
兵庫県生活科学総合センター

ターゲッ
トは

あなた！

こ ん な 手 口 に
気 を つ け て ！

スズメを助けても、スズメを助けても、
地蔵に傘をつけても、地蔵に傘をつけても、
恩返しには来ないねえ。恩返しには来ないねえ。

おお、鶴が恩返しにおお、鶴が恩返しに
やってきたぞ！やってきたぞ！

鶴だと思っていたら、鶴だと思っていたら、
サギだったのか～サギだったのか～

あっ、鶴が！あっ、鶴が！

「啓発資料などでご利用の際は当センターまでご一報ください。
　　大量配布やポスター加工はお控えください。ご不明な点はご連絡下さい。」



パソコンやスマートフォンな
どで無料のアダルトサイトにア
クセスし、「18歳以上」のボタン
を押したとたん「登録完了」と利
用料金を請求されることがあり
ます。芸能や健康情報、占いな
どの無料サイトを閲覧してい
て、同じような請求画面になる
ことも。
サイト上の連絡先に電話をす

ると、解約料などを請求されま
す。これは「ワンクリック請求」
と呼ばれる『架空請求』です。

イ ン タ ー ネ ッ ト ト ラ ブ ル ❶

◎動画やサイトにアクセスしただけで、
契約が成立したり、個人情報が特定
されることはありません。請求は無視
して大丈夫です。

◎怪しいサイトに不用意にアクセスした
り、クリックしないようにしましょう。

◎「コンビ二に行って」と言われたら「詐
欺かも？」と疑いま
しょう。
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イ ン タ ー ネ ッ ト ト ラ ブ ル ❷

　スマートフォンや携帯電話
に、実在の会社名（docomo、
Amazon、YAHOO!など）をか
たって、身に覚えのない料金請
求メールが届くことがありま
す。「法的措置」「財産の差押え」
など不安をあおる言葉が書いて
ありますが、これは『架空請求』
です。
　一度料金を支払うと、名前や
連絡先がリストとなって詐欺グ
ループの間で共有され、再び被
害にあう可能性があります。「お
金を支払えばリストから削除し
ます」と言うのもだましの手口
です。

◎聞いたことのある会社からのメールで
も、身に覚えのない請求は無視しま
しょう。放っておいても大丈夫です。

◎業者に連絡すると
個人情報を知られ
てしまうことになり
ます。相手にしない
ようにしましょう。

2



お 試 し 購 入

　ホームページやＳＮＳ、新聞広
告などで、「お試し」「初回○円」
などと書かれているのを見て注
文したところ、実際は複数回の
定期購入が条件になっているこ
とがあります。２回目の商品が
定価で届いて気づくことが多い
のが特徴です。
　「定期購入とは知らなかった」
と説明しても、定期購入が条件
と表示していると言われ、解約
を拒否されるケースが多く見ら
れます。

◎通信販売にクーリングオフはありま
せん。

◎広告は小さな字ほどよく読んで、解
約や返品の条件などを確認してから
注文するようにしましょう。 
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修 理 サ ー ビ ス の ト ラ ブ ル

　急に修理が必要になったとき
に、チラシやマグネット広告など
を見て「安い」と思って業者に電
話をして来てもらったところ、思っ
たより修理費用が高額だったと
いう相談が寄せられています。
　出張費や休日・夜間料金がか
かったり、原因や状況を十分説
明されず、「設備の交換が必要」
など修理以外の工事を次 と々勧
められ、断りきれずに契約して
しまうケースが見られます。

◎設備を交換しなければ直らないと言
われても、すぐに契約せず、まず応急
処置を求めて複数の事業者から見
積もりをとって検討しましょう。

◎緊急の場合もあわてず対応できるよ
う、ふだんから止水栓・元栓の位置
や締め方を確認しておきましょう。
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　最近は若者だけでなく、高齢者の間でもインターネットのトラブルや、詐欺的取引で悪用されがちな
「電子マネー」を使った被害が増えています。
　兵庫県内で相談が多い事例をもとに、その手口や対処法を紹介しています。消費者トラブルにあわな
いように、また、高齢者の消費者トラブルの防止を図るため地域の見守りにご活用ください。

高齢者の消費者トラブルが増えています！

「お得」と
言われると、
つい見聞きして
しまう

相談することは
恥ずかしい

いやな人だと
思われたくない

トラブルは、
運の悪い人が
あうものだ

優しくされると
相手の言うことを
きいてあげたくなる

「良かった」と
聞くと

やってみたくなる

周りから
しっかり者だと
思われている

迷惑を
かけたくないので、
家族には黙って

いたい

人から熱心に
すすめられると
断りにくい

誰もが悪質業者のターゲットです。
悪質業者は、高齢者の思考・行動を熟知しています。

こんな風に思うことありませんか？
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　悪質な販売方法ではなくても、急な訪問や電話で勧誘されて、何となく契約してしまった後、ゆっくり
考えたら、やめておけば良かったと思った経験はありませんか？
　こんな時は、消費者が契約した後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を
解除できる制度、「クーリングオフ制度」を活用しましょう。

クーリングオフとは

クーリングオフできない場合があります

クーリングオフするには ＜はがきの記入例＞

クーリングオフすると

ク ーリングオフ制度覚えておこう！

　訪問販売など法律で決められた取引につい
て、一定期間内であれば、消費者が無条件で
契約を解除できる制度です。

◎通信販売(インターネット取引含む）
 ・返品の表示（「10日以内は返品できます」「返品はできません」等）があれば、表示に従います。
 ・表示がない場合は、商品が届いた日から８日以内であれば返品・返金可能ですが、返品送料は消費者の負
　  担となります。

◎3,000円未満のものを現金で買った場合
◎健康食品や化粧品などの消耗品の一部を使用した場合
◎自動車（リース含む） なども、クーリングオフの対象外です。

＊ 詳しくは、消費生活相談窓口でご相談ください。　

訪問販売 ▶▶▶８日間
消費者宅など営業所以外での契約のほか、営業所外で
勧誘し営業所等で契約する方法を含む

電話勧誘販売 ▶▶▶８日間
特定継続的役務提供 ▶▶▶８日間
エステティックサービス、語学教室、家庭教師、学習塾、
パソコン教室、結婚相手紹介サービス、一部の美容医療

マルチ商法（連鎖販売取引） ▶▶▶20日間
商品等を購入して販売組織に加入し、新たな加入者を
勧誘して商品等を販売することで利益を得る取引

業務提供誘引販売 ▶▶▶20日間
仕事をあっせんするので儲かる等と説明し、
その仕事に必要と商品等を購入させる商法

訪問購入 ▶▶▶８日間
事業者が消費者宅などを訪ねて貴金属などを
買い取る契約

◎契約ははじめからなかったことになります。
◎受け取った商品は事業者負担で返品し、
支払ったお金は返してもらえます。
◎損害賠償や違約金も請求されません。

◎契約解除通知書（はがき）で通知します。（期間
内にはがきを出せば、事業者に届いていなくて
も有効です。）
◎はがきは両面コピーしてから、特定記録郵便か
簡易書留で送ります。
◎はがきのコピーは、郵便局
発行の領収書と一緒に保管
します。
◎クレジットを利用した場合
は、クレジット会社と販売
会社に同時に通知します。

○○市○○区○○町
○丁目○番地○号
○○○会社　　　
　　　　代表者様

契約解除通知書
①契約年月日
②商品(サービス)名
③契約金額
④会社名
⑤担当者名
上記日付の契約を解除しま
す。なお、支払済みの○○
円を返金し、商品を引き
取ってください。

平成○年○月○日
(契約者)
　住所
　氏名
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29企 P 2-030A4

お近くの消費生活センターにご相談ください

兵庫県マスコット はばタン

兵庫県生活科学総合センター　研修広報部 企画研修課
〒650-0046 神戸市中央区港島中町4-2　TEL：078-302-4000

「こちらは消費者ホットラインです。最寄りの相談窓口をご案内いたしますので、
お住まいの郵便番号が分かる方は　 を、そうでない方は　 を押してください。」

【お願い】 消費生活相談は、1 回の相談で終わらない場合があります。
相談の続きは、相談窓口の直通電話番号をご案内しますので、直通電話番号をご利用ください。

【注　意】 ・一部のIP 電話等からはご利用いただけません。
 ・携帯電話会社の提供する定額プランに加入していても別途通話料がかかります。

郵便番号がわかる

お住まいの郵便番号を押す

固定電話から 携帯電話から

を押す のアナウンスが流れます。アナウンスに従って、
の操作をお願いします。

郵便番号がわからない

「お住まいの郵便番号を
7桁で入力してください。」

1

　 を1 は　 を2

を押す 2 を押す

まずは、
電話してみてね！

「お住まいの地域を
選択してください。
○○市は 　を、○○市は
 　を……押してください。」

 　を
押し
1

 　を2

お住まいの地域の番号を押す

「現在相談を受付けている最寄りの相談窓口へおつなぎいたします。
この通話は、○○秒ごとに、およそ○○円の通話料金でご利用いただけます。」
※最寄りの窓口が受け付けていない時間帯などは、窓口の名称、電話番号及び受付時間のアナウンスが流れます。

注）相談窓口へつながった時点から、通話料金のご負担が発生します（相談は無料です）。

を１ ８ ８

お問い合わせ

市町（兵庫県内は全市町41か所）や、県が設置している
消費生活相談窓口などに繋がります

最寄りの
消費生活
相談窓口

兵庫県マス


	H01
	P01
	P02
	P03
	P04
	P05
	P06
	H04



