の漂白のために用いられるもの）
及び
歯の漂白剤(※)

向上を図るいわゆる
「学力の教授」
を行っていること。

◎医薬品・医薬部外品
（美容を目的とするもの）
(※)

などは
「学力の教授」
にあたらないと考えられます。

Try

なお、単なる教材の利用方法の説明や進学情報の提供

Q 13

特定継続的役務提供の
中途解約について教えてください

クーリング・オフ期間
（８日間）
を経過した後でも、

A

違約金を支払うことで中途解約が認められます。
（法第４９条） ただし、
この中途解約の効果は、
「将

来に向かって」
解除できると規定されていますから、
中途解約ま

また、中途解約に伴う解約料の額は次の表のように上限が設
定され、
事業者はこれを超える額を請求することはできません。
そして、事業者が解約料を定める場合には、合理的な算出根拠
が必要とされます。

でに提供された役務の対価に相当する額については、
消費者が
負担することになります。

なお、
これらに対する法定利率による遅延損害金が生じた場
合は、
別途消費者が負担することになります。

【解約料の上限】

解
特定継続的役務

役務提供開始前

約

料

の

上

限

役務提供開始後

（サービスを受ける前）

（途中までサービスを受けた場合）

エステティック

２万円

２万円 又は契約残額の100分の10に相当する額のいずれか低い額

美容医療

2万円

５万円 又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額

語学教室

１万５千円

５万円 又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額

家庭教師

２万円

５万円 又は１か月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額

学習塾

１万１千円

２万円 又は１か月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額

パソコン教室

１万５千円

５万円 又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額

３万円

２万円 又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額

結婚相手紹介サービス

ワ ン ポ イ ン ト ！

提供済みの役務の精算方法
（1） 提供済み役務の対価は、
契約時の単価で算定します。
例えば、
キャンペーン価格などで安い単価で契約した

ますので、
このような場合、例えば、半年単位で算定する
といった方法は認められません。

場合、中途解約時には通常料金として高い単価で算定
するのではなく、
契約した単価で算定します。

（3） 回数で契約した場合は、
１回を単位として精算します。
例えば、
１回当たりの単価が2,000円の場合には、
20

（2） 期間で契約した場合は、月単位以下の期間で精算
します。
例えば、
２年間自由に利用できて４８万円という契約
を２か月目に中途解約した場合、月２万円の単価となり

回で４万円となります。
英会話教室で、実際は利用されていないレッスンポイ
ントを有効期間が経過したとして提供済みとする事業者
の約款の精算方法は認められません。

Check

＆

Try
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Q

「連鎖販売取引（マルチ商法）」
とは
14 どのようなものですか?

連鎖販売取引とは、
販売組織の会員が友人、
知人

A

（注1）
特定利益

を会員として勧誘し、
さらに次の会員を勧誘すれば

新規会員を勧誘したときに、紹介した人が受け取る紹介
料や下位ランクの会員が商品を買うことによって、
上位ラン

収入が上がるとして会員拡大活動をさせ、
連鎖的に

クの会員が得るバックマージンなどのことをいいます。

販売組織を拡大させることによって商品等の販売を促進する
商法をいいます。
いわゆる
「マルチ商法」
といわれています。
（法

（注2）
特定負担
連鎖販売組織に加入するために支払った商品購入費、入
会金、
取引料などをいいます。

第３３条）
この商法は、必ず儲かるという保証がないうえ、高額な商品
の購入代金の返済が困難になるケースもあります。
★

次の３つの要件を満たす場合、
「連鎖販売取引」
として規
制の対象となります。

[例]
販売組織に入会する時点で何も金銭的負担が求められてい
ない場合であっても、入会後、実際に商品販売を始めるために
別途商品購入等何らかの金銭的負担をすることが前提となっ

（１） 商品の販売、役務の提供（それぞれあっせんを含む。）
を行う事業であること。
業務
（仕事）
の提供を受ける条件として、
その業務を行
うのに必要な商品を購入すること、又は役務の提供を受
けることなどの取引を伴うことが要件となっています。
（2） 特定利益(注1)が得られると誘引すること。
事業者が紹介する商品の販売や、業務（業者があっせ
んした第三者からの業務を含む。
）
に従事することによっ
て、
収入
（特定利益）
が得られると勧誘すること。

た契約である場合には、
その負担が特定負担に該当します。
また、単なる消費者
（いわゆる愛用者）
としてだけの契約条件
で組織に参加する場合は、
参加する時点における入会金の支払
い等は連鎖販売取引に該当しません。
ただし、例えば、半年程度経った後「そろそろ販売活動を始め
てみないか。
」
と言われ、
商品の再販売をするために商品購入を
する場合には、その商品購入が自己消費のためのものか再販
売等のためのものかを問わず特定負担となり、
その時点での取
引が商品購入という特定負担を伴う連鎖販売取引となります。

ワ ン ポ イ ン ト ！

（3） 特定負担(注2)を伴うこと。
消費者が負うあらゆる金銭的な負担が該当します。
い
かなる名義をもってするかを問いません。

連鎖販売取引は、営業所以外での取引に限定していま
せんので、消費者が営業所などに出向いて契約した場合
も規制の対象になります。

Q 15
A

1

連鎖販売取引にはどのような
規制があるのですか?

連鎖販売業を行う者には、
次の義務が課せられています。

（１） 氏名等の明示
（法第３３条の２）
（⇒Ｑ３の１参照）
（２） 必要事項を記載した書面の交付
（法第３７条）
消費者に対し契約を締結するまで（概要書面）
と契約締

連鎖販売業を行う者とは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売

結時（契約書面）の２回、法律に定める事項を記載した書面

業者をいいます。
●統括者‥‥‥‥‥

を交付しなければなりません。
（⇒Ｑ１9の4参照）
一連の連鎖販売業を実質的に統括す
る者をいいます。

●勧誘者‥‥‥‥‥

統括者が直接連鎖販売業の取引につ
いて勧誘を行わせる者をいいます。
例え
ば統括者から委託され、
説明会などで説
明や勧誘を担当する者が当たります。

●一般連鎖販売業者‥

統括者、勧誘者以外の連鎖販売業を
行う者をいいます。

14

Check

＆
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2

連鎖販売業を行う者が広告する場合、
次の規制があります。

（１） 広告するに当たって、事業者は次の一定事項を表示す
ること。
（法第３５条）
ア 商品又は役務の種類
イ 特定負担に関する事項
（金額などの明示）

ウ 特定利益について広告するときは、その根拠となる計

る場合があります。

算方法
エ

府県知事から指示・業務停止命令といった行政処分が課せられ

広告する連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所、

（１） 債務の履行拒否又は不当遅延

電話番号（統括者以外の者が広告するときは統括者の

（２） 迷惑勧誘
（迷惑解除妨害）

氏名又は名称、
住所、
電話番号も表記）

（３）（一般連鎖販売業者の）
重要事項の故意の不告知

オ 連鎖販売業を行う者が法人の場合であって、
インター

（４） 判断力不足に乗じた契約締結

ネットや電子メールなどで広告する場合は、その代表者

（５） 消費者の状況に照らして不適当な勧誘

又は責任者の氏名

（６） 契約書面の虚偽記載
（7） 金銭借入や預貯金の引出しを勧める
（強要する）
行為

カ 商品名
キ

（⇒以上Ｑ３の３参照）

電子メール広告を行う場合は、前記ア〜カに加え、送

（8） 断定的判断の提供

信した連鎖販売業を行う者の電子メールアドレス

「必ず儲かる」
などといって利益を得られることが確実で

（２） 誇大広告等の禁止
（法第３６条）

あると消費者を誤解させて契約締結を勧誘すること。

次の事項について、
著しく事実に相違する表示をしたり、
実際よりも著しく優良又は有利と誤認させるような表示を

（9） 消費者の意に反して電子メール広告の請求又は承諾を
させようとする行為
（⇒Ｑ9の3
（3）
参照）

してはなりません。
ア 商品の種類、
性能、
品質、効能又は役務や権利の種類、

（10） 電子メール広告業務を委託する際に、前記２
（３）の規
制に違反する行為を行っている電子メール広告受託事業

内容、
効果

者に委託すること。

イ 商品の原産地、
製造地、
商標又は製造者名
ウ 特定負担

なお、電子メール広告受託事業者についても、前記２
（３）の

エ 特定利益
オ 「○○公認」など国又は地方公共団体、著名な団体や

規制違反の行為については、同様の行政処分があります。

個人の関与
カ 契約の解除に関する事項

消費者は、
次の一定期間クーリング・オフを
（法第４０条）
することができます。

5

（３） 承諾していない消費者への電子メール広告の送信禁止
等
（法第３６条の３、
第３６条の４）
通信販売と同様の規制があります。
（⇒Ｑ9の１
（3）
参照）

クーリング・オフに関する記述のある契約書面を受領後、
２０
日以内です。
（⇒
「クーリング・オフ」
については30ページ参照）

3

勧誘行為において、
次の行為が禁止されてい
（
法第３
４条）
（
⇒Ｑ
３の２参照）
ます。

消費者は、
次の場合には契約を取り消すこと
（法第４０条の３）
ができます。

6

（１） 不実告知

事業者がうそを言ったり
（不実告知）、重要な事実についてわ

（２） 重要事項の故意の不告知
（一般連鎖販売業者を除く。
）

ざと言わなかったこと
（重要事項の故意の不告知）
により、消費

（３） 威迫・困惑
（４） 販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に誘い込ん
だ上での勧誘

者が誤って契約をした場合は、その契約を取り消すことができ
ます。

中途解約・返品ルール

7
4

（法第４０条の２）
⇒Ｑ１6参照

前記１〜３の規制違反と次の行為について
（法第３８条、
第３９条）
は、
行政処分があります。

消費者の利益を害する次の行為をすると、
主務大臣又は都道

M

E

M

O

Check

＆

Try
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Q 16
A

連鎖販売取引の中途解約や
返品ルールについて教えてください

連鎖販売契約を結んで販売組織に入会した消費

行った連鎖販売業を行う者がその商品を使用又は消費さ

者は、いつでもその連鎖販売契約を中途解約して
組織から退会できます。
（法第４０条の２）

連鎖販売組織に入会して１年未満の消費者が退会する場合
は、引渡しを受けてから９０日未満の未使用の商品があれば、
その商品を返品し、
適正な額の返金を受けることができます。
ただし、
そのようにして返金を受ける場合は、
（1） 商品を再販売していないこと。

せた場合を除きます。
）
（3） 自らの責任で商品を滅失又は毀損していないこと。
という一定の条件の下、
商品販売契約を解除し、
その商品を返
品して購入価格の９０％相当額の返金を受けることができます。
なお、商品販売契約を解除したものの、その契約の相手方が
所在不明又は無資力であった場合には、上記９０％の返金を統
括者に対して請求することができます。

（2） 商品を使用又は消費していないこと。
（ 商品の販売を

Q 17
A

「業務提供誘引販売取引（内職・
モニター商法）」とはどのようなものですか?

業務提供誘引販売取引とは、
「資格・技術を身に

には該当しません。
ただし、加盟料というような名目でも実

つけて在宅サイドビジネスで高収入が得られる」

質的に業務のノウハウ指導などの役務提供の対価が含ま

「商品を高く買ってくれれば、毎月一定のモニター

料を支払う」
などと、
販売した商品等を利用した仕事を提供する

れている場合には実質的な判断をすることになります。
（2） 業務を提供するので収入が得られると誘引すること。

ので、収入を得ることができると誘い、商品の購入や役務の提

事業者が紹介する業務
（業者があっせんした第三者から

供などの契約をさせる取引です。
（法第５１条）

の業務を含む。）
に従事することによって、収入（業務提供

勧誘時に
「毎月得られる収入によって、商品代金などの負担
は十分賄える」などと説明されたが、実際には仕事の紹介がな

利益）
が得られると勧誘すること。
（3） 特定負担を伴うこと。

かったり、
紹介されても最初だけで、
次第に仕事が減少するなど

消費者が負うあらゆる金銭的な負担が該当します。いか

して、
結局は高額の負担だけが残るという被害が見られます。
★

なる名義をもってするかを問いません。

次の３つの要件を満たす場合、
「業務提供誘引販売取引」

として規制の対象となります。
（1） 商品の販売、役務の提供（それぞれあっせんを含む。）を

ワ ン ポ イ ン ト ！

行う事業であること。
業務（仕事）の提供を受ける条件として、
その業務を行う

業務提供誘引販売取引は、営業所以外での取引に限

のに必要な商品を購入すること、
又は役務の提供を受ける

定していませんので、
消費者が営業所などに出向いて契

ことなどの取引を伴うことが要件となっています。

約した場合も規制の対象になります。

【例】
事業者がある仕事を提供する条件として加盟料の支払
いを要求しているが、
その仕事に必要な物品販売や役務提
供の契約を全く伴わない場合は、業務提供誘引販売取引

ワ ン ポ イ ン ト ！

連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引
連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は、
どちらもビジ
ネスに不慣れな個人が、
やれば収入になると勧誘されて特
定の負担をするという点で、似た面があります。両方の要件

16
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＆
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に該当する場合もあり得ますが、
そういうケースでは両方の
規制が適用されます。

Q 18
A

1

業務提供誘引販売取引には
どのような規制があるのですか?

業務提供誘引販売事業者には、
次のような義務が課せられています。

（３） 威迫・困惑
（４） 販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に誘い込ん
だ上での勧誘

（１） 氏名等の明示
（法第５１条の２）
（⇒Ｑ３の１(1)参照）
（２） 必要事項を記載した書面の交付
（法第５５条）

4

消費者に対し契約を締結するまで（概要書面）
と契約締
結時（契約書面）の２回、法律に定める事項を記載した書面
を交付しなければなりません。
（⇒Ｑ１9の5参照）

前記１〜３の規制違反と次の行為について
（法第５６条、
第５７条）
は、
行政処分があります。

消費者の利益を害する次の行為をしたことにより、主務大臣
又は都道府県知事から指示・業務停止命令といった行政処分を
課せられる場合があります。

2

業務提供誘引販売事業者が広告する場合、
次の規制があります。

（１） 広告するに当たって、事業者は次の一定事項を表示す
ること。
（法第５３条）
ア 商品又は役務の種類
イ 特定負担に関する事項
（金額の表示など）
ウ 提供する業務などの内容、条件、その根拠となる数値など
エ 事業者の氏名又は名称、
住所、
電話番号
オ 事業者が法人の場合であって、
インターネットや電子
メールなどで広告する場合は、
その代表者又は責任者の
氏名

（１） 債務の履行拒否又は不当遅延
（２） 迷惑勧誘
（迷惑解除妨害）
（３） 判断力不足に乗じた契約締結
（４） 消費者の状況に照らして不適当な勧誘
（５） 契約書面の虚偽記載
（６） 金銭借入や預貯金の引出しを勧める
（強要する）
行為
（⇒以上Ｑ３の３参照）
（7） 断定的判断の提供
（⇒Ｑ１5の４
（8）
参照）
（8） 消費者の意に反して電子メール広告の請求又は承諾を
させようとする行為
（⇒Ｑ9の3
（3）
参照）
（9） 電子メール広告業務を委託する際に、
前記２
（３）
の規制

カ 商品名

に違反する行為を行っている電子メール広告受託事業者

キ 電子メールによる広告を行う場合には、事業者の電子
メールアドレス

に委託すること。

（２） 誇大広告等の禁止
（法第５４条）
事業者は、次の事項について、著しく事実に相違する表

なお、電子メール広告受託事業者についても、前記２
（３）の
規制違反の行為については、
同様の行政処分があります。

示をしたり、
実際よりも著しく優良又は有利と誤認させるよ
うな表示をしてはなりません。

5

ア 特定負担

消費者は、
次の一定期間クーリング・オフを
（法第５８条）
することができます。

イ 業務提供利益その他業務の提供条件に関する事項
ウ 商品の種類、性能、品質、効能又は役務や権利の種類、
内容、
効果

クーリング・オフに関する記述のある契約書面を受領後、
２０
日以内です。
（⇒
「クーリング・オフ」
については30ページ参照）

エ 商品の原産地、
製造地、
商標又は製造者名
オ 「○○公認」など国又は地方公共団体、著名な団体や
個人の関与

6

消費者は、
次の場合には契約を取り消すこと
（法第５８条の２）
ができます。

カ 契約の解除に関する事項
（３） 承諾していない消費者への電子メール広告の送信禁止
等
（法第５４条の３、
第５４条の４）
通信販売と同様の規制があります。
（⇒Ｑ9の１
（3）参照）

事業者がうそを言ったり
（不実告知）
、
重要な事実についてわざ
と言わなかったこと
（重要事項の故意の不告知）
により、
消費者が
誤って契約をした場合は、
その契約を取り消すことができます。

7
3

業務提供誘引販売事業者には、
次の行為が
（法第５２条）
（⇒Ｑ３の２参照）
禁止されています。

契約の解除等に伴う損害賠償等の額には、
（法第５８条の３）
制限があります。

契約を解除した場合の事業者の損害賠償請求については、

（１） 不実告知

通常被るであろう損害額を超えた過大な損害賠償額を請求す

（２） 重要事項の故意の不告知

ることはできません。
Check

＆

Try
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Q 19
A

特定商取引法で事業者に義務づけられている
「書面の交付」とはどのような内容ですか?

特定商取引法で規制されている商法には、消費
者が契約条件を確認しないまま、あるいは契約内
容を熟知しないまま契約を締結してしまうことによ

り、後日トラブルを引き起こすということがあります。そのため
特定商取引法では、契約条件や契約内容などを明らかにする
ため、事業者に対し、一定の事項を記載した書面を交付するこ
とを義務づけています。

（オ） 商品の引取り・権利の返還に要する費用は、事業者
負担であること。
（カ） 事業者は、消費者が既に商品の使用（訪問販売の場
合）
により得られた利益に相当する金銭の支払や既に
提供した役務の対価を請求できないこと。
（キ） クーリング・オフがあった場合に、代金の支払いが
行われているときは、事業者は速やかに全額返金する
こと。
（ク） 原状回復の請求に関する事項（建物など工作物の
現状が変更された場合）
カ その他

1

訪問販売・電話勧誘販売

（１） 申込書面（法第４条、
第１８条）
訪問販売事業者・電話勧誘販売事業者は、契約締結前
の契約の申込みがあった場合には、直ちに
（電話勧誘販売
の場合には「遅滞なく」）その申込みの内容を記載した書
面を消費者に交付する義務があります。
これは、契約の申込みの段階で契約内容を確認するた
めのものです。
ただし、申込みの際に併せて契約した場合は、申込書面
の交付は不要です。
（契約書面の交付が必要となります。
）
【申込書面への記載事項は次のとおりです】
ア 商品・権利又は役務の種類
イ 商品・権利の販売価格又は役務の対価
支払方法
ウ 商品・権利の代金又は役務の対価の支払時期、
エ 商品の引渡時期・権利の移転時期又は役務の提供時期
オ クーリング・オフに関する事項
（ア） クーリング・オフができること。
（８日間）
（イ） クーリング・オフを妨害した場合には、期間経過後も
クーリング・オフができること。
（ウ） クーリング・オフは、書面を発した時にその効力を生
ずること。
（エ） 事業者はクーリング・オフに伴う損害賠償、違約金を
請求できないこと。
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Check

＆

Try

（ア） 事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の場
合は代表者の氏名
（イ） 契約の申込（締結）担当者氏名
（ウ） 契約の申込（締結）年月日
（エ） 商品名、商品の商標又は製造者名
（オ） 商品に型式があるときは、その型式
（カ） 商品の数量
（キ） 商品に隠れた瑕疵がある場合の事業者の責任につ
いて定めがあるときは、その内容
（ク） 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
（ケ） 特約があるときは、その内容
（２） 契約書面
（法第５条、
第１９条）
訪問販売事業者・電話勧誘販売事業者は、契約締結後、
遅滞なく契約書面を消費者に交付する義務があります。
【契約書面への記載事項は次のとおりです】
「申込書面」
と同じ事項です。
（ただし、
申込みの撤回に関
する事項を除きます。
）
なお、現金取引の場合は、
（１）申込書面ウ及びエは記載
不要になります。

2

（２） 契約書面
（第５８条の８）

訪問購入

購入業者は、契約締結後、遅滞なく契約書面を消費者に
（１） 申込書面（法第５８条の７、
法第５８条の８）

交付する義務があります。

購入業者は、契約締結前の契約の申込みがあった場合

【契約書面への記載事項は次のとおりです】

には、直ちに、その申込みの内容を記載した書面を消費者

「申込書面」
と同じ事項です。
（ただし、
申込みの撤回に関

に交付する義務があります。
これは、契約の申込みの段階

する事項を除きます。
）

で契約内容を確認するためのものです。ただし、申込みの

なお、現金取引の場合は、
（１）申込書面ウ〜オは記載不

際に併せて契約した場合は、申込書面の交付は不要です。
（契約書面の交付が必要となります。
）

要になります。
（３） 物品の引渡しを受ける第三者への通知書面（第５８条の

【申込書面への記載事項は次のとおりです】

１１の２）

ア 物品の種類

購入業者は、消費者から物品の引き渡しを受けた後、

イ 物品の購入価格

クーリング・オフ期間中に、第三者に物品を引渡すときは、

ウ 代金の支払時期、
支払方法

物品がクーリング・オフされたものであること、
またはクー

エ 物品の引渡時期、
引渡方法

リング・オフされる可能性があることを、書面で第三者に

オ 物品の引渡し拒絶に関する事項

交付する義務があります。

カ クーリング・オフに関する事項

【書面への記載事項は次のとおりです】

（ア） クーリング・オフができること。
（８日間）

ア

（イ） クーリング・オフを妨害した場合には、期間経過
後もクーリング・オフができること。

第三者に引き渡した物品が訪問購入取引の相手方か

ら引渡しを受けた物品であること
イ 消費者がクーリング・オフを行うことができること

（ウ） クーリング・オフは、書面を発した時にその効力
を生ずること。

ウ クーリング・オフを妨害した場合には、期間経過後も
クーリング・オフができること。

（エ） 消費者はクーリング・オフをすることによって第
三者に対抗できること。

エ 事業者が消費者に対して契約書面を交付した年月日
（それ以前に申込書面が交付されていれば、その年月日）

（オ） 購入業者はクーリング・オフに伴う損害賠償、違
約金の支払いを請求できないこと。

オ

（カ） 代金の返還に要する費用、その利息は購入業者
の負担とすること。

カ 購入業者が物品を第三者に引き渡す年月日

（キ） クーリング・オフがあった場合に、物品の引渡し
がされているときは、速やかに物品を返還すること。

ク 物品名

購入業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の場
合は代表者の氏名

キ 物品の種類
ケ 物品の特徴

キ その他

コ

（ア） 購入業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人

物品またはその附属品に、商標・製造者名・販売者名
の記載があるとき、
または型式があるときは、その内容

の場合は代表者の氏名
（イ） 契約の申込
（締結）
担当者氏名

※

（ウ） 契約の申込
（締結）
年月日

クーリング・オフがあった場合は、その旨とア及びオ

〜コを記載しなければなりません。

（エ） 物品名
（オ） 物品の特徴
（カ） 物品またはその附属品に商標、製造者名もしくは
販売者名の記載があるとき、または型式があると
きは、その内容
（キ） 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
（ク） 特約があるときは、その内容

M

E

M

O

Check

＆

Try
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（エ） 特約がある場合は、
その内容

特定継続的役務提供

3

キ その他

（１） 概要書面（法第４２条第１項）

（ア） 事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の

特定継続的役務提供事業者は、契約締結前に契約の概

場合は代表者の氏名

要を記載した概要書面を消費者に交付する義務がありま

（イ） 契約の締結担当者氏名

す。
これは、契約を締結するに当たって、その判断材料とな

（ウ） 契約年月日

る十分な情報提供が必要であるためです。

（エ） 関連商品がある場合は、
その商品の種類、数量

【概要書面への記載事項は次のとおりです】
ア

（オ） 割賦販売法の抗弁権に関する事項

事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の場合
は代表者の氏名

（カ） 前受金の保全に関する事項
（キ） 関連商品がある場合は、その商品を販売する事

イ 役務の内容

業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の場合

ウ 関連商品がある場合は、
その商品名、
種類、
数量

は代表者の氏名

エ 支払うべき概算金額、
支払時期、
支払方法

（ク） 特約があるときは、その内容

オ 役務の提供期間
カ 契約の解除（クーリング・オフ、中途解約）
に関する事項
キ 割賦販売法の抗弁権に関する事項
ク 前受金の保全に関する事項
ケ 特約があるときは、
その内容

連鎖販売取引

4

（１） 概要書面
（法第３７条第１項）

（２） 契約書面
（法第４２条第２項、第３項）
特定継続的役務提供事業者は、
契約締結後、
遅滞なく契
約書面を消費者に交付する義務があります。
【契約書面への記載事項は次のとおりです】
ア 役務の内容
（ア） 役務の種類
（イ） 役務提供の形態又は方法
（ウ） 役務を提供する時間数、回数その他の数量の総計
（エ） 役務を直接提供する者の資格、能力等に関して
特約があるときは、
その内容

ア

統括者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の場合
は代表者の氏名

イ （連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、）連鎖
販売業を行う者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人
の場合は代表者の氏名

オ

（イ） クーリング・オフを妨害した場合には、期間経過
後もクーリング・オフができること。

商品の種類、性能、品質に関する重要な事項又は権
利・役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
エ 商品名
商品・権利の販売価格、商品の引渡時期・権利の移転
時期とその方法、その他商品・権利の販売条件に関する
重要な事項又は役務の対価、提供時期と提供方法、その
他役務の提供条件に関する重要な事項

カ 特定利益に関する事項
キ 特定負担の内容

（ウ） クーリング・オフは、書面を発した時にその効力
を生ずること。

ク 契約解除の条件その他契約に関する重要な事項

（エ） 事業者はクーリング・オフに伴う損害賠償、違約
金を請求できないこと。

コ 法第３４条の禁止行為に関する事項

（オ） クーリング・オフがあった場合、事業者は既に提
供した役務の対価などを請求できないこと。
（カ） クーリング・オフがあった場合に、代金の支払い
が行われているときは、事業者は速やかに全額返
金すること。
（キ） 関連商品がある場合は、その商品のクーリング・
オフに伴う契約解除に関する事項
カ 契約の解除（中途解約）
に関する事項
（ア） 中途解約ができること。
（イ） 中途解約に伴う損害賠償等の額の上限規制の内
容、
精算方法
（ウ） 関連商品がある場合は、その商品の中途解約に
伴う契約解除に関する事項

Try

【概要書面への記載事項は次のとおりです】

ウ 支払金額、支払時期、支払方法（入学・入会金、役務の
対価、施設整備費、関連商品など費目ごとの明細とその
合計）

（ア） クーリング・オフができること。
（８日間）

＆

契約を締結する前に事業者から正確な情報提供を受ける
ことにより、
消費者が適正な判断をするためのものです。

ウ

エ 役務の提供期間

Check

した概要書面を消費者に交付する義務があります。
これは、

イ 関連商品がある場合は、
その商品名

オ クーリング・オフに関する事項

20

連鎖販売業を行う者は、
契約締結前に事業の概要を記載

ケ 割賦販売法の抗弁権に関する事項
（２） 契約書面
（法第３７条第２項）
連鎖販売業を行う者は、契約締結後、遅滞なく契約書面
を消費者に交付する義務があります。概要書面と同じ記載
項目であっても、契約書面に代えることはできず、両方の
交付が必要です。
【契約書面への記載事項は次のとおりです】
ア 商品の種類・性能・品質、施設を利用し、役務の提供を
受ける権利又は役務の種類、
内容に関する事項
イ 商品の再販売、受託販売、販売あっせん又は役務の提
供などについての条件に関する事項
（ア） 商品・権利の再販売については、価格、代金の支
払時期と支払方法、引渡・移転の時期とその方法、
その他条件のあるときは、
その内容
（イ） 商品・権利の受託販売については、価格、引渡・移

号、
法人の場合は代表者の氏名

転の時期とその方法、
受取代金の引渡時期と引渡方
法、
その他条件のあるときは、
その内容

（ウ） 契約年月日

（ウ） 同種役務の提供については、対価、その支払時期
と支払方法、
その他条件のあるときは、
その内容

（エ） 商標、
商号などに関する事項
・使用させる商標、
商号その他特定の表示

（エ） 商品・権利の販売あっせん、役務提供のあっせん
について条件のあるときは、
その内容

・使用条件があるときは、
その内容
・使用を禁じているときは、
その旨

ウ 特定負担に関する事項

（オ） 特定利益に関する事項

（ア） 商品・権利の購入先又は役務の対価の支払先、金
額、
支払時期、
支払方法、
商品の数量

・収受し得る特定利益の金額の割合その他特定利益
の計算方法

（イ） 商品の引渡時期・権利の移転時期又は役務の提
供時期とその方法

・特定利益の支払条件、
支払時期、
支払方法
（カ） 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、

（ウ） 取引料の提供先、
金額、
性格、
提供時期、
提供方法

その内容

（エ） 取引料の返還があるときは、
その条件

（キ） 割賦販売法の抗弁権に関する事項

エ クーリング・オフに関する事項

（ク） 法第３４条の禁止行為に関する事項

（ア） クーリング・オフができること。
（２０日間）
（イ） クーリング・オフを妨害した場合には、期間経過後
もクーリング・オフができること。
（ウ） 事業者はクーリング・オフに伴う損害賠償、違約金
を請求できないこと。

5 業務提供誘引販売取引
（１） 概要書面
（法第５５条第１項）

（エ） クーリング・オフは、書面を発した時にその効力を
生ずること。

業務提供誘引販売事業者は、契約締結前に事業の概要
を記載した概要書面を消費者に交付する義務があります。

（オ） 商品の引取り費用は、連鎖販売取引を行う者の負
担であること。

これは、契約を締結する前に事業者から正確な情報提供
を受けることにより、消費者が適正な判断をするためのも

（カ） クーリング・オフがあった場合に、代金の支払いや
取引料の提供が行われているときは、速やかに全額
返金すること。

のです。
【概要書面への記載事項は次のとおりです】
ア

事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の場合
は代表者の氏名

（イ） 中途解約に伴う損害賠償等の額の上限規制の内容

イ

（ウ） 中途解約に基づく購入商品の返品ルールとそれ
に伴う損害賠償等の額の上限規制の内容

商品の種類、性能、品質に関する重要な事項又は権
利・役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項

ウ 商品名

（エ） 統括者の債務弁済責任

エ 商品・役務を利用する業務の提供又はあっせんについ
ての条件に関する重要な事項

オ 契約の解除
（中途解約等）
に関する事項
（ア） 中途解約ができること。

（オ） 特約がある場合は、
その内容

オ 特定負担の内容

カ その他

カ 契約解除の条件その他契約に関する重要な事項

（ア） 統括者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の
場合は代表者の氏名

キ 割賦販売法の抗弁権に関する事項

（イ）（連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、）
連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所、電話番
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（ウ） 事業者はクーリング・オフに伴う損害賠償、違約
金を請求できないこと。

（２） 契約書面（法第５５条第２項）
業務提供誘引販売事業者は、契約締結後、遅滞なく契約

（エ） クーリング・オフは、書面を発した時にその効力
を生ずること。

書面を消費者に交付する義務があります。概要書面と同じ
記載項目であっても、契約書面に代えることはできず、両

（オ） 商品の引取り費用は、事業者負担であること。

方の交付が必要です。

（カ） クーリング・オフがあった場合に、代金の支払い
や取引料の提供が行われているときは、
速やかに全
額返金すること。

【契約書面への記載事項は次のとおりです】
ア

商品の種類・性能・品質、施設を利用し、役務の提供を
受ける権利又は役務の種類、
内容に関する事項

オ その他

イ 業務の提供又はあっせんの条件に関する事項
（ア） 業務の内容、
量

（ア） 事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の
場合は代表者の氏名

（イ） 報酬の単価が定められているときは、
その単価

（イ） 契約の締結担当者氏名

（ウ） 業務提供利益の計算方法、支払条件、支払時期、

（ウ） 契約年月日
（エ） 商品名、
商品の商標又は製造者名

支払方法

（オ） 特定負担以外の義務についての定めがあるとき
は、
その内容

ウ 特定負担に関する事項
（ア） 商品・権利の購入先又は役務の対価の支払先、金
額、支払時期、
支払方法、
商品の数量

（カ） 割賦販売法の抗弁権に関する事項

（イ） 商品の引渡時期・権利の移転時期又は役務の提
供時期とその方法
（ウ） 取引料の提供先、
金額、
性格、
提供時期、
提供方法

ワ ン ポ イ ン ト ！

（エ） 取引料の返還があるときは、
その条件
エ クーリング・オフに関する事項
（ア） クーリング・オフができること。
（２０日間）
（イ） クーリング・オフを妨害した場合には、期間経過
後もクーリング・オフができること。

前記１〜5の書面の作成については、
次のルールがあり
ます。
（1） クーリング・オフに関する事項及び書面の内容を十
分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載する。
（2） 書面には、
８ポイント以上の文字及び数字を用いる。

Q 20
A

クレジット契約を利用しようと思いますが、
契約の種類によって違いがありますか？

クレジット契約には①「個別信用購入あっせん

会社（イシュアー）
と加盟店を獲得して契約する加盟店契約会

（個別クレジット契約）」
と、②「包括信用購入あっせん

社（アクワイアラー）
を国際ブランド会社が結ぶ方式（オフアス

（包括クレジット契約）」があります。

取引）が多くなっています。
さらに、加盟店とアクワイアラーの

①は、
個々の取引ごとにクレジット契約書を作成する契約です。
②は、
事前にクレジット会社がクレジットカード等を発行し、消

間に決済代行会社が取り次ぐ形態も広がっています。
①②とも、
２か月を超える後払いであれば１回払いでも割賦

費者が商品購入等の際にそのカードを提示等する契約です。

販売法の適用対象になります。抗弁権の接続は①②とも認め

かつては、イメージ図１のようなクレジット会社、販売業者、消

られますが、
クーリング・オフ、解除、取消し等は①しか認められ

費者の三者間取引の関係でした（オンアス取引）。
しかし、最近

ないという違いがあります。
（⇒Q21参照）

はイメージ図２のように、消費者にカードを発行するクレジット
●イメージ図2

●イメージ図1

国 際 ブ ランド 会 社

クレ ジット 会 社
加盟店契約

包 括クレジット会 社

加盟店契約会社

（ イシュア ー ）

（ アク ワイ ア ラ ー ）

クレジット契 約
クレジット契 約
購 入 者
（消費者）
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販 売 業 者
売 買 契 約

加盟店契約

決済代行業者

売 買 契 約
消

費

者

販 売 業 者

Q 21
A

1

クレジット契約のクーリング・オフや解除、
取消し等について教えてください
②

消費者は、次の場合には、
クレジット
契約のクーリング・オフをすること
（割賦販売法第３５条の３の１０、
ができます。

取引が、特定商取引法の次の５つの類型のいずれかで
あること
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖

販売取引、
業務提供誘引販売取引

第３５条の３の１１）
③

事業者が商品販売等の契約やクレジット契約に関する

① クレジット契約が個別クレジット契約であること
②

不実告知または故意に重要事項の不告知をしたこと

取引が、特定商取引法の次の５つの類型のいずれかで

④

消費者が誤認して契約したこと

あること
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖
販売取引、業務提供誘引販売取引
③

4

消費者が個別クレジットの契約書面または申込書面を

消費者は、次の場合にはクレジット会社から
の支払い請求を拒否することができます。
（割賦販売法第３０条の４、第３０条の５、第３５条の３の１９）

受領した日のいずれか早い日から起算して、
８日
（訪問販
売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供）、または２０日

① クレジット契約で
（個別クレジット契約と包括クレジット

（連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引）
を経過していな

契約の両方を含みます）販売業者から商品、役務、指定権
利を購入したこと

いこと

＊割賦販売法ではクレジット契約の対象となる商品・役務

2

の指定はありませんが、権利については政令で指定され

消費者は、過量販売の場合は、次の要件で
クレジット契 約を解 除し、クレジット会 社
に支払った金銭の返還を請求することが
（割賦販売法第３５条の３の１２）
できます。

たものに限られます。
＊取引形態を問いませんので、店舗販売にも適用があり
ますし、通信販売にも適用されます。
②

販売業者との取引で抗弁事由があること

① クレジット契約が個別クレジット契約であること

＊抗弁事由には、契約の無効、取消、解除、同時履行の抗

②

弁などを幅広く含みます。

取引が特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売取引
の過量販売契約
（⇒Ｑ３の５、
Ｑ７の6参照）
であること
（そ

③

適用除外に当たらないこと

の分量を購入しなければならない特別な事情がある場

支払い総額が４万円未満（リボルビング払いの場合は

合は除かれます）
③

3

現金販売価格が３万８千円未満）
が３万８千円未満）の契約は適用除外にな

個別クレジット契約の締結の時から１年以内であること

ります。

消費者は、次の場合にはクレジット契約を
取り消し、クレジット会社に支払った金銭
（割賦販売
の返還を請求することができます。
法第３５条の３の１３、第３５条の３の１４、第３５条の３の１５、
第３５条の３の１６）
① クレジット契約が個別クレジット契約であること
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Q 22
A

1

その他のクレジット取引の規制や民事ルール
にはどのようなものがありますか？

割賦販売法による主な規制には、
次のようなものがあります。

支払総額、支払期間・支払回数、手数料の料率を示すとと
もに、取引条件について広告するときは、同じ事項を表示し
なければなりません。
（３） 包括支払可能見込額の調査義務と包括支払可能見込

法規制の内容

包括クレジット関係業者 個別クレジット業者

登録

31 条、
35 条の 17 の 2

35 条の 3 の 23

取引条件表示

30 条

35 条の 3 の 2

等又は増額に先立って、年収、預貯金、
クレジット債務の支

過剰与信の防止

30 条の 2
30 条の 2 の 2

35 条の 3 の 3
35 条の 3 の 4

払状況、借入れの状況、その他包括支払可能見込額の算定

適正与信の調査

包括クレジット業者は、
カード等を利用者に交付等しよう
とする場合又は極度額を増額しようとする場合には、交付

に影響を与える事項であって客観的に判断することができ

35 条の 3 の 5
35 条の 3 の 7

るものを調査しなければなりません。
いとして省令で定める場合）は、包括支払可能見込額の調

書面交付

30 条の 2 の 3

35 条の 3 の 8
35 条の 3 の 9

業務の適正化

30 条の 5 の 2

35 条の 3 の 20

クレジット番号等 35 条の 16
の適切な管理
加盟店への調査

額を超えるカード交付等の禁止
（過剰与信の防止）

35 条の 17 の 8
35 条の 17 の 9

ただし、
次の場合
（利用者の保護に支障を生ずることがな
査義務はありません。
ア 極度額が３０万円以下のカード等を交付等する場合又
は極度額を３０万円を上限として増額する場合
イ 利用者からの求めに応じ、極度額を一時的に増額する
場合で、
①増額期間が３か月以内で２倍までの増額、
②短
期間に臨時収入の見込みがある場合でその臨時収入に

（１） 登録について
個別クレジット業者、包括クレジット業者は、経済産業大
臣の登録を受けた法人でなければ営業できません。
さらに、販売業者との間で加盟店契約を締結し、加盟店
の審査・承認・管理を行う事業者（クレジットカード番号等
取扱契約締結事業者）も登録が必要とされました。
この事
業者には、加盟店契約を締結するアクワイアラーが該当し
ますが、アクワイアラーから加盟店契約の実質的な審査・
承認権限を付与されている決済代行業者も含まれます
（⇒Q20イメージ図２を参照）
。

満の場合
エ カード等に付随するカード等を割賦販売法により定め
められた極度額の範囲内で交付又は増額等する場合
オ カード等を紛失した際に再発行する場合
包括クレジット業者は、
カード等を利用者に交付等しよう
とする場合又は極度額を増額しようとする場合には、極度
支払の平均的な期間を勘案して経済産業大臣及び内閣総

設けて登録を受ける必要があります。国内に営業所がない

理大臣が定める割合）
を乗じて得た額を超えるときは、
カー

場合は、登録を受けた決済代行業者の利用が必要というこ

ド等を交付等し、又は極度額を増額してはなりません。
ただ

とです。

し、
包括支払可能見込額の調査義務の適用除外に該当する
場合は、
カード等の交付等は禁止されていません。

包括クレジット業者は、
カード等を利用者に交付等すると

包括クレジット業者が上記調査義務及びカード交付等の

きには、支払の期間・回数（リボルビング払いは弁済時期・

禁止に違反したときは、経済産業大臣による改善命令の対

弁済金額の算定方法）、手数料の料率、支払総額（リボルビ

象になり、改善命令に違反したときは登録取消しの行政処

ング払いは弁済金額）の算定例、極度額（カード等を利用し

分を課せられる場合があります。

引条件について広告するときは同じ事項を表示しなければ
なりません。

Try

ウ 更新時調査の際、
自社の包括クレジット債務が５万円未

加盟店契約を締結する業務を行う場合は、国内に営業所を

約の内容を記載した書面を利用者に交付するとともに、取

＆

の購入等のための増額

額が包括支払可能見込額に100分の90
（商品等の代金等

て商品の購入等が受けられる限度額）、
カード等利用の特

Check

又は身体を保護するために緊急に必要と認められる商品

また、外国法人（海外アクワイアラー）
が国内販売業者と

（２） 取引条件の表示義務
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照らして相当な増額、③購入者等又はその親族の生命

（４） 個別支払可能見込額の調査義務と個別クレジット契約
締結の禁止
（過剰与信の防止）
個別クレジット業者は、個別クレジット契約を締結しよう
とする場合には、契約の締結に先立って、年収、預貯金、
ク

販売業者等は、個別クレジットを利用して商品の販売等

レジット債務の支払状況、借入れの状況、購入商品の価額、

をするときは、購入者等に対して,商品の現金販売価格等、

その他個別支払可能見込額の算定に影響を与える事項で

あって客観的に判断することができるものを調査しなけれ
ばなりません。

てはなりません。
個別クレジット業者が上記調査義務及び個別クレジット

ただし、店舗販売等で支払総額１０万円以下の生活に必

契約の申込みの承諾等の禁止に違反したときは、経済産業

要とされる耐久消費財に対する個別クレジット契約の場合

大臣又は都道府県知事による改善命令の対象になり、改善

は、個別支払可能見込額の調査義務はありません。

命令に違反したときは業務停止命令又は登録取消しの行

個別クレジット業者は、個別クレジット契約を締結しよう
とする場合には、購入者等の支払総額のうち１年間に支払

政処分を課せられる場合があります。
（６） 包括クレジット取引における契約書面等の交付義務

うこととなる額が個別支払可能見込額を超えるときは、個

包括クレジット業者は、契約を締結したときは、遅滞な

別クレジット契約を締結してはなりません。ただし、個別支

く、支払総額（リボルビング払いは商品の現金販売価格

払可能見込額の調査義務の適用除外に該当する場合のほ

等）、各回の支払額及び支払の時期・方法（リボルビング払

か、次の場合（購入者等の保護に支障を生ずることがない

いは弁済金の支払方法）、その他省令規定事項を記載した

として省令で定める場合）は、個別クレジット契約の締結は

情報を書面や電子メール等により提供しなければなりま

禁止されていません。

せん。

ア 耐久消費財を購入する場合で、①購入者の生活に必要

また、
リボルビング払いの場合は、弁済金を請求すると

であること、②購入する意思を有すること、③支払総額・

きに、弁済金の支払時期、弁済金額・その算定根拠、その

数量が購入者の生活水準に照らして相当であることを確

他省令規定事項を記載した情報を書面や電子メール等に

認した場合

より提供しなければなりません。

イ 大学の学費等に対するクレジットで、①入学等を必要と

販売業者等は、包括クレジットを利用して商品販売等契

すること、②入学等する意思を有すること、③支払総額、

約を締結したときは、遅滞なく、商品の現金販売価格等、そ

授業等の回数・期間がクレジット利用者の生活水準に照ら

の他省令規定事項を記載した情報を書面や電子メール等

して相当であることを確認した場合

により提供しなければなりません。
（ただし、特約がある場

ウ 生命・身体を保護するため緊急に必要とされる商品・役
務に対するクレジットで、①その商品・役務を緊急に必要
とすること、
②本人が商品の購入・役務の提供を必要とす

合は、商品等の引渡し時期や契約解除の情報提供も行わな
ければなりません。
)
（７） 個別クレジット取引における契約書面等の交付義務

る意思を有すること、
③支払総額、
商品の数量又は役務の

販売業者等は、個別クレジットを利用して商品販売等契

回数・期間が緊急に必要とする事情に照らして相当であ

約を締結したときは、遅滞なく、①商品等の種類、②支払総

ることを確認した場合

額、③各回の支払額及び支払の時期・方法、④商品の引渡

個別クレジット業者が上記調査義務及び個別クレジット

時期等、⑤商品等の再販売・受託販売等の基本条件（連鎖

契約締結の禁止に違反したときは、経済産業大臣による改

販売取引の場合）、⑥関連商品名（特定継続的役務提供の

善命令の対象になり、改善命令に違反したときは業務停止

場合）、⑦業務提供の基本条件（業務提供誘引販売取引の

命令又は登録取消しの行政処分を課せられる場合がありま

場合）、⑧契約解除に関する事項、その他省令規定事項を

す。

記載した契約書面を購入者等に交付しなければなりません。

（５） 個別クレジットにおける販売業者等の勧誘についての

個別クレジット業者は、訪問販売、電話勧誘販売、特定継

調査義務と個別クレジット契約の申込みの承諾等の禁止

続的役務提供、連鎖販売取引又は業務提供誘引販売取引

（適正与信の調査）

において、個別クレジット契約の申込みを受けたときは、遅

個別クレジット業者は、訪問販売、電話勧誘販売、特定継

滞なく、上記①〜⑦、⑧契約の申込みの撤回又は契約解除

続的役務提供、連鎖販売取引又は業務提供誘引販売取引

に関する事項、⑨販売業者等の勧誘についての調査の対

において、個別クレジット契約を締結しようとする場合には、

象事項、その他省令規定事項を記載した申込書面を購入

契約の締結に先立って（①販売業者等との加盟店契約の締

者等に交付しなければなりません。契約締結のときも、遅

結時、②購入者等からの個別クレジット契約の申込受付時、

滞なく、上記①〜⑦、⑧契約解除に関する事項、⑨販売業

③顧客の苦情発生時）、販売業者等の不適正な勧誘行為

者等の勧誘についての調査の結果、その他省令規定事項

（重要事項の不実告知、断定的判断の提供、重要事項・不利

を記載した契約書面を購入者等に交付しなければなりま

益事項の不告知、威迫・困惑）の有無に関する事項について
調査しなければなりません。調査に関する記録は、書面又は
電磁的記録により作成し、
５年間保存しなければなりませ
ん。
個別クレジット業者は、訪問販売、電話勧誘販売、特定継
続的役務提供、連鎖販売取引又は業務提供誘引販売取引
において、販売業者等の勧誘についての調査等により知っ
た事項からみて、販売者等が不適正な勧誘行為をしたと認
めるときは、個別クレジット契約の申込み又はその承諾をし

せん。
（８） 業務の運営に関する措置
（業務の適正化）
包括クレジット業者及び個別クレジット業者は、利用者又
は購入者等の利益の保護を図るため、次の措置を講じなけ
ればなりません。
ア クレジットの業務に関して取得した利用者又は購入者
等に関する情報の適正な取扱い
イ クレジットの業務を第三者に委託する場合における業
務の適確な遂行
Check

＆

Try
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ウ 利用者又は購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処
エ

購入者等の知識、経験、財産の状況及び個別クレジッ

ト契約を締結する目的に照らして適切な業務の実施（個

（１） 契約の解除等の制限

別クレジット業者の場合）

（割賦販売法第３０条の２の４、
法第３５条の３の１７）

（９） クレジットカード番号等の適切な管理

包括クレジット業者及び個別クレジット業者は、
クレジット

クレジットカード等発行会社（２か月以内１回払いのクレ

契約について各回ごとの支払分（リボルビング払いは弁済

ジットを含む）、アクワイアラーに加え、加盟店も、
クレジッ

金）
の支払義務が履行されない場合において、
２０日以上の

トカードの番号、記号その他の符号の漏えい、滅失又は毀

相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、
その期間内

損の防止等の適切な管理のための措置を講じなければな

にその義務が履行されないときでなければ、
支払分
（リボル

りません。

ビング払いは弁済金）
の支払の遅滞を理由として、
契約を解

なお、加盟店は、利用者によるクレジット番号等の不正な

除し、
又は支払時期の到来していない支払分
（リボルビング

利用を防止するために必要な措置を講じなければなりま

払いは弁済金）
の支払を請求することはできません。
これに

せん。

反する特約は、
無効となります。

（１０） 加盟店への調査

（２） 契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限

販売業者との間で加盟店契約を締結し、加盟店の審査・

（割賦販売法第３０条の３、
第３５条の３の１８）

承認・管理を行う事業者（クレジットカード番号等取扱契約

包括クレジット業者及び個別クレジット業者は、
クレジット

締結事業者）は、加盟店契約を締結しようとするときは、販

契約（リボルビング払いの契約を除く。）が解除された場合

売業者に関する調査を行う義務を負い、不適合な販売業

及び各回ごとの支払分の支払義務が履行されない場合に

者とは加盟店契約の締結を禁止されます。次に、加盟店契

は、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおい

約を締結した加盟店に対しても調査義務が定められてい

ても、支払総額（支払義務が履行されない場合は既支払額

ます。

を控除した額）
に法定利率による遅延損害金の額を加算し

そして、加盟店に対して、
クレジットカード番号等の情報

た額を超える金額の支払を購入者等に対して請求すること

の安全管理のために必要な措置を講じなければなりません。

M
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Check

＆

クレジット取引には、
次のような民事ルール
が適用されます。

2

理のための必要な措置

Try

E

ができません。

M

O

訪問販売、
電話勧誘販売及び通信販売における特定商取引法の適用除外【一覧表】
１ 特定商取引法で定めているもの
（第26条第1項）
適用除外となる場合等

法第26条
第1項の号

事業者間の取引

1

海外にいる人に対する契約

2

国、
地方公共団体が行う販売又は役務の提供

3

特別法に基づく組合、公務員の職員団体、
労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売又は役務の提供

4

事業者がその従業員に対して行う販売又は役務の提供

5

株式会社以外が発行する新聞の販売

6

他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
法律名

適用除外の対象となる販売又は役務の提供

弁護士法・外国弁護士による法律
事務の取扱いに関する特別措置法

弁護士が行う役務の提供、
弁護士法人が行う役務の提供、
外国法事務弁護士が行う役務の提供

金融商品取引法

金融商品取引業者が行う商品の販売・役務の提供、金融商品仲介業者が行う役務の提供、登録金融機関
が行う商品の販売・役務の提供、認定投資者保護団体が行う役務の提供、証券金融会社が行う役務の提供

8のイ

宅地建物取引業法

宅地建物取引業者が行う商品の販売・役務の提供

8のロ

旅行業法

旅行業者及び旅行業者代理業者が行う役務の提供

8のハ

他の法律により消費者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令第５条で定めるもの

7

8のニ

※商品の販売又は役務の提供の内容は、
法第26条第１項各号に規定されています。

２ 特定商取引法政令第5条で定めているもの
法 律 名

適用除外の対象となる販売又は役務の提供

政令別表
第２の号

金融取引に関するもの
無尽業法

無尽会社が行う役務の提供、
指定紛争解決機関が行う役務の提供

2

金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律

金融機関が行う役務の提供、
指定紛争解決機関が行う役務の提供

3

農業協同組合法

特定信用事業代理業者が行う商品の販売・役務の提供、
指定紛争解決機関が行う役務の提供

4

金融商品取引法

信用格付業者が行う商品の販売・役務の提供、
第一種金融商品取引業者・投資運用業者が行う金融商品
取引業に付随する商品の販売・役務の提供、
指定紛争解決機関が行う役務の提供

5

水産業協同組合法

特定信用事業代理業者が行う商品の販売・役務の提供、
指定紛争解決機関が行う役務の提供

7

中小企業等協同組合法

指定紛争解決機関が行う役務の提供

協同組合による金融事業に関する法律

信用協同組合代理業者が行う商品の販売・役務の提供

商品先物取引法

商品先物取引業者が行う商品の販売・役務の提供、
商品先物取引仲介業者が行う役務の提供

13

信用金庫法

信用金庫代理業者が行う商品の販売・役務の提供、
指定紛争解決機関が行う役務の提供

18

長期信用銀行法

長期信用銀行が行う商品の販売・役務の提供、長期信用銀行代理業者が行う商品の販売・役務の提供、指定
紛争解決機関が行う役務の提供

20

労働金庫法

労働金庫代理業者が行う商品の販売・役務の提供、
指定紛争解決機関が行う役務の提供

22

銀行法

銀行が行う商品の販売・役務の提供、
銀行代理業者が行う商品の販売・役務の提供、
指定紛争解決機関が
行う役務の提供、
外国銀行支店が行う商品の販売・役務の提供

29

貸金業法

貸金業者が行う役務の提供、
指定紛争解決機関が行う役務の提供

31

商品投資に係る事業の規制に関する法律

商品投資顧問業者が行う役務の提供

37

保険業法

保険会社が行う商品の販売・役務の提供、外国保険会社等が行う商品の販売・役務の提供、少額短期保険業
者が行う商品の販売・役務の提供、保険仲立人が行う役務の提供、指定紛争解決機関が行う役務の提供、
外国保険会社等とみなされる引受社員が行う商品の販売・役務の提供、特定保険募集人が行う役務の提供

39

資産の流動化に関する法律

特定目的会社が行う役務の提供、
特定譲渡人が行う役務の提供、
原委託者が行う役務の提供

40

農林中央金庫法

農林中央金庫代理業者が行う商品の販売・役務の提供、
指定紛争解決機関が行う役務の提供

44

信託業法

信託会社が行う商品の販売・役務の提供、
外国信託会社が行う商品の販売・役務の提供、
信託契約代理店
が行う役務の提供、
指定紛争解決機関が行う役務の提供

46

7の2
8

Check

＆

Try
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株式会社商工組合中央金庫法

株式会社商工組合中央金庫が行う商品の販売・役務の提供

47

電子記録債権法

電子記録債権機関が行う役務の提供

48

資金決済に関する法律

前払式支払手段発行者が行う商品の販売・役務の提供、資金移動業者が行う商品の販売・役務の提供、
仮想通貨交換業者が行う商品の販売または役務の提供、
指定紛争解決機関が行う役務の提供

49

放送法

放送事業者が行う役務の提供

10

電気通信事業法

電気通信事業者が行う役務の提供

32

通 信・放 送 に 関 す る も の

運輸に関するもの
軌道法

軌道経営者が行う役務の提供

1

海上運送法

一般旅客定期航路事業者が行う役務の提供、
旅客不定期航路事業者が行う役務の提供

9

道路運送法

一般旅客自動車運送事業者が行う役務の提供

15

道路運送車両法

自動車分解整備事業者が行う自動車の点検又は整備

16

内航海運業法

内航海運業者が行う役務の提供

19

航空法

本邦航空運送事業者が行う役務の提供、外国人国際航空運送事業者が行う役務の提供、外国籍の航空機
による本邦内で発着する旅客等の運送の許可を受けた者が行う役務の提供

21

鉄道事業法

鉄道事業者が行う役務の提供、
索道事業者が行う役務の提供

33

貨物利用運送事業法

第1種貨物利用運送事業者が行う役務の提供、
第2種貨物利用運送事業者が行う役務の提供

34

貨物自動車運送事業法

一般貨物自動車運送事業者が行う役務の提供、
貨物軽自動車運送事業者が行う役務の提供

35

自動車運転代行業の業務の適正
化に関する法律

自動車運転代行業者が行う役務の提供

42

法 律 に 基 づく国 家 資 格 を 得 て 行う業 務 に 関 す る も の
公認会計士法

公認会計士が行う役務の提供、
外国公認会計士が行う役務の提供、
監査法人が行う役務の提供

司法書士法

司法書士が行う役務の提供、
司法書士法人が行う役務の提供

11

土地家屋調査士法

土地家屋調査士が行う役務の提供、
土地家屋調査士法人が行う役務の提供

12

行政書士法

行政書士が行う役務の提供、
行政書士法人が行う役務の提供

14

税理士法

税理士が行う役務の提供、
税理士法人が行う役務の提供

17

社会保険労務士法

社会保険労務士が行う役務の提供、
社会保険労務士法人が行う役務の提供

26

弁理士法

弁理士が行う役務の提供、
特許業務法人が行う役務の提供

41

倉庫業法

倉庫業者が行う役務の提供

23

国民年金法

国民年金基金が行う役務の提供

24

割賦販売法

包括信用購入あっせん業者が行う役務の提供、
個別信用購入あっせん業者が行う役務の提供

25

積立式宅地建物販売業法

積立式宅地建物販売業者が行う商品の販売・役務の提供

27

不動産特定共同事業法

不動産特定共同事業者が行う役務の提供、
小規模不動産特定共同事業者が行う役務の提供

38

裁判外紛争解決手続の利用の
促進に関する法律

認証紛争解決事業者が行う役務の提供

45

消費者の財産的被害の
集団的な回復のための
民事の裁判手続の特例に関
する法律

特定適格消費者団体が行う役務の提供

50

住宅宿泊事業法

住宅宿泊仲介業者が行う役務の提供

51

6

その他の類型

※商品の販売又は役務の提供の内容は、
政令別表第２各号に規定されています。
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特定商取引法による規制【一覧表】
適用対象

事業者に対する行政規制

第三者へ物品を引渡したときの通知
第 条の ・ の２
物品の引渡しの拒絶 条の

条の

条の

58

16

11
11

58
15

14

条の

条

3

返品ルール
条の3

制度適用なし

15

日間

40

40

条の

40

2

2

20
34

49

条の

条

2

48

条の

49

条

49

条

条の

8日間

書類の備付け等の
条
義務づけ

45

条

3

条

52

条

58

条の

日間

2

20

条の

条

58

概要書面
契約書面

58

条

3

40

過量販売を理由とする

条

25

契約の解除

条の

8日間

24

24

24

37

2

過量販売を理由とする
契約の解除 9条の2

条

9条の3

8日間

58

58

条

概要書面
契約書面

51

そ の 他 の ル ール

損 害 賠 償 等 の制限

中途解約

不 実 告 知 等 を理由と
す る 契 約 の 取消し

8日間
9条

ク ー リ ン グ ・オフ期間

再勧誘の禁止
条

44

条

54

33

条の

条の3・4

条

53

条の2

条の3・4

条

条

業務提供誘引
販売取引

54

条の６第１項
条の６第２項
条の６第３項

条

概要書面
契約書面

条

条

連鎖販売取引

ビジネスに不慣れな
個人を勧誘する

36

10

2

42

35

不招請勧誘の禁止
勧誘意思の確認
再勧誘の禁止

条

21

12

43

36

再勧誘の禁止
3条の2
17

条
条

12

主 な そ の 他 の規制

条の

58 58 58

10

条の5

条の3・4

12
11

条

特定継続的役務提供

長期・高額の
負担を伴う

事業者が提供又は紹介する
業務を行えば収入が得られると
勧誘し、その業務のために必要
な商品やサービスの契約をす
る取引
〔いわゆる内職・モニター商法〕
（51条）

58

1918

身体の美化、知識の向上等を
目的として継続的にサービスを
提供する取引形態（41条）
・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
商品代金や登録料等を払っ
て販売組織に参加し、その後新
た に 参 加 者 を 勧 誘し商 品 や
サービス等を販売すれば報奨
金を得られる取引
〔いわゆるマルチ商法〕
（33条）

5858

申込書面
契約書面

16

条

通信販売

事業者と対面
して商品や
販売条件を
確認できない

郵便、電話、インターネット等
の通信手段により申込みを受
けて行う取引（2条2項）

条

電話勧誘
販売

事業者から電話をかける等し
て勧誘し、申込みを受けて行う
取引（2条3項）

条の7
条の8

5

6条

58

営業所等以外で事業者が物
品の購入を行う取引（58条の
4）

申込書面
契約書面

条の

訪問購入

消費者が求めないのに
突然勧誘を受ける

アポイントメントセールス：販
売目的を隠して呼び出したり、
特別に有利な条件で契約でき
るなどと連絡して呼び出して契
約する。
（2条1項2号）

禁止行為

キャッチセールス：呼び止め
て契約をする。
（2条1項）

申込書面 4条
契約書面 5条

3条

訪問販 売

自宅へ突然訪問してきて、契
約する。
営業所等以外で申込みを受け
て行う取引（2条1項1号）

書面交付義務

氏名等の明示

未承諾ファクシミリの禁止

未承諾メールの禁止

誇 大 広 告 等の禁止

表 示 の 義 務づけ

取 引 形 態 の特徴

取 引 類型

ト ラ ブ ル の原因

広告規制

民事ルール

55
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29

と思ったら、
クーリング・オフ！
〜クーリング・オフとは違約金を払わずに無条件で
契約解除できる消費者保護制度です〜

クーリング・オフとは
訪問販売、
訪問購入、
電話勧誘販売などのように不意打ち性の高い販売方法、
マルチ商法や内職商法のように特殊な販売方法では、
消費者は冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。そのため、特定商取引法では、下記のように契約後も一定期
間、
消費者に頭を冷やして考え直せる機会
（クーリング・オフ期間）
を与えています。
その期間内に書面で事業者に申し出れば、
一方的に
契約を解除することができます。
（事業者は、
消費者に損害賠償、
違約金の請求はできません。
）

クーリング・オフできる期間（特定商取引法の場合）
ＳＦ商法）
訪問販売（自宅又は職場への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、

訪問購入（貴金属等の訪問買取）

８日間

電話勧誘販売
特定継続的役務提供（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）
連鎖販売取引（マルチ商法）

２０日間

業務提供誘引販売取引（内職・モニター商法）
〈留意事項〉

◆クーリング・オフ期間は契約書面を受領した日を含めて起算します。
◆事業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合には、その妨害が事業者からの書面と
説明により解消されるまで、いつでもクーリング・オフできます。
◆商品を使用したり、
工事が終わっていても、
期間内であればクーリング・オフできます。
◆次の場合はクーリング・オフできません。
路上勧誘を契機として行われる飲食店、
マッサージ、
カラオケボックス、
海上タクシーに関する役務の提供
（契約の締結後、直ちに役務の全部又は消費者の申し出により一部のみが履行された場合）
● 化粧品や健康食品など指定消耗品を使用、
消費してしまった場合
（未使用分は可能）
● 現金取引で総額３，
０００円未満の場合
● 自動車及び自動車リースの場合
● 都市ガス
（規制料金メニューの場合。
自由料金メニューの場合は可能）
、熱の供給、
葬儀に関する役務の提供
●

クーリング・オフ期間が過ぎていても、
あきらめずに相談しましょう。

イ

ヤ

ヤ

身近な相談窓口

消費者ホットライン 局番なし ☎188 につながります

クーリング・オフの効力
効力はクーリング・オフの書面を発信した時点で発生します。
（期限内に相手へ到達していなくても構いません。
）
契約は初めからなかったことになり、
未払代金の支払義務はなくなり、
既支払金は返還を請求できます。
● 商品を既に受け取っている場合には、
返還する義務が生じます。
（返還費用は事業者負担）
●
●
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神奈川県 ひと目でわかる特定商取引法

検索

○○県○○市○○町
○丁目○番○号

30

殿

神奈川県

代表者

● クーリング・オフは必ず書面で通知しましょう。
● 必ず両面ともコピーを取っておきましょう。
● 簡易書留等で出しましょう。
● 契約した業者の代表者あてに出しましょう。
● 支払いがクレジットの場合には信販会社に通知するとともに
事業者にも通知しましょう。
（⇒Ｑ21の１参照）

○○株式会社

クーリング・オフ書面の書き方

（ハガキの場合）

申込
︵契約︶
日
○○年○○月○○日
商品︵物品︶
名
○○○
契約金額
○○○○円
販売︵購入︶
会社名 ○○○○○
担当者名
○○ ○○
右記日付の申込みを撤回︵または
契約を解除︶
します︒
○○年○○月○○日
神奈川県○○市○○町○丁目○番○号
神奈川 太郎

郵 便 は が き

