
でで落語 漫才 コント 悪質商法の手口や対処方法などを分かりやすくお伝えします！
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/manabitai/de_yose/演目はホームページでご覧になれます。 東京くらしweb 出前寄席 検索

クラスメイトが好きになった中学生のタケシ。誕生日のプレゼントをしようと弟に
相談、インターネットの通信販売で注文した。代金は振り込んだが、商品は届かない。
インターネット通信販売のトラブルや架空請求について紹介。

主な内容 紹介する商法・商品等題　名

主な内容 紹介する商法・商品等

題　名 主な内容 紹介する商法・商品等

友達から携帯サイトやスマホに無料のマンガやゲームがあると教えられた小学生。マ
ンガサイトで年齢確認をクリックするといきなり登録料請求の場面が…。ゲームサイ
トでは楽しくて次々とクリックすると、後日高額な請求が…。

オレオレ詐欺をもくろむ親分子分。電話した相手から、劇団型、段階型、還付金
詐欺など詐欺の様々な手口を教えられる。騙されないための対処法は…。

背が低く、成績が悪く、女の子にもてないサバ夫が、雑誌やインターネットを見て「背
が伸びる薬」「幸せになるペンダント」を親の承諾なしで申込んでしまう。さらに、校
門前で会ったお姉さんから勉強ができるようになる「教材セット」を勧められ、親に
内緒でハンコを押して申し込もうとする。そこにヒーローが出てきて…
アダルト動画やアプリの無料ダウンロードから、個人情報を取られ料金請求が
来る。 ネットでの警告表示詐欺広告から、不要なセキュリティーソフトを購入さ
せられる。 無料通話アプリで、電話帳のデータを抜き取られ不正利用されるなど
の事例をとおして、「無料」をうたう広告の危険性を伝える。

新作！

新作！

貸出DVDあります

落　語

漫　才

コント

題　名

子ども詐欺物語
　　　　　（小学生向き）

送りつけ商法。
また来てる あなたに届く
ダンボール

親分子分の振り込め詐欺珍道中

タダは“ただ”では
済まされない！

子供だって騙される
　　　　（小中学生向き）

「才能がないから詐欺・悪質商法業界から足を洗え」といわれた人の良い間抜けな
男。心機一転、先輩の特訓を受けて、いざ電話勧誘したり、訪問勧誘したりして
みるが、やはりうまくいかず、最後は訪問先に同情して金を出してしまうが、実
はその家は…

こんな手口にご用心！

うまい話にご用心

押し買い商法、
電話勧誘、
訪問販売

マイナンバー制度を悪用した詐欺の手口、公的機関を名乗った詐欺や二次被害の手口
を紹介。高齢者たちの間でマイナンバー占いが流行り、元をたどると悪質業者だった
……というコメディから個人情報流出について注意喚起する。

あなたの財産を狙う詐欺の手口と対策を、ご隠居と八っつぁんが古典落語風に紹介。
八っつぁんがご隠居さんを訪ねると、ご隠居さんが被害にあった内容を次々と語り出す。

詐欺のプロ集団の内幕と騙されないポイントの解説。最近まで詐欺株式会社の社
員だった男が、内幕を暴露し、その罪滅ぼしに、騙されない重要なポイントを話す。

・家族間、友人間、地域間等で人から人へ「サギには気をつけましょう！」「奥様
大丈夫ですか？」の声掛けを進める。

・被害事例を示し、被害に遭ってしまった方には、二度と遭わないように皆で声を
掛け合い減らしていくための啓発。

健康食品のうまい代理店契約の話にのって契約をしてしまう…、年金機構を語った
ウソのはがきにまんまと騙されてしまう…大事な年金や箪笥預金を狙った様々な詐
欺手口を紹介。詐欺に一旦はかかりながらも、何とか最小限の被害額で気がつき、
証拠のハガキなどによって、ご隠居さんの協力で詐欺集団の逮捕に漕ぎ着ける

虎の子の年金は渡せない

我が町のマイナンバー騒動

詐欺の電話にゃもう出んわ

そうだったのか。
詐欺株式会社の内幕

出番ですよ！
サギ撲滅の声掛けキャンペーン

特定継続的役務（英語）
マイナンバー制度に
便乗した詐欺

年金詐欺
健康食品

マイナンバー、
個人情報

架空請求詐欺の被害防止のために芝居をやることになった町内会。詐欺師役が本番
当日にドタキャンしたので、馬鹿正直な飯炊きの権助が代役をつとめることに。そ
のため芝居はしっちゃかめっちゃかになるのですが、かえって対策がわかりやすく
なってめでたしめでたし。

新米に、ベテランの兄貴が詐欺・悪質商法の実践教育をしようとするが、マヌケな新人
がつい余計なことを口走ってしまい、ことごとく失敗してしまう。新米の本当のねらい
は…。騙そうとする様々な詐欺の手口と引っかかってしまう心理状況に警鐘をならす。
突然、自宅に工事業者が来て、「近所で屋根工事をしているが、お宅の屋根瓦がず
れている、無料で点検します」と勧められる。「屋根瓦がずれている」、「地震で家
が壊れる」、「床下が腐っている」などと不安をあおり、次々と工事をさせるその
手口を紹介し、対処法を教示する。
インターネットで「無制限で施術を受けられる」という脱毛エステの広告を見て、店
へ出向き 40 万円の契約をしたが、なかなか予約がとれないので、解約を申し出たと
ころ、高額の支払いを請求される。陥りやすいエステのトラブルと対処法を紹介する。

「スマホ1つで」、「月30 万円の投資法」、「転売」などの副業をテーマに、祖母・親・
子の3世代がそれぞれ家族を想って、別々にトラブルに見舞われる手口を紹介する。

詐欺は涙か  ため息か
ワンクリック詐欺、
架空請求

サイドビジネス商法

振り込め詐欺、
点検商法、投資詐欺等

リフォーム工事、
次々・点検商法

エステ契約

八っつぁんが、ご隠居の所に興奮してやってきて、暗号資産ビビットコインで大儲
けできるとのこと。投資金額が必ず10倍になる、今だけチャンスとどうも怪しい。
それに気付かず、八っつぁんはお金を払おうとしていたが、ご隠居からだまされな
いためのポイントを聞いて目が覚める。

暗号資産ビビットコインで
ひと儲け？！

なるほど！これぞ
「だまし」のテクニック

悪質な訪問販売の様々な手口と対処法を紹介。
①訪問販売…公的機関の職員を装い、不意打ち訪問により商品を購入させる手口。
②点検商法…「保険金の範囲で工事ができる」と勧誘し、高額な修繕をさせる手口。
③訪問購入…不用品の買い取りと称し、貴金属を買い取る手口。

訪問販売（かたり商法）、
点検商法、訪問購入

これで大丈夫だぁ！
お婆ちゃんの悪質セールス撃退術

詐欺を断る実体験を通して対処法を紹介。
①クレジットカードで利用した覚えのない旅行代金を請求してくる手口。
②公的機関をかたるはがきで、身に覚えのない請求をしてくる手口。
③銀行協会職員を装い、キャッシュカードをすり替えて騙し取る手口。

旅行契約、架空請求、
様々な詐欺の手口百聞は「一体験」に如かず

スマホを買ってインターネットやネットショッピングにハマっている夫婦。しか
し、ある日買った健康グッズはホームページに書いてあるものと全然違う。喧嘩
になり、二度とネットショッピングをしないと二人で約束をするが、スマホ依存
の妻は、海外ホテルの格安サイトを見てしまう。その結末は…

高齢者向けインター
ネットトラブル、
ネットショッピングトラブル

スマホショップは
鬼ばかり？！

ある日友人から、彼女へのプロポーズを手伝ってほしいと頼まれる。しかし、話
を聞いているうちに、恋愛感情を利用して高額な商品の契約をさせられるのでは
…？という疑いを抱く。また、SNSや婚活アプリを利用し知り合いになるケースも
増えている。恋愛感情という心理に付け込む手口と対処法を紹介する。

デート商法、
インターネット上の
紹介サイト（マッチングアプリ）

運命の人にご用心!?　
デート商法の罠

同じ職場の女性を好きになったタケシ。誕生日にプレゼントをしようと友人のキヨ
シ君に相談し、インターネットの通信販売で商品を注文した。代金は振り込んだが
商品が届かないため、通販会社に連絡を取ると、身に覚えのないメールが届いた…。
ネット通販のトラブルや架空請求の手口と対処法をご紹介。

ネット通販、
架空請求

身近なネット通販の落とし穴
（やさしい日本語）

上京し一人暮らしを始めた大学１年生のAさん。SNSで知り合った人に誘われ、会費
制サークルに入会。１人紹介するごとに紹介料が毎月１万円がもらえると言われるが、
誰も紹介できず。退会を申し出ると 30 万円の手数料を要求され、学生ローンで投資
アプリも契約してしまうことに。若者を狙ったマルチ商法の手口や対処法を紹介。

孤独からの甘い罠

長屋の熊さんがご隠居さんの所にお金の無心にやってくる。
ご隠居さんが話を聞くと、一回だけのお試しだと思って購入した商品が、実は定期
購入だった。解約したくても業者と連絡が取れない…困った熊さん！
ご隠居さんから「お試し」など、お得感を強調した手口と注意するポイントを紹介。

お試しの罠！
恐怖あなたの知らない請求書

テレビやラジオで耳にする「SDGs、エシカル消費」。世界中の人々がこの地球で暮らし続
けていくための2030年までの達成目標。ある日Aさん、うとうとしながら環境破壊が進み、
災害が多発する夢を見る。夢から覚め我に返ると、これからどうなってしまうのか？急に不
安になる。生活の中でできる消費行動を通してSDGs、エシカル消費をわかりやすく説明。

SDGs、
エシカル消費

お試し、
定期購入

若者のトラブル、
成年年齢引下げ、
マルチ商法

SDGs・エシカル消費って何？
私たちににできること

「お試し期間！1ヶ月５千円でパソコンとウェブカメラ貸出しで、使い放題。使い方の
説明は何度でも対応します」と言って契約させて、1ヶ月後解約しようとしたら、「最
低１年使う条件のサービス。２ヶ月目からは月３万円、途中解約は違約金 50 万円かか
ります」と…。消費者をだまして解約させないようにする手口とその対処法をご紹介。

サブスク（定額制）
サービス
成年年齢引下げ

サブスクって？
１人できめると落とし穴

大学生がアダルトサイトを閲覧していたら、突然料金の請求がきた。困って友人
に相談しようとするが、アダルトサイトを見ていたとは正直に言えず、主人公と
友人の会話の食い違いを面白おかしく展開。成年年齢引き下げに伴うトラブルの
注意点や、ワンクリック詐欺の手口と対処法を紹介。

ワンクリック詐欺払ってしまった人

インターネットで知り合った外国人と連絡を取り合ううちに親しくなった A さん、
送金を迫られ不安になったAさん。仲のいいBさんに相談すると、Bさんも“サクラ”
になりすました詐欺師に騙されていることがわかる。近所の物知りの大家さんに
相談する。詐欺の巧妙な手口と対処法を紹介。

国際ロマンス詐欺、
サクラサイト商法　

国際ロマンス詐欺は
甘くない

エシカル消費って何？地域の活性化や雇用を含む、人・社会・地域・環境に配慮し
た消費行動のこと。温暖化や食品廃棄・プラスチックごみ等環境問題を取り上げ、
一人ひとりが、その解決のために考え、行動することで、企業が生産のあり方につ
いて、見直したり、地域の活性化にも繋がるという、みんながハッピーになるお話。

エシカル消費、
温暖化対策、
環境問題

エシカルで助かる！
環境問題

新型コロナウイルスにより、不安な消費者心理に付け込む手口と対処法を紹介。
①公的機関を装い、「給付金が支給される」と、キャッシュカードを詐取する手口。
②検査にかこつけ、マイナンバーなどの個人情報を聞き出す手口。
③ 「不況になる、金が値上がりする」などと、不審な投資話を持ちかける手口。

給付金詐欺、
個人情報、
投資詐欺

コロナ詐欺に
気をつけよう

巧みな話術にご用心！
劇的リフォーム詐欺

家族の絆
～副業、サイドビジネスで貧乏脱出 !?

怪しいエステにご用心

投資詐欺、仮想通貨

様々な悪質商法の手口と、１人で判断しないで、相談したお陰で助かった事例を紹
介。最後に「私はもう連れ合いもいなくて、相談相手がいないわ！」と…「大丈夫です。
消費者センターがあります。」

「１人より2人で！」
お金の判断は！

キレイでいつづけたい
あなたを狙う、エステの罠

点検商法、当選商法、
催眠商法、架空請求等

同窓会で初恋の相手に変わったといわれショックを受けたおばあちゃん。高額なエ
ステに無理やり誘われ、お金を払わされる。夢に現れた亡きおじいさんからクーリ
ング・オフを教わり一件落着。エステ契約やサプリメントの定期購入の悪質な手口
と対処法を紹介する。

高額なエステの契約、
サプリメント等の
定期購入

振り込め詐欺、還付金詐欺、
架空請求、投資詐欺

投資詐欺、
還付金詐欺等

架空請求、利殖商法、
次々販売、SF商法、
インターネット通販等

ネット通販
架空請求

架空請求
ワンクリック詐欺
ゲームサイト

送りつけ商法
家族の誰も頼んだ覚えのない「健康食品」の小包が届いた。被害が急増している「送
りつけ商法」。頼んだ覚えのない商品を受け取らないコツ、受け取ってしまった時
の対応の仕方を学ぶ。

ダメよ、ダメダメ、
ニセ電話！

甘いケーキと、
甘い言葉にだまされない！

狙ってます！
あなたの家のタンス預金

通販トラブル完全攻略
コンプリートガイド

「安心してください」
には要注意！！

振り込め詐欺課の
捜査ファイル

ニセ電話詐欺

当選商法、
投資詐欺、
儲け話関連

振り込め詐欺、
投資詐欺

通信販売

振り込め詐欺、語り商法、
個人情報（マイナンバー）

特殊詐欺、
振り込め詐欺

振り込め詐欺事件に遭ったカメ男君！！友人のツル子さんの元へ相談。
様々な振り込め詐欺の手口を紹介。さてその手口とは…
詐欺に掛からないポイントを、クイズ形式で絶妙な語り口で伝授する。

挙手制のクイズ形式で当選商法等についてやりとりしながら紹介。「全問正解だっ
た人だけ、100 万円獲得チャンス」と、甘い言葉にだまされてしまう……そんな
うまい話はないとして終わる。

警察や銀行でも実態を把握しきれない高齢者の自宅に置いてあるタンス預金を
狙った手口を紹介。劇場型の振り込め詐欺、訪問販売や投資詐欺等に対しての啓発。

通信販売、ネットショッピングでよくあるトラブルを解決する方法が載っている
『通販トラブル完全攻略コンプリートガイド』という本を手に入れ、この『通販ト
ラブル完全攻略コンプリートガイド』の中身をご紹介。

教えます！お手軽？簡単？
美容医療！

見破れますか？
詐欺の手口のあれやこれ

騙されないための"漢字"の話
～儲けるという字は信者と書く！？～

守れ！
僕らのクレジットカード

美容医療
（エステ等）

融資保証金詐欺、
義援金等の詐欺、
劇場型詐欺など

電子商取引、
マルチ商法

クレジットカード、
スキミング、
フィッシング

美しくなりたい願望をくすぐる「プチ整形」「レーザー脱毛」等美容医療に関する苦情
が後を絶たない。また、エステ店との契約トラブルも増えている。いくつになっても
綺麗になりたい！痩せたい！という女性の願望につけこむ手口と対処法を紹介する。

ネット上の怪しい誘い文句を見てその気になっている相方。実際にあった事例をも
とに、詐欺の手口を劇で紹介する。儲けるという漢字は「信者」と書き、信じ込ま
せようとするのが詐欺。お金がほしければ努力して「稼ぐ」ことの重要性を解く。

レンジでボンッ！
～製品事故にご用心～

製品事故、
PL 法、
リコール

「電子レンジが火を噴いた」という事例から、製品事故の防ぎ方、起きてしまった
際の対処法を紹介。電子レンジ、ドライヤーなど、長期使用した家電の危険性に
触れながら、PL法や、リコールについても紹介。また、タコ足配線、コード破損、
IHコンロの使用など、身近に潜む危険について説明。

インターネットで手軽に一儲け？
～簡単に稼げる副業の罠～

内職商法
（サイドビジネス商法）

企業による副業解禁、政府による副業推奨の波に乗って始めた「簡単に稼げる」副業。
近年増加するインターネットで情報商材を購入させる内職商法を中心に、消費者被
害の事例、騙されない方法、騙された際の解決法を紹介。

うそっ？
悪質業者とかわす契約書！？

消費者契約法
高齢者の契約トラブルによる被害が多いと言われている。騙されるわけないと言い
張るA君。B君が試してみると、契約書に疎いA君は、まんまと騙されてしまう。「寿
命 10 年の代わりに〇〇をしてやる」と言い含められるなど、悪魔と契約するグリ
ム童話に例えながら、契約書を確認する重要性を伝える。

簡単に融資が受けられるような文句を言って誘ってくる融資保証金詐欺の手口や、
震災などに便乗し、市役所職員等を名乗って義援金等を振り込ませようとする手
口など、新たなだましの手口とその対処法を紹介する。

クレジットカードに関するトラブルの件数は急増し、手口も巧妙化している。スキ
ミング、フィッシング、不正アクセス（カード情報流失）など様々。クレジットカー
ド被害の手口とその対処法を紹介する。

電話詐欺、救済詐欺、押し売りなど近年多発している高齢者を対象とした詐欺
の手口と対処法を漫才形式で紹介する。

色々な振り込め詐欺やそれに類する特殊詐欺の手口と対策を、刑事ドラマ仕立
ての漫才で再現する。

友人からの電話で楽しいサークルへの入会を誘われた与太郎。喫茶店で会うと、投
資システム情報の入った DSB メモリを買って友達に紹介するだけでお金が入ると勧
められる。契約後におじさんに話すと、マルチ商法の仕組みを説明され…。

上京した大学生がきれいなお姉さんに英会話教室と教材の契約をさせられてしまっ
た。都内に住む叔父もマイナンバー制度に便乗した詐欺にあう。クーリングオフで
解決。どんな人でも詐欺に合う可能性があることを示唆。

甘い誘いにゃ罠がある マルチ商法

もてたい！
君に近づくインチキ商売

インターネット、
学習教材の契約

小言や意地悪を言うことでご近所からも嫌われている A さん、今日も近所の善良
なBさんの家に嫌味を言いに出掛けてみると、そこに悪質セールスマンが訪ねてき
ていた。善良な B さんの不安を煽る言葉を次々と投げ掛けるセールスマンに対し、
Aさんは徐々に疑いを起こす。

いじわるお婆さんの
知恵袋

訪問販売、
霊視・
開運商法

18歳の大人がであう
マジでヤバい消費者トラブル

アポイントメントセールス、
デート商法、
マルチ商法

Ａさんは、SNS を通じて知り合った友人から「安い旅行サービスがある」と声をか
けられる。営業所に行くと、なんだか怪しい社長が出てきて、言葉巧みに誘導され、
断りきれずに契約してしまう。このほか、デート商法やマルチ商法等、若者に多い
トラブル事例を通し、その手口と対処法も紹介する。また、2022 年 4 月から施行
される成年年齢引き下げを受けて、成年の心構え等を教示する。

海外旅行に行く時確認、
ことば・食べ物・契約書！？

旅行に関する
契約トラブル

マルチ商法

SNSトラブル、
暗号資産・
金融商品等の投資詐欺

訪問販売、訪問購入、
点検商法

一周年記念で海外旅行するカップル。良さそうな格安パックをネットで予約して
現地に向かうが、ツアーの予約が入っておらず、日本語スタッフもおらず、ホテ
ルの部屋は写真と大違いで、大切な旅行が台無しに！あらかじめ、事業者の情報
や契約内容を確認して、万全の準備をすることの大切さを説明する。

若者よ、マルチに負けるな！
（やさしい日本語版）

大学生 A さんは、大学で知り合った友達から暗号資産への投資を、高校時代の友人
からは健康食品の定期購入の話を持ち掛けられる。若者を狙う「ものなしマルチ商法」
の手口や、様々なマルチ商法の事例を通し、マルチ商法の仕組みや対処法を紹介。

暗号資産の儲け話に
騙された !?
SNSおじいちゃん

おじいちゃん子の A さん、おじいちゃんがデジタルに強いと思い込んでいる。その
おじいちゃん、SNSで若者とやり取りし、若者の影響を受けてどこか様子がおかしい。
A さんは、友人におじいちゃんの話しをすると、おじいちゃんが暗号資産の投資勧
誘詐欺に遭っているのでは？と。暗号資産を使った投資詐欺でお金を騙し取る手口
と対処法を紹介。

賃貸契約 de 珍回答

はっきり言おう
「いらないものは
 いりません！」

敷金返金の新ルール
2020 年４月の民法改正で、不動産に関わるルールが変更になった。中でも「敷金
の返還に関するルール」は、トラブルになりやすい。新ルールを踏まえ、具体的な
トラブルの事例と対処法を教示する。

①水回りの工事…トイレの水漏れで、悪質な業者に高額請求を受ける
②点検商法…無料点検を装って高額な商品の契約をさせる
③訪問販売…公的機関の職員を装って、浄水器等を購入させる
④訪問購入…不用品を買い取ると称して、貴金属を強引に買い取る
など事例を通して、手口と対処法を紹介。
断るときは「はっきり言おう『いらないものはいりません！』」

リフォーム詐欺には
ご用心

訪問販売、
点検商法、
リフォーム詐欺

高齢者を狙うリフォーム詐欺、「隣で工事をしていたら、屋根瓦がずれていましたよ」
と…。点検と称し、高齢者の判断不足に乗じて耐震工事等の高額の契約をさせる、
火災保険でリフォーム工事ができるとうたった詐欺など、悪質住宅リフォーム詐欺
の手口と被害にあわないためのポイント、被害にあったときの対処法をご紹介。

新しい悪質様式
コロナに関連する詐欺、
給付金をめぐる詐欺、
ネット詐欺など

新型コロナウイルスで生活により困窮した人や、不安な気持ちに付け込んだ詐欺の手
口を紹介。例えば、給付金に便乗しキャッシュカードを騙し取る手口や個人情報の盗取、
助成金を装った怪しいメール等、様々なリスクから身を守るための対処法を教示する。

新作！

新作！

新作！

インターネットの
トラブル

振り込め詐欺



でで落語 漫才 コント 悪質商法の手口や対処方法などを分かりやすくお伝えします！
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クラスメイトが好きになった中学生のタケシ。誕生日のプレゼントをしようと弟に
相談、インターネットの通信販売で注文した。代金は振り込んだが、商品は届かない。
インターネット通信販売のトラブルや架空請求について紹介。

主な内容 紹介する商法・商品等題　名

主な内容 紹介する商法・商品等

題　名 主な内容 紹介する商法・商品等

友達から携帯サイトやスマホに無料のマンガやゲームがあると教えられた小学生。マ
ンガサイトで年齢確認をクリックするといきなり登録料請求の場面が…。ゲームサイ
トでは楽しくて次々とクリックすると、後日高額な請求が…。

オレオレ詐欺をもくろむ親分子分。電話した相手から、劇団型、段階型、還付金
詐欺など詐欺の様々な手口を教えられる。騙されないための対処法は…。

背が低く、成績が悪く、女の子にもてないサバ夫が、雑誌やインターネットを見て「背
が伸びる薬」「幸せになるペンダント」を親の承諾なしで申込んでしまう。さらに、校
門前で会ったお姉さんから勉強ができるようになる「教材セット」を勧められ、親に
内緒でハンコを押して申し込もうとする。そこにヒーローが出てきて…
アダルト動画やアプリの無料ダウンロードから、個人情報を取られ料金請求が
来る。 ネットでの警告表示詐欺広告から、不要なセキュリティーソフトを購入さ
せられる。 無料通話アプリで、電話帳のデータを抜き取られ不正利用されるなど
の事例をとおして、「無料」をうたう広告の危険性を伝える。

新作！

新作！

貸出DVDあります

落　語

漫　才

コント

題　名

子ども詐欺物語
　　　　　（小学生向き）

送りつけ商法。
また来てる あなたに届く
ダンボール

親分子分の振り込め詐欺珍道中

タダは“ただ”では
済まされない！

子供だって騙される
　　　　（小中学生向き）

「才能がないから詐欺・悪質商法業界から足を洗え」といわれた人の良い間抜けな
男。心機一転、先輩の特訓を受けて、いざ電話勧誘したり、訪問勧誘したりして
みるが、やはりうまくいかず、最後は訪問先に同情して金を出してしまうが、実
はその家は…

こんな手口にご用心！

うまい話にご用心

押し買い商法、
電話勧誘、
訪問販売

マイナンバー制度を悪用した詐欺の手口、公的機関を名乗った詐欺や二次被害の手口
を紹介。高齢者たちの間でマイナンバー占いが流行り、元をたどると悪質業者だった
……というコメディから個人情報流出について注意喚起する。

あなたの財産を狙う詐欺の手口と対策を、ご隠居と八っつぁんが古典落語風に紹介。
八っつぁんがご隠居さんを訪ねると、ご隠居さんが被害にあった内容を次々と語り出す。

詐欺のプロ集団の内幕と騙されないポイントの解説。最近まで詐欺株式会社の社
員だった男が、内幕を暴露し、その罪滅ぼしに、騙されない重要なポイントを話す。

・家族間、友人間、地域間等で人から人へ「サギには気をつけましょう！」「奥様
大丈夫ですか？」の声掛けを進める。

・被害事例を示し、被害に遭ってしまった方には、二度と遭わないように皆で声を
掛け合い減らしていくための啓発。

健康食品のうまい代理店契約の話にのって契約をしてしまう…、年金機構を語った
ウソのはがきにまんまと騙されてしまう…大事な年金や箪笥預金を狙った様々な詐
欺手口を紹介。詐欺に一旦はかかりながらも、何とか最小限の被害額で気がつき、
証拠のハガキなどによって、ご隠居さんの協力で詐欺集団の逮捕に漕ぎ着ける

虎の子の年金は渡せない

我が町のマイナンバー騒動

詐欺の電話にゃもう出んわ

そうだったのか。
詐欺株式会社の内幕

出番ですよ！
サギ撲滅の声掛けキャンペーン

特定継続的役務（英語）
マイナンバー制度に
便乗した詐欺

年金詐欺
健康食品

マイナンバー、
個人情報

架空請求詐欺の被害防止のために芝居をやることになった町内会。詐欺師役が本番
当日にドタキャンしたので、馬鹿正直な飯炊きの権助が代役をつとめることに。そ
のため芝居はしっちゃかめっちゃかになるのですが、かえって対策がわかりやすく
なってめでたしめでたし。

新米に、ベテランの兄貴が詐欺・悪質商法の実践教育をしようとするが、マヌケな新人
がつい余計なことを口走ってしまい、ことごとく失敗してしまう。新米の本当のねらい
は…。騙そうとする様々な詐欺の手口と引っかかってしまう心理状況に警鐘をならす。
突然、自宅に工事業者が来て、「近所で屋根工事をしているが、お宅の屋根瓦がず
れている、無料で点検します」と勧められる。「屋根瓦がずれている」、「地震で家
が壊れる」、「床下が腐っている」などと不安をあおり、次々と工事をさせるその
手口を紹介し、対処法を教示する。
インターネットで「無制限で施術を受けられる」という脱毛エステの広告を見て、店
へ出向き 40 万円の契約をしたが、なかなか予約がとれないので、解約を申し出たと
ころ、高額の支払いを請求される。陥りやすいエステのトラブルと対処法を紹介する。

「スマホ1つで」、「月30 万円の投資法」、「転売」などの副業をテーマに、祖母・親・
子の3世代がそれぞれ家族を想って、別々にトラブルに見舞われる手口を紹介する。

詐欺は涙か  ため息か
ワンクリック詐欺、
架空請求

サイドビジネス商法

振り込め詐欺、
点検商法、投資詐欺等

リフォーム工事、
次々・点検商法

エステ契約

八っつぁんが、ご隠居の所に興奮してやってきて、暗号資産ビビットコインで大儲
けできるとのこと。投資金額が必ず10倍になる、今だけチャンスとどうも怪しい。
それに気付かず、八っつぁんはお金を払おうとしていたが、ご隠居からだまされな
いためのポイントを聞いて目が覚める。

暗号資産ビビットコインで
ひと儲け？！

なるほど！これぞ
「だまし」のテクニック

悪質な訪問販売の様々な手口と対処法を紹介。
①訪問販売…公的機関の職員を装い、不意打ち訪問により商品を購入させる手口。
②点検商法…「保険金の範囲で工事ができる」と勧誘し、高額な修繕をさせる手口。
③訪問購入…不用品の買い取りと称し、貴金属を買い取る手口。

訪問販売（かたり商法）、
点検商法、訪問購入

これで大丈夫だぁ！
お婆ちゃんの悪質セールス撃退術

詐欺を断る実体験を通して対処法を紹介。
①クレジットカードで利用した覚えのない旅行代金を請求してくる手口。
②公的機関をかたるはがきで、身に覚えのない請求をしてくる手口。
③銀行協会職員を装い、キャッシュカードをすり替えて騙し取る手口。

旅行契約、架空請求、
様々な詐欺の手口百聞は「一体験」に如かず

スマホを買ってインターネットやネットショッピングにハマっている夫婦。しか
し、ある日買った健康グッズはホームページに書いてあるものと全然違う。喧嘩
になり、二度とネットショッピングをしないと二人で約束をするが、スマホ依存
の妻は、海外ホテルの格安サイトを見てしまう。その結末は…

高齢者向けインター
ネットトラブル、
ネットショッピングトラブル

スマホショップは
鬼ばかり？！

ある日友人から、彼女へのプロポーズを手伝ってほしいと頼まれる。しかし、話
を聞いているうちに、恋愛感情を利用して高額な商品の契約をさせられるのでは
…？という疑いを抱く。また、SNSや婚活アプリを利用し知り合いになるケースも
増えている。恋愛感情という心理に付け込む手口と対処法を紹介する。

デート商法、
インターネット上の
紹介サイト（マッチングアプリ）

運命の人にご用心!?　
デート商法の罠

同じ職場の女性を好きになったタケシ。誕生日にプレゼントをしようと友人のキヨ
シ君に相談し、インターネットの通信販売で商品を注文した。代金は振り込んだが
商品が届かないため、通販会社に連絡を取ると、身に覚えのないメールが届いた…。
ネット通販のトラブルや架空請求の手口と対処法をご紹介。

ネット通販、
架空請求

身近なネット通販の落とし穴
（やさしい日本語）

上京し一人暮らしを始めた大学１年生のAさん。SNSで知り合った人に誘われ、会費
制サークルに入会。１人紹介するごとに紹介料が毎月１万円がもらえると言われるが、
誰も紹介できず。退会を申し出ると 30 万円の手数料を要求され、学生ローンで投資
アプリも契約してしまうことに。若者を狙ったマルチ商法の手口や対処法を紹介。

孤独からの甘い罠

長屋の熊さんがご隠居さんの所にお金の無心にやってくる。
ご隠居さんが話を聞くと、一回だけのお試しだと思って購入した商品が、実は定期
購入だった。解約したくても業者と連絡が取れない…困った熊さん！
ご隠居さんから「お試し」など、お得感を強調した手口と注意するポイントを紹介。

お試しの罠！
恐怖あなたの知らない請求書

テレビやラジオで耳にする「SDGs、エシカル消費」。世界中の人々がこの地球で暮らし続
けていくための2030年までの達成目標。ある日Aさん、うとうとしながら環境破壊が進み、
災害が多発する夢を見る。夢から覚め我に返ると、これからどうなってしまうのか？急に不
安になる。生活の中でできる消費行動を通してSDGs、エシカル消費をわかりやすく説明。

SDGs、
エシカル消費

お試し、
定期購入

若者のトラブル、
成年年齢引下げ、
マルチ商法

SDGs・エシカル消費って何？
私たちににできること

「お試し期間！1ヶ月５千円でパソコンとウェブカメラ貸出しで、使い放題。使い方の
説明は何度でも対応します」と言って契約させて、1ヶ月後解約しようとしたら、「最
低１年使う条件のサービス。２ヶ月目からは月３万円、途中解約は違約金 50 万円かか
ります」と…。消費者をだまして解約させないようにする手口とその対処法をご紹介。

サブスク（定額制）
サービス
成年年齢引下げ

サブスクって？
１人できめると落とし穴

大学生がアダルトサイトを閲覧していたら、突然料金の請求がきた。困って友人
に相談しようとするが、アダルトサイトを見ていたとは正直に言えず、主人公と
友人の会話の食い違いを面白おかしく展開。成年年齢引き下げに伴うトラブルの
注意点や、ワンクリック詐欺の手口と対処法を紹介。

ワンクリック詐欺払ってしまった人

インターネットで知り合った外国人と連絡を取り合ううちに親しくなった A さん、
送金を迫られ不安になったAさん。仲のいいBさんに相談すると、Bさんも“サクラ”
になりすました詐欺師に騙されていることがわかる。近所の物知りの大家さんに
相談する。詐欺の巧妙な手口と対処法を紹介。

国際ロマンス詐欺、
サクラサイト商法　

国際ロマンス詐欺は
甘くない

エシカル消費って何？地域の活性化や雇用を含む、人・社会・地域・環境に配慮し
た消費行動のこと。温暖化や食品廃棄・プラスチックごみ等環境問題を取り上げ、
一人ひとりが、その解決のために考え、行動することで、企業が生産のあり方につ
いて、見直したり、地域の活性化にも繋がるという、みんながハッピーになるお話。

エシカル消費、
温暖化対策、
環境問題

エシカルで助かる！
環境問題

新型コロナウイルスにより、不安な消費者心理に付け込む手口と対処法を紹介。
①公的機関を装い、「給付金が支給される」と、キャッシュカードを詐取する手口。
②検査にかこつけ、マイナンバーなどの個人情報を聞き出す手口。
③ 「不況になる、金が値上がりする」などと、不審な投資話を持ちかける手口。

給付金詐欺、
個人情報、
投資詐欺

コロナ詐欺に
気をつけよう

巧みな話術にご用心！
劇的リフォーム詐欺

家族の絆
～副業、サイドビジネスで貧乏脱出 !?

怪しいエステにご用心

投資詐欺、仮想通貨

様々な悪質商法の手口と、１人で判断しないで、相談したお陰で助かった事例を紹
介。最後に「私はもう連れ合いもいなくて、相談相手がいないわ！」と…「大丈夫です。
消費者センターがあります。」

「１人より2人で！」
お金の判断は！

キレイでいつづけたい
あなたを狙う、エステの罠

点検商法、当選商法、
催眠商法、架空請求等

同窓会で初恋の相手に変わったといわれショックを受けたおばあちゃん。高額なエ
ステに無理やり誘われ、お金を払わされる。夢に現れた亡きおじいさんからクーリ
ング・オフを教わり一件落着。エステ契約やサプリメントの定期購入の悪質な手口
と対処法を紹介する。

高額なエステの契約、
サプリメント等の
定期購入

振り込め詐欺、還付金詐欺、
架空請求、投資詐欺

投資詐欺、
還付金詐欺等

架空請求、利殖商法、
次々販売、SF商法、
インターネット通販等

ネット通販
架空請求

架空請求
ワンクリック詐欺
ゲームサイト

送りつけ商法
家族の誰も頼んだ覚えのない「健康食品」の小包が届いた。被害が急増している「送
りつけ商法」。頼んだ覚えのない商品を受け取らないコツ、受け取ってしまった時
の対応の仕方を学ぶ。

ダメよ、ダメダメ、
ニセ電話！

甘いケーキと、
甘い言葉にだまされない！

狙ってます！
あなたの家のタンス預金

通販トラブル完全攻略
コンプリートガイド

「安心してください」
には要注意！！

振り込め詐欺課の
捜査ファイル

ニセ電話詐欺

当選商法、
投資詐欺、
儲け話関連

振り込め詐欺、
投資詐欺

通信販売

振り込め詐欺、語り商法、
個人情報（マイナンバー）

特殊詐欺、
振り込め詐欺

振り込め詐欺事件に遭ったカメ男君！！友人のツル子さんの元へ相談。
様々な振り込め詐欺の手口を紹介。さてその手口とは…
詐欺に掛からないポイントを、クイズ形式で絶妙な語り口で伝授する。

挙手制のクイズ形式で当選商法等についてやりとりしながら紹介。「全問正解だっ
た人だけ、100 万円獲得チャンス」と、甘い言葉にだまされてしまう……そんな
うまい話はないとして終わる。

警察や銀行でも実態を把握しきれない高齢者の自宅に置いてあるタンス預金を
狙った手口を紹介。劇場型の振り込め詐欺、訪問販売や投資詐欺等に対しての啓発。

通信販売、ネットショッピングでよくあるトラブルを解決する方法が載っている
『通販トラブル完全攻略コンプリートガイド』という本を手に入れ、この『通販ト
ラブル完全攻略コンプリートガイド』の中身をご紹介。

教えます！お手軽？簡単？
美容医療！

見破れますか？
詐欺の手口のあれやこれ

騙されないための"漢字"の話
～儲けるという字は信者と書く！？～

守れ！
僕らのクレジットカード

美容医療
（エステ等）

融資保証金詐欺、
義援金等の詐欺、
劇場型詐欺など

電子商取引、
マルチ商法

クレジットカード、
スキミング、
フィッシング

美しくなりたい願望をくすぐる「プチ整形」「レーザー脱毛」等美容医療に関する苦情
が後を絶たない。また、エステ店との契約トラブルも増えている。いくつになっても
綺麗になりたい！痩せたい！という女性の願望につけこむ手口と対処法を紹介する。

ネット上の怪しい誘い文句を見てその気になっている相方。実際にあった事例をも
とに、詐欺の手口を劇で紹介する。儲けるという漢字は「信者」と書き、信じ込ま
せようとするのが詐欺。お金がほしければ努力して「稼ぐ」ことの重要性を解く。

レンジでボンッ！
～製品事故にご用心～

製品事故、
PL 法、
リコール

「電子レンジが火を噴いた」という事例から、製品事故の防ぎ方、起きてしまった
際の対処法を紹介。電子レンジ、ドライヤーなど、長期使用した家電の危険性に
触れながら、PL法や、リコールについても紹介。また、タコ足配線、コード破損、
IHコンロの使用など、身近に潜む危険について説明。

インターネットで手軽に一儲け？
～簡単に稼げる副業の罠～

内職商法
（サイドビジネス商法）

企業による副業解禁、政府による副業推奨の波に乗って始めた「簡単に稼げる」副業。
近年増加するインターネットで情報商材を購入させる内職商法を中心に、消費者被
害の事例、騙されない方法、騙された際の解決法を紹介。

うそっ？
悪質業者とかわす契約書！？

消費者契約法
高齢者の契約トラブルによる被害が多いと言われている。騙されるわけないと言い
張るA君。B君が試してみると、契約書に疎いA君は、まんまと騙されてしまう。「寿
命 10 年の代わりに〇〇をしてやる」と言い含められるなど、悪魔と契約するグリ
ム童話に例えながら、契約書を確認する重要性を伝える。

簡単に融資が受けられるような文句を言って誘ってくる融資保証金詐欺の手口や、
震災などに便乗し、市役所職員等を名乗って義援金等を振り込ませようとする手
口など、新たなだましの手口とその対処法を紹介する。

クレジットカードに関するトラブルの件数は急増し、手口も巧妙化している。スキ
ミング、フィッシング、不正アクセス（カード情報流失）など様々。クレジットカー
ド被害の手口とその対処法を紹介する。

電話詐欺、救済詐欺、押し売りなど近年多発している高齢者を対象とした詐欺
の手口と対処法を漫才形式で紹介する。

色々な振り込め詐欺やそれに類する特殊詐欺の手口と対策を、刑事ドラマ仕立
ての漫才で再現する。

友人からの電話で楽しいサークルへの入会を誘われた与太郎。喫茶店で会うと、投
資システム情報の入った DSB メモリを買って友達に紹介するだけでお金が入ると勧
められる。契約後におじさんに話すと、マルチ商法の仕組みを説明され…。

上京した大学生がきれいなお姉さんに英会話教室と教材の契約をさせられてしまっ
た。都内に住む叔父もマイナンバー制度に便乗した詐欺にあう。クーリングオフで
解決。どんな人でも詐欺に合う可能性があることを示唆。

甘い誘いにゃ罠がある マルチ商法

もてたい！
君に近づくインチキ商売

インターネット、
学習教材の契約

小言や意地悪を言うことでご近所からも嫌われている A さん、今日も近所の善良
なBさんの家に嫌味を言いに出掛けてみると、そこに悪質セールスマンが訪ねてき
ていた。善良な B さんの不安を煽る言葉を次々と投げ掛けるセールスマンに対し、
Aさんは徐々に疑いを起こす。

いじわるお婆さんの
知恵袋

訪問販売、
霊視・
開運商法

18歳の大人がであう
マジでヤバい消費者トラブル

アポイントメントセールス、
デート商法、
マルチ商法

Ａさんは、SNS を通じて知り合った友人から「安い旅行サービスがある」と声をか
けられる。営業所に行くと、なんだか怪しい社長が出てきて、言葉巧みに誘導され、
断りきれずに契約してしまう。このほか、デート商法やマルチ商法等、若者に多い
トラブル事例を通し、その手口と対処法も紹介する。また、2022 年 4 月から施行
される成年年齢引き下げを受けて、成年の心構え等を教示する。

海外旅行に行く時確認、
ことば・食べ物・契約書！？

旅行に関する
契約トラブル

マルチ商法

SNSトラブル、
暗号資産・
金融商品等の投資詐欺

訪問販売、訪問購入、
点検商法

一周年記念で海外旅行するカップル。良さそうな格安パックをネットで予約して
現地に向かうが、ツアーの予約が入っておらず、日本語スタッフもおらず、ホテ
ルの部屋は写真と大違いで、大切な旅行が台無しに！あらかじめ、事業者の情報
や契約内容を確認して、万全の準備をすることの大切さを説明する。

若者よ、マルチに負けるな！
（やさしい日本語版）

大学生 A さんは、大学で知り合った友達から暗号資産への投資を、高校時代の友人
からは健康食品の定期購入の話を持ち掛けられる。若者を狙う「ものなしマルチ商法」
の手口や、様々なマルチ商法の事例を通し、マルチ商法の仕組みや対処法を紹介。

暗号資産の儲け話に
騙された !?
SNSおじいちゃん

おじいちゃん子の A さん、おじいちゃんがデジタルに強いと思い込んでいる。その
おじいちゃん、SNSで若者とやり取りし、若者の影響を受けてどこか様子がおかしい。
A さんは、友人におじいちゃんの話しをすると、おじいちゃんが暗号資産の投資勧
誘詐欺に遭っているのでは？と。暗号資産を使った投資詐欺でお金を騙し取る手口
と対処法を紹介。

賃貸契約 de 珍回答

はっきり言おう
「いらないものは
 いりません！」

敷金返金の新ルール
2020 年４月の民法改正で、不動産に関わるルールが変更になった。中でも「敷金
の返還に関するルール」は、トラブルになりやすい。新ルールを踏まえ、具体的な
トラブルの事例と対処法を教示する。

①水回りの工事…トイレの水漏れで、悪質な業者に高額請求を受ける
②点検商法…無料点検を装って高額な商品の契約をさせる
③訪問販売…公的機関の職員を装って、浄水器等を購入させる
④訪問購入…不用品を買い取ると称して、貴金属を強引に買い取る
など事例を通して、手口と対処法を紹介。
断るときは「はっきり言おう『いらないものはいりません！』」

リフォーム詐欺には
ご用心

訪問販売、
点検商法、
リフォーム詐欺

高齢者を狙うリフォーム詐欺、「隣で工事をしていたら、屋根瓦がずれていましたよ」
と…。点検と称し、高齢者の判断不足に乗じて耐震工事等の高額の契約をさせる、
火災保険でリフォーム工事ができるとうたった詐欺など、悪質住宅リフォーム詐欺
の手口と被害にあわないためのポイント、被害にあったときの対処法をご紹介。

新しい悪質様式
コロナに関連する詐欺、
給付金をめぐる詐欺、
ネット詐欺など

新型コロナウイルスで生活により困窮した人や、不安な気持ちに付け込んだ詐欺の手
口を紹介。例えば、給付金に便乗しキャッシュカードを騙し取る手口や個人情報の盗取、
助成金を装った怪しいメール等、様々なリスクから身を守るための対処法を教示する。

新作！

新作！

新作！

インターネットの
トラブル

振り込め詐欺



でで落語 漫才 コント 悪質商法の手口や対処方法などを分かりやすくお伝えします！
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/manabitai/de_yose/演目はホームページでご覧になれます。 東京くらしweb 出前寄席 検索

クラスメイトが好きになった中学生のタケシ。誕生日のプレゼントをしようと弟に
相談、インターネットの通信販売で注文した。代金は振り込んだが、商品は届かない。
インターネット通信販売のトラブルや架空請求について紹介。

主な内容 紹介する商法・商品等題　名

主な内容 紹介する商法・商品等

題　名 主な内容 紹介する商法・商品等

友達から携帯サイトやスマホに無料のマンガやゲームがあると教えられた小学生。マ
ンガサイトで年齢確認をクリックするといきなり登録料請求の場面が…。ゲームサイ
トでは楽しくて次々とクリックすると、後日高額な請求が…。

オレオレ詐欺をもくろむ親分子分。電話した相手から、劇団型、段階型、還付金
詐欺など詐欺の様々な手口を教えられる。騙されないための対処法は…。

背が低く、成績が悪く、女の子にもてないサバ夫が、雑誌やインターネットを見て「背
が伸びる薬」「幸せになるペンダント」を親の承諾なしで申込んでしまう。さらに、校
門前で会ったお姉さんから勉強ができるようになる「教材セット」を勧められ、親に
内緒でハンコを押して申し込もうとする。そこにヒーローが出てきて…
アダルト動画やアプリの無料ダウンロードから、個人情報を取られ料金請求が
来る。 ネットでの警告表示詐欺広告から、不要なセキュリティーソフトを購入さ
せられる。 無料通話アプリで、電話帳のデータを抜き取られ不正利用されるなど
の事例をとおして、「無料」をうたう広告の危険性を伝える。

新作！

新作！

貸出DVDあります

落　語

漫　才

コント

題　名

子ども詐欺物語
　　　　　（小学生向き）

送りつけ商法。
また来てる あなたに届く
ダンボール

親分子分の振り込め詐欺珍道中

タダは“ただ”では
済まされない！

子供だって騙される
　　　　（小中学生向き）

「才能がないから詐欺・悪質商法業界から足を洗え」といわれた人の良い間抜けな
男。心機一転、先輩の特訓を受けて、いざ電話勧誘したり、訪問勧誘したりして
みるが、やはりうまくいかず、最後は訪問先に同情して金を出してしまうが、実
はその家は…

こんな手口にご用心！

うまい話にご用心

押し買い商法、
電話勧誘、
訪問販売

マイナンバー制度を悪用した詐欺の手口、公的機関を名乗った詐欺や二次被害の手口
を紹介。高齢者たちの間でマイナンバー占いが流行り、元をたどると悪質業者だった
……というコメディから個人情報流出について注意喚起する。

あなたの財産を狙う詐欺の手口と対策を、ご隠居と八っつぁんが古典落語風に紹介。
八っつぁんがご隠居さんを訪ねると、ご隠居さんが被害にあった内容を次々と語り出す。

詐欺のプロ集団の内幕と騙されないポイントの解説。最近まで詐欺株式会社の社
員だった男が、内幕を暴露し、その罪滅ぼしに、騙されない重要なポイントを話す。

・家族間、友人間、地域間等で人から人へ「サギには気をつけましょう！」「奥様
大丈夫ですか？」の声掛けを進める。

・被害事例を示し、被害に遭ってしまった方には、二度と遭わないように皆で声を
掛け合い減らしていくための啓発。

健康食品のうまい代理店契約の話にのって契約をしてしまう…、年金機構を語った
ウソのはがきにまんまと騙されてしまう…大事な年金や箪笥預金を狙った様々な詐
欺手口を紹介。詐欺に一旦はかかりながらも、何とか最小限の被害額で気がつき、
証拠のハガキなどによって、ご隠居さんの協力で詐欺集団の逮捕に漕ぎ着ける

虎の子の年金は渡せない

我が町のマイナンバー騒動

詐欺の電話にゃもう出んわ

そうだったのか。
詐欺株式会社の内幕

出番ですよ！
サギ撲滅の声掛けキャンペーン

特定継続的役務（英語）
マイナンバー制度に
便乗した詐欺

年金詐欺
健康食品

マイナンバー、
個人情報

架空請求詐欺の被害防止のために芝居をやることになった町内会。詐欺師役が本番
当日にドタキャンしたので、馬鹿正直な飯炊きの権助が代役をつとめることに。そ
のため芝居はしっちゃかめっちゃかになるのですが、かえって対策がわかりやすく
なってめでたしめでたし。

新米に、ベテランの兄貴が詐欺・悪質商法の実践教育をしようとするが、マヌケな新人
がつい余計なことを口走ってしまい、ことごとく失敗してしまう。新米の本当のねらい
は…。騙そうとする様々な詐欺の手口と引っかかってしまう心理状況に警鐘をならす。
突然、自宅に工事業者が来て、「近所で屋根工事をしているが、お宅の屋根瓦がず
れている、無料で点検します」と勧められる。「屋根瓦がずれている」、「地震で家
が壊れる」、「床下が腐っている」などと不安をあおり、次々と工事をさせるその
手口を紹介し、対処法を教示する。
インターネットで「無制限で施術を受けられる」という脱毛エステの広告を見て、店
へ出向き 40 万円の契約をしたが、なかなか予約がとれないので、解約を申し出たと
ころ、高額の支払いを請求される。陥りやすいエステのトラブルと対処法を紹介する。

「スマホ1つで」、「月30 万円の投資法」、「転売」などの副業をテーマに、祖母・親・
子の3世代がそれぞれ家族を想って、別々にトラブルに見舞われる手口を紹介する。

詐欺は涙か  ため息か
ワンクリック詐欺、
架空請求

サイドビジネス商法

振り込め詐欺、
点検商法、投資詐欺等

リフォーム工事、
次々・点検商法

エステ契約

八っつぁんが、ご隠居の所に興奮してやってきて、暗号資産ビビットコインで大儲
けできるとのこと。投資金額が必ず10倍になる、今だけチャンスとどうも怪しい。
それに気付かず、八っつぁんはお金を払おうとしていたが、ご隠居からだまされな
いためのポイントを聞いて目が覚める。

暗号資産ビビットコインで
ひと儲け？！

なるほど！これぞ
「だまし」のテクニック

悪質な訪問販売の様々な手口と対処法を紹介。
①訪問販売…公的機関の職員を装い、不意打ち訪問により商品を購入させる手口。
②点検商法…「保険金の範囲で工事ができる」と勧誘し、高額な修繕をさせる手口。
③訪問購入…不用品の買い取りと称し、貴金属を買い取る手口。

訪問販売（かたり商法）、
点検商法、訪問購入

これで大丈夫だぁ！
お婆ちゃんの悪質セールス撃退術

詐欺を断る実体験を通して対処法を紹介。
①クレジットカードで利用した覚えのない旅行代金を請求してくる手口。
②公的機関をかたるはがきで、身に覚えのない請求をしてくる手口。
③銀行協会職員を装い、キャッシュカードをすり替えて騙し取る手口。

旅行契約、架空請求、
様々な詐欺の手口百聞は「一体験」に如かず

スマホを買ってインターネットやネットショッピングにハマっている夫婦。しか
し、ある日買った健康グッズはホームページに書いてあるものと全然違う。喧嘩
になり、二度とネットショッピングをしないと二人で約束をするが、スマホ依存
の妻は、海外ホテルの格安サイトを見てしまう。その結末は…

高齢者向けインター
ネットトラブル、
ネットショッピングトラブル

スマホショップは
鬼ばかり？！

ある日友人から、彼女へのプロポーズを手伝ってほしいと頼まれる。しかし、話
を聞いているうちに、恋愛感情を利用して高額な商品の契約をさせられるのでは
…？という疑いを抱く。また、SNSや婚活アプリを利用し知り合いになるケースも
増えている。恋愛感情という心理に付け込む手口と対処法を紹介する。

デート商法、
インターネット上の
紹介サイト（マッチングアプリ）

運命の人にご用心!?　
デート商法の罠

同じ職場の女性を好きになったタケシ。誕生日にプレゼントをしようと友人のキヨ
シ君に相談し、インターネットの通信販売で商品を注文した。代金は振り込んだが
商品が届かないため、通販会社に連絡を取ると、身に覚えのないメールが届いた…。
ネット通販のトラブルや架空請求の手口と対処法をご紹介。

ネット通販、
架空請求

身近なネット通販の落とし穴
（やさしい日本語）

上京し一人暮らしを始めた大学１年生のAさん。SNSで知り合った人に誘われ、会費
制サークルに入会。１人紹介するごとに紹介料が毎月１万円がもらえると言われるが、
誰も紹介できず。退会を申し出ると 30 万円の手数料を要求され、学生ローンで投資
アプリも契約してしまうことに。若者を狙ったマルチ商法の手口や対処法を紹介。

孤独からの甘い罠

長屋の熊さんがご隠居さんの所にお金の無心にやってくる。
ご隠居さんが話を聞くと、一回だけのお試しだと思って購入した商品が、実は定期
購入だった。解約したくても業者と連絡が取れない…困った熊さん！
ご隠居さんから「お試し」など、お得感を強調した手口と注意するポイントを紹介。

お試しの罠！
恐怖あなたの知らない請求書

テレビやラジオで耳にする「SDGs、エシカル消費」。世界中の人々がこの地球で暮らし続
けていくための2030年までの達成目標。ある日Aさん、うとうとしながら環境破壊が進み、
災害が多発する夢を見る。夢から覚め我に返ると、これからどうなってしまうのか？急に不
安になる。生活の中でできる消費行動を通してSDGs、エシカル消費をわかりやすく説明。

SDGs、
エシカル消費

お試し、
定期購入

若者のトラブル、
成年年齢引下げ、
マルチ商法

SDGs・エシカル消費って何？
私たちににできること

「お試し期間！1ヶ月５千円でパソコンとウェブカメラ貸出しで、使い放題。使い方の
説明は何度でも対応します」と言って契約させて、1ヶ月後解約しようとしたら、「最
低１年使う条件のサービス。２ヶ月目からは月３万円、途中解約は違約金 50 万円かか
ります」と…。消費者をだまして解約させないようにする手口とその対処法をご紹介。

サブスク（定額制）
サービス
成年年齢引下げ

サブスクって？
１人できめると落とし穴

大学生がアダルトサイトを閲覧していたら、突然料金の請求がきた。困って友人
に相談しようとするが、アダルトサイトを見ていたとは正直に言えず、主人公と
友人の会話の食い違いを面白おかしく展開。成年年齢引き下げに伴うトラブルの
注意点や、ワンクリック詐欺の手口と対処法を紹介。

ワンクリック詐欺払ってしまった人

インターネットで知り合った外国人と連絡を取り合ううちに親しくなった A さん、
送金を迫られ不安になったAさん。仲のいいBさんに相談すると、Bさんも“サクラ”
になりすました詐欺師に騙されていることがわかる。近所の物知りの大家さんに
相談する。詐欺の巧妙な手口と対処法を紹介。

国際ロマンス詐欺、
サクラサイト商法　

国際ロマンス詐欺は
甘くない

エシカル消費って何？地域の活性化や雇用を含む、人・社会・地域・環境に配慮し
た消費行動のこと。温暖化や食品廃棄・プラスチックごみ等環境問題を取り上げ、
一人ひとりが、その解決のために考え、行動することで、企業が生産のあり方につ
いて、見直したり、地域の活性化にも繋がるという、みんながハッピーになるお話。

エシカル消費、
温暖化対策、
環境問題

エシカルで助かる！
環境問題

新型コロナウイルスにより、不安な消費者心理に付け込む手口と対処法を紹介。
①公的機関を装い、「給付金が支給される」と、キャッシュカードを詐取する手口。
②検査にかこつけ、マイナンバーなどの個人情報を聞き出す手口。
③ 「不況になる、金が値上がりする」などと、不審な投資話を持ちかける手口。

給付金詐欺、
個人情報、
投資詐欺

コロナ詐欺に
気をつけよう

巧みな話術にご用心！
劇的リフォーム詐欺

家族の絆
～副業、サイドビジネスで貧乏脱出 !?

怪しいエステにご用心

投資詐欺、仮想通貨

様々な悪質商法の手口と、１人で判断しないで、相談したお陰で助かった事例を紹
介。最後に「私はもう連れ合いもいなくて、相談相手がいないわ！」と…「大丈夫です。
消費者センターがあります。」

「１人より2人で！」
お金の判断は！

キレイでいつづけたい
あなたを狙う、エステの罠

点検商法、当選商法、
催眠商法、架空請求等

同窓会で初恋の相手に変わったといわれショックを受けたおばあちゃん。高額なエ
ステに無理やり誘われ、お金を払わされる。夢に現れた亡きおじいさんからクーリ
ング・オフを教わり一件落着。エステ契約やサプリメントの定期購入の悪質な手口
と対処法を紹介する。

高額なエステの契約、
サプリメント等の
定期購入

振り込め詐欺、還付金詐欺、
架空請求、投資詐欺

投資詐欺、
還付金詐欺等

架空請求、利殖商法、
次々販売、SF商法、
インターネット通販等

ネット通販
架空請求

架空請求
ワンクリック詐欺
ゲームサイト

送りつけ商法
家族の誰も頼んだ覚えのない「健康食品」の小包が届いた。被害が急増している「送
りつけ商法」。頼んだ覚えのない商品を受け取らないコツ、受け取ってしまった時
の対応の仕方を学ぶ。

ダメよ、ダメダメ、
ニセ電話！

甘いケーキと、
甘い言葉にだまされない！

狙ってます！
あなたの家のタンス預金

通販トラブル完全攻略
コンプリートガイド

「安心してください」
には要注意！！

振り込め詐欺課の
捜査ファイル

ニセ電話詐欺

当選商法、
投資詐欺、
儲け話関連

振り込め詐欺、
投資詐欺

通信販売

振り込め詐欺、語り商法、
個人情報（マイナンバー）

特殊詐欺、
振り込め詐欺

振り込め詐欺事件に遭ったカメ男君！！友人のツル子さんの元へ相談。
様々な振り込め詐欺の手口を紹介。さてその手口とは…
詐欺に掛からないポイントを、クイズ形式で絶妙な語り口で伝授する。

挙手制のクイズ形式で当選商法等についてやりとりしながら紹介。「全問正解だっ
た人だけ、100 万円獲得チャンス」と、甘い言葉にだまされてしまう……そんな
うまい話はないとして終わる。

警察や銀行でも実態を把握しきれない高齢者の自宅に置いてあるタンス預金を
狙った手口を紹介。劇場型の振り込め詐欺、訪問販売や投資詐欺等に対しての啓発。

通信販売、ネットショッピングでよくあるトラブルを解決する方法が載っている
『通販トラブル完全攻略コンプリートガイド』という本を手に入れ、この『通販ト
ラブル完全攻略コンプリートガイド』の中身をご紹介。

教えます！お手軽？簡単？
美容医療！

見破れますか？
詐欺の手口のあれやこれ

騙されないための"漢字"の話
～儲けるという字は信者と書く！？～

守れ！
僕らのクレジットカード

美容医療
（エステ等）

融資保証金詐欺、
義援金等の詐欺、
劇場型詐欺など

電子商取引、
マルチ商法

クレジットカード、
スキミング、
フィッシング

美しくなりたい願望をくすぐる「プチ整形」「レーザー脱毛」等美容医療に関する苦情
が後を絶たない。また、エステ店との契約トラブルも増えている。いくつになっても
綺麗になりたい！痩せたい！という女性の願望につけこむ手口と対処法を紹介する。

ネット上の怪しい誘い文句を見てその気になっている相方。実際にあった事例をも
とに、詐欺の手口を劇で紹介する。儲けるという漢字は「信者」と書き、信じ込ま
せようとするのが詐欺。お金がほしければ努力して「稼ぐ」ことの重要性を解く。

レンジでボンッ！
～製品事故にご用心～

製品事故、
PL 法、
リコール

「電子レンジが火を噴いた」という事例から、製品事故の防ぎ方、起きてしまった
際の対処法を紹介。電子レンジ、ドライヤーなど、長期使用した家電の危険性に
触れながら、PL法や、リコールについても紹介。また、タコ足配線、コード破損、
IHコンロの使用など、身近に潜む危険について説明。

インターネットで手軽に一儲け？
～簡単に稼げる副業の罠～

内職商法
（サイドビジネス商法）

企業による副業解禁、政府による副業推奨の波に乗って始めた「簡単に稼げる」副業。
近年増加するインターネットで情報商材を購入させる内職商法を中心に、消費者被
害の事例、騙されない方法、騙された際の解決法を紹介。

うそっ？
悪質業者とかわす契約書！？

消費者契約法
高齢者の契約トラブルによる被害が多いと言われている。騙されるわけないと言い
張るA君。B君が試してみると、契約書に疎いA君は、まんまと騙されてしまう。「寿
命 10 年の代わりに〇〇をしてやる」と言い含められるなど、悪魔と契約するグリ
ム童話に例えながら、契約書を確認する重要性を伝える。

簡単に融資が受けられるような文句を言って誘ってくる融資保証金詐欺の手口や、
震災などに便乗し、市役所職員等を名乗って義援金等を振り込ませようとする手
口など、新たなだましの手口とその対処法を紹介する。

クレジットカードに関するトラブルの件数は急増し、手口も巧妙化している。スキ
ミング、フィッシング、不正アクセス（カード情報流失）など様々。クレジットカー
ド被害の手口とその対処法を紹介する。

電話詐欺、救済詐欺、押し売りなど近年多発している高齢者を対象とした詐欺
の手口と対処法を漫才形式で紹介する。

色々な振り込め詐欺やそれに類する特殊詐欺の手口と対策を、刑事ドラマ仕立
ての漫才で再現する。

友人からの電話で楽しいサークルへの入会を誘われた与太郎。喫茶店で会うと、投
資システム情報の入った DSB メモリを買って友達に紹介するだけでお金が入ると勧
められる。契約後におじさんに話すと、マルチ商法の仕組みを説明され…。

上京した大学生がきれいなお姉さんに英会話教室と教材の契約をさせられてしまっ
た。都内に住む叔父もマイナンバー制度に便乗した詐欺にあう。クーリングオフで
解決。どんな人でも詐欺に合う可能性があることを示唆。

甘い誘いにゃ罠がある マルチ商法

もてたい！
君に近づくインチキ商売

インターネット、
学習教材の契約

小言や意地悪を言うことでご近所からも嫌われている A さん、今日も近所の善良
なBさんの家に嫌味を言いに出掛けてみると、そこに悪質セールスマンが訪ねてき
ていた。善良な B さんの不安を煽る言葉を次々と投げ掛けるセールスマンに対し、
Aさんは徐々に疑いを起こす。

いじわるお婆さんの
知恵袋

訪問販売、
霊視・
開運商法

18歳の大人がであう
マジでヤバい消費者トラブル

アポイントメントセールス、
デート商法、
マルチ商法

Ａさんは、SNS を通じて知り合った友人から「安い旅行サービスがある」と声をか
けられる。営業所に行くと、なんだか怪しい社長が出てきて、言葉巧みに誘導され、
断りきれずに契約してしまう。このほか、デート商法やマルチ商法等、若者に多い
トラブル事例を通し、その手口と対処法も紹介する。また、2022 年 4 月から施行
される成年年齢引き下げを受けて、成年の心構え等を教示する。

海外旅行に行く時確認、
ことば・食べ物・契約書！？

旅行に関する
契約トラブル

マルチ商法

SNSトラブル、
暗号資産・
金融商品等の投資詐欺

訪問販売、訪問購入、
点検商法

一周年記念で海外旅行するカップル。良さそうな格安パックをネットで予約して
現地に向かうが、ツアーの予約が入っておらず、日本語スタッフもおらず、ホテ
ルの部屋は写真と大違いで、大切な旅行が台無しに！あらかじめ、事業者の情報
や契約内容を確認して、万全の準備をすることの大切さを説明する。

若者よ、マルチに負けるな！
（やさしい日本語版）

大学生 A さんは、大学で知り合った友達から暗号資産への投資を、高校時代の友人
からは健康食品の定期購入の話を持ち掛けられる。若者を狙う「ものなしマルチ商法」
の手口や、様々なマルチ商法の事例を通し、マルチ商法の仕組みや対処法を紹介。

暗号資産の儲け話に
騙された !?
SNSおじいちゃん

おじいちゃん子の A さん、おじいちゃんがデジタルに強いと思い込んでいる。その
おじいちゃん、SNSで若者とやり取りし、若者の影響を受けてどこか様子がおかしい。
A さんは、友人におじいちゃんの話しをすると、おじいちゃんが暗号資産の投資勧
誘詐欺に遭っているのでは？と。暗号資産を使った投資詐欺でお金を騙し取る手口
と対処法を紹介。

賃貸契約 de 珍回答

はっきり言おう
「いらないものは
 いりません！」

敷金返金の新ルール
2020 年４月の民法改正で、不動産に関わるルールが変更になった。中でも「敷金
の返還に関するルール」は、トラブルになりやすい。新ルールを踏まえ、具体的な
トラブルの事例と対処法を教示する。

①水回りの工事…トイレの水漏れで、悪質な業者に高額請求を受ける
②点検商法…無料点検を装って高額な商品の契約をさせる
③訪問販売…公的機関の職員を装って、浄水器等を購入させる
④訪問購入…不用品を買い取ると称して、貴金属を強引に買い取る
など事例を通して、手口と対処法を紹介。
断るときは「はっきり言おう『いらないものはいりません！』」

リフォーム詐欺には
ご用心

訪問販売、
点検商法、
リフォーム詐欺

高齢者を狙うリフォーム詐欺、「隣で工事をしていたら、屋根瓦がずれていましたよ」
と…。点検と称し、高齢者の判断不足に乗じて耐震工事等の高額の契約をさせる、
火災保険でリフォーム工事ができるとうたった詐欺など、悪質住宅リフォーム詐欺
の手口と被害にあわないためのポイント、被害にあったときの対処法をご紹介。

新しい悪質様式
コロナに関連する詐欺、
給付金をめぐる詐欺、
ネット詐欺など

新型コロナウイルスで生活により困窮した人や、不安な気持ちに付け込んだ詐欺の手
口を紹介。例えば、給付金に便乗しキャッシュカードを騙し取る手口や個人情報の盗取、
助成金を装った怪しいメール等、様々なリスクから身を守るための対処法を教示する。

新作！

新作！

新作！

インターネットの
トラブル

振り込め詐欺


