目次

消費者契約法の一部を改正する法律

新旧対照条文

号）（附 則第六条関 係）・・・ ・・・８

○消費者契 約法（平成十二年法律第六十一号）（本則関 係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
○民法の一部を改正す る法律の施行に伴う関 係法律の整備等に関す る法律（平成二十八年 法律第

消費者契約法の一部を改正する法律

改

正

新旧対照条文

後

○消費者契 約法（平成十二年法律第六十一号）（本則関 係）

（目的）

（目的）

改

正

前

（傍線部分は改正部分）

責任を免除す る条項そ の他の消費 者の利益を 不当に害す るこ ととな

を取り消すこ とができ るこ ととす るとともに、事業者の損害賠償の

又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示

交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、

なる条項の全部又は一部を無効とするほか、 消費者の被害の発生又

の責任を免 除す る条項 その他の消費者の利益を不当に害す るこ とと

示を取り消すことがで きることとするととも に、事業者の損害賠償

し、又は困 惑した場合について契 約の申込み又はその承諾の意思表

交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認

この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに

る条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は

は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求を

第一条

拡大を防止するため適 格消費者団体が事業者等に対し差止請求をす

することができることとす るこ とにより、消費者の利益の擁護を図

この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに

るこ とがで き るこ ととす るこ とにより、消費 者の利益の擁護を図り

り、もって 国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する

第一条

、もって 国民生活の安定向上と国民経済の健 全な発展に寄与するこ

ことを目的とする。

（略）

とを目的とする。

第四条

（消費者契 約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し）

（略）

（略）

（消費者契 約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し）
第四条

２・３
（新設）

（略）

消費者は、事業者が消費者契 約の締結について勧誘をするに際し

２・３
４

、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分
量、回数又は 期間（以 下こ の項に おいて「分 量等」という。）が 当
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５

該消費者にとっての通常の分量等（消費者契 約の目的となるものの
内容及び取引条件並び に事業者がその締結について勧誘をする際の
消費者の生活の状況及びこれについての当該 消費者の認識に照らし
て当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される
分量等をいう。以下こ の項において 同じ 。） を著しく超え るもので
あることを 知って いた 場合において、その勧 誘により当該消費者契
約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消す
ことができ る。事業者が消費者契約の締結に ついて勧誘をするに際
し、消費者が既に当該消費者契約の目的となるものと同種のものを
目的とする消費者契約（以下この項において「同種契約」という。
）を締結し、当該同種契約の目的となるものの分量等と当該消費者
契約の目的となるものの分量等とを合算した分量等が当該消費者に
とっての通 常の分量等を著しく超えるもので あるこ とを 知って いた
場合において、その勧誘により当該消費者契 約の申込み又はその承
諾の意思表示をしたときも、同様とする。
第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る

４

第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る

次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否か

対価その他の取引条件

物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの

質、用途その他の内容

物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの

次に掲げる事項（同項の場合にあっては、第三号に掲げ るものを除

二

一

についての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの

するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

質、用途その他の内容であって、 消費者の当該消費者契 約を締結

物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの

く。）をいう。
一

二

対価その他の取引条件であって、 消費者の当該消費者契 約を締結
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６

三

するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
前二号に掲げるもののほか、物品、権利、役務その他の当該消
費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その
他の重要な利益についての損害又は危険を回 避す るため に通常必
要であると判断される事情

（新設）

第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその

承諾の意思表示の取消しは、これ をもって善 意の第三者 に対抗す る

５

承諾の意思表示の取消しは、これ をもって善 意の第三者 に対抗す る

ことができない。

第一項から第四項までの規定による消費者契約の申込み又はその

ことができない。

（媒介の委託を受けた第三者及び代理人）

して同条第 一項から第四項までに規定する行為をした場合について

。）を受けた者を含む 。以下「受託者等」という。）が消費者に対

た第三者（その第三者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む

以下この項 において単 に「委託」 という。） をし、当該 委託を受け

との間における消費者契約の締結について媒 介をするこ との委託（

準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「 当該事業者

して同条第 一項から第三項までに規定する行為をした場合について

。）を受けた者を含む 。以下「受託者等」という。）が消費者に対

た第三者（その第三者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む

以下この項 において単 に「委託」 という。） をし、当該 委託を受け

との間における消費者契約の締結について媒 介をするこ との委託（

前条の規定は 、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者

（媒介の委託を受けた第三者及び代理人）

第五条

準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「 当該事業者

」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」

前条の規定は 、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者

」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」

階にわたり復代理人として選任された者を含む。）を含む。以下同

じ。）、事 業者の代理 人及び受託 者等の代理 人は、前条第一項から

階にわたり復代理人として選任された者を含む。）を含む。以下同

消費者契約の締結に係る消費者の代理人（復代理人（二以上の段

と読み替え るものとす る。
２

じ。）、事 業者の代理 人及び受託 者等の代理 人は、前条第一項から

第三項まで （前項にお いて準用す る場合を含む 。次条及び第七条に

消費者契約の締結に係る消費者の代理人（復代理人（二以上の段

と読み替え るものとす る。

第五条

２

第四項まで （前項にお いて準用す る場合を含む 。次条から第七条ま
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業者及び受託者等とみなす。

でにおいて 同じ。）の規定の適用については、それぞれ 消費者、事

（解釈規定）

及び受託者等とみなす。

おいて同じ 。）の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者

第 四条第一項から第三項 までの規定は、これらの項に規定す

（解釈規定）
第六条

る消費者契 約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法（明治

第 四条第一項から第四項 までの規定は、これらの項に規定す

る消費者契 約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法（明治

二十九年法律第八十九号）第九十 六条の規定の適用を妨げるものと

第六条

二十九年法律第八十九号）第九十 六条の規定の適用を妨げるものと

解してはならない。

（取消権 の行使期間等）

（新設）

解してはならない。

民法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、消費

（取消権 を行使した 消費者の返還義務）
第六条の二

者契約に基づく債務の履行として 給付を受けた消費者は、第四条第
一項から第 四項までの規定により当該消費者契約の申込 み又はその
承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その
意思表示が 取り消すこ とができ るものであるこ とを知らなかったと
きは、当該 消費者契約によって 現に利益を受けている限度において
、返還の義務を負う。

（取消権 の行使期間等）

第四条第一項から第三項までの規定による取消権は、追認を

す るこ とが でき る 時か ら 六箇 月 間 行わ な いときは、 時 効 によ って 消

第七条

することができる時か ら一年間行わないとき は、時効によって 消滅

滅する。当該消費者契 約の締結の 時から五年を経過した ときも、同

第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認を

する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様

様とする。

第七条

とする。
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２

株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出が消費者契約としてされ

は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている

た場合には、当該株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出に係る

株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出が消費者契約としてされ

は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている

会社法（平成十七年法律第八十六号）その他の法律により詐欺又

た場合には、当該株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出に係る

意思表示については、第四条第一項から第三項まで（第五条第一項

２

意思表示については、第四条第一項から第四項までの規定によりそ

において 準 用す る場合を含む 。） の規定によ りその取消しをす るこ

会社法（平成十七年法律第八十六号）その他の法律により詐欺又

の取消しをするこ とができない。

とができない。

（略）

次に掲げる消費者契約の条項は、無 効とする。

（事業者の損害賠償の責任を免 除する条項の無効）
第八条
一・二

消費者契約におけ る事業者の債務の履行に際してされた当該事

業者の不法 行為により消費者に生じた損害を 賠償する民 法の規定

三

業者の不法 行為により消費者に生じた損害を 賠償する責任の全部

消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事

業者の不法行為（当該事業者、その代表者又はその使用する者の

四

業者の不法行為（当該事業者、その代表者又はその使用する者の

故意又は重大な過失によるものに限る。）により消費者に生じた

消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事

故意又は重大な過失によるものに限る。）により消費者に生じた

損害を賠償する民法の規定による 責任の一部を免除する条項

（略）

（略）

損害を賠償する責任の 一部を免除する条項
（略）
（略）

（新設）

五

による責任の全部を免除する条項

２

を免除す る条項

消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事

（略）

次に掲げる消費者契約の条項は、無 効とする。

（事業者の損害賠償の責任を免 除する条項の無効）

五

四

三

一・二

第八条

２

次に掲げ る消費者契 約の条項は 、無効とす る。

（消費者の解除権を 放棄させる条項の無効）
第八条の二
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一

二

事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権 を放棄させる
条項
消費 者契約が有 償契約であ る場合にお いて、当該 消費者契約の
目的物に隠れた瑕疵が あること（当該消費者契約が請負契約であ
る場合には 、当該消費 者契約の仕 事の目的物 に瑕疵があ るこ と）
により生じた消費者の解除権を放棄させる条項

（消費者の利益を一方的に害する条項の無効）

（消費者の利益を一方的に害する条項の無効）

民法、商法（明治三十二年法律第四十八号）その他の法律の

公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を

第十条

込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令

制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、

消費者の不作 為をもって 当該消費者が新たな消費者契約の申

中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して 消費者の権

民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方

第十条

利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって

的に害するものは、無 効とする。

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び

（他の法律の適用）

、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一
方的に害す るものは、無効とする。

（他の法律の適用）

第十一条

消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び

消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、

（略）

適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人

（差止請求権）
第十二条

２

民法及び商法の規定による。

（略）

民法及び商法（明治三十二年法律第四十八号）の規定による。

第十一条

２

適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人

（差止請求権）
第十二条
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２

い。

て当該消費者契約を取り消すこ とができないときは、この限りでな

、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由とし

くは予防に必要な措置をとることを請求することができ る。ただし

該行為に供した物の廃棄若しくは 除去その他の当該行為の停止若し

ときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当

のを除く。次項において同じ。）を現に行い又は行うおそれがある

二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するも

費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為（同条第

消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定か つ多数の消

若しくは受託者等の代 理人（以下「事業者等」と総 称す る。）が、

い。

て当該消費者契約を取り消すことができないときは、こ の限りでな

、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由とし

くは予防に必要な措置をとることを請求することができ る。ただし

該行為に供した物の廃棄若しくは 除去その他の当該行為の停止若し

ときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当

のを除く。次項において同じ。）を現に行い又は行うおそれがある

二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するも

費者に対して第四条第一項から第三項までに規定する行為（同条第

消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定か つ多数の消

若しくは受託者等の代 理人（以下「事業者等」と総 称す る。）が、

ついて勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条

第一項から第三項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれが

ついて勧誘をするに際 し、不特定かつ多数の 消費者に対して第四条

適格消費者団体は、次の各号に掲げる者が、消費者契約の締結に

第一項から第四項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれが

あるときは 、当該各号に定める者に対し、当該各号に掲げる者に対

２

あるときは 、当該各号に定める者に対し、当該各号に掲げる者に対

する是正の指示又は教唆の停止その他の当該 行為の停止又は予防に

適格消費者団体は、次の各号に掲げる者が、消費者契約の締結に

する是正の指示又は教唆の停止その他の当該 行為の停止又は予防に

必要な措置をとることを請求することができ る。この場 合において

（略）

（略）

必要な措置をとることを請求することができ る。この場 合において

３・４

一・二

は、前項ただし書の規定を準用する。

（略）

（略）

は、前項ただし書の規定を準用する。
一・二
３・４
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正

後

改

前

（傍線部分は改正部分）

号）（附則第六条関 係）

正

消費者契 約法（平成十二年法律第六十一号）の一部を次

のように改 正する。

第九十八条

（消費者契約法の一部改正）

○民法の一部を改正す る法律の施行に伴う関 係法律の整備等に関す る法律（平成二十八年 法律第

改

消費者契 約法（平成十二年法律第六十一号）の一部を次

（消費者契約法の一部改正）
第九十八条
のように改 正する。

任を免除す るもの」を 加え、同項第一号中「 当該消費者契約の目的

同じ。）に、これによ り消費者に生じた損害を賠償する事業者の責

質に関して 契 約の内容 に適合しな いとき 。） 。以下こ の 項において

要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品

適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき（その引渡しを

契約である場合には、 請負人が 種類又は 品質 に関して契 約の内容に

品質に関して契約の内容に適合しないとき（当該消費者契約が請負

約が有償契 約である場 合において 、引き 渡さ れた 目的物が 種類又は

項第一号又は第二号」に改め、「条項」の下に「のうち、消費者契

第八条第一項第五号を削り、同条第二項中「前項第五号」を「前

物に隠れた 瑕疵がある」を「引き 渡された目的物が種類又は品質に

任を免除す るもの」を 加え、同項第一号中「 当該消費者契約の目的

同じ。）に、これによ り消費者に生じた損害を賠償する事業者の責

質に関して 契 約の内容 に適合しな いとき 。） 。以下こ の 項において

要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品

適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき（その引渡しを

契約である場合には、 請負人が 種類又は 品質 に関して契 約の内容に

品質に関して契約の内容に適合しないとき（当該消費者契約が請負

約が有償契 約である場 合において 、引き 渡さ れた 目的物が 種類又は

項第一号又は第二号」に改め、「条項」の下に「のうち、消費者契

第八条第一項第五号を削り、同条第二項中「前項第五号」を「前

第四条第五項中「善意の」を「善意でか つ過失がな い」に改め る

物に隠れた 瑕疵がある」を「引き 渡された目的物が種類又は品質に

関して契約の内容に適 合しない」 に、「瑕疵のない物をもってこれ

第四条第六項中「善意の」を「善意でか つ過失がな い」に改め る

関して契約の内容に適 合しない」 に、「瑕疵のない物をもってこれ

に代える責任又は当該 瑕疵を修補する」を「履行の追完をする責任

。

に代える責任又は当該 瑕疵を修補する」を「履行の追完をする責任

又は不適合の程度に応じた代金若しくは報酬の減額をす る」に改め

。

又は不適合の程度に応じた代金若しくは報酬の減額をす る」に改め
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完をする」に改める。

に代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補す る」を「又は履行の追

て契約の内容に適合し ないこ と」 に、「 瑕疵のない物を もってこれ

ない」に、「、当該瑕疵」を「、その目的物が種類又は 品質に関し

「引き渡された目的物が種類又は 品質に関して契約の内容に適合し

、同項第二号中「当該 消費者契約の目的物に隠れた瑕疵がある」を

完をする」に改める。

に代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補す る」を「又は履行の追

て契約の内容に適合し ないこ と」 に、「 瑕疵のない物を もってこれ

ない」に、「、当該瑕疵」を「、その目的物が種類又は 品質に関し

「引き渡された目的物が種類又は 品質に関して契約の内容に適合し

、同項第二号中「当該 消費者契約の目的物に隠れた瑕疵がある」を

第八条の二を次のように改める。

事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放

（消費者の解除権 を放棄させる条項の無 効）
第八条の二

項の場合」に改める。

号又は第二号」に、「同条第二項 各号に掲げる場合」を「同条第二

第十二条第三項中「第八条第 一項第五号」を「第八条第一項第 一

（消費者契約法の一部改正に伴う経過措置）

項の場合」に改める。

号又は第二号」に、「同条第二項 各号に掲げる場合」を「同条第二

第十二条第三項中「第八条第 一項第五号」を「第八条第一項第 一

棄させる消費者契約の条項は、無 効とする。

（消費者契約法の一部改正に伴う経過措置）

施行日前 にされた意思表示については、前条の規定によ

る改正後の 消費者契約法（以下こ の条において「新消費者契約法」

第九十九条

る改正後の 消費者契約法（以下こ の条において「新消費者契約法」

という。）第四条第五項（新消費者契約法第 五条第一項において準

施行日前 にされた意思表示については、前条の規定によ

という。）第四条第六項（新消費者契約法第 五条第一項において準

用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の 例による。

費者契約法第二条第三項に規定する消費者契約をいう。）の条項に

施行日前に締結された消費者契約（前条の規定による改正前の消

費者契約法第二条第三項に規定する消費者契約をいう。）の条項に

ついては、新消費者契約法第八条及び第十二条第三項の規定にかか

２

ついては、新消費者契約法第八条、第八条の二及び第十二条第三項

わらず、なお従前の例による。

施行日前に締結された消費者契約（前条の規定による改正前の消

用する場合を含む 。）の規定にかかわらず、なお従前の 例による。

第九十九条

２

の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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