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まさか私が
　だまされるとは…

何かちょっとおかしいと
　　　　思ったんだけど…

世の中に
　うまい話は
　　ありません

それは大体
　当たっています

作成 ： 立正大学心理学部 教授　西田公昭

3～ ～

まず始めに
あなたをチェック！ あなたはいくつ

あてはまりますか？
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売却したくない場合は、きっぱり
と断る！！

＜悪質事業者の誘い文句＞
　「不要品を買い取っています。近くにいるのでお
伺いしましょうか。」
　「金をグラム○○円で買い取ります。こんな良い
条件は、ないですよ。」

　突然、自宅を訪れた知らない事業者や、電話で「不要品を買い取ります」
などと連絡してきた事業者に、金製品や指輪、ネックレスはないかと言われ、
探して見せたところ十分な説明もなく、強引に安価で買い取られます。
　「断捨離」や「終活」で不用品を処分する際に、被害に遭うケースが増え
ています。

①訪問時に訪問目的を告げない事業者は、決して家に入れない。
②品物の引渡しは慎重に行う。
③クーリング・オフ制度を活用する。
　クーリング・オフ期間内は、物品の引渡しを拒むことができる。
④長時間居座られたり、強迫され怖い思いをしたときは、最寄りの警察
へ届け出る。

訪 問 購 入（押し買い）

…
アクセサリー
和　服

紳士・婦人洋服
履　物

例えば

何でも買い取るって
言ったのに…

ブランド品や宝石を
高額で買い取ります。

不要品を
買い取ります。

貴金属はないですか？

高齢者を狙う悪質商法の手口高齢者の悪質商法被害の特徴

怖くて断れない…

6～ ～5～ ～

　悪質事業者は、高齢者の孤独感や不安感に付け込んで勧誘します。
　高齢者の悪質商法被害の特徴として、次のことがあげられます。

① 昼間、家に一人でいることが多く、悪質な訪問販売などの被害にあいやすい。

② 孤独感から優しい言葉や親切な態度を信用してだまされやすい。

③ 情にもろく、強く勧められると断れないことが多い。

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 誰とも相談せずに契約し、だまされたことに気づきにくい。

⑥ 被害に気づいても、自己の責任を感じて人に相談できない。

⑦ 認知症など判断能力が低下した高齢者が、被害にあいやすい。

⑧ 一度被害にあうと、その後も狙われ、二次被害にあいやすい。

3大不安
「お金」「健康」「孤独」

「騙しの手口」を知ることが、悪質商法への対応策として有効です。
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　複数の人物が次々に役回りを分担し、まるで「演劇」のように役を演じ

て勧誘します。電話をかけてきたりパンフレットを送り付けたりして、消

費者があたかも得をするかのように信じ込ませて勧誘し、消費者に実体

不明の金融商品などを買わせて騙す手口です。

　例えば、「未公開株」が「必ず値上がりする」、「代わりに買ってくれれ

ば高値で買い取る」などと未公開株の取引と関連付けて投資を持ち掛

けて契約させて、約束通りに買い取らない、という手口などがあります。

①最近話題になっている制度やキーワードをかたって、「代わりに購

入してくれれば権利を高値で買い取る」「名義を貸して」「謝礼を

払う」等と持ちかけてくる勧誘電話は、きっぱりと断る。

②「宅配便等でお金を送って」という指示は詐欺の手口なので、
もし業者から指示されても絶対に応じない。

③一度被害にあった人に「被害を取り戻す」などと言ってお金を
だまし取る手口（二次被害）も増えている。

　絶対にお金を支払わない。     

劇 場 型 勧 誘

＜悪質事業者の誘い文句＞
　「オリンピック関連の金融商品を購入したいけれど、パンフレットが届いた人しか

買えないので、あなたの名義を貸してください。謝礼を払いますから。」

手口がより巧妙に！より悪質に!

巧みな芝居に乗せられないで！

絶対にお金を支払わない！
怪しい電話はすぐに切る！

…

老人ホーム入居権仮想通貨の購入
例えば

被災地支援事業 未公開株

個人情報の削除依頼 電力自由化

東京2020オリンピック・パラリンピック関連の投資

マイナンバー制度

連絡が
つかなく
なります。

未公開株?
なにかしら…

…この電話は現在
使われておりません。申込みありがとうございます。

では、現金をお送りください。

A社からパンフレットが
届いていませんか？

今後何倍にも値段が上がる
未公開株が購入できる権利です。

ぜひ譲ってください。

 A社から未公開株に関する
パンフレット・申込書が送付される。

未公開株購入の
ご案内

未公開株
購入の
ご案内

C社

権利を売って
ほしい

高値で
売れるの？

未公開株
買います！

［メモ欄］

C社
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パソコンで芸能情報を閲覧していたら、アダルト情報サイトにつながり、
無料とあったのでクリックしました。突然「登録完了」という画面になり高
額な料金を請求されて、請求画面を消そうとしても消えません。
最近は、トラブルを解決しようと、インターネットで検索した「相談窓口」

に相談したところ、実際には探偵業者等に依頼したことになったという、二
次被害が増えています。

手口 1 「代金を振り込んだが商品が届かず、事業者とも連絡が取れない」「ブラン
ド品の偽物が届いた」などの詐欺的なインターネット通販による被害が発生
しています。
また、近年は、「健康食品の『初回お試し注文』のつもりで購入したが、続

けて２回目が届いて定期購入と分かった。２回目送付分は返品したいが、事
業者と連絡が取れない」という相談が増加しています。

手口３

＜悪質事業者の誘い文句＞
「登録料を払って。正規料金は○○円だが、２日以内に
支払うと△△円に安くなるから、支払うように。」
「情報コンテンツ料金が未納になっています。すぐに振
り込まないと裁判になりますよ。」
「退会処理を希望するなら、本日中に連絡してください。」
「コンビニでギフト券を購入して、記載された番号を教えて！」

＜悪質事業者の誘い文句＞
「まずはお試しください」
「芸能人のマネジャーですが、芸能人の相談に乗ってください。報酬を払います」
「メールアドレスを交換するためには、ランクアップ費用が必要です」

サプリ
メント

サプリ
メント

芸能人だと
思ったのに

対策 1
①アダルトサイトでは有料であるという表示が分かりにくい場合も多く、安易にア
クセスしない、同意しない、ダウンロードしないように気を付ける。

②請求画面の削除には、独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）のホームページ
が参考になる。

　「トップページ」⇒「情報セキュリティ」⇒「ワンクリック請求被害への対策」
③相談先が地方公共団体の運営する消費生活センター等かどうか、しっかり確認し
てから連絡する。

登録料金が
未納です

利用料金が
未納です

カシャッ

対策２
①架空請求は無視する。名前や電話番号・メールアドレスなどの個人情報が知ら
れてしまうので、相手先には絶対に連絡しない。

②不審な請求「ギフト券を購入して」「プリペイドカードで支払え」があっても、相
手の求めるままギフト券を購入したり、プリペイドカード式電子マネー（プリカ）
番号を教えたりしない。

大手サイト事業者をかたって「有料サイトの利用料金が未納になっていま
す。至急連絡しないと、法的手続きを取ります」というメールがスマートフォ
ンに届きました。利用した覚えがないので、問い合わせると、コンビニでネッ
ト通販業者の電子ギフト券を購入して番号を教えるように言われました。

手口２ 架空・不当請求

対策４
①知らない人からのメールやメッセージには
返信しない。

②見知らぬ人から大金がもらえるなどという
話はあり得ない。

③メールの交換やサイトの利用のために料金
の支払いを求められたら表示や規約を十分
に確認する。

インターネット上で、サイト業者に雇われた“サクラ”が、芸能人のマネ
ジャーや、タレント、占い師などになりすまし、言葉巧みに有料のメール交
換サイトに誘導して、高額利用させてお金をだまし取る詐欺です。
スマートフォンに「芸能事務所のマネジャーですが相談に乗ってくれたら

報酬を払います」「節税のためにお金を渡したい」などのメールが届き、サイ
トに登録するとポイントを購入させられ、気が付いたら大金を失っていたと
いうことがあります。

手口４ サクラサイト商法

対策３
①サイト上の広告内容を見極める、引き渡し時
期、返品条件、連絡先等をしっかり確認する。
前払いの場合は、特に慎重に判断を。

②「お試し」や「モニター」という広告を鵜呑み
にせず、購入や解約の条件を確認する。

詐欺的なインターネット通販

ワンクリック詐欺

10～ ～9～ ～
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インターネット上で、サイト業者に雇われた“サクラ”が、芸能人のマネ
ジャーや、タレント、占い師などになりすまし、言葉巧みに有料のメール交
換サイトに誘導して、高額利用させてお金をだまし取る詐欺です。
スマートフォンに「芸能事務所のマネジャーですが相談に乗ってくれたら

報酬を払います」「節税のためにお金を渡したい」などのメールが届き、サイ
トに登録するとポイントを購入させられ、気が付いたら大金を失っていたと
いうことがあります。

手口４ サクラサイト商法

対策３
①サイト上の広告内容を見極める、引き渡し時
期、返品条件、連絡先等をしっかり確認する。
前払いの場合は、特に慎重に判断を。

②「お試し」や「モニター」という広告を鵜呑み
にせず、購入や解約の条件を確認する。

詐欺的なインターネット通販

ワンクリック詐欺
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＜悪質事業者の誘い文句＞
　「○月○日にあなたから注文を受けた健康食品を
代引きで送ります。代金は○○円なので用意してお
いてください。」
　「注文を受けてから製造しました。受け取ってもら
わないと困ります。」

　突然知らない事業者から「注文を受けた健康食品を代金引換で送る」と
の電話がかかってきます。注文した覚えがないと断っても、「注文を受けて
いる」と主張し、一方的に商品を送り付けて、代金を請求します。中には、
「代金を支払わないと裁判を起こす」と強引なケースも見受けられます。

①申込みや注文をしていなければきっぱりと断る。
②一方的に商品が送り届けられても受け取らない。
③送った事業者から後に連絡があった場合に備えて、送り元の名称、住
所、電話番号などの情報をメモしておく。

強 引 な 代 引 き

ご注文いただきました
健康食品を代引きで
お送りいたします。

受け取って
もらわないと困ります！

注文した覚えがなければきっぱ
りと断る！！

…

海産物
健康食品
書　籍
印刷物
化粧品

例えば

ええっ！

注文した
　覚えはないのに… …

改修工事
（耐震、リフォーム）

　　浄水器
布団のリフォーム

例えば

突然知らない事業者の「点検に
来ました」に注意！！

①事業者の説明を鵜呑みにせず、契約する前に、明細が書かれた見積
書を複数の事業者から取り、比較・検討する。

②訪問時に販売目的を告げない事業者は、決して家に入れない。
③点検やリフォームは、信頼のおける地元の事業者に頼む。
④契約は、周りの人とよく相談し、一人ではしない。

◆屋根や床下、あるいは布団、水道水などを無料・格安で点検すると
言って家に上がりこみ、点検後「このまま放置すると大変なことになる」
と不安にさせて契約を結ばせる訪問販売の一つです。
＊リフォーム工事➡工事費は法外で、見積書も工事一式としか書いてな

いことが多々あります。
＊布団➡ダニがいるなどと言って買い替えや打ち直しを勧めます。
＊水道水➡水が汚れているなどと言って浄水器の購入を勧めます。
＊「住宅災害調査のお知らせ」とのチラシを配布し、「調査無料」「保険で
自己負担なし」とうたい、住宅修理をさせる手口もあります。

（発見のポイントは23ページ参照）

＜悪質事業者の誘い文句＞
「近くで工事をやっている者ですが、ついでに屋根の点検をいたしましょうか。」
「マンション管理組合の方から、配水管の点検に来ました。」
「市役所の方から、耐震診断に来ました。」
「火災保険を使って修理できます。申請の代行をします。」

このままだとお隣りに
迷惑がかかりますよ

12～ ～11～ ～



＜悪質事業者の誘い文句＞
　「○月○日にあなたから注文を受けた健康食品を
代引きで送ります。代金は○○円なので用意してお
いてください。」
　「注文を受けてから製造しました。受け取ってもら
わないと困ります。」

　突然知らない事業者から「注文を受けた健康食品を代金引換で送る」と
の電話がかかってきます。注文した覚えがないと断っても、「注文を受けて
いる」と主張し、一方的に商品を送り付けて、代金を請求します。中には、
「代金を支払わないと裁判を起こす」と強引なケースも見受けられます。

①申込みや注文をしていなければきっぱりと断る。
②一方的に商品が送り届けられても受け取らない。
③送った事業者から後に連絡があった場合に備えて、送り元の名称、住
所、電話番号などの情報をメモしておく。

強 引 な 代 引 き

ご注文いただきました
健康食品を代引きで
お送りいたします。

受け取って
もらわないと困ります！

注文した覚えがなければきっぱ
りと断る！！

…

海産物
健康食品
書　籍
印刷物
化粧品

例えば

ええっ！

注文した
　覚えはないのに… …

改修工事
（耐震、リフォーム）

　　浄水器
布団のリフォーム

例えば

突然知らない事業者の「点検に
来ました」に注意！！

①事業者の説明を鵜呑みにせず、契約する前に、明細が書かれた見積
書を複数の事業者から取り、比較・検討する。

②訪問時に販売目的を告げない事業者は、決して家に入れない。
③点検やリフォームは、信頼のおける地元の事業者に頼む。
④契約は、周りの人とよく相談し、一人ではしない。

◆屋根や床下、あるいは布団、水道水などを無料・格安で点検すると
言って家に上がりこみ、点検後「このまま放置すると大変なことになる」
と不安にさせて契約を結ばせる訪問販売の一つです。
＊リフォーム工事➡工事費は法外で、見積書も工事一式としか書いてな

いことが多々あります。
＊布団➡ダニがいるなどと言って買い替えや打ち直しを勧めます。
＊水道水➡水が汚れているなどと言って浄水器の購入を勧めます。
＊「住宅災害調査のお知らせ」とのチラシを配布し、「調査無料」「保険で
自己負担なし」とうたい、住宅修理をさせる手口もあります。

（発見のポイントは23ページ参照）

＜悪質事業者の誘い文句＞
「近くで工事をやっている者ですが、ついでに屋根の点検をいたしましょうか。」
「マンション管理組合の方から、配水管の点検に来ました。」
「市役所の方から、耐震診断に来ました。」
「火災保険を使って修理できます。申請の代行をします。」

このままだとお隣りに
迷惑がかかりますよ

12～ ～11～ ～



＜悪質事業者の誘い文句＞
　「無料で景品を配っています。いかがですか。会場はあちらです。」
　「新製品のキャンペーン中です。見るだけでいいですよ。」
　「なんと高級羽毛ふとんが半額！早い者勝ち！」
　「健康器具の無料体験はいかがですか。」
　「この健康器具を使えば、元気で長生きできますよ。」

①路上でティッシュや景品引換券などを配り、健康器具の無料体験や健
康講座と称して会場に誘います。

②閉め切った会場では日用品の無料配布や格安販売を行い、販売員が
軽快なトークで場を盛り上げます。

③だんだん消費者を「買わなければ損だ」という気持ちにさせます。
④最後に、健康器具や健康食品、羽毛布団など高額な商品を出して、契

約させる手口です。
（発見のポイントは25ページ参照）

①誘われても絶対に会場に行かないこと。もしも会場に入ってしまった
ら、雰囲気にのまれて冷静な判断ができなくなる。

②途中で帰りたいと思ったら、販売員がドアの前に立ちふさがっても
はっきりと帰りたいと告げる。

催 眠 商 法（ S F 商 法 ）　 　 　 　 　 　

＜悪質事業者の誘い文句＞
　「一人暮らしですか？　よろしかったら話し相手になりましょうか。」
　「以前ご購入いただいた布団を無料で点検します。」
　「磁気マットレスもいかがですか。疲れが取れますよ。」
　「着物の展示会に無料でご招待いたします。無理にはお勧めいたしません。」

①自宅への訪問などで言葉巧みに高齢者に近づき、親切な態度やセー
ルストークで契約を結ばせます。

②一度契約させると、次々に別の契約を持ちかけます。
③その契約の情報が他の事業者に流れ、別の事業者も次々に勧誘に来

るようになります。
＊着物や宝石の次々販売の場合は、旅行や展示会などに無料招待して

勧誘するという手法も取られます。
＊判断力の衰えてきた高齢者を狙って、次々に販売勧誘します。

①訪問時に販売目的を告げない事業者は、決して家に入れない。
②事業者からプレゼントをもらったり無料招待を受けたりしない。
③契約は、周りの人とよく相談し、一人ではしない。

次 々 販 売

「無料で点検」「買い替えたほうがよい
」などの誘いには慎重に！

「無料引換券」「日用品格安チ
ラシ」に注意！

会場は
あちらです。

古いふとんは
責任持って
引き取ります。

今使用しているふとん
にはダニがたくさんい
るので、買い替えない
と健康を害しますよ。

えっ!? 本当？
悪いわねえ

…

布団類
アクセサリー
住宅リフォーム
学習教材

例えば …

健康食品
布　団
健康器具

例えば

14～ ～13～ ～



＜悪質事業者の誘い文句＞
　「無料で景品を配っています。いかがですか。会場はあちらです。」
　「新製品のキャンペーン中です。見るだけでいいですよ。」
　「なんと高級羽毛ふとんが半額！早い者勝ち！」
　「健康器具の無料体験はいかがですか。」
　「この健康器具を使えば、元気で長生きできますよ。」

①路上でティッシュや景品引換券などを配り、健康器具の無料体験や健
康講座と称して会場に誘います。

②閉め切った会場では日用品の無料配布や格安販売を行い、販売員が
軽快なトークで場を盛り上げます。

③だんだん消費者を「買わなければ損だ」という気持ちにさせます。
④最後に、健康器具や健康食品、羽毛布団など高額な商品を出して、契

約させる手口です。
（発見のポイントは25ページ参照）

①誘われても絶対に会場に行かないこと。もしも会場に入ってしまった
ら、雰囲気にのまれて冷静な判断ができなくなる。

②途中で帰りたいと思ったら、販売員がドアの前に立ちふさがっても
はっきりと帰りたいと告げる。

催 眠 商 法（ S F 商 法 ）　 　 　 　 　 　

＜悪質事業者の誘い文句＞
　「一人暮らしですか？　よろしかったら話し相手になりましょうか。」
　「以前ご購入いただいた布団を無料で点検します。」
　「磁気マットレスもいかがですか。疲れが取れますよ。」
　「着物の展示会に無料でご招待いたします。無理にはお勧めいたしません。」

①自宅への訪問などで言葉巧みに高齢者に近づき、親切な態度やセー
ルストークで契約を結ばせます。

②一度契約させると、次々に別の契約を持ちかけます。
③その契約の情報が他の事業者に流れ、別の事業者も次々に勧誘に来

るようになります。
＊着物や宝石の次々販売の場合は、旅行や展示会などに無料招待して

勧誘するという手法も取られます。
＊判断力の衰えてきた高齢者を狙って、次々に販売勧誘します。

①訪問時に販売目的を告げない事業者は、決して家に入れない。
②事業者からプレゼントをもらったり無料招待を受けたりしない。
③契約は、周りの人とよく相談し、一人ではしない。

次 々 販 売

「無料で点検」「買い替えたほうがよい
」などの誘いには慎重に！

「無料引換券」「日用品格安チ
ラシ」に注意！

会場は
あちらです。

古いふとんは
責任持って
引き取ります。

今使用しているふとん
にはダニがたくさんい
るので、買い替えない
と健康を害しますよ。

えっ!? 本当？
悪いわねえ

…

布団類
アクセサリー
住宅リフォーム
学習教材

例えば …

健康食品
布　団
健康器具

例えば

14～ ～13～ ～



＜悪質事業者の誘い文句＞
　「まもなく上場される未公開株です。絶対に上がりますよ！」
　「商品先物取引に興味ありませんか。もうかりますよ。」
　「今、資金を追加すれば、損失はすぐ取り戻せます。」

　「銀行に預けるより利回りがいい」「値上がり確実」「必ず儲かる」など
と利殖になることを強調し、リスクを十分に説明しないまま、ファンド型
投資商品などの購入やリスクの高い金融商品への投資や出資話を持ち
かけます。しかし、実際は元本を取り戻せなくなるような損失も少なくあ
りません。事業者の言うなりに、退職金など老後の資金をすべてつぎ込
んでしまう人もいます。

（発見のポイントは28ページ参照）

①しくみが理解できない金融商品には手を出さない。
②リスクのある商品に投資する場合は、損をしても生活に困らない金額
にとどめる。

③販売会社について、法に基づく登録や届出の有無などを事前に調べる。
④訪問販売や電話勧誘があっても、希望しない勧誘には決して応じず、
　きっぱり断る。また、再度電話をしないように言う。

利 殖 商 法

＜悪質事業者の誘い文句＞
　「土地を買いたい人がいます。」
　「整地・測量をすれば高額で売却できますよ。」

　過去に資産価値のほとんどない原野（別荘地、山林）などを購入させら
れる「原野商法」の被害に遭い、その土地を早く処分したいと思っている
高齢者の気持ちに付け込みます。買い手がいるかのように偽造した「買付
証明書」などを送付して信用させたり、「整地・測量などをすれば高価格で
売却できる」などと虚偽の説明をしたりして、そのための測量サービスな
どの契約や、新たな土地の購入・交換などをさせ、費用を請求する二次被
害が増加しています。

①事業者は、原野の購入者名簿や登記簿を見るなど様々な情報を持って、狙
いを定め電話や訪問により勧誘してくる。「必ず売れる」という話があっても、
鵜呑みにしない。

②「買付証明書」は売却を確約する「契約書」ではない。買い取りの相手方や、
事業者の免許などをよく確認する。

③内容がよくわからない請求を受けても支払わない。
④おかしいなと思ったら、勧誘電話はきっぱりと断る。また、再度電話をしないよう
に言う。

原 野 商 法 の 二 次 被 害   

「必ず儲かる」「絶対に値上がりする」投資話は危険！
「整地・測量すれば高額で売却」は本当？

…

投資商品
海外事業投資

投資情報サイト
未公開株

仮想通貨 など

投資用マンション

例えば …

整地
測量・草刈

買替・下取り
土地管理

例えば

やって
みようかな。

外国為替証拠金
取引は外国に預
金しているよう
なものですよ。

絶対に損は
させません。

万一の場合は、
我が社が補償
いたします。

高く売れる
んだね！

あなたの土地を
売りませんか？
高く売れますよ

必ず
もうかりますよ

貯金するより
得かもなぁ

16～ ～15～ ～
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①日ごろから、家族と電話での呼び掛け方や合言葉を決めておく。合言
葉は慌てていても簡単に思い出せるものにする。

②「電話で『お金を貸して』などと頼んだりしない」ことを約束しておく。
③留守番電話等を活用し、知らない番号の電話には出ない。
④「お金を振り込め」「電話番号が変わった」「代わりの者にお金を渡し
て」と言われたら、詐欺ではないかと疑ってみる。

⑤慌てないでいったん電話を切り、本人や家族に確認する。
⑥絶対に、お金をすぐに振り込まない。知らない人にはお金を渡さない。
お金をレターパック、宅配便で送らない。

⑦他人にはキャッシュカードを渡さない、暗証番号を教えない。
⑧架空請求は、無視する。相手先には絶対に連絡しない。（かえって、
個人情報を知られ、脅される）。

⑨不安を感じたり不審に思ったら、消費生活センターや警察に相談する。

振 り 込 め 詐 欺

送らない！
あわてない！
振り込まない

！
払わない、
絶対に
連絡しない！

カードを預かります

夫や子供、孫、知人などになりすまして、「携帯電話の番号が変
わった」などという電話をかけ、「小切手等が入った鞄を置き忘れ
た」「交通事故を起こした」「会社の金を横領した」「株で失敗した」
などと言って、「代わりに返済しなければならない」と思わせ、す
ぐにお金を振り込ませる等、だまし取る手口です。
また、犯人が現金やキャッシュカードを直接自宅に取りに来る

「現金受取型」や、レターパックや宅配便な
どを利用して指定した宛先に配達させる「現
金送付型」という「振り込みでない」手口
もあります。最近は、犯人が警察官や銀行
協会職員、百貨店社員を装い、暗証番号を
聞き出して、キャッシュカードをだまし取
る手口が増えています。

オレオレ詐欺

メールや法務省・裁判所などをかたったはがきなどで「利用料
金が未納。期日までに連絡しないと裁判になる」などと脅し、連
絡させて、お金を振り込ませたり郵送させたりします。近年は、
コンビニエンスストアなどでインターネット専用プリペイドカー
ド（電子マネー）を購入させて ID（カード番号）を教えるよう要求し、
そのカードの額面分のお金をだまし取る手口も出てきています。

架空請求詐欺

公的機関を装い、突然の電話で、医療費や保険料、年金の還付
金や給付金が受け取れると誤解させ、現金自動預払機（ATM）に
誘導してATMを操作させ、自己の口座から現金を振り込ませます。

還付金等詐欺

「誰でも融資」「簡単審査」等の文言で融資を勧誘する手紙など
を送り、申し込んできた人に対し、保証金などを名目にお金を振
り込ませ、だまし取ります。

融資保証金詐欺

電子マネーで払って

東京都消費生活総合センター
番

「私は絶対大丈夫」と思ってい
る人ほど騙されやすい！

電話の声だけで犯人を見破るの
は困難！

訴訟になる 財産の差押え
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見積もりと違う個人情報が
漏れている？

さまざまな悪質商法
　ほかにもさまざまな悪質商法があります。悪質事業者は手を変え品を変え、
消費者をだまそうとしています。

キャッチセールス

アポイントメント
セ ー ル ス

マ ル チ 商 法

内 職 商 法

送 り 付 け 商 法

褒 め 上 げ 商 法

路上などで、販売目的を隠して声をかけ、喫茶店や営
業所などに連れて行き、勧誘します。

電話などで、販売目的を告げずに、あるいはあなただ
け特別などと告げて、喫茶店や営業所などに呼び出
し、勧誘します。

友人・知人に声をかけて「商品を売って会員を増やせ
ばマージンが稼げる」と販売組織に勧誘します。その
気になって入会しても、実際は思うように会員を増や
せず、商品の在庫や借金だけが残ります。

「自宅で高収入」「資格を取れば仕事を提供する」「在
宅ワークで収入が確実に得られる」などと勧誘し、材
料やパソコン、教材などを売りつける手口です。結局
は、ほとんど収入が得られず、仕事も与えられないま
ま事業者が倒産してしまうこともあります。

ネガティブオプションとも呼ばれ、注文していない商
品を一方的に送り付け、代金を請求する手口です。期
間内に返送しないと購入したものとみなすという文
面が付いていたり、代金引換えで届くこともあります。

「あなたの作品は素晴らしい」などと褒め上げ、「俳
句・短歌などを新聞や文芸書に掲載しませんか」「書
道・絵画・陶芸作品などを展覧会へ出展しませんか」と
契約を迫り、高額な掲載料や出展費用を請求する手
口です。一度契約すると、同様の勧誘が短期間に
次々と入ってくるケースが目立ちます。

開 運 商 法

か た り 商 法
（ 身 分 詐 称 ）

当 選 商 法

不用品回収トラブル

「災いが起こる」などと人の心の悩みや弱みに付け込
んで、「運勢をよくするため」「先祖の供養をすること
で幸せになれる」などと言って、高い買い物をさせる
手口です。高額な祈祷料のほかに、数珠、印鑑、壺な
どを次々に勧めます。

消費生活センターや国、都などの公的機関をかたっ
て、「あなたの個人情報が漏れているので削除してあ
げる」「被災地支援に協力してほしい」などと電話を
かけてきます。最終的にはお金を騙し取る手口です。

「海外宝くじに当選した」「賞金が当たった」「賞金当
選のための資格を獲得」などと、海外の宝くじやロト
などで高額賞金が当たったかのようなダイレクトメー
ルを送り、消費者に申込金や手数料などを支払わせ
ます。団体の連絡先ははっきりせず、当選金も届きま
せん。

不用品回収のチラシを配布して、依頼してきた人の
荷物をトラックに積み込み、荷物を元に戻すのが困難
な状況を作り出し、当初の見積もりとかけ離れた高
額な料金を請求します。

20～ ～19～ ～



見積もりと違う個人情報が
漏れている？

さまざまな悪質商法
　ほかにもさまざまな悪質商法があります。悪質事業者は手を変え品を変え、
消費者をだまそうとしています。

キャッチセールス

アポイントメント
セ ー ル ス

マ ル チ 商 法

内 職 商 法

送 り 付 け 商 法

褒 め 上 げ 商 法

路上などで、販売目的を隠して声をかけ、喫茶店や営
業所などに連れて行き、勧誘します。

電話などで、販売目的を告げずに、あるいはあなただ
け特別などと告げて、喫茶店や営業所などに呼び出
し、勧誘します。

友人・知人に声をかけて「商品を売って会員を増やせ
ばマージンが稼げる」と販売組織に勧誘します。その
気になって入会しても、実際は思うように会員を増や
せず、商品の在庫や借金だけが残ります。

「自宅で高収入」「資格を取れば仕事を提供する」「在
宅ワークで収入が確実に得られる」などと勧誘し、材
料やパソコン、教材などを売りつける手口です。結局
は、ほとんど収入が得られず、仕事も与えられないま
ま事業者が倒産してしまうこともあります。

ネガティブオプションとも呼ばれ、注文していない商
品を一方的に送り付け、代金を請求する手口です。期
間内に返送しないと購入したものとみなすという文
面が付いていたり、代金引換えで届くこともあります。

「あなたの作品は素晴らしい」などと褒め上げ、「俳
句・短歌などを新聞や文芸書に掲載しませんか」「書
道・絵画・陶芸作品などを展覧会へ出展しませんか」と
契約を迫り、高額な掲載料や出展費用を請求する手
口です。一度契約すると、同様の勧誘が短期間に
次々と入ってくるケースが目立ちます。

開 運 商 法

か た り 商 法
（ 身 分 詐 称 ）

当 選 商 法

不用品回収トラブル

「災いが起こる」などと人の心の悩みや弱みに付け込
んで、「運勢をよくするため」「先祖の供養をすること
で幸せになれる」などと言って、高い買い物をさせる
手口です。高額な祈祷料のほかに、数珠、印鑑、壺な
どを次々に勧めます。

消費生活センターや国、都などの公的機関をかたっ
て、「あなたの個人情報が漏れているので削除してあ
げる」「被災地支援に協力してほしい」などと電話を
かけてきます。最終的にはお金を騙し取る手口です。

「海外宝くじに当選した」「賞金が当たった」「賞金当
選のための資格を獲得」などと、海外の宝くじやロト
などで高額賞金が当たったかのようなダイレクトメー
ルを送り、消費者に申込金や手数料などを支払わせ
ます。団体の連絡先ははっきりせず、当選金も届きま
せん。

不用品回収のチラシを配布して、依頼してきた人の
荷物をトラックに積み込み、荷物を元に戻すのが困難
な状況を作り出し、当初の見積もりとかけ離れた高
額な料金を請求します。

20～ ～19～ ～



高齢者見守りのポイント

①元気がなく沈んでいる。または急に元気になってい
るなど、いつもと様子が違う。

②生活費が不足するなど、お金に困って節約を始めて
いる。

③不審な電話が頻繁にかかってきている。電話口で
困ったり、怖がったりしている。

④宅配便が頻繁に届いたり、新しい商品や見慣れない
段ボールが大量にあったりする。

⑤不審なカタログ、ダイレクトメール、請求書、受領
書などが大量にある。

⑥カレンダーに不審な書き込みがあったり、支払日、
事業者の訪問日などの印がついている。

⑦コンビニなどでプリペイドカードを大量に購入した
形跡がある。

⑧見慣れない人（作業員風の人など）が度々出入りし
ている。

早期発見、早期対応が大切です！
周囲の「見守り」が高齢者を守ります。

★お節介にならないように！
★「ちょっと気に掛ける」という気持ちで！

見守り3ポイント

1 2 3 「気づき」 「声掛け」 「つなぐ」

1「気づき」  
・・・ 次のような様子が見られませんか？

「一緒に消費生活センターに相談に行きましょう」と、最寄りの消費生活センター
につないでください。
家族や周囲の方も相談することができます。

（P45, P46相談窓口一覧参照）

「どうかなさいましたか？」
「何かお困りのことはありませんか？」
少しでも変化に気づいたら、「何か困っ
ていませんか」などとさりげなく声をか
けて、本人の気持ちを尊重しながら事情
を聴いてください。

消費生活センター

2「声掛け」  
・・・ 「どうしました？」

3「つなぐ」  ・・・  消費者被害にあっているような場合

第  部 高齢者見守りのポイント
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高齢者見守りのポイント

①元気がなく沈んでいる。または急に元気になってい
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第  部 高齢者見守りのポイント

21～ ～ 22～ ～



気づきと対応のポイント
① ご本人に被害者意識がない場合、周囲の具体
的な声かけで被害に気づくことがあります。

② 本当に必要だったのか、本当に支払いができ
    るのか、ご本人の意思を尊重しながら再考を
    勧めることも大切です。
③ 頻繁に事業者が出入りしている場合、複数の

事業者から契約させられている可能性もあり
ますので、特に注意をお願いします。

　先日、私が担当している高田さんご夫婦の近所の方から、

「作業服の男性がよく出入りしている」と連絡が入りました。

　話を聞いてみると「屋根がわらがズレているから」と訪問

してきた事業者との間で300万円の屋根改修工事の契約をし

ていました。事業者が契約をせかすのはおかしいと思ったの

で、ひと声かけましたところ、やはりご夫婦も不信に思うと

ころがあったようで、解約したいとのことでした。

　私は消費生活センターがあることを案内し、奥様が電話を

かけて相談をしました。
12ページ「点検商法」参照

そ
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気づきと対応のポイント

①「上場間近と勧誘され購入したが、いまだに上場し
ない」などの未公開株トラブルは、手口が巧妙化し
ているため、被害に気づきにくくなっています。

② 日頃から地域で起きている最新の被害情報にアン
テナを張り、訪問時の話題にしてください。客観的
な情報提供で被害に気づく場合があります。

③おかしいと思ったときには、家族や地域の消費生
    活センターに相談するよう勧めてください。また、

一度被害にあった高齢者は再度狙われる可能性が
ありますので、引き続き見守りをお願いします。

　坂上さん（仮名72歳男性）のお宅を訪問したときのこ
とです。私が玄関のチャイムを鳴らすと、中からアタッ
シュケースを提げた見慣れないスーツ姿の若い男性が
出てきて、すれ違いざまにぶつかりそうになりました。
　いつものように坂上さんと世間話をしながら、私は地
域の消費生活センターから配布されたチラシを話題に
しました。未公開株の被害が多いという内容でした。ち
らしを見た坂上さんの様子がいつもと違うと感じたの
で、心配なことがあれば消費生活センターに相談する
ように勧めました。

15ページ「利殖商法」参照
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① 催眠（ＳＦ）商法と呼ばれる手口です。冷静になって
初めて失敗に気づきます。落胆の表情が見られる方
には、やさしく声をかけてください。

② いそいそと楽しそうに出かける回数が増えたときに
は、定期的に事業者のところへ出かけている可能性
もあります。タイミングをみて声をかけてください。

③ 日常的な会話の中で、近所で起きたトラブル事例を
紹介すると効果的です。日頃から消費生活センター
等の情報に注意しておきましょう。

　社会福祉協議会のふれあい・いきいきサロンで、
最近この地域にやってきた事業者を話題にしてみま
した。会場に人を集めて無料で日用品を配っている
ようです。ご夫婦で暮らす遠藤さん（仮名73歳女
性）が、興奮状態の会場で70万円の磁気マットレス
を購入してしまったと打ち明けてくれました。
　ご本人に確認しましたら、解約したいとのこと。
一人で相談に行くのは不安だとおっしゃるので、私
が付き添って消費生活センターへ行きました。

気づきと対応のポイント

14ページ「催眠商法」参照
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気づきと対応のポイント
① 契約する意思がないことを示した人に対し、電話

や訪問による再勧誘は法律で禁止されています。
「いりません」「必要ありません」とはっきり伝え

　そのまま電話を切りましょう。

② 発信者の番号表示サービス（有料）や留守番電話
など、機能を利用して着信拒否を設定することも
効果的です。

③ 電話に怯えている場合は、トラブルに巻き込まれ
 　  ている可能性があります。事業所を通じてケアマ
    ネジャーに連絡しましょう。

　一人暮らしの斉藤さん（仮名70歳男性）のお宅にうか
がったときのことです。頼まれた家事をしていると、1本
の電話がかかってきました。ときどき聞こえてくる話の
様子では健康食品の勧誘のようです。20分近く経って
もなかなか電話を切らせてくれず、斉藤さんも疲れてい
たので、私は思いきって声をかけました。
　後で話を聞いてみると、断っているのによく電話が
かかってくる事業者なのだそうです。私は事業所を通じ
てケアマネジャーに連絡し、今後の対策について相談
しました。
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は、定期的に事業者のところへ出かけている可能性
もあります。タイミングをみて声をかけてください。

③ 日常的な会話の中で、近所で起きたトラブル事例を
紹介すると効果的です。日頃から消費生活センター
等の情報に注意しておきましょう。

　社会福祉協議会のふれあい・いきいきサロンで、
最近この地域にやってきた事業者を話題にしてみま
した。会場に人を集めて無料で日用品を配っている
ようです。ご夫婦で暮らす遠藤さん（仮名73歳女
性）が、興奮状態の会場で70万円の磁気マットレス
を購入してしまったと打ち明けてくれました。
　ご本人に確認しましたら、解約したいとのこと。
一人で相談に行くのは不安だとおっしゃるので、私
が付き添って消費生活センターへ行きました。

気づきと対応のポイント

14ページ「催眠商法」参照
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① テレビジョンショッピングは、魅力的な言葉や映像で
　  買う気にさせる演出が目立ちますが、重要なことは表
　 示時間が短く、わかりにくいこともあります。

② 見慣れない段ボールや新しい商品を見かけたときに
は、話題にすると良いでしょう。また、入金を督促する
郵送物や電話、家賃等を引き落すと口座の金額不足等
で被害に気づく場合もあります。

③ 認知症で判断能力が低下している場合には、契約を無
効にしたり、取り消したりできることがあります。至

　 急家族に連絡し、成年後見制度などを含めて検討しま
しょう。

気づきと対応のポイント　一人暮らしの加藤さん（仮名76歳女性）の家で、
掃除をしていた時のことです。掃除機を出そうと押
し入れを開けたら、見慣れない開封済みのダンボー
ルが奥の方にしまわれていました。お断りをして中
身を見せてもらうと、新品の商品が未使用のまま
入っていました。
　ご本人に聞いてみると、テレビショッピングで購
入したようですが、詳しいことはあまり覚えていな
い様子です。私は事業所に連絡し、事業所から連絡を
受けたケアマネジャーが遠方のご家族に連絡を取り
ました。ご家族は消費生活センターに相談しました。
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気づきと対応のポイント

① お金に困っている場合は、トラブルに巻き込
    まれている可能性があります。

② いくつもの事業者から借金を重ねて多重債務
に陥っている可能性もあります。金融会社から
のダイレクトメールや請求書等にも気を配っ
てください。

③ 日常の金銭の管理が不安になってきた場合
は、日常生活自立支援事業などを利用する方
法もあります。

　私がうかがっている一人暮らしの泉さん（仮名76歳男性）
のお宅では買い物を頼まれます。最近、そのリストの品数が
減り、必ず飲んでいた牛乳も「いらない」とおっしゃるように
なりました。
　ついに、買い物は必要ないとおっしゃるので、変だなと
思って聞いてみると、必ず儲かるからと勧められた先物取引
で大損をしてしまったとのこと。事業者を信用して貯金を預
けていたので生活のお金にも困っていたのです。私は事業所
に連絡し、事業所から連絡を受けたケアマネジャーは本人に
付き添って消費生活センターで一緒に話を聞きました。

15ページ「利殖商法」参照
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　私が担当する竹田さん（仮名80歳女性）のお宅にはじ
めてうかがった時、こたつ、ホットカーペット、電気ス
トーブがひとつのテーブルタップからたこ足配線に
なっており、そこに埃がたまっていました。さらに、
コードの一部が破れており、非常に危険な状況でした。
　私は安全を確保するために、ケアマネジャーと協力し
て古いコードを取りかえ、部屋の模様替えを手伝いまし
た。さらに訪問の時にはコンセントと電気プラグの間に
埃がたまらないよう、担当ヘルパー間で情報を共有して
きれいに掃除したり、テーブルタップの加熱状況を
チェックするようにしました。

① 電気器具をたこ足配線すると、その箇所が過熱
    してショートし、火災になる可能性があります。

② 電源プラグは根本まで確実に差し込み、使用し
    ない電源プラグは抜きましょう。また、電源コー
    ドは、断線がないか、定期的に点検しましょう。

③ 高齢者宅には、老朽化した家電製品や危険が
    伴う暖房器具が置いてある可能性があります。定
期点検を行い家族と相談して安全を確保できる
よう支援しましょう。

気づきと対応のポイント
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高齢者を見守る方々からの
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このままだと
危険ですよ。

帰って
ください。

①訪問販売
（キャッチセールス、アポイントメン
トセールス、催眠商法などを含む）

②電話勧誘販売

③特定継続的役務提供
エステティックサロン、語学教室、
家庭教師、学習塾、結婚相手紹介
サービス、パソコン教室、美容医
療の7役務（サービス）が対象

④訪問購入
（押し買い）

⑤連鎖販売取引
（マルチ商法）

⑥業務提供誘引販売取引
（内職商法、モニター商法）

⑦通信販売

⑧送り付け商法
（ネガティブオプション）

契約書面を受け取った
日からその日を含めて
８日間

契約書面を受け取った
日からその日を含めて
８日間

契約書面を受け取った
日からその日を含めて
８日間

契約書面を受け取った
日からその日を含めて
８日間

２０日間

２０日間

クーリング・オフ制度なし

「契約をしない意思」を示している消
費者に対して、事業者が再度契約の
勧誘をすることは禁止

「契約をしない意思」を示している消
費者に対して、事業者が再度契約の
勧誘をすることは禁止

中途解約の制度がある

クーリング・オフ期間中は、消費者は
物品の引渡しの拒絶が可能

中途解約の制度がある

商品の送付があった日から１４日間、
購入の申込みについて承諾をせず、
またその間事業者が商品の引き取り
をしなかった場合、消費者は商品を
廃棄処分することが可能

クーリング・オフの規定はないが、広告・ホームページ等に返品
特約や契約の申込みの撤回等に関して表示のないときは、商
品を受け取った日から８日間、消費者の送料負担で返品が可能

特 定 商 取 引 法

消費者取引に関する主な法律・条例

　特定商取引法は、訪問販売など消費者トラブルが生じやすい取引を対象に、事業者が守る
べきルールと、クーリング・オフ（契約の解除）など消費者を守るルールについて定めています。
　クーリング・オフは、訪問販売などで契約した後、解約したいと思った場合、一定期間内なら
無条件で契約を解除できる制度です。

消 費 者 契 約 法

対象となる取引 クーリング・オフの有無とできる期間 備考

第3部 お役立ち情報

困ったときにはすぐ相談！ お近くの消費生活センター（45ページ参照）にご相談ください。

　消費者と事業者との間には、情報の質・量・交渉力などの面で圧倒的な格差が
あり、消費者が不利な契約を結ばされてしまうことがあります。消費者契約法は、
そのような契約から消費者の利益を守るために制定された法律です。
　この法律は、消費者と事業者との間で結ばれる契約（＝消費者契約）の締結過
程、契約条項に関するトラブルを解決するための民事ルールです。

★ポイント
●この法律は、消費者と事業者が結んだ様々な商品、サービス、権利の契約す
べてが対象となります。
●事業者から消費者に対し、以下のような不当な勧誘があった場合、契約を後
から取り消すことができます。

不当な勧誘とは・・・
①契約の重要事項について、嘘を言っていた。　
②確実に儲かると「断定的」に儲け話をした。
③消費者に不利になる事を、故意又は重大な過失により言わなかった。
④自宅や職場に押しかけ、「帰ってほしい」と言っても帰らなかった。
⑤販売会場などで「帰りたい」と言っても帰してくれなかった。
⑥必要以上の量だと知りながら、大量な商品を買わせた。
⑦社会生活上の経験が乏しい消費者に対し、不安をあおったり好意の
　感情を利用したりして勧誘した。
　※就職等への不安をあおる、恋愛感情に乗じるなど。
⑧高齢者等に対し、判断力低下による生活への不安をあおる勧誘をした。
⑨霊感商法による勧誘をされた。
⑩契約成立前に強引に代金を請求された。

●取消しができる期間は、誤認（間違い）に気がついた時、又は困惑（困り果てる）行為
の時から1年間、契約の時から５年以内です。

●消費者が一方的に不当・不利益を被る内容の契約条項は、全部又は一部が無効とな
ります。

★注意点

・この法律は、行政が事業者を罰するものではありません。契約を取り消したい
と思った時や騙されたと気づいた時には、消費者から事業者に対して契約を取
り消したい意思を伝えることが必要ですので、早めに意思表示しましょう。
・トラブルが起きた時のためにも、もらった書類は捨てずに取っておきましょう。
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このままだと
危険ですよ。

帰って
ください。

①訪問販売
（キャッチセールス、アポイントメン
トセールス、催眠商法などを含む）

②電話勧誘販売

③特定継続的役務提供
エステティックサロン、語学教室、
家庭教師、学習塾、結婚相手紹介
サービス、パソコン教室、美容医
療の7役務（サービス）が対象

④訪問購入
（押し買い）

⑤連鎖販売取引
（マルチ商法）

⑥業務提供誘引販売取引
（内職商法、モニター商法）

⑦通信販売

⑧送り付け商法
（ネガティブオプション）

契約書面を受け取った
日からその日を含めて
８日間

契約書面を受け取った
日からその日を含めて
８日間

契約書面を受け取った
日からその日を含めて
８日間

契約書面を受け取った
日からその日を含めて
８日間

２０日間

２０日間

クーリング・オフ制度なし

「契約をしない意思」を示している消
費者に対して、事業者が再度契約の
勧誘をすることは禁止

「契約をしない意思」を示している消
費者に対して、事業者が再度契約の
勧誘をすることは禁止

中途解約の制度がある

クーリング・オフ期間中は、消費者は
物品の引渡しの拒絶が可能

中途解約の制度がある

商品の送付があった日から１４日間、
購入の申込みについて承諾をせず、
またその間事業者が商品の引き取り
をしなかった場合、消費者は商品を
廃棄処分することが可能

クーリング・オフの規定はないが、広告・ホームページ等に返品
特約や契約の申込みの撤回等に関して表示のないときは、商
品を受け取った日から８日間、消費者の送料負担で返品が可能

特 定 商 取 引 法

消費者取引に関する主な法律・条例

　特定商取引法は、訪問販売など消費者トラブルが生じやすい取引を対象に、事業者が守る
べきルールと、クーリング・オフ（契約の解除）など消費者を守るルールについて定めています。
　クーリング・オフは、訪問販売などで契約した後、解約したいと思った場合、一定期間内なら
無条件で契約を解除できる制度です。

消 費 者 契 約 法

対象となる取引 クーリング・オフの有無とできる期間 備考

第3部 お役立ち情報

困ったときにはすぐ相談！ お近くの消費生活センター（45ページ参照）にご相談ください。

　消費者と事業者との間には、情報の質・量・交渉力などの面で圧倒的な格差が
あり、消費者が不利な契約を結ばされてしまうことがあります。消費者契約法は、
そのような契約から消費者の利益を守るために制定された法律です。
　この法律は、消費者と事業者との間で結ばれる契約（＝消費者契約）の締結過
程、契約条項に関するトラブルを解決するための民事ルールです。

★ポイント
●この法律は、消費者と事業者が結んだ様々な商品、サービス、権利の契約す
べてが対象となります。
●事業者から消費者に対し、以下のような不当な勧誘があった場合、契約を後
から取り消すことができます。

不当な勧誘とは・・・
①契約の重要事項について、嘘を言っていた。　
②確実に儲かると「断定的」に儲け話をした。
③消費者に不利になる事を、故意又は重大な過失により言わなかった。
④自宅や職場に押しかけ、「帰ってほしい」と言っても帰らなかった。
⑤販売会場などで「帰りたい」と言っても帰してくれなかった。
⑥必要以上の量だと知りながら、大量な商品を買わせた。
⑦社会生活上の経験が乏しい消費者に対し、不安をあおったり好意の
　感情を利用したりして勧誘した。
　※就職等への不安をあおる、恋愛感情に乗じるなど。
⑧高齢者等に対し、判断力低下による生活への不安をあおる勧誘をした。
⑨霊感商法による勧誘をされた。
⑩契約成立前に強引に代金を請求された。

●取消しができる期間は、誤認（間違い）に気がついた時、又は困惑（困り果てる）行為
の時から1年間、契約の時から５年以内です。

●消費者が一方的に不当・不利益を被る内容の契約条項は、全部又は一部が無効とな
ります。

★注意点

・この法律は、行政が事業者を罰するものではありません。契約を取り消したい
と思った時や騙されたと気づいた時には、消費者から事業者に対して契約を取
り消したい意思を伝えることが必要ですので、早めに意思表示しましょう。
・トラブルが起きた時のためにも、もらった書類は捨てずに取っておきましょう。
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悪質リフォーム事業者
が出入りしているよう
なんです…

東 京 都 消 費 生 活 条 例

相 談
●高齢者被害110番
高齢者からの相談を受け付けます。

●高齢消費者見守りホットライン
ご家族、ヘルパー、ケアマネジャー、
民生委員・児童委員等からの通報や問合せを受け付けます。

情 報 提 供 及 び 被 害 防 止 啓 発
●高齢者見守り人材向け出前講座
　地域の高齢者見守りネットワークのメンバー、ケアマネジャー、ホームヘル
パー、民生委員・児童委員、町会・自治会、老人クラブなど高齢者を見守る方々
を対象として、都内の介護事業者、福祉団体、区市町村等が実施する講座に
講師を派遣します。講師は第一線で相談に当たっている消費生活相談員など
で、高齢者を狙う悪質商法の特徴、被害発見のポイント、被害を発見した際の
対応などについて講義をします。

悪 質 事 業 者 の 取 り 締 ま り
●「高齢者被害110番」や「高齢消費者見守りホットライン」に寄せられた相談、
また、「悪質事業者通報サイト※」に入力された通報などから、情報を収集し、
悪質事業者の指導・処分を行います。
※「悪質商法通報サイト」には「東京くらしWEB」の専用バナーから入れます。

　東京都では、介護事業者や民生委員・児童委員、町会関係者など高齢者の
身近にいる人々や区市町村と連携し、都内全域で悪質事業者から高齢者を守
る仕組みづくりを進めています。

◇ 電話：03-3235-3366　
◇ 受付：月曜～土曜（祝日・年末年始除く）9時～17時

◇ 電話：03-3235-1334　
◇ 受付：月曜～土曜（祝日・年末年始除く）9時～17時

　東京都消費生活条例は、都民の消費生活に関し、消費者の権利を確立し、都民の消費生活の
安定と向上を図ることを目的として、都が実施する施策について必要な事項を定めています。

高齢者の悪質商法被害防止対策

条例の特色

①６つの「消費者の権利」を掲げ、その権利確立のための施策を規定しています。
②「都民の参加と協力」の下に施策を講じるとしています。
③「不適正な取引行為の禁止」を詳細に定めています。
④重大不適正取引について禁止命令を設け、罰則(過料)を規定しています。
⑤消費生活相談・苦情処理、消費者教育等、消費者を支援しています。
⑥「知事の調査、指導・勧告、公表」を定め、実効性を確保しています。

◎「消費者の権利」とは　消費生活における次のような権利のことです。
①生命や健康を侵されないこと
②適切な選択を行えること
③不適正な取引行為を行わせないこと
④被害から公正かつ速やかに救済されること
⑤必要な情報を速やかに受けられること
⑥消費者教育を受けられること

◎東京都はこの条例に基づき
①悪質な取引行為を行う事業者への取締りを強化します！
・悪質商法による消費者被害の発生及び拡大を防止するため、契約の勧誘段階から終了に至
るまでの間で、事業者が行ってはならない９つの不適正な取引行為を定め、その行為を禁
止しています。
・不適正な取引行為が行われている疑いがある場合、勧誘方法、取引の仕組み、実態等につ
いて、調査を行います。また、不適正な取引行為の実態解明に必要な場合には、取引に密
接に関係する事業者に対しても、立入調査等を可能としています。

②事業者への指導・勧告等を行います！
・調査の結果、不適正な取引行為の疑いが濃い場合、事業者に対して改善指導を行います。
改善が図られない場合は、条例で定める手続きを経た上で、改善勧告を行うとともにその
事実を都民に情報提供します。
・法律の規制対象とならない一部の取引において、嘘を言ったり脅したりなどの特に悪質な
行為が行われている場合は、一定期間禁止命令を行い、その旨を公表します。
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悪質リフォーム事業者
が出入りしているよう
なんです…

東 京 都 消 費 生 活 条 例

相 談
●高齢者被害110番
高齢者からの相談を受け付けます。

●高齢消費者見守りホットライン
ご家族、ヘルパー、ケアマネジャー、
民生委員・児童委員等からの通報や問合せを受け付けます。

情 報 提 供 及 び 被 害 防 止 啓 発
●高齢者見守り人材向け出前講座
　地域の高齢者見守りネットワークのメンバー、ケアマネジャー、ホームヘル
パー、民生委員・児童委員、町会・自治会、老人クラブなど高齢者を見守る方々
を対象として、都内の介護事業者、福祉団体、区市町村等が実施する講座に
講師を派遣します。講師は第一線で相談に当たっている消費生活相談員など
で、高齢者を狙う悪質商法の特徴、被害発見のポイント、被害を発見した際の
対応などについて講義をします。

悪 質 事 業 者 の 取 り 締 ま り
●「高齢者被害110番」や「高齢消費者見守りホットライン」に寄せられた相談、
また、「悪質事業者通報サイト※」に入力された通報などから、情報を収集し、
悪質事業者の指導・処分を行います。
※「悪質商法通報サイト」には「東京くらしWEB」の専用バナーから入れます。

　東京都では、介護事業者や民生委員・児童委員、町会関係者など高齢者の
身近にいる人々や区市町村と連携し、都内全域で悪質事業者から高齢者を守
る仕組みづくりを進めています。

◇ 電話：03-3235-3366　
◇ 受付：月曜～土曜（祝日・年末年始除く）9時～17時

◇ 電話：03-3235-1334　
◇ 受付：月曜～土曜（祝日・年末年始除く）9時～17時

　東京都消費生活条例は、都民の消費生活に関し、消費者の権利を確立し、都民の消費生活の
安定と向上を図ることを目的として、都が実施する施策について必要な事項を定めています。

高齢者の悪質商法被害防止対策

条例の特色

①６つの「消費者の権利」を掲げ、その権利確立のための施策を規定しています。
②「都民の参加と協力」の下に施策を講じるとしています。
③「不適正な取引行為の禁止」を詳細に定めています。
④重大不適正取引について禁止命令を設け、罰則(過料)を規定しています。
⑤消費生活相談・苦情処理、消費者教育等、消費者を支援しています。
⑥「知事の調査、指導・勧告、公表」を定め、実効性を確保しています。

◎「消費者の権利」とは　消費生活における次のような権利のことです。
①生命や健康を侵されないこと
②適切な選択を行えること
③不適正な取引行為を行わせないこと
④被害から公正かつ速やかに救済されること
⑤必要な情報を速やかに受けられること
⑥消費者教育を受けられること

◎東京都はこの条例に基づき
①悪質な取引行為を行う事業者への取締りを強化します！
・悪質商法による消費者被害の発生及び拡大を防止するため、契約の勧誘段階から終了に至
るまでの間で、事業者が行ってはならない９つの不適正な取引行為を定め、その行為を禁
止しています。
・不適正な取引行為が行われている疑いがある場合、勧誘方法、取引の仕組み、実態等につ
いて、調査を行います。また、不適正な取引行為の実態解明に必要な場合には、取引に密
接に関係する事業者に対しても、立入調査等を可能としています。

②事業者への指導・勧告等を行います！
・調査の結果、不適正な取引行為の疑いが濃い場合、事業者に対して改善指導を行います。
改善が図られない場合は、条例で定める手続きを経た上で、改善勧告を行うとともにその
事実を都民に情報提供します。
・法律の規制対象とならない一部の取引において、嘘を言ったり脅したりなどの特に悪質な
行為が行われている場合は、一定期間禁止命令を行い、その旨を公表します。
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●高齢者悪質商法被害防止キャンペーン
高齢者施設などへポスター、リーフレット、ステッカーを配布します。

●啓発用DVDの作成・貸出
　悪質事業者の手口、対処法などをわかりやすく紹介したDVDです。
東京都消費生活総合センターや区市町村の消費生活センターなどで貸し出します。

悪質商法捕物帳
　高齢者を狙う悪質商法は増加を続けています。被害を防ぐには高齢者ご本人への
注意喚起とともに、周囲の人々の見守りが欠かせません。
　このＤＶＤは、高齢者被害の多い悪質商法の事例の紹介とその対処法、周りの人
の気づきのポイントなどを、より多くの皆さんにご理解いただけるよう制作しました。

あれ？もしかして… ～ 高齢者を狙う悪質な住宅リフォーム ～
  DVD   19分

　高齢者を狙う悪質な住宅リフォーム被害が後を絶ちません。悪質事業者の手口は
日々巧妙化し、高齢者が一人で防御できる相手ではなくなっているのが現状です。そ
うした中、重要な鍵を握っているのが高齢者の周辺にいる人々です。ご家族はもちろ
ん、ホームヘルパー、ケアマネジャー、民生委員・児童委員、ご近所の方などの見守り
こそが、悪質事業者に立ち向かう大きな力となります。
　このDVDでは、悪質事業者の手口や、トラブルに遭わないための注意点・対処法を
ご紹介します。

老後の金は渡さん！ ～お年寄りを狙う悪質商法にご用心～
  DVD     ２５分

　言葉巧みに高額な商品やサービスを売りつけ、高齢者をだます悪質商法が後を絶
ちません。このDVDでは、お年寄りに被害の多い「点検商法」「ＳＦ(催眠)商法」「出資
金投資商法」の手口をリアルかつコミカルな語りで紹介します。

ＤＶＤ ２４分

私は、だまされない！？ ～悪質商法の被害を防ぐ鉄則集～

　高齢者は、「お金」「健康」「孤独」などに不安を持っていると言われています。不安
な心理につけこまれると、まだまだ判断力もある元気な方でも、悪質商法の被害にあ
う恐れがあります。高齢者の不安を狙う悪質商法の事例を、再現ドラマで紹介すると
ともに、被害を防ぐための“鉄則”をお伝えします。

ＤＶＤ ２４分

東京都消費生活総合センター案内

消費生活相談
　都民を対象に、消費者が商品を購入したときや、サービスを利用したときに
生じる契約・販売方法・品質・性能・価格その他に関する相談に応じ、問題解決
のための助言、あっせん、情報提供などを行っています。
◇相談電話は相談窓口一覧参照（45、46ページ）

消費者被害救済委員会
　学識経験者・消費者・事業者で構成された機関で、各消費者相談機関に寄せ
られた被害の申し出のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼす紛争、また
は及ぼす恐れのある紛争について「あっせん」「調停」を行い、その解決を図り
ます。

図書資料室
　行政資料・団体資料・図書・雑誌など消費生活に関する資料・DVDなどを収
集し、閲覧や貸出しを行っています。また、消費生活に関する図書資料や各種資
料を検索するレファレンスサービスも行っています。

◇図書資料室に関する問合せ：電話03-3235-1179

　東京都消費生活総合センターでは、消費生活相談、消費者教育、情報の提供、
活動の支援・協働、商品テストなどの事業を実施しています。

（令和元年度 高齢者悪質商法被害防止キャンペーン）
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●高齢者悪質商法被害防止キャンペーン
高齢者施設などへポスター、リーフレット、ステッカーを配布します。

●啓発用DVDの作成・貸出
　悪質事業者の手口、対処法などをわかりやすく紹介したDVDです。
東京都消費生活総合センターや区市町村の消費生活センターなどで貸し出します。

悪質商法捕物帳
　高齢者を狙う悪質商法は増加を続けています。被害を防ぐには高齢者ご本人への
注意喚起とともに、周囲の人々の見守りが欠かせません。
　このＤＶＤは、高齢者被害の多い悪質商法の事例の紹介とその対処法、周りの人
の気づきのポイントなどを、より多くの皆さんにご理解いただけるよう制作しました。

あれ？もしかして… ～ 高齢者を狙う悪質な住宅リフォーム ～
  DVD   19分

　高齢者を狙う悪質な住宅リフォーム被害が後を絶ちません。悪質事業者の手口は
日々巧妙化し、高齢者が一人で防御できる相手ではなくなっているのが現状です。そ
うした中、重要な鍵を握っているのが高齢者の周辺にいる人々です。ご家族はもちろ
ん、ホームヘルパー、ケアマネジャー、民生委員・児童委員、ご近所の方などの見守り
こそが、悪質事業者に立ち向かう大きな力となります。
　このDVDでは、悪質事業者の手口や、トラブルに遭わないための注意点・対処法を
ご紹介します。

老後の金は渡さん！ ～お年寄りを狙う悪質商法にご用心～
  DVD     ２５分

　言葉巧みに高額な商品やサービスを売りつけ、高齢者をだます悪質商法が後を絶
ちません。このDVDでは、お年寄りに被害の多い「点検商法」「ＳＦ(催眠)商法」「出資
金投資商法」の手口をリアルかつコミカルな語りで紹介します。

ＤＶＤ ２４分

私は、だまされない！？ ～悪質商法の被害を防ぐ鉄則集～

　高齢者は、「お金」「健康」「孤独」などに不安を持っていると言われています。不安
な心理につけこまれると、まだまだ判断力もある元気な方でも、悪質商法の被害にあ
う恐れがあります。高齢者の不安を狙う悪質商法の事例を、再現ドラマで紹介すると
ともに、被害を防ぐための“鉄則”をお伝えします。

ＤＶＤ ２４分

東京都消費生活総合センター案内

消費生活相談
　都民を対象に、消費者が商品を購入したときや、サービスを利用したときに
生じる契約・販売方法・品質・性能・価格その他に関する相談に応じ、問題解決
のための助言、あっせん、情報提供などを行っています。
◇相談電話は相談窓口一覧参照（45、46ページ）

消費者被害救済委員会
　学識経験者・消費者・事業者で構成された機関で、各消費者相談機関に寄せ
られた被害の申し出のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼす紛争、また
は及ぼす恐れのある紛争について「あっせん」「調停」を行い、その解決を図り
ます。

図書資料室
　行政資料・団体資料・図書・雑誌など消費生活に関する資料・DVDなどを収
集し、閲覧や貸出しを行っています。また、消費生活に関する図書資料や各種資
料を検索するレファレンスサービスも行っています。

◇図書資料室に関する問合せ：電話03-3235-1179

　東京都消費生活総合センターでは、消費生活相談、消費者教育、情報の提供、
活動の支援・協働、商品テストなどの事業を実施しています。

（令和元年度 高齢者悪質商法被害防止キャンペーン）
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出前寄席
　大学の落語研究会や社会人の消費者啓発ボランティアグループが、悪質商法
の手口やその対処法など、消費者被害の未然防止に役立つ情報を、落語・漫才・
コントで楽しくわかりやすく伝えます。

◇出前寄席に関する問合せ：電話03-3235-4167

出前講座
　消費生活に関する学習会・研修会などに専門講師を派遣します。

◇出前講座に関する問合せ：電話03-3235-4167

消費生活講座
　都民が身近な消費生活問題について学ぶための講座を実施しています。講座
の開催情報は、「広報東京都」、「東京くらしねっと」、ホームページ「東京くらし
WEB」などに掲載しています。

消費生活情報誌「東京くらしねっと」の発行
　消費生活に関するさまざまな話題を掲載した情報誌「東京くらしねっと」を
隔月（奇数月１日）発行しています。「東京くらしねっと」は都内消費生活
センター、都内公立図書館、都内の社会教育会館等の公共施設などで配布し
ています。

インターネットによる情報提供
　ホームページ「東京くらしWEB」を運営し、「消費者被害情報」、「相談
事例」、「講座案内」など、消費生活に関するさまざまな情報を提供しています。

URL　https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp

東京くらしWEB

ハガキに書いて、両面をコピーし
ます。コピーは大切に保管してく
ださい。

ハガキは郵便局の窓口から「特定
記録郵便」か「簡易書留」で送りま
す。

支払ったお金は、全額返金されま
す。商品の引き取り料金は業者負
担です。

契約書面を受け取った日を含めて
8日以内（例外もあります）に、書
面で通知します。

訪問販売・電話勧誘販売などの契約解除には、

「クーリング・オフ」制度を利用しましょう！

困ったときは、お近くの消費生活センターにご相談ください。

高齢者の消費者被害のご相談は

高齢者被害110番

クーリング・オフ制度の手順 ハガキの書き方の例

契約
解除

相談員が問題解決の方法を探します。

クーリング・オフ期間を過ぎても
あきらめないで、まずは相談を！

クーリング・オフができる場合・期間など詳しくは消費生活センターへ

☎03-3235-3366
ご家族・ホームヘルパー・
ケアマネジャー等からの通報・お問合せは

高齢消費者見守りホットライン
☎03-3235-1334

通 知 書
次の契約を解除します。

契約年月日　○○○○年○月○日
商品名　　　　○○○○
契約金額　　○○○○○○円
販売会社　株式会社××××　□□営業所
　　　　　　　　　　　　担当者△△△△

支払った代金○○○○円を返金し、
商品を引き取ってください。

○○○○年○月○日

　　　　○市○町○丁目○番○号
氏名　○○○○

　クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除
できる制度です。セールスマンなどから強引な勧誘を受け、契約をしてしまった場合などに利用できます。

　特定商取引に関する法律では、事業者が訪問販売や電話勧誘をする際、「販売目的である」と最初に告げることが義務
付けられています。また、商品の価格など重要な事項を故意に告げない行為も禁止されています。
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出前寄席
　大学の落語研究会や社会人の消費者啓発ボランティアグループが、悪質商法
の手口やその対処法など、消費者被害の未然防止に役立つ情報を、落語・漫才・
コントで楽しくわかりやすく伝えます。

◇出前寄席に関する問合せ：電話03-3235-4167

出前講座
　消費生活に関する学習会・研修会などに専門講師を派遣します。

◇出前講座に関する問合せ：電話03-3235-4167

消費生活講座
　都民が身近な消費生活問題について学ぶための講座を実施しています。講座
の開催情報は、「広報東京都」、「東京くらしねっと」、ホームページ「東京くらし
WEB」などに掲載しています。

消費生活情報誌「東京くらしねっと」の発行
　消費生活に関するさまざまな話題を掲載した情報誌「東京くらしねっと」を
隔月（奇数月１日）発行しています。「東京くらしねっと」は都内消費生活
センター、都内公立図書館、都内の社会教育会館等の公共施設などで配布し
ています。

インターネットによる情報提供
　ホームページ「東京くらしWEB」を運営し、「消費者被害情報」、「相談
事例」、「講座案内」など、消費生活に関するさまざまな情報を提供しています。

URL　https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp

東京くらしWEB

ハガキに書いて、両面をコピーし
ます。コピーは大切に保管してく
ださい。

ハガキは郵便局の窓口から「特定
記録郵便」か「簡易書留」で送りま
す。

支払ったお金は、全額返金されま
す。商品の引き取り料金は業者負
担です。

契約書面を受け取った日を含めて
8日以内（例外もあります）に、書
面で通知します。

訪問販売・電話勧誘販売などの契約解除には、

「クーリング・オフ」制度を利用しましょう！

困ったときは、お近くの消費生活センターにご相談ください。

高齢者の消費者被害のご相談は

高齢者被害110番

クーリング・オフ制度の手順 ハガキの書き方の例

契約
解除

相談員が問題解決の方法を探します。

クーリング・オフ期間を過ぎても
あきらめないで、まずは相談を！

クーリング・オフができる場合・期間など詳しくは消費生活センターへ

☎03-3235-3366
ご家族・ホームヘルパー・
ケアマネジャー等からの通報・お問合せは

高齢消費者見守りホットライン
☎03-3235-1334

通 知 書
次の契約を解除します。

契約年月日　○○○○年○月○日
商品名　　　　○○○○
契約金額　　○○○○○○円
販売会社　株式会社××××　□□営業所
　　　　　　　　　　　　担当者△△△△

支払った代金○○○○円を返金し、
商品を引き取ってください。

○○○○年○月○日

　　　　○市○町○丁目○番○号
氏名　○○○○

　クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除
できる制度です。セールスマンなどから強引な勧誘を受け、契約をしてしまった場合などに利用できます。

　特定商取引に関する法律では、事業者が訪問販売や電話勧誘をする際、「販売目的である」と最初に告げることが義務
付けられています。また、商品の価格など重要な事項を故意に告げない行為も禁止されています。
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相 談 窓 口 一 覧

青梅市消費者相談室 

府中市消費生活センター

昭島市消費生活センター

調布市消費生活センター

町田市消費生活センター

小金井市消費生活相談室

小平市消費生活センター

日野市消費生活センター

東村山市消費生活センター

国分寺市消費生活相談室

国立市消費生活センター

西東京市消費者センター

福生市消費者相談室

狛江市消費生活センター

東大和市消費生活センター

清瀬市消費生活センター

東久留米市消費者センター

武蔵村山市消費生活センター

多摩市消費生活センター

稲城市消費生活センター

羽村市消費生活センター

あきる野市消費生活相談窓口

瑞穂町消費生活相談窓口

0428-22-6000

042-360-3316

042-544-9399

042-481-7034

042-722-0001

042-384-4999

042-346-9550

042-581-3556

042-395-8383

042-325-0111
内線224

042-576-3201

042-462-1100

042-551-1699

03-3430-1111
内線2229

042-563-2111
内線1713

042-495-6212

042-473-4505

042-565-1111
内線108

042-374-9595

042-378-3738

042-555-1111
内線641

042-558-1111

042-557-7633

千代田区消費生活センター

中央区消費生活センター

港区立消費者センター

新宿区立新宿消費生活センター

文京区消費生活センター

台東区消費生活センター

すみだ消費者センター

江東区消費者センター

品川区消費者センター

目黒区消費生活センター

大田区立消費者生活センター

世田谷区消費生活センター

渋谷区立消費者センター

中野区消費生活センター

杉並区立消費者センター

豊島区消費生活センター

北区消費生活センター

荒川区消費生活センター

板橋区消費者センター

練馬区消費生活センター

足立区消費者センター

葛飾区消費生活センター

江戸川区消費者センター

八王子市消費生活センター

立川市消費生活センター

武蔵野市消費生活センター 

三鷹市消費者相談室

03-5211-4314

03-3543-0084

03-3546-5727

03-3456-6827

03-5273-3830

03-5803-1106

03-5246-1133

03-5608-1773

03-3647-9110

03-6421-6137

03-3711-1140

03-3736-0123

03-3410-6522

03-3406-7644

03-3389-1196

03-3398-3121

03-3984-5515

03-5390-1142

03-5604-7055

03-3962-3511

03-5910-4860

03-3880-5380

03-5698-2311

03-5662-7637

042-6３１-５４５５

042-528-6810

0422-21-2971

0422-47-9042

●都内消費生活相談窓口

消費生活相談

架空請求110番

03-3235-1155

03-3235-2400

●東京都消費生活総合センター相談窓口
高齢者被害110番

高齢消費者見守りホットライン

03-3235-3366

03-3235-1334

●消費者ホットライン 188
泣き寝入り！ と覚えてね地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや

消費生活相談窓口を御案内します。

い　や　や!

188
●法律相談センター（消費者相談など）
弁護士会法律相談センター （都内からのみ）0570-200-050

●振り込め詐欺などのご相談
警視庁総合相談センター 03-3501-0110

●法律相談センター（高齢者相談）

東京弁護士会　高齢者・障がい者
総合支援センター「オアシス」

第一東京弁護士会
成年後見センター「しんらい」

03-3581-9110

03-3581-9110

第二東京弁護士会　高齢者・障がい者
総合支援センター「ゆとり～な」 

東京三弁護士会
多摩支部

03-3581-9110

042-548-1190

●家庭裁判所（成年後見等の申立て）
東京家庭裁判所後見センター

東京家庭裁判所立川支部後見受付係

03-3502-5359

042-845-0321

●精神保健福祉センター
都立精神保健福祉センター

都立中部総合精神保健福祉センター

03-3844-2212

03-3302-7711

都立多摩総合精神保健福祉センター 042-371-5560

●社会福祉協議会（地域福祉権利擁護事業）
※ご相談は、お住まいの区市町村社会福祉協議会へ

東京都社会福祉協議会
（権利擁護担当） 03-3268-1149

●成年後見のご相談
（公益社団法人）東京社会福祉士会
権利擁護センターぱあとなあ東京 03-5944-8680

（令和2年1月現在）

※参考資料
　「平成30年度消費生活相談年報」（発行：東京都消費生活総合センター）
　「不当な契約は無効です！̶早分かり！消費者契約法̶」（発行：消費者庁）
　「くらしの豆知識2020年版」（発行：独立行政法人国民生活センター）

※WEBサイト
　東京くらしWEB、消費者庁、警察庁、警視庁、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）

局番なし

※本人のお住まいが23区及び島しょ部の方は
　東京家庭裁判所後見センターへ
　それ以外の市町村の方は
　東京家庭裁判所立川支部後見受付係へ
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相 談 窓 口 一 覧

青梅市消費者相談室 

府中市消費生活センター

昭島市消費生活センター

調布市消費生活センター

町田市消費生活センター

小金井市消費生活相談室

小平市消費生活センター

日野市消費生活センター

東村山市消費生活センター

国分寺市消費生活相談室

国立市消費生活センター

西東京市消費者センター

福生市消費者相談室

狛江市消費生活センター

東大和市消費生活センター

清瀬市消費生活センター

東久留米市消費者センター

武蔵村山市消費生活センター

多摩市消費生活センター

稲城市消費生活センター

羽村市消費生活センター

あきる野市消費生活相談窓口

瑞穂町消費生活相談窓口

0428-22-6000

042-360-3316

042-544-9399

042-481-7034

042-722-0001

042-384-4999

042-346-9550

042-581-3556

042-395-8383

042-325-0111
内線224

042-576-3201

042-462-1100

042-551-1699

03-3430-1111
内線2229

042-563-2111
内線1713

042-495-6212

042-473-4505

042-565-1111
内線108

042-374-9595

042-378-3738

042-555-1111
内線641

042-558-1111

042-557-7633

千代田区消費生活センター

中央区消費生活センター

港区立消費者センター

新宿区立新宿消費生活センター

文京区消費生活センター

台東区消費生活センター

すみだ消費者センター

江東区消費者センター

品川区消費者センター

目黒区消費生活センター

大田区立消費者生活センター

世田谷区消費生活センター

渋谷区立消費者センター

中野区消費生活センター

杉並区立消費者センター

豊島区消費生活センター

北区消費生活センター

荒川区消費生活センター

板橋区消費者センター

練馬区消費生活センター

足立区消費者センター

葛飾区消費生活センター

江戸川区消費者センター

八王子市消費生活センター

立川市消費生活センター

武蔵野市消費生活センター 

三鷹市消費者相談室

03-5211-4314

03-3543-0084

03-3546-5727

03-3456-6827

03-5273-3830

03-5803-1106

03-5246-1133

03-5608-1773

03-3647-9110

03-6421-6137

03-3711-1140

03-3736-0123

03-3410-6522

03-3406-7644

03-3389-1196

03-3398-3121

03-3984-5515

03-5390-1142

03-5604-7055

03-3962-3511

03-5910-4860

03-3880-5380

03-5698-2311

03-5662-7637

042-6３１-５４５５

042-528-6810

0422-21-2971

0422-47-9042

●都内消費生活相談窓口

消費生活相談

架空請求110番

03-3235-1155

03-3235-2400

●東京都消費生活総合センター相談窓口
高齢者被害110番

高齢消費者見守りホットライン

03-3235-3366

03-3235-1334

●消費者ホットライン 188
泣き寝入り！ と覚えてね地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや

消費生活相談窓口を御案内します。

い　や　や!

188
●法律相談センター（消費者相談など）
弁護士会法律相談センター （都内からのみ）0570-200-050

●振り込め詐欺などのご相談
警視庁総合相談センター 03-3501-0110

●法律相談センター（高齢者相談）

東京弁護士会　高齢者・障がい者
総合支援センター「オアシス」

第一東京弁護士会
成年後見センター「しんらい」

03-3581-9110

03-3581-9110

第二東京弁護士会　高齢者・障がい者
総合支援センター「ゆとり～な」 

東京三弁護士会
多摩支部

03-3581-9110

042-548-1190

●家庭裁判所（成年後見等の申立て）
東京家庭裁判所後見センター

東京家庭裁判所立川支部後見受付係

03-3502-5359

042-845-0321

●精神保健福祉センター
都立精神保健福祉センター

都立中部総合精神保健福祉センター

03-3844-2212

03-3302-7711

都立多摩総合精神保健福祉センター 042-371-5560

●社会福祉協議会（地域福祉権利擁護事業）
※ご相談は、お住まいの区市町村社会福祉協議会へ

東京都社会福祉協議会
（権利擁護担当） 03-3268-1149

●成年後見のご相談
（公益社団法人）東京社会福祉士会
権利擁護センターぱあとなあ東京 03-5944-8680

（令和2年1月現在）

※参考資料
　「平成30年度消費生活相談年報」（発行：東京都消費生活総合センター）
　「不当な契約は無効です！̶早分かり！消費者契約法̶」（発行：消費者庁）
　「くらしの豆知識2020年版」（発行：独立行政法人国民生活センター）

※WEBサイト
　東京くらしWEB、消費者庁、警察庁、警視庁、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）

局番なし

※本人のお住まいが23区及び島しょ部の方は
　東京家庭裁判所後見センターへ
　それ以外の市町村の方は
　東京家庭裁判所立川支部後見受付係へ

46～ ～45～ ～





Ｐ３７お役立ち情報「特定商取引法」表 ※令和３年７月６日以降、法律が改正されました※ 

（改正前） 

 

（改正後） 

 

対象となる取引 
クーリング・オフの

有無とできる期間 
備考 

⑧送り付け商法 

（ネガティブオプション） 

クーリング・オフ制

度なし 

商品の送付があった日から 14日間、購入の申込み

について承諾をせず、またその間事業者が商品の

引き取りをしなかった場合、消費者は商品を廃棄

処分することが可能 

対象となる取引 
クーリング・オフの

有無とできる期間 
備考 

⑧送り付け商法 

（ネガティブオプション） 

クーリング・オフ制

度なし 

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を

得る目的で一方的に事業者から送りつけられた商

品については、消費者は直ちに処分することが可

能。また、事業者から金銭を請求されても支払い

は不要。 
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