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中央区消費生活相談の概要

商品 。役務 (サービス)局」相談件数

0          50         100         150

(平成 21年 度 )

【総淑1,650件】
200        250

運輸 通信サービス

金融・保険サービス

レンタル  リース・賞借

教養娯楽品

保健 福祉サービス

叡養 唄楽サービス

内職 副業 ,相場

保健衛生品

被服品

土地・建物・設備

住居品

食料品

他のサービス

他の商品

他の相談

契約当事者の年齢別割合

20才 未局 (131年 )

▼Ψ       2B房
代9481年)

12%

(十年)

2.500

2,Ct10

1,5Ctl

l,OOO

500

0

卵ω賜　　軸ｍ暢

30歳代 (342件 )

20%

軸卵幌

400代 (329+年 )

20%

消費生活に関するご相誰け
3543-0084ヘ

(平日 午前9時～年後4時 )

ソヽコン関連

外食・修理

・インターネ ッ ト

ンショユ

取得教材・

リーニング

学召教材・

テ 。医療

―・婦人服

99   工

・先物取31

・美容器具

アクセサ 1

分譲マンション

サイドビツ
‐

年度別相談件数の推移

―
相談件数

―
契約に関する件数
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は に

インターネ ッ トや携帯電話の急速な普及に見 られる

ように、高度情報イヒ社会の進展により、消費者は豊か

で便利な暮 らしができるようになりま した。

その反面、わた したちの生活を取 り巻 く環境は、ま

すます複雑化 。多様イヒしています。悪質商法は、詐欺・

編 し 。脅 しを柱に、つい取 り込まれて しまうような手

法で、私たろの気持ちをうまく捉え、心理的に追いつ

めてきます。さらに、法律の穴をうまくくぐり抜ける

方法を常に者えています。

私たち消費者が トラブルにあわないためには、積極

的に商品や契約などの正 しい知識を身につけ、勧誘を

受けても豚要ないときははつきりと断るなど、き然 と

した態度をとることが大切です。

「おか しいな」「 困つた祗」 と感 じたときには、消

費生渚センターにお電話ください。専門の相談員が間

題解決や被害防止のお手伝いを しています。

この小冊子は、実際に中央区の消費生活相談に寄せ

られた中か ら、代表的な事 lD」 をまとめたものです。悪

質商法の手 □や、契約 トラブルの様々な事例を矢□るこ

とにより「か しこい消費者・自立 した消費者」となり、

被害の未然防止の参考に していただければ幸いです。

平成 22年 10月
中央区消費生沼センター
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消費者関連法令の一部改正

取引法と割賦販
――――一

′
騒

「悪質商法」対策の充実を目的として、平成 20年 6月 に特定商

取引法及び割賦販売法の改正が行われ、平成 21年 12月 1日施行

されま した。

これは、高齢者や断るのが苦子の消費者を狙 って、高額なリフォ
ームエ事、次寂販売など、悪質訪間販売業者とこれを助長するクレ

ジットが社会問題化 したことで大幅改正されたものです。

主な改正内

定商取弓|)

◆原則すべての商品・サービスが法律規制の対象に

訪間販売・通信販売・電話勧誘販売の取SI形態の場合です。た

だ し、法律で購入者の利益を保護することが認められている商

品・サービスは適用除外です。(金融取弓|、 通信・放送、運輸、法

律に基づく国家奎格を得て行う業務など)

なお、指定権利 (保養・スポーツ施設利用、映画などの鑑賞観

覧、語学の教授)は従前どおりです。

◆訪間販売を断つた人への再勧誘は禁止

訪間販売事業者は、顧客に対 し、

勧誘を受ける意間を確認することに

努める町要があります。

また、一度その商品の販売を断

られたら、再度の勧誘はできません。

売法

ι lι〕書せん ′



◆過量販売の場合、契約後 1年間の解除権

訪間販売で通常財要とされる分量を著 しく超える (取引の異常

性)契約をした場合、契約後 1年間は契約を解除できます。

<参考> 日本訪問販売協会 「通常過量にな らない分量の 目安」

・健康食品   1人 、一年間に 10ヶ 月分

・補正下着   1人 、一年間に 2セ ッ ト (4種類程度の組合せ )

・着物     1人 、 1セ ッ ト (着物・帯 日羽織・襦袢など)

・アクセサ リー  1人 、 1個

・寝具     1人 、 1組 (敷布団・掛布団 H毛布 E枕など)

J浄水器    1世 帯、 ¬台

・健康機器   ¬世帯、 1台
B化粧品    1人 、 1年間に 10個 (1個 3ヶ 月程度で消費す

る商品を 3～ 4種類 )

日学習教材   ¬人、 1年間に 1学年分

・住宅リフォーム   築 10年以上の住宅に 1工事

*1契約の購入量でなく過去 1年間の目安。1年 より前の購入量も考慮

◆迷惑広告メールの送信禁止

事前に同意を得た顧客以外に、広告メールの送信をすることは

オプ トイン規制の導入で禁止されました。

◆通信販売における解約返品制度の導入

通信販売の広告に、返品できない旨の記載がないときは、商品

が届いた日から8日 以内であれば返品できる制度が導入されま

した。返品送判は購入者負担となり、広告に返品についての定め

があればその内容が優先 します。

(ク ーリング 。オフ制度とは違うので注意が閉要です )

◆消費者団体訴訟制度の適用拡大

特定商取引法 (罰則対象行為、クーリング・オフ違反規定、虚

偽誇大表示等)に加え、景品表示法 (優良誤認・有利誤認など不

当な表示)にも拡大されました。



◆割賦要件と指定商品制 。指定役務制の院止

*用語が変更されました。

個品害」賦購入あつせん→  個別クレジット

総合割賦購入あつせん→  包括クレジット

*リ ボルビング、ボーナスー括払いなど「 2ヶ月」を超える支払

も適用されます。ただ し、翌月 1回払い (マ ンスリークリアー)

には適用されません。

*指定商品・サービス制は特定商取引法に準 して廃止されました。

◆書面交付義務 → 訪間販売等の 5類型

①訪間販売 ②電話勧誘販売 ③連鎖販売取ヨl ④特定継続的

役務提供 ⑤業務提供誘引販売取引 (通信販売は除く)の場合、

クレジット会社は、個別クレジットの申込を受けた時は「申込書

面」を、契約を した時は「契約書面」の交付義務があります。

◆クーリング・オフ制度の導入

クーリング・オフ期間は、契約書面の受領日 (その前に申込善

面を受領したときは申込書面の受領日)か ら「 8日 間」であり、

その期間であれば解約理由の町要がなく、無条件で契約の解除が

できます。

クレジット会社

財す、販売業                  (P45参 照 )

(割 賦販売法では、クレジット会社のみに送付 した場合でも、販売契

約に解除の効力が及ぶ)

販売業者



◆クレジット契約の取消と既払い金返還

「 うそ」の説明 (不実の告知または不告知により誤認 しての契

約)をされたことでクレジット契約をさせられた場合、販売契約

と共にクレジット契約も取り消すことができます。

取り消された場合、既払い金は全額返金されます。

◆過量販売解除権 →特定商取引法と同 じ (P2参 照)

◆適正与信義務と過剰与信の禁止

個別クレジット会社に、年収、預貯金、クレジットや消費者金

融などからの借入金返済状況など支払可能見込額の調査義務があ

ります。

◆加盟店調査義務

訪間販売等で個別クレジットの契約をするとき、クレジット会

社に加盟店の勧誘行為の調査確認義務があります。

① 加盟店契約時

② クレジット申込時

③ 消費者から苦情受付時

◆適合性の原貝」

クレジット会社は、購入者の知識 。経験・財産の状況及び契約

目的に照らし合わせてクレジット契約を検討 しなければなりません。

◆指定信用情報機関の情報の活用と支払可能見込額の調査義務

加盟店に関 して苦情調査を行つた場合、その情報をクレジット

会社間で共有 し、情報交換 しなければならない義務があります。

◆個別クレジッ ト業者の登録制

すべてのクレジット会社は関係行政機関への登録が閉要です。



全法がスター ト !

消費者庁の発足とともに、消費者安全法が2009(平 成 2¬ )

年 9月 にスター トしました。

この法律は、給湯器の一酸化炭素中毒死亡事故等をきつかけに、

消費者の消費生活における被害を防止 し、その安全を確保するため

に制定されました。内閣総理大臣による基本方針の策定、都道府県

や市町村で消費生活相談等を行うこと及び消費生活センターの設置、

消費者事故等に関する情報の集約等、消費者被害の発生又は拡大を

防止するためにさまざま賜要な措置を請することを目的にしていま

す。

≪主な内容≫

基本方針

内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する基本方針を策

定する。

地方公共団体の行うべきことと消費生活センターの設置等

ア.地方
/Ak共

団体は、消費生活相談、苦情処理のあつせん

等を行う。

イ.消費生活センターを設置する。

消費者事故等に関する情報の集約等

ア.行政機関、地方公共団体、国民生活センターは、被害

の拡大のおそれのある消費者事故等に関する情報を

消費者庁に通知する。

イ.消費者庁は、消費者事故等に関する情報等を集約 。分

析 し、その結果を/Ak表
する。



<消費者庁への情報の流れ >

消費者被害の防止のための措置

ア.)肖費者の注意喚起のための情報を
/Ak表

イ.被害の防止を図るために実施 し得る他の法律の規定

に基づく措置がある場合

→法律に基づく措置を実施するよう関係各大臣に要求

ウ.被害の防止を図るために実施 し得る他の法律の規定

に基づく措置がない場合 (いわゆる「すき間事案」の

場合)で、かつ生命 。身体に関する重大事故等の場合

① 事業者に対 し、町要な措置をとるように勧告

② 事業者が正当な理由なく従わない場合は、当該措置

をとることを命令

③ 急迫 した危険がある場合は、防要な限度において商

品の譲渡等を禁止・制限

④ 禁止・制限措置に違反 した時は、商品の回収等を命

令

消費生活センター

消賃生活用製品の重大事故情報の報告等

(消 費者庁HPよ り)



約 100年ぶりに商法が大改正され
保険法が制定されました !

これまで日本には「保険法」という名称の法律はありませんでし

た。「商法」の中に保険契約に関する規定が置かれていただけでした。
1899(明 治32)年 の制定以来、 1911(明 治44)年 に一

音Iの規定が改正されただけで、すっとそのままでした。

しかし、この間、社会経済情勢は大きく変貌を遂げ、規定の内容

を時代に適合したものにするため、約 100年ぶりの大改正となり

ました。

◆回の改正では、保険契約者等の保護のために規定を整備し、商

法から独立した「保険法」という単独の法律として、国民に理解し

やすい平仮名で国語体の表記に改められました。

≪保険法の改正イメージ≫

これまで

〈商法〉

第 2編第 10章
「保険」の規定など

2010年 4月～

「保険法」では、これまで商法では規定のなかった、人の疾病や

傷害に際 して給付を行う保険を「傷害疾病定額保険」として規定を

新設 しました。これにより、保険法での保険類型は、損害保険契約、

生命保険契約、傷害疾病定額保険契約の 3類型となりま した。

尋睡卜 医国



<保険法の主なポイント>
1.告知義務

申告義務から質問応答義務になつた。契約者・被保険

者が保険会社による危険選択に隊要な質問事項に応えて

告知すればよい。

2.告矢□妨害規定

媒介する保険募集人が、契約者・被保険者が正しい告

知をすることを妨げた場合、保険会社は契約解除できな

い 。

3.保険証券等の交付義務

保険会社は保険契約締結後、遅滞なく、保険契約者に

対 して契約締結書面を交付する義務がある。

4.通知義務

危険増加に関する事実の告知が契約時の告知事項にな

つている場合、その内容に変更が生 した時に、契約者・

被保険者は保険会社に遅滞なく通矢□しなければならない。

5.保険給付の履行期

保険金の支払時期については、調査のために明要で合

理的な期間を経過する時が支払うべき期限となる。その

期間を超えた場合は遅延損害金を支払う。

6.超過保険

保険契約者、被保険者が、契約締結時に超過保険 (保    f
険金額が保険価額を超過 している保険)になつているこ

とを重過失なく知らなかつた場合は、保険契約者は超過

部分について、契約を取り消すことができる。取消権を

行使すれば、超過部分については締結時に遡つて取消を

できる。

7.保険給付請求権の消刷時効は 3年とする。



家を買う前に知つておきたい

住宅の欠陥に備える法律

購入 した住宅にI眼庇 (欠陥や不具合)があった場合の救済には、

「住宅の品質確保等に関する法律」(品確法)と「住宅瑕疵担保履

行法」が定められています。

《住宅の品質確保等に関する法律》―-2000年 4月施行―――

売主や請負人に対 して、新築住宅のうち特に重要な部分 (※

について 10年間のI隈疵担保責任 (※ 2)を義務付けていま

《住宅瑕疵担保履行法》――――――-2009年 10月施行――

構造計算書偽装問題を契機に、売主等が暇庇担保責任を果た

し、住宅購入者の利益の保護を図るため住宅暇疵担保履行法が

制定されました。新築住宅の売主や請負人に対 して、ヨ|き渡す

際に「保証金の供託」(※ 3)または「保険への加入」(※ 4)が
義務付けられています。

0対象となるのは?。 ・ 。

新築住宅  工事の完了から 1年以内で人が住んだことのな

い戸建住宅・分譲マンション・賃貸住宅

(対象外 :事務所・倉庫・物置・車庫等 )

新築住宅の引渡 しから10年間

修補 。損害賠償・解除 (売買契約でかつ重大な

I眼庇 )

０
す
。

期間

請求内容



●特に重要な音[分 とは?・ ・ 。(※ 1)

構造耐力上主要な部分   (柱 や基礎など)

雨水の浸入を防止する部分  (屋根や外壁など)

【木遺(在栞樋組工法)の戸建住宅の例】    〔節 コンクリート適l― )の納 拗 例〕

出展 :□ 土交通省HP

●瑕庇担保責任とは?・ ・ 。(※ 2)
I限庇とは、本来持つているべき性能を持つていないこと。

担保とは、瑕疵を補修 したり、損害を賠償 したりすること。

<注意 ! 特に重要な部分以外は次の法律が適用されます。>
①民法上は「売買」の場合、暇疵を知つてから 1年間は損害賠

償や契約解除ができる。注文住宅のような「請負」の場合、

解除はできず損害賠償や修理請求ができる。

②宅地建物取引業法では、売主が不動産業者の場合、建物の引

渡 しから 2年以内を上限とした特約が可能

●欠 I侶 が見つかつたら?。 ・・

「供託」 売主等が補修に隊要な費用の支払いができるよう法

(※ 3)務 局などに事業規模に応 じた保証金を預ける制度

倒産の場合、購入者が還付請求できる。

「保険」 売主等が保険会社に加入 し、欠陥があれば保険金が

(※ 4)売 主等に支払われ、欠陥を直す。倒産の場合、購入者

が保険金を受け取れる。

2階亀ての塩合の骨週(長、床増)等の幅咸
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食品表示に関する
あ・れ 。こ・れ

食品表示は生産者や流通業者と消費者をつなざ、品質や安全性を

確認する大切な情報です。

食品表示制度には複数の法律があり、目的に応 じて表示基準を定

めています。表示事項には義務表示と任意表示があり、法律以外に

も消費者にわかりやすい情報を伝えるため「
/Ak正

競多規約」や「ガ

イドライン」があります。

栄養成分 (1食分 100s当 たり)

エネツレギー   460kcal
たんばく質  8g
脂質     12g
炭水化物   80g
ナトリウム  800mg
力)レシウム  80mg

食品衛生法

」AS法
計量法

景表法

健康増進法

薬事法

」AS,去
原材料

(独立行政法人)農林水産消費安全技術センター「JAS法の食品表示について」より

衛生上の危害発生防止 (容詳包装食品等)

農林物資の品質に関する適正な表示

内容量等の適切な表示

虚偽 。誇大な表示等の禁止

栄養の適正表示 (任意だが 5項目記載)

医薬品と誤認される効能効果表示の禁止



食品表示の具体例

全ての生鮮食品には篭称と原産地 (原産国)が表示されています。

バラ売りは、立て札やプライスカー ドで店頭に表示 します。パック

詰めされているものは、プライスラベル等に期限表示や販売業者の

名称・住所と一緒に記勃されています。
メロン

(茨城産)消
費期限

10531

株式会社○○ス トアー 青果部
東京都○○区○○町O―O―O

「有機」「 オーガニック」と表示

できるのは、有機」AS規格に基づき

生産 。製造され、登録機関から認定

を受けたものだけです。「有機」や

「オーガニ ック」と表示 した農産物・農産物加工食品は有機 JAS
マークを付けることを義務づけています。(マ ークのないものは「有

機」表示はできません)

加工倉品 (店 内加工の対面販売は除く)

―括表示の例

名称 チョコレート菓子

原材料名

砂糖、小麦粉、食用油脂、全粉乳、
卵白、ココアバター、カカオマス、
脱脂粉乳、牛乳、バターオイル、
発酵バター、食塩、洋酒、膨張剤、
乳化剤 (大豆を含む)、 ソルビット、
香料

内容量 10枚

賞味期限 上部側面に記載

保存方法
直射日光及び高温多湿を避けて保管
ください。

製造者
又は
販売者

株式会社○○食品
○○県○○市○○町○―○―○
電話 ○○○○―OO― OOO

は名称 。原材料筈・内容

量・賞味期限・保存方

法・製造者等が一括表示

されています。

ア レルギー表示につ

いて 7品 目 (小 麦 。牛

乳・卵・えび・かに・蕎

麦・落花生)は特定原材

料として財す表示義務

があります。
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資金業法の改正一上限金利が下がる !

2010年 6月 18日から完全施行

国をあげて多重債務問題の解決に取組んでいます。その柱である

賞金業法が2006年 12月に改正され、 2010年 6月 18日か

らの完全施行により、以下のようになりました。

司 上限金利の引き下げ  (29。 2%から次のようになります)

元本 100万 円以上       15%
100万 円未満～ 10万円  18%
10万円未満        20%

金利体系の遭正1ヒ

O今までの出資法の上限金利(29.2%)を 引き下げ、利息制限法の水準(借入金観
に応じて15%～20%Jt上限金利とする。

2 年収の 3のの 1を超す融資の禁止 (総量規制)

①個人が貸金業者やクレジット会社から借入れる場合に適用

銀行のカードローンやクレジットカー ドの商品購入は対象

外。住宅□―ンや自動車□―ンは除外

上限金利の引下げ

(改正前 )

29.2%  出資法上限金利

刑
事
罰
対
象

▲
日
Ｉ
Ｊ

グレープーン金利

(任意性・書面性を満たす場合に有効)

刑
事
罰
対
象

観
遇
分
は
無
対

↑

　
↑

13



②新規借り入れのみ適用

複数の貸金業者からは合計が 3分の 1を超えたら融資の禁止

③専業主婦 (夫)は配偶者の同意や配偶者の年収の証明が閉要

配偶者の借入金額と合計 して年収の 3分の 1を超えたら禁止

貸金業者から50万円を超えて借りる場合や他の貸金業者の分

も含めて 100万 円を超える場合 は、年収を証明する書類

(源泉徴収票・給与明細・確定申告書など)を提出する。

3 賞金業者に対する規制強イヒ

純資産 5千万円以上、貸金業務取扱主任者を懸ず置く。

夜間に加えて日中の執拗な取り立てを規制

4 ヤミ金融に対する罰則強化 (懲役 5年→ 10年 )

ヤミ金撲滅に向けて取締まりの強イヒ

(無登録業者は警察へ、登録業者は登録先へ通報 )

5 多重債務者発生ラ防のための金融叡育の強化

義務教育の中で具体的事例を扱い、金利・返済額・上限金利

制度や救済策の知識を得る。高校家庭科で多重債務問題を取

扱う。

6 顔の見えるセーフティネット (賞付制度)の整備

返済能力が見込まれ、問題解決に資する場合の貸付け

地頭の非営利機関や既存のセーフティネ ットの充実

東京都生活再生相談窓□ (一般社団法人生活サポー ト基金内)

連絡先 03-5565-1¬ 95
中央区社会福祉協議会「生活福祉資金貸付」「緊急小□資金」等

連絡先 03-3206-0506
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倍金問題 4つの解決方法と

その後の課題

借金問題は明す解決 します !

インターネ ットや電車 D雑誌に広告を出している相談機関が閉す

しも信頼できるものではありません。相談する時は、弁護土会や司

法書士会等の多重債務相談窓□ (巻末に記載)に相談 しま しょう。

また、消費生活センターに相談すると、それぞれの債務の状況に合

った解決機関を紹介 し、ラ約を取ります。

多重債務に陥った方から借金を頼まれても、本人に代わつて返済

するようなことは絶対にしないでください。本人が自分で解決をし

なければ、多重債務は繰り返されます。本人は借金で悩んでいても

なかなか動きません。放置 しておくとヤミ金融に手を出すことにな

ります。身内の方からの相談も受けていますので気軽にご連絡下さ

い。

任意整理 債権者との話 し合いにより債務を整理する方法

毎月の収入の範囲で返済するよう支払額を減額

特定調停 簡易裁判所での調停で債務を整理する方法

(自分でできる)

毎月の収入の範囲で返済するよう支払額を減額

個人再生 地方裁判所で再生計画の許可を受け行う整理の7j法

元本カットも可能。住宅を維持できる可能性がある。

自己破産

(※ )

地方裁判所で破産・免責の決定を受けて整理する方

法

免責により全ての債務を免れる。
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借金問題が解決したら、その後が大切 !

借金問題解決の道筋ができたら、同じ過ちを繰り返さないよう次

のステップに進みましょう。家計簿や小遣帳を付けてお金に振り回

されない生活基盤をつくります。ひとりではつらい道のりでも、家

計診断のア ドバイスをしてもらいながら、悩みを聞いてもらえる場

所や人に出会えると、新しいスタートが切れます。

ギャンブルや浪費癖は、,bの病気のケースであることも多く見受

けられます。せつかく人生をやり直すチャンスを得たのです。専門

機関できちんとカウンセリングを受けて、病気と向き合いましょう。

これからがあなた自身の本当の人生の始まりです !

生活再建支援の相談窓□ (助言や家計診断・カウンセリングなど)

東京都生活再生相談窓□ 03-5565-1195
貸金業相談・紛争解決センター 03-5739-3861
全国クレサラ被害者連絡協議会 03-5207-5507

心の病気や悩みの相談窓□

都立精神保健福祉センター   OS-3842-0946
中央区保健所 (連絡先巻末に記勃 )

こころといのちのホットライン  0570-087478
いのちの電話 (24時間)   03-3264-4343

※ 自己破産の疑間と不安 ?
住民票や戸籍には記載されない。(選挙権・被選挙権関係な し)

家族に影響は及ばない。

破産宣告日から約 7年間は信用情報機関に登録される。

資格のある職業の一部制限 (弁護土・公認会計上・宅建業者・

豊備員・生命保険募集人・後見人などにはなれない)がある。

免責決定がでるまで裁判所の許可なく居住地を離れられない。
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5万円借りたはずが振り込まれたのは
3万 8千円?! これつてヤミ金 ?

消費者金融 3社からの借金を返済できず、困っていた。

「無担保、低金利で貸 します !」 と書いてあるDM葉書を

見て、090で 始まる携帯番号に不審を感 じたが電話をし

た。最初なのでとりあえず 5万円を貸すと説明され、審査のため名

前と住所と本籍地、家族や勤務先を間かれた。申込書と銀行日座や

免許証のコピーを FA× したら、審査に通つた。銀行に行つたとこ

ろ、3万 8千円しかはいっていない。1週間後に利息 ¬万 2千円振

り込むよう電話があつた。話が違うと言つたら、子どもの小学校の

話をする。子どもに十Uかするという脅迫だろうか。(50代男性)

これはヤミ金です。関わらないことが重要です。電話に

は出ないようにし、脅迫や嫌がらせを受けたら、すぐに整

察に相談に行きましょう。また、弁護土の介入で督促が止

まりますから、言われるままにお金を支払ってはいけません。

◆回の件は、他の借金の解決と合わせて弁護士会を紹介 しました。

受任した弁護土がその日のうちにヤミ金業者に電話をいれてくれ、

督促は止みました。その後、「借金は弁護士による任意整理によって

解決することになつた」と相談者から報告がありました。
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いろいろなヤミ金

ヤミ金は犯罪です。ヤミ金に手を出 してはいけません !ヤ ミ金に

手を出す前にセーフティネット(貸付制度)を利用 しま しょう。(P
14参照)困 つた時は、すぐに相談 してください。

椰 イチ金 融

東京都知事の登録を受けて合法的な貸

金業者を装う。都ωで始まる番号が多

い。東京を拠点にして、DMや電話で

全国各地の多重債務者を勧硯 もちろ

ル実態は出資法連反の高金利

電躇 と掘 込 の無 量無 ヤ ミ金

登録は取らず、他人名義の携帯電話、

他人名義の預金日座で身元を隠す。名

簿屋から名律を買い、DMや電話で全

国各地の多重債務者を勧勝。もちろん

実態は出資法連反の商金利

ンステム金融

電話やFAXで 事業者を軸榜し、手

形・小切手を「局留め」で送らせ、身

元を隠したまま、不波り例産のプレッ

シャーをかけて高金利を取り立てる。

グループで組織的に活動している。

地元 の登録 ヤ ミ金

合法的な貸在業者を装い、持参払いが

可能な地理的籠囲で集客する。実態は

出資法連反の高金利なのだが、出費法

の範囲内で貸しているように契約書類

を偽装するなどしている。

090金 融

携帯電話の「090」 の貼り紙を電柱

に貼つて集客する。店舗は特たず、貸

付けも取立ても対面して手渡愧 書類

は作らない。偽名を使うので身元は分

からない。無登録業者

車金融

自動車を担保にとる。リースなど貸金

以外の取引形態を仮装して、出資法造

反での構発を逃れようとする。商金利

を払わせるだけでなく、最後は自動車

の構亮によつても暴利を得る。

(こ) 登録があつてもヤミ金なのですか?i

費と業の登録を受けていても、出資法導反の高金利で貸付けをしていれば、ヤミ金です。

登録を受けたからといつて、出資法道反の高金利で貸付けをすることが許されるわけでは

ありません。逆に、資金業者が出資法連反をしていれ,工 登録取消の理由になります。

「ヤミ金撲滅マニュアル」全国ヤミ金融対策会議発行より
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弟が「死にたい。・・」と漏らす
原因は借金のようだ

「迷惑ばかりかけて申し訳ない。死にたい・ 。」と突然

弟から電話があり、あわててマンションに行つてみた。弟

は10年以上前に離婚して、現在は一人暮らしをしている。

部屋は汚く散らかっていた。げっそりやつれ、夜も眠れないらしい。

うつ病を疑い保健所に連絡をしたところ、保健師がゆっくり弟の

話を聴いてくれ、弟は借金があることを打ちあけた。そのため、ま

す消費生活センターに連絡するよう言われた。  (50代 女性)

一般的にうつ病は様寂な要因が関係 し、はっきりとした

原因を特定するのは困難です。ただ、原因の一つに借金間

題を抱えている場合は、ますその問題を解決することが精

神的な負担を軽くすることにつながります。

借金問題は財す解決できることを姉に説明 し、本人と一緒に来て

もらいました。「借りては返 しているうちに、7社で400万 円の借

金になった。返 しても返 しても、元金は減らない。返済日が頭から

離れず、つらい」と語つてくれました。解決方法を説明 し、弁護士

会を紹介。その後「 10年以上前からの借金なので、精査 したら元

金は払い終わつてしヽた。過払金の返還訴訟をする」と報告がありま

した。
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警察から電話が・・・

これつて許欺 ?

「こちらは○○豊察署の△△です」という電話があつた。

「捕まつた詐欺グループが、残高 2,OOO万 円のあなた

篭義の○○銀行の通帳を持つていたので、捜査に協力して

ほしい」と言われた。びつくりして、篭前と住所を笞えてしまった。

妻が「おかしい !」 といつて電話を切つた後で、OO銀行の通帳を

探したところ通帳は手元にあった。臨されたようだがどうしたらよ

い か 。 (70代男性)

公共機関を装い様寂な手□での振り込め詐欺が相変わ

らす多発しています。不審な電話があつたらすぐにlH
O番に連絡しましょう。

住所を笞えてしまったので、◆度は銀行員を装つた人物が通帳を

預かるなどと訪ねてくるかもしれません。銀行にきちんと確認し、

決して通帳やカー ドを渡したりしてはいけません。

臨しのパターンは次友と変わつていきます。ラ沢」しないことに巻

き込まれると誰でも冷静さを失うものです。電話の近くに「踊され

ていないか !」「あわてない !」 などのメモを貼つておくのもよい

でしょう。自己防衛をすることが大切です。

にせ者に

注意
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ワンクリックしただけなのに
延滞金が付くなんて・・・

携帯電話で無料サイ トにアクセスし、誤つてクリックし

たらアダル トサイ トにつながり、途端に「登録ありがとう

ございます」と表示された。規約には「4日 以内に 1万 5
千円を支払わなければ3万円になる。 司日干円の延滞金がつく。確

認の電話はこちら・・・」と書かれていた。固体識別番号も表示さ

れており、個人情報を知られてしまつたようだ。登録するつもりは

ないので退会したいが、電話をかけるのは怖い。  (30代 女性)

登録するつもりがなかったのに、間違ってクリックした

ために契約 したことになつた場合は、契約は無効になりま

す。請求があっても料金を支払う財要はありません。また、

固体識別番号とは、携帯電話機の製品番号や製造番号のことで、住

所 。氏名等の個人情報は含まれていませんので、不当請求業者に個

人情報を矢□られた訳ではありません。あわてて相手方に電話やメー

ルをしたり、代金を振り込んだりせずに冷静に対応することが閉要

です。

、 ‐
、,_■ 今

1_
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断るために出向いたが・・・

投資用マンションの電話勧誘

「家賃収入で□―ンが支払える」「損をすることはない」

と職場に何度も投資用マンション販売の勧誘電話があつた。

そのたびに断つたが、会う約束をするまで電話を切つても

らえないので、断るつもりで 3日 前、会社近くの喫茶店で事業者に

会った。長時間説明を間かされ、中断すると「まだ話が終わつてい

ない」とすごまれた。夜も遅くなり疲労と総怖でついに断りされす

にマンションの購入申込書にサインをして しまつた。解約 したいが

可能だろうか。 (30代男性 )

事業者自らが売主となり、事務所等以外の場所での契約

は、宅地建物取31業法にクーリング・オフの規定がありま

す。契約書が渡されてから8日 以内であれば契約を解除で

きます。(宅地建物取31業法第37条の2)

また、強BIな 勧誘や虚偽の説明は、宅地建物取弓1業法や東京都消

費生活条例の禁止行為にあたります。財要なければ毅然と「契約し

ません」と言つて、すぐに電話を切りましょう。断るために会う約

束をするのは絶対にやめましょう。そのほか、自宅にかかる事業者

軽を告げない勧誘電話には、電話サービス (者信拒否・非通矢□の場

合には繋がらない等)を利用するなどの対策をとりましょう。

●



闇を知らない子どもたち (ケータイ・パソコン)

インターネットの落とし穴

21世紀の文明の利器のパソコン、携帯電話、さらにスマー トフ

ォンなどは現在の日常生活、勉強、仕事に役立つ、なくてはならな

しヽ便利で楽 しく面白い道具です。

しか し、使い方を間違えると危険な道具へと変身 します。特に判

断能力が育っておらず、危険への警戒,いの無い子どもを取り巻くイ

ンターネットの世界は危険そのものの間の社会とも言えます。

どんなことが起きているの?
援交 (売春 )、 詐欺、�喝、暴行、窃盗、殺人、

違法 ドラッグやサプリメン ト購入など

違法有害サイ ト、迷惑メール、カメラケータイ

のデジタル万引き、違法品購入、詐欺など

掲示板などでのいじめ、チェーンメール、非行、

カメラケータイで盗撮・授業妨害など

家   庭 → 浪費、生活の舌しれ、プチ家出、ゲーム依存など

子どもを取り巻く
危険な港とし穴

親の知 らないうち

に、知 らない人 と

悪い仲間になる

お金や盗み 目的

達 をつ くる

文字 日映像で人をキ

ズつけたり不幸にし

てしまう

掲示板に悪日、個人情報

を書く、メールでケンカ

人を巧みにだます

道具になる

匿名性、な りすまし、

個人情報集め、ウッ・

デマをばらまく
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保護者の方へのメッセージ

インターネ ッ ト社会の 7つの常識

① インターネットは自己責任の世界です。

② すべての情報発信は謙虚な姿勢で

③ むやみに個人情報を/Ak開 しない。

④ 危険なサイトに近づかない、利用しない。

⑤ 著作権・肖像権など侵害しない。

⑥ コンピュータウイルスヘの対策をする。

⑦  lD、 パスワードはしつかり管理する。

子どもをインターネ ッ トの F‐dか ら守るための 3つのポイン ト

1.自分の身は自分で守れること。
→ 判断、自制、勇気ある退去

2.他人に迷惑や危害を加えないこと。
→ 思いやり、常識ある行動

3.ネ ット依存症にならないこと。
→ 特にケータイは自制、親の見守り

★ 閲覧制限機能 (フ ィルタリング)は最低限の子どもを守る手段

ケータイ・ネ ッ ト利用の家庭の「ルール」を決めま しょう !

子どもと話し合って決めましょう 1(主な内容)

*「みんな持つてる症候群」「 Bき と場所のオンチ」「ケータイ中毒」

にならない。(メ ール、ゲーム、マンガ等のとりこにならない)

*携帯電話の貸し借りは反達でもやらない。

*迷惑メール、チェーンメールは削除する。

*人をキズつけるメールや書き込みはしない。

*自分の個人情報のほか、家族、反人の個人情報も書き込まない。

*カメラ付きケータイで、安易に無断で写真は撮らない。

*授業中、電車やバスの中では使わないなどマナーを守る。
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る。

えつ !無料じゃなかつたの ?
ゲームサイト高額利用料

子どもが、反達から、無料で面白いよと教えてもらった

ゲームサイ トに自分の携帯電話からアクセスした。最初は

「無料」とあったので安心 してゲームを楽 しんでいたが、

ゲーム途中でいろいろな道具がほしくなり、つい夢中になつて次寂

と道具や衣装を揃えていったという。携帯電話会社から、約 10万
円の請求が来て初めて有料だつたことを知った。無料は最初のゲー

ムだけで途中で有料になるとは思つていなかったと本人は言ってい

(40代女性)

テレビや雑誌で「無料」をうたっていても、すべてが無

料で利用できるわけではありません。有料コンテンツが含

まれており、アパター (自 分の分身として画面に登場するキャラク

ター)やゲームに用いるアイテム等の費用がかかる場合があります。

広告、ネット上の表示に注意する町要がありますが、子どもはゲー

ムをしたいがため、表示などを確認することなく、知らす知らすの

うちに高額契約をしてしまいます。

また、悪質サイ トの場合、個人情報を書込ませ、その後危険なサ

イ トヘの誘ヨ|メ ールを送付することもありますので注意 しましょう。

相談者の子どもは、アバターに様々なアイテムを購入 していまし

た。携帯電話契約者の母親に、支払義務が発生 しますので、安易に

子どもに使わせないように、家庭でルールを決めることが望まれま

す。



インターネット通販

返品はできないの ?

インターネット通販で、海外プラン ドのレインシューズ

を購入 したが届いた商品のサイズが合わないので、返品を

求めた。ところが、「お客様の都合による返品は、現金では

なく次の購入に使用できる商品券をお返しします。」と規約に表示し

ていると言われた。履いてみなければわからないのに、納得がいか

ない。 (30代女性 )

oOO

インターネットショッピングは、その気軽さから「実物

を手にとって確認できない通信販売」であることをつい忘

れがらです。広告の内容はじっくりとスミからスミまで読

みましょう。

特に、返品特約において、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広告表示を省略することはできません。

(特定商取引法の改正 P.2を 参照)また、契約時の最終画面を保

存することはもちろんですが、広告画面はいつでも変更可能なため、

契約時点の広告画面も保存 しておくことが大切です。販売会社の中

には、自社のサイ ト内で しか利用できない商品券での返金を条件と

している場合もあるため、返品条件を断す確認 しましょう。
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ネットオークション

個人間取引は自己責任が重い !

携帯ネットオークションで男性用のダウンジャケッ

トを落札 した。「入金後に発注」と書かれていたため入

金を済ませた。「在庫がない場合には時間がかかる」と

も書かれていたので待つているが、いくら待つても商品が送られて

こない。編されたのだろうか。 (30代男性)

インターネットで海外プランドの赤ちゃんの抱つこ

ひもを藩札した。しかし、届いた商品は金具やタグの

位置が本物とは違うコピー商品だつた。商標登録マー

クも文字のデザインが違っている。オークションサイ トに掲載され

ていた写真は本物だつたのに・・・。代金は支払済みだが解約返金

してほしい。                   (30代 女性 )

書だ届白lむ

ι卜…・
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節約やリサイクルになり、ゲーム感覚の楽しさもあるネ

ットオークションは便利なシステムです。しかし、詐欺に

あうトラブルも発生しています。

1.

2.

3.

4.

5。

6.

商品の説明文をよく読む。

出品者の評価を見る。

決済方法を確認する。

送料・梱包料・振込み手数料を確認する。

補償制度を確認する。

トラブルロ座 リス トを見る。

ネットオークションは個人間取引が原則です。少しでも出品者を

怪しいと感じるのなら、取引はやめておいた方がよいでしょう。

匝ヨ は、自転車操業詐欺とも日yばれています。実際には手元にな

い商品を出品し、入金後に商品を調達 し差額を儲けようとするもの

です。商品が調達できずに行方をくらま して しまうことや、はじめ

から代金を臨 し取ることが目的の悪質な詐欺もあります。

支払方法が代金前払いしかなく、「ラ約販売」「業者から直接発送」

というような記勃があるときは、注意が閉要です。

図 は、偽物と知っていたにも関わらずオークションに出品して

いた場合は詐欺にあたる可能性があります。また、出品者が偽ブラ

ンドとは知らず、正規品のつもりで出品していた場合でも、返品・

返金には廠じる閉要があります。ブランドの/Ak式サイ トの写真がそ

のまま使われていたり、タグが不鮮明な写真を載せている場合があ

ります。商品の写真が現物の写真かどうかを確認してください。

ネ wトオークションで

卜,7fとにあわおいための千ェックポイント r
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インターネットで手軽な副業

簡単に儲かる !と間いたのに・…

在宅ワークがしたいと思い、インターネットで手軽な副

業を紹介するサイ トを見つけて資料請求した。業者から電

話があり、アフイリエイト (※ )を勧められた。ネット上

に自分のウェブサイ トを作り、商品広告を載せてその商品が売れた

ら紹介料が振り込まれ、収入はぐんぐん上がっていくと説明された。

仕事をするためにウェブサイ トが閉要だが、確実な収入ですぐ元は

取れるからという業者の説明を信 じて、ウェプサイ ト作成費用の 1

9万円を支払つた。サイ ト完成後、指示を受けながら商品広告を掲

勃 してみたが、全然収入にならないので、解約 したい。(30代女性 )

自分のウェプサイトを作り、商品公告を握載さえすれば、

あとは何もしなくてもどんどん儲かるなどということは、

有り得ない話です。契約前に、アフイリエイトの仕組みに

ついて業者から詳しい説明を受け、契約内容を十分に理解した上で、

慎重に判断することが大切です。また、似たような仕組みで ドロッ

プシッピングの被害も出ています。この相談者は解約の意闇表示を

するために書面とメールを発信してみましたが、業者が所在不明で

連絡が取れず、解約返金交渉はできませんでした。

①商品の画
像・情報を
提供

上げの

(※ )一般的には、自分のウ

ェブサイ ト上に EC(電

子商取引)サイ トの商品

広告を掲載 し、その広

告を経由して商品が売

買された場合、一定額

の報酬が得られる。

EC(電子商取引)

サイトなど

数 %
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テレビショッピング

簡単に使えると思つたのに… 。

テレビで掃除用の脱水バケツ付きモップの広告を見た。

モデルの女性がペダルを5回 くらい踏むと脱水ができ、畳

やフローリングも拭けるので便利だと思いすぐに申し込ん

だ。ところが、届いたモップを実際に使つてみると脱水バケツのペ

ダルを50回踏んでもモップは絞れず、水がポタポタ垂れる状態。

「簡単に使える !」 と高齢者が使いたくなるような誤解をさせる広

告には問題があるのではないか。        (70代 女性)

左
Ч

簡単Ⅲ

便利 f

簡単そうだつ

たのに…

魅力的な商品が紹介されるテレビショッピングは、見る

だけでも楽 しく愛好者も増えていますが、イメージ優先の

広告により誤解が生 じることもあります。短時間にたくさんの情報

が伝えられるため、重要な内容は隊すチェックし、うつかり見落と

して しまつた点や疑間な点は、購入前に問い合わせるなど慎重な対

応をとりま しょう。

◆回のトラブルは、取扱説明書どおりに実施してもl党 水できず、

広告内容と実態がかけ離れてしヽるため、販売会社に広告改善の要望

を伝えたところ、改善をするとの回笞が得られました。



ネットワークビジネス=マルチ商法
会社が業務停止になつたらどうなるの

反人が「いい話があるので一緒に行こう」と熱,Mに誘う。

同行 したら、会場には大勢の若者が集まっていた。すごい

熱気で「月に百万～ 2百万円はすぐ稼げる」という体験談

や仮想空間ビジネスのDVDを 見せられた。「実在の自動車メーカー

やデパートが参加し、仮想空間専用の通貨を利用して貫貸料や広告

料金が入る。この通貨は現実のお金に還元できる。 2筈以上を勧誘

して会員にすればボーナスもでる」と説明され、やる気がでてきた。

さつそくキットセット (IP電話やDVD等 )40万 円を支払い

代理店になる。反人を誘つたが、誰も参加してくれない。 2ヵ 月後

に会社が業務停止命令を受けた。どうなるのか,b配。(20代男性)

ネットワークビジネスとは登録料金や商品代金を支払い、

販売組織に参加するマルチ商法のことです。特定商取引法

で厳 しく規制されていますが、販売実績をあげるために嘘

の説明や強ヨ|な勧誘が後を絶ちません。その結果、行政処分である

業務停止命令を受けるケースを多く見受けます。

命令を受けた会社のほとんどは、「90日 未使用品返品ルール」を

申し出ても返金する資金がなく、いつの間にか消えてしまいました。
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あなたを狙つているマルチ商法のテクニツク

ものささえ

社会に貢献 したい

友人矢□人の役にたちたい

t友 人、知人から「すごい話がある」「いいビジネスがある」

と誘いがかかる。

・説明会やセミナーでは成功例を繰り返 し聞かされ、異様な

雰囲気で洗脳される。

日顔と名前の一致する友人知人の名前を 10人書き出すよう言

われ、アポの取 り方や組織図などを教えられる。

ここまで生き残る

のはただ一人

夢のランクは3人

ゃっと3人
誘えたぞシンド

※上記のように 1人が3人すつ会員を集めると、18代目までで

129, 140, 163人 となり、日本の人□を超えてしまいます。
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ヘアドライヤーから人が出た !

洗髪 して髪の毛をヘア ドライヤーで乾か していたところ、

突然異常音が して火が出た。その時の火花で髪の毛が少し

焼け焦げた。

夜と朝に防すシャンプーする習 I慣なので、そのときに毎回使用 し

ている。使用後には、コー ドはきっちりと本体に巻き付けて、所定

の箱にしまって大事にしていた。このヘア ドライヤーはまだ 3年 し

か使つていない。原因は何だろうか。 (40代女性)

ヘア ドライヤーを持参してもらって、本体外観を確認し

たところ、本体とコードをつなぐ部分が最も損傷を受けて

いました。相談者にドライヤーをしまうときの手順をいつ

も通りにやってもらったところ、非常に力を入れてコー ドを本体狽」

に引き害せて束ねていることがわかりました。

テス ト機関に当該苦情品を預けて原因を調べてもらったところ、

電源コー ドのコー ド付け根付近に過度な屈曲や機械的ス トレスが加

わり、心線が半断線状態となリショー トし、火花が出た可能性が高

いとの見解で した。相談者には、◆後 ドライヤーを収納する時は断

線させないためコー ドをゆるやかに巻くようにと助言 しました。



まつ毛エクステンションで

日の角膜に傷がついた !

フリーペーパーでみつけたエステサロンでまつ毛エクス

テをしてもらったところ、その晩から目が1重れて涙が止ま

らなくなつた。ひどい痛みで、夜間の救急外来に駆け込ん

だ。眼科医から角膜に傷がついている、接苦剤が原因だと思われる

と言われた。治るのにはしばらくかかるとのことで、通院すること

になつた。次の日にサロンに電話で状況を伝えたが、担当したエス

テシャンはそうですかと言うだけで何も対応しない。(20代女性)

一般的です。厚生力団省ではまつ毛に関する施術を美容行為と位置

付けています。

日と目元は皮膚が薄く粘 l莫 と接 しているため非常にデリケー トな

部分です。接者剤などの化学物質を使うこと、異物を貼り付けるこ

となどの危険性をよく理解することが大切です。

サロンの店長に消費生活センターから相談者の実情を伝え確認 し

たところ、施術は美容師が行なつていま したが、不手際があつたと

の見解で、治療費が支払われることになりま した。
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買つたばかりの米に、カビが !

スーパーで 5キ ロ入りの銘柄米を買い、おいしく食べて

いた。 10日ほどして、米を研いでいるとその水がいつも

と少 し様子が違って黒ずんでいるように感 じられた。丁寧

に洗い、炊き上がったごはんを食べると、風味がなくパサついてお

いしくなかつた。ビニール袋の中の米をよく見たところ、灰色っぽ

い米と、やや青色の米があらこちに見られ、カビだとわかった。開

封してすぐだし、台所の棚にいつも通りに保管していた。カビが出

るなんて、古く粗悪な米だろうか。 (50代女性 )

問題となっている米を見せていただくと、数粒の米がく

つつしヽて青色の粉が付着 していることが確認できました。

表示で見ると、本年度産の米で、精米国は購入の 3日前で

した。米は販売時のビニール袋にそのまま入れられて保管されてい

ました。農林水産省の担当課に問い合わせると、米のビニール袋に

は通気子とが開けられており、高湿度 。高温度という条件が!前 うと、

袋の中の米は、半日もかからすにカビが発生することになり、米に

カビが付いたのだろうとの見解でした。また、冷蔵庫などで保管し

米の温度が低い場合、長時間その米を外に出したままにしておくと、

結露が米に付き、カビの原因となります。米は生ものなので、家庭

では、冬場で 2ヶ 月、香以降は lヶ 月を目安に使い切るようにしま

しょう。
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お気に入りのジャケ ッ トを近所のク リーニング店に持つ

て行 つたら断られて しまつた。表示を見せられ、このジャ

ケ ッ トは ドライも水洗いもできない商品だという。

B乍年、9万円で購入したブラン ド物。薄しヽグリーンなので、袖□

と襟の汚れが目立つ。上手な店ならクリーニングができると思い、

インターネ ットで探 した。遠方なので事情を電話で説明。何かあつ

ても文匂を言わない警約書を善くことが条件で、クリーニング品を

送った。クリーニングはしてくれたが、やはり薄いグリーンのされ

いな色だつたのに、灰色のまだらができた。 (50代男性 )

※ 添 因
l■l□ □□ 電話か住所

r )

と、ィ
と

ジャケットを見せてもらしヽました。相談者の言うとおり、

グリーンの色があせて、きたないまだら模様ができていま

す。とても外出者としては着用できないでしょう。

高級品ほど物がいいとか、ブラン ド物はしつかりしていると周い

がちですが、外国製品の中には染色堅ろう度が低く色落ち しやすい

品物や素材により洗濯ができないものもあります。衣服を購入する

時は陽す品質表示を見て、繊維の種類や洗濯表示を確認する習 1慣 を

つけま しょう。洗濯できない表示はそのつもりで購入 してください。
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貸マンションの敷金が戻らない !

私の大家は誰 ?

ワンルームマンションに 1年前入居 したが突然転勤にな

り、来月引つ越すことを管理会社に連絡 した。「退去ラ告は

2ヶ月前の契約なので、家賃 lヶ 月分7万円はもらう」と

言われた。敷金は2ヶ月分預けていたので、 lヶ 月分は返金される

と思つていた。ところが、返金どころかタバコの臭いが残つている

ので、壁紙の張替等の費用 10万円を請求された。(20代男性)

通常の貫貸契約は、大家 (賃貸人)と賃借人の契約なの

で、大家と直接交渉してうまく解決するケースが多いです。

ところが、ワンルームマンションー棟全音Iを管理会社が借

受けて賃借人に賞す、サブリース契約という形態がでてきま した。

保証会社が関わるゼロゼロ物件などは、この契約が多いようです。

家貫の取立てや原状回復などが大変厳 しいこともあります。

相談者の契約書には「喫煙の

場合は壁紙を張替える」と特約

がありました。また、相談者は

大家については知らないし、家

賃も管理会社に払つているとい

うので、管理会社に書面で減額

交渉を申し入れるよう助言 しま

した。転勤のため少額訴訟をあ

きらめていたら、管理会社から

「返金はしないが請求もしない」

と連絡がありました。
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賃賞借契約のポイント

重要事項風明書 (建伯の賃僧)

獅いい ω 眸
"2n l 

に E  Eチ

『重要事項説明書』で

① 抵当権がついているか

② 賃貸人は誰か

③ 建物の所有者と隻貸人

は同一人物か

を確認

『賃貸住宅契約書』で

④ 退去予告は何ヶ月前か

⑤ 解除の原状回復内容の

負担

を確認

困つた時の参考
国土交通省 現状回復をめぐるトラブルとガイドライン

東京都 賃貸住宅紛争防止条例・賃貨住宅トラブル防止ガイドライン

httpノ/www.toshiseibi.metro.tokyo.,p

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いに関する

ことのみで、裁判はその日で終わります。

通常の裁判とは違い、ラウン ドテープル

を囲み、双方で話合います。

費用は請求額の 1%の収入印紙と郵送

料金 (¬ 人だと4千円位)です。

弁護士を頼ますに自分でやれます。

申立ては、相手の所在地の簡易裁判所

(23区内は東京簡易裁判所、巻末記載 ) です。
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必ず値上がるの?「未公開株」

―詐欺まがい投資話に注意―

株式公開準備室の担当者から「新株発行の案内をしたい」

と電話があつた。その後、自宅に男性がパンフレッ トを持

つて説明に来たが、興味がないと断つていた。 3回 目に来

たときに「上場が決まつたので残り少なくなつている、低金利の銀

行に預けておくより有利、上場 したときには町す儲けが出る優良株

である 」と熱 ,い に勧められた。親身になつて話 し相手にもな ってく

れたので、信用できると思い預金を下ろし5□ 165万 円を預けた。

説明された上場予定日が来ても上場をしないので、担当者に電話

をしたら、◆準備中としか答えてくれなかった。その後「株式/Ak開

準備室」解散の通知が届いた。また、株式発行会社からは、社名変

更と移転通知が届き不安になり返金請求をしたが回笞がない。

(70代 男性 )

「財す値上がりします」「優良株で買い手がすぐつきま

す」などの勧誘 トークで自社株の新株発行または社債など

と言つて、詐欺まがいの投資話が高齢者を狙つています。

株を発行できるのは、金融庁に登録 した証券会社などや株を発行

している会社だけです。登録業者は町す社名中に「証券」という文

字が入つています。社篭に「証券」が入つていない場合、中には自

社株発行を臭わせて、経営実態が怪 しい詐欺的なケースもあります。

嚇す儲かる投資など絶対にありません。相談者の場合、既に発行

会社と連絡がとれないことから豊察に届け出ることを勧めま した。



店員さんとお友達 ?・ ・・

健康の話につられて、つい購入

高齢の母が、近所の展示会場にせっせと出向いては家庭

用品をもらったり、健康食品を購入 していた。楽 しみの一

つと思つていたが、最近会員だけが購入できる会場に行き

だ した。そ して、健康の話を間き、若い販売店員と仲良くなり、 1

本 1万円以上もする「体に良い水」を買つて飲んでいる。また、健

康器具を特別価格にしてくれたといつて購入 してきた。同じような

健康器具が使わすに押入にあるので解約をさせたい。

(40代女性)

格安の食パンや卵などの食料品、家庭用雑貨品販売の折

込チランを見て、空き店舗やビルの一室に誘い込まれます。

1日 数国会場が開かれ、健康の話などを聞いているうちに、

健康に良い、安いと思うようになり]音示にかかつたようになつてし

まいます。また、販売員と仲良くなり高額商品を勧められると断れ

ない雰囲気にさせられます。相談者の母親のように、特居」会員だけ

の会場も開設され、次寂と高額な健康食品や健康嬰具、布団類を購

入させられるケースもあります。

このケースは契約 8日 以内だつたので、母親の解約意思を確認し、

クーリング・オフ手続をするように助言しました。(P45参照)
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次々と買わされた 布 団 類

1年半前「◆日は羽毛布団の点検にお じゃましました」

と訪間 してきたので羽毛布団を出した。すると、「羽毛が古

いのでリフォーム したほうがよい。◆キャンペーン中で割

安にできる」と言うので契約 した。その後、親切に世間話をしに時々

訪ねてきてくれた。客用布団を揃えて置くことを勧められ 1セ ット

70万円で購入 したが一括で支払えないのでクレジットの契約をし

た。親切だった勧誘員が転勤になつて、 しばらくして、別会社の勧

誘員が訪間 してきて、押入乾燥剤を勧められ、これもクレジットで

購入 したが支払えない。

.、    三         ●

宅   三   讐    雪

(80代女性 )

一人墓らしの高齢者を狙つた、呉服・住宅 リフォーム・

布団類の次寂販売などが社会問題化 し、平成 21年 12月
施行の特定商取引法・割賦販売法の一部改正で規制されま

した。

また、高齢者の判断能力の低下、経験などを事業者が認識 しての

契約行為は、「適合性の原則」を定め、契約の取消を認めています。

(P4 割 R武販売法・特定商取引法改正参考 )

相談者の場合、一人暮らし、高齢で年金収入のみでの生活であり、

次友と嚇要としない布団類を購入させていることから、販売業者と

クレジット会社に問題点を伝え交渉 しました。その結果、上記法律

改正前の契約で したが、布団も乾燥剤も無条件解約となりました。

令 が

小 藤
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注文をしていないのに

エビ・力二が送られてきた

自宅に突然電話が来て「北海道の市場だがアンケー トに

笞えて欲 しい」と言われた。訳が分からなかつたが簡単な

質問だつたので笞え、住所確認すると言われたので「はい、

はい」と返事をした。

数日後、力二、エビなどの冷凍セットが送られてきた。中に請求

書が入つている。注文 した覚えがない。生ものなのでどうしたらよ

いかわからない。               (70代 女性)

通信販売等を利用 した人の住所等の個人情報を悪用 し、

アンケー ト、住所確認等と電話をかけてきて、その後勝手

に力二など魚介類を送りつける販売方法が 3～ 4年前から発生 して

います。申込などの契約行為をしていないのに商品を送りつけ、購

入代金を請求するやり方を、ネガティブオプション (送 りつけ商法)

といい、特定商取ヨ1法で規制 しています。商品を送りつけられても、

¬4日 間善良保管すれば処分でき、送付元に引取請求 したときは7

日間の保管で処分できます。ただ し、代金を支払つたり、商品を使

用 した場合は契約 したとみなされますので注意が財要です。

最近は、代金引換で送付することもありますので、注文 した覚えの

ない商品が送られてきたら、いつたん商品の引取を保留にして、家

族内で注文 した人がいないかなど確認をするようにしま しょう。
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高齢者を悪質商法から守ろう !

まわりの方々の「見守り」が大切

5人に 1人が65歳以上の高齢者で、一人暮らしや高齢者だけの

世帯が益展増加 しています。高齢者を狙つた消費者 トラブルの相談

も数多く寄せられ、中には高額な契約や、次寂と不財要な商品を買

わされた深亥」な相談もあります。高齢者と日常的に接 している身近

な方々の見守りが重要となつています。そこで、相談例と共に高齢

者の特徴、対処方法などを矢□り、みんなで高齢者を守りま しょう。

悪質商法に狙われる高齢者の特徴

① 被害にあっても誰にも相談しない、できない。
*臨されたと自覚していても、被害にあったことを即いすかし

く思い、迷惑をかけたくないという心理状態になる。
*自分が悪いと自らを責める人もいる。

② 隔されたことに気づきにくい。
*セールスマンの優 しい言葉や話し相手になつてくれるこ

となどから疑うことを知らない。

*自 分が編されているとは思わない。また、思いたくない。

③ 昼間、家に一人でいることが多く、訪間販売や電話勧誘を受
けやすい。

④ 健康や家の耐久性など、日ごろの不安に付け込まれやすい。
⑤ 人を信じやすく、優しい言葉や親切な態度に弱く、強く勧め

られると断れない。

⑥ 認知症などにより判断能力が低下してしヽる。

.※年金生活の高齢者が高額な契約をさせられたり、契約書などを

渡されないこともある。
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悪質セールスマン撃退のlb得

①  「伺の用 ?」 しつかり間こう、身分と用件

② おかしいと思つたときは、 ドアを開けない

③  「もうかります」「元本保証」は、ありえません

④ 優しい言葉やうまい話には裏あり「要注意 !」

⑤ 勇気を出して、はつきり言おう「いりません」

⑥ しつこいな、そんなセールスマンは「110番」

⑦ 契約はしても、代金は後払い

③ 迷つたら、1人で悩ます「ます相談」

◎ サインした後でも間に合う ! あきらめす「早めに相談」

「翠貿な防間顧売お断り」シールをご活用く活さtヽ。

見守 りの方寂ヘ

見慣れない人物が出入りしている、見 I慣れない商品が置いてある、

お金に困つている様子が・・・・・・

「おか しいな ??」 と気付いたら早めに相談機関につなざま しょう

◆ 中央区消費生活センター

中央区築地 1-1-1   花L 03-3543-O084
◆ 中央区内「おとしより相談センター」

京 橋 明石町 1-6   TEL 03-3545-1107
日本橋 日本構小伝馬町 5-1花L 03-3665-3547
月 島 月島4-1-1  ■L 03-3531-1005

◆ 東京都消費生活総合センター

「高齢消費者見守リホットライン」→見守る方寂からの通報等

TEL 03-3235-1334
「高齢者被害 110番 」→高齢者や家族からの相談専用

TEL 03-3235-3366

44



クーリング・オフ制度 (書き方)

不意打ち的な販売方法のため、町要のないものを契約 して しまう

ことがあります。このような場合、一定条件のもとで、消費者から

一方的に解除することができる制度をクーリング・オフと言います。

販売会社ヘハガキ (簡易書留)か 内容証明郵便で通矢□します。クレ

ジット契約 しているときは、クレジット会社にも出 します。

<クーリング・オフのできる期間>
期  間 適 用 対 象

8日 間 訪間販売 (キャッチセ司

'ス

、アホ
°
イントメントセ司レス等 )

電話勧誘販売

特定継続的役務 (Iステ、語学教室、家庭教師、

学習塾、ハ
°
ツコン教室、結婚情報サービス)

20日 間 マルチ商法

業務提供誘引販売 (内瑚商法、こター商法)

※消耗品 (化粧品、
´
健康食品など)で使用した分は

原則クーリング・オフはできません。

<クーリング・オフの効果 >
クーリング・オフの書面を発信したときに、その効果が生じる。

クーリング・オフが行われると、契約は最初からなかうたこと

になる。

支払つたお金は返却される。

商品の引渡がすでに行われているときは、販売業者の負担で、

商品引き取り請求ができる。

１

２

　

３

４

*ケースによって異な りますので、ますはご相談ください。



記 載 例  (ハガキ)

※両面コピーの上、

郵便局の窓□から

「簡易書冨」で出します。

コピーと控えは大切に

保管 してください。

(郵便局が閉まって

いるときはP47参 照)

契約解除通知

月  日年申込日

販売会社名 (担当者篭 )

販売会社住所

商品侶

契約金額

上記日付の契約を解除 します。

年  月  日

住所 。氏侶

郵便はがき

□□□―□□□□

○○区○町

○丁目○番○号

い××会社

代表取締役△△様

□□□―□□□□
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通矢日の内容が重要であつたり、出した日付が意味を持つ時などは、

郵便局が 5年間証明してくれる内容証明郵便で出すことを勧めます。

<書き方>
* 用紙は任意でかまわない (市販・手書き・ワープロ等)

縦書き ¬行20字以内、 1枚 26行以内

横書き 1行 20字以内、 1枚 26行以内 または、

1行 13字以内、 1枚40行以内 または、

1行 26字以内、 ¬枚20行以内

* 差出人の住所・氏軽、受取人の住所・氏篭、郵便局から出す日付

* 同じ文章を 3枚作成  (複写・コピー等 )

<出 し方>
1 3通 の文章と一緒に封筒に宛名・差出人を書き、封をせず

下記の郵便局等へ持参する。

2 郵便局では3通が同じであるか、字数などを確認 します。

その際に訂正等があると印鑑が閉要となるので持参する。

3 受取人通矢□用、差出人用、郵便局保管用として処理される。

4 料金・・・最低920円 (枚数で料金が異なる。また、

配達証明付きにすると料金が300円 加算される)

<中央区内で内容証明を扱う郵便局>
垂B便局名 淳絡井目話番号 取扱い時間など

日本橋郵便局 3277-6807 平日9時～ 19時
土曜 9時～ 17時

0うゆう窓□で時間外・日曜硬京橋垂I便局 3544-7753
東京中央郵便局 3242-7736 平土日9時～ 19時

両国郵便局 3865-3512
平 日 9時～ 18時

小伝馬町郵便局 3661-6646
京橋通郵便局 3561-1086
新富郵便局 3551-0831
E[便事業い晴遍支店 5546-1068 平土日O時～24時
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記勃例 (内容証明の一般的な例)

縦善きでも横善きでも構いません。

未成年者が契約 した取消通知の例

(親権者からの取消し例ですが、本人からも取消しができます。)

取

消

通

知

東
京
都
中
央
区
○
町

一
丁
目
二
番
三
号

氏
篭
○
○
○
○
印

東
京
都
△
区
△
町

一
丁
目
二
番
三
号

株
式
会
社
代
表
取
締
役
　
様

平
成
〇
年
○
月
○
日
、
貴
社
セ
ー
ル
ス
マ
ン
○

○
○
氏
と
私
ど
も
の
〒
ど
も
○
○
○
○
と
が
締
結

し
ま
し
た
○
○
○
の
契
約

（
○
○
円
）
は
未
成
年

者
が
親
の
同
意
を
得
す
に
行
い
ま
し
た
の
で
、
親

権
者
と
し
て
取
り
消
し
ま
す
。

平
成
〇
年
○
月
○
日

平成〇年○月○日

東京都△区△町 1丁目2番 3号
△△△△殿

東京都○区O町 3丁目 3番 3号
氏名○○○○  印

通知書

私は、貴殿より東京都○区○町 3丁目 3番
3号所在のアパー トの 1室を貸借しておりま

したが、平成〇年○月△日期間満了のため賃

貸借契約は終了し、同月×日、明け渡しも完

了いたいました。

私は、上記賃貸借契約締結時に敷金として

金○○万円をお支払いしました。つきまして

は、敷金○○万円を返還していたださますよ

う請求しヽたします。

敷金返還要求の例

*ケースによって異なりますので、詳 しくはご相談ください。
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・
困つたら、すぐ相談

消
費
生
活
相
談

)肖 賓生活一般

中央区消費生活センター 3543-O084

東京都 )肖 費生活総合センター 3235-¬ 155

高齢者被〓 1コ O番 3235-3366

高齢消費者見守リホットライン 3235-¬ 334

国民生活センター紛争解決委員会事務局 5475-1979

(土 日 )

消費者ホットライン (全国統一番号) 0570-064-370

(社)全国)肖 費生活相談員協会 (週末電話相談) 3448-珂 409

(社)日本消費生活ア ドバイザー・コンサルタント協会
(ウイークエント

｀
テレホン)

5729-3711

法
律
相
談

無料法律相談
区民相談室 (要予約) 9546-9590

東京司法書士会無料法律相談 (要予約) 3353-9205

有料・熙料 法テラス 0570-078374

有料法律相談

弁護土会 法律相談センター 5367-5280

弁護土会 錦糸町法律相談センター 5625-7336

弁護土会 霞ヶ関法律相談センター 358司 -15司 ¬

Э重債務 (無料)

弁護土会 四谷法律相談センター (要予約 ) 52司 4-5司 52

弁護土会 神田法律相談センター (要予約 ) 5289-3850

弁護士会 錦糸町法律相談センター (要予約) 5625-7336

裁判所

東京簡易裁判所 受付相談センター 3581-5289

東京簡易裁判所 墨田庁合 58¬ 9-0232

東京家庭裁判所 3502-83¬ ¬

“

→

法務局 東京法務局 52¬ 3-¬ 2341rt

公証役場

日本橋
/Ak証

役場 3666-3089

京橋
/Ak証

役場 327司 -4677

銀座
/Ak証

役蛎 356¬ -105¬

八重洲‖公証役場 327¬ -1833

昭和通り公証役場 3545-9045

個人情報保護
国民生活センター  (個人情報相談) 5475-37刊 ¬

東京都生渚文化局広報広聴音B情報公開課 5388-3160
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困つたら、すぐ相談

金
融
関
係

貸金被害 東京都産業労働局金融きB 貸金業対策課 5320-4775

嚇・蟻
ク

(財)日本クレジットカウンセリング脇会 3226-012¬

(社)日本クレジット協会 消費者相談室 5645-3361

日本クレジットカード協会 お客様相談 3738-6626

日本貸金業協会 相談センター Э570-05刊 -051

個人信用情報
管理機関

全国銀行個人信用情報センター (銀行系) Э120-540-558

(株)シー・アイ・シー (ク レゾット系) 0120-310-414

(株 )日本信用情報機構 (消費者金融系) O刊 20-441-481

銀行・証券等

全国銀行協会相談室 5252-3772

東京都信用金庫協会 6228-3551

東京都信用組合協会 3567-62刊 刊

証券・金融商品あつせん相談センター 〕司20-64-5005

(社)信託協会  信託相談所 D120-8¬ 7335

商品取S 日本商品先物取SI協会 相談センター 3664-6243

保険

(社)生命保険協会 生命保険相談所 3286-2648

(財)生命保険文イヒセンター 生命保険相談 5220-8520

(社 )日本損害保険協会 そんがいほけん相談室 0刊 20-刊 07-B08

金融庁 金属虫サービス利用者相談窒 525刊 -68司 司

豊   察

警視庁総合相談センター 3501-0110

ハイテク犯罪対策総合センター 3431-8109

中央肇察署 5651-01珂 O

ス松肇察署 3661-0刊 刊O

築地肇察署 3543-O刊 刊O

月島警察署 3534-O刊 10

税務署

日本橋税務署 3663-845刊

京橋税務署 3552-司 司5¬

中央都税事務所 3553-2司 5司
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お 困つたら、すぐ相談

ラ

イ

フ
ラ

イ

ン

電 気 東京電力 (株)カスタマーセンター 停電、電気料金等 Э可20-995-O06

ガ ス 東京ガス (株) お客さまセンター 5722-O司 刊1

水道 東京都水道局 干代田営業所 5298-5351

電 話 NTT東 日本お客さま相談センター 〕司20-019000

ボ水道 東京都下水道局 広報サービス課お客さまの声係 5320-6511

巨BI更 日本郵便お客様サービス相談センター 0珂 20-23-28-86

ゴ ミ 粗太ごみ受付センター 5296-7000

リサイクル

家電リサイクル受付センター 5296-7200

中央区リサイクルハウス「かざぐるま明石町」 3546-2991

中央区リサイクルハウス「かざぐるま箱崎町」 3668-5037

食

品

農林水産省
消費者の部屋 359司 -6529

倉品表示 コ10番 048-740-0090

食全般 (独 )農林水産消費安全技術センター 食品表示¬10番 Э120-481-239

農産物 」A全農お客様相談窓□ (米 ) 627司 -8460

健康食品 (財)日本健康・栄養Ω品協会  「健康補助β品相談室」3268-3295

保健所

中央区保健所 354司 -5936

中央区保健所 こころの相談 3541-5963

日本橋保健センター 366珂 -35刊 5

日本橋保健センター こころの相談 3661-6854

月島保健センター 5560-0765

月島保健センター こころの相談 5560-0765

医療・クスリ

中央区保健所 医療相談窓□ 3545-1875

東京者B 患者の声相談窓□ 5320-4435

(財)日本中毒情報センター 中毒」¬O番 072-727-2499

(独)医薬品医療機謡総合機構 くすり相談 3506-9457

(社)日本薬剤師会 消費者電話相談窓□ 3353-225¬

高齢者

京橋おとしより相談センター (地頭包括支援センター) 3545-刊 107

日本橋おとしより相談センター (地頓包括支援センター) 3665-3547

月島おとしより相談センター (地頭包括支援センター) 353刊 一 ¬O05

中央区社会福祉協議会「すてっぶ中央」 3206-0567

女性相談

中央区福祉保健部子育て支援課 3546-5350

中央区女性センター プーケ 2¬ (要予約) 5543-0653

東京ウィメンズプラザ 5467-2455

東京都女性相談センター 526司 -3110
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困つたら、すぐ相談

販

売

訪間販売 (社)日 本訪間販売協会  言ん間販売 1¬ O番 3357-60呵 9

通信販売 (社 )日本通信販売協会  通販 1刊 O番 565司 -1122

インターネット
一般社団法人 ECネ ットワーク

メール本目談のみ  httpi/ィ イぃyψぃ測ecnetlA/orkわ /

広 告 (社)日 本広告審査機構 (」ARO) 354呵 -2811

通信サービス

総務省 電気通信消費者相談センター 5253-5900

総務省 地上デジタルテレビ放送受信相談センター D570-07-O司 O¬

情報処理推進機構セキュリティセンター コンピュータ

ウイルス¬¬O番
htto://hA/wvvipa gOlp/security/

5978-7509

不動産・住宅

東京都都市整備局  賃貸ホットライン 5320-4958

東京都不動産取S特別相談窒 (予約受付) 5320-5015

(財)不動産適正取S推進機構 3435-8司 1¬

(財)マンション管理センター 3222-15司 7

(財)住宅リフォーム紛争処理支援センター 住まいるタイヤル 0570-O¬ 6-100

SI越・運輸
(社)東京者Bト ラック協会 3357-388司

ひつこし 1¬ O番 3256-8ヽ 10

自動車

(社)自動車公正取引協議会  消費者相談室 3556-9司 77

(社)日本自動車販売協会連合会  自動車相談窓□ 5733-31司 0

(社 )日本中古自動車販売協会連合会 5333-5881

日本自動車輸入組合 5765-68司 1

旅行

(社)日本旅行業協会 (」 ATA) 3592-科 266

(社)全国旅行業協会 (ANTA)東 京都支きB 526司 -53¬ 1

外務省 海外安全相談センター 550¬ -8¬ 62

家電製品 (財)家電製品協会 )肖 費者相談室 343刊 -60BO

労倒相談 東京都労働相談1情 報センター(飯田橋)ろ うどう呵司O番 D570-OO-6司 司O

事業所相談 (財)東京都中小企業振興公社 325¬ -7881
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製造物責任に関する相談窓□

医薬品PLセ ンター 医薬品 (医薬部外品を含む) 0司 20-876-532

十し学製品 PL相談センター 化学製品 (化粧品、食品等は除く) 3297-2602 Э珂20-886-931

日本イヒ粧品工業連合会
イし粧品 (薬用化粧品、育毛剤、除毛
剤、てんか粉剤、脇臭防止剤などの
医薬割外吊茂含)

5472-2530

(社)日本ホームヘルス機
器協会

家庭用健康治療器、健康管理機器 5305-6¬ 3刊 0120-744-714

家電製品 PLセ ンター 家電製品 3433-808¬ O可 20-55¬ 一 珂10

ガス石油機器PLセンター 汀ス石油機器 0120-335-500

)肖 費生活用製品PLセ ンター

消費生活用製品 (平し幼児用品、家
具・家庭・厨房用品、スポーッ・レ
ジャー用品、高齢者用品、自転車、
喫煙具等)

5808-3303 0120-刊 1--5457

生活用品PLセ ンター
家具、硝子製品、食卓、台所製辰
プラスチック製品、文房具、玩寡
釣旦^漫動旦 蜂ヨ旦 割″ 享塞蟹

0120-090-67¬

(財)住 宅 リ フ ォ ー ム 紛 3
処 理 支 援 セ ン タ ー (住宅部品PL
Ξ己)

仁署』品のあ つせん、調停 (ド ア、
キ ッチンシステム、浴室ユニ ッ ト、
サ ッシ、律材等ヽ

3556-5珂 47 3570-O司 6-100

(財)ベターリピング
任τ舌出品 (ドア、サッシ、手すり、
インテリア、階段、ガレージ、物
詈 垂R師 5笙ヽ

52司 刊-0680

(社)日 本建材・住宅設備産業
協会

建材 5640-0901

一般社団法人 日本壁装協会 壁装・内装 3403-6351

(社)日 本塗料工業会 塗料 3443-201可

防災製品 PLセ ンター

幅災製品 (消火器、スフリンクラー詔
備、自動火災報知設備等の消防用設
備 ,機器、防災物品・製品、消防用
服装装備品、危険物容繋、万ソリン
言十言ま本郎轡⊆ヽ

O刊 20-553-1司 9

(社)日 本玩具協会 玩員 3829-25刊 3

(社)日 本煙火協会 花火 5652-7855

(財)自動車製造物責任相
談センター

自動車、二車∩自動車、原動機付自転
車およびその部品、用品

D120-023-222

プレジャーボート製品相談肇

フレジャーボート及びその関連製品
(モ ーターボー ト、ヨット、パーツサ
ルウォータークラフ ト、船外機 (機
関)、 航迄機繋、ディーゼルエンジ
ツ r樫闇ヽヽ

0120-356-441
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悪質商法の被害がおきています

こんな人は、だまされなしヽように要注意

① その場の雰囲気に流されやすい人

② 「断つたら相手に悪い」と思つてしまう人

③ 「だまされるのは自分が悪い」と思いこんでしまう人

④ 相談できる反人や知人がいない人

⑤ 一度被害にあった人 (別の業者から狙われやすい)

⑥ 「自分は大丈夫」と思いこんでいる人

こんな時あなたなら…

―消費生活相談事例集―

平成 22年 10月発行

編集 。発行  中央区消費生活センター

中央区築地一丁目 1番 1号

TEL 3546-5332

印   刷  株式会社ぎじろくセンター

山口県宇部市西岐波 1540番地の 12

TEL  0836-51 -6191
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