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令和元年７月２２日 

 

特定商取引法違反の訪問販売業者８社に対する業務停
止命令（２４か月又は１８か月）及び指示について 

 
 

○ 消費者庁は、「ＰＲＰシステム」と称して、ＩＰ電話機能、カラオケ、ゲ

ームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「ｗｉｌｌｆｏｎライ

センスパック」と称するカード型ＵＳＢメモリ（以下「本件商品」といいま

す。）を、これを購入した相手方から賃借した上で、これに読み込まれたア

プリケーションを第三者の利用に供する事業（以下「本件商品の運用事業」

といいます。）に供し、かかる事業により得られた収益から本件商品の購入

代金相当額を上回る本件商品の賃借料を３年間にわたり３６回に分けて当該

相手方に支払うとされる役務（以下「ＰＲＰシステム」と称するシステム全

体を「本件役務」といいます。）を提供している訪問販売業者であるＷＩＬ

Ｌ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中井良昇）（以下「ウィル」

といいます。）に対し、令和元年７月１９日、特定商取引に関する法律（以

下「特定商取引法」といいます。）第８条第１項の規定に基づき、令和元年

７月２０日から令和３年７月１９日までの２４か月間、訪問販売に関する業

務の一部（勧誘、申込受付及び契約締結）を停止するよう命じました（以下

「本件業務停止命令」といいます。）。 

また、消費者庁は、併せて、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウ

ィルと連携共同して本件役務を提供している訪問販売業者である株式会社Ｌ

ＩＮＫ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中井良昇）（以下「リンク」と

いいます。）、株式会社レセプション（本社：三重県伊賀市、代表取締役：

大倉満）（以下「レセプション」といいます。）、ホームセキュリティー株

式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：小池勝）（以下「ホームセキュ

リティー」といいます。）、株式会社テレメディカル（本社：三重県伊賀市、

代表取締役：嶋上文子）（以下「テレメディカル」といいます。）、株式会

社ＡＲ（本社：兵庫県宍粟市、代表取締役：杉尾香代子）（以下「ＡＲ」と

いいます。）、株式会社トータル７２（本社：香川県高松市、代表取締役：

松本哲）（以下「トータル７２」といいます。）及び株式会社ピーアールピ

ー（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：赤﨑達臣）（以下「ピーアールピー」

といいます。）（以下、これら７法人を併せて「ウィルの関連法人」といい

ます。）に対し、令和元年７月１９日、特定商取引法第８条第１項の規定に
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基づき、令和元年７月２０日から令和３年１月１９日までの１８か月間、訪

問販売に関する業務の一部（勧誘、申込受付及び契約締結）を停止するよう

命じました。 

 

○ あわせて、ウィルに対し、特定商取引法第７条第１項の規定に基づき、次

のとおり指示しました。 

① ウィルは、遅くとも平成３１年１月以降、ウィルのみで又はウィルの関

連法人と連携共同して、特定商取引法第６条第１項の規定により禁止され

る役務の内容につき不実のことを告げる行為をしている。かかる行為は、

特定商取引法に違反するものであることから、今回の違反行為の発生原因

について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和元年８月１

９日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。 

② ウィルは、前記①の違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス

体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、

本件業務停止命令に係る業務を再開する１か月前までに、消費者庁長官宛

てに文書により報告すること。 

③ ウィルは、ウィルのみで又はウィルの関連法人と連携共同して、本件役

務を有償で提供する契約（以下「本件役務提供契約」という。）を締結し

ているものであるところ、平成３１年１月１日から令和元年７月１９日ま

での間にウィル又はウィルの関連法人との間で本件役務提供契約を締結し

た全ての相手方（以下「契約の相手方」という。）に対し、以下の事項を、

消費者庁のウェブサイト（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃａａ．ｇｏ．ｊｐ

／）に掲載される、ウィルに対して本件業務停止命令及び本指示をした旨

を公表する公表資料を添付して、令和元年８月１９日までに文書により通

知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書（通知し

たことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。）により報

告すること。なお、令和元年８月２日までに、契約の相手方に発送する予

定の通知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛て

に文書により報告し承認を得ること。 

（ア）本件業務停止命令の内容 

（イ）本指示の内容 

（ウ）ウィルは、遅くとも平成３１年１月以降、ウィルのみで又はウィルの

関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧

誘をするに際し、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商

品の売上収入から支払っており、本件商品の運用事業により得られた収

益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもかかわらず、
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あたかも、本件役務提供契約に基づき支払われる本件商品の賃借料は、

本件商品の運用事業により得られた収益から支払われるかのように告げ

ていたこと。 

④ 平成２７年度から令和元年度までの年度ごと（令和元年度分については

６月末まで）の以下の事項を含むウィルの業務状況について、令和元年９

月１９日までに消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得た上で、前

記③と同一の契約の相手方に対して文書により通知すること。 

（ア）ウィルが販売した本件商品の個数 

（イ）ウィルが賃借した本件商品の個数 

（ウ）ウィルが受け取った本件商品の売上収入の総額 

（エ）ウィルが支払った本件商品の賃借料の総額 

（オ）ウィルが本件商品の運用事業により得た収益の総額 

 

〇 また、ウィルの関連法人のうち、リンク及びレセプションの２法人に対し

ては、特定商取引法第７条第１項の規定に基づき、ウィルに対する上記指示

事項の①及び②と同様の内容（ただし、各指示事項の履行期限については別

紙２及び３参照。）を指示し、ホームセキュリティー、テレメディカル、Ａ

Ｒ、トータル７２及びピーアールピーの５法人に対しては、特定商取引法第

７条第１項の規定に基づき、ウィルに対する上記指示事項の①から③までと

同様の内容（ただし、指示事項の①及び②の履行期限については別紙４～８

参照。）を指示しました。 

 

○ 認定した違反行為は、本件役務の内容についての不実告知です。 

 

 

１ ウィルは、ウィルのみで又はウィルの関連法人と連携共同して、ホテルの

セミナー会場、飲食店等のウィルの営業所等以外の場所において、本件役務

提供契約の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、

ウィルは、特定商取引法第２条第１項第１号に規定する役務提供事業者に該

当し、このようなウィルがウィルのみで又はウィルの関連法人と連携共同し

て行う本件役務の提供は、同項に規定する訪問販売に該当します。 

 

２ ウィルの関連法人は、ウィルの統率の下、ウィルと連携共同して、ホテル

のセミナー会場、飲食店等の各法人の営業所等以外の場所において、本件役

務提供契約の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、

ウィルの関連法人は、特定商取引法第２条第１項第１号に規定する役務提供
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事業者に該当し、このようなウィルの関連法人がウィルの統率の下ウィルと

連携共同して行う本件役務の提供は、同項に規定する訪問販売に該当します。 

 

３ 消費者庁が認定したウィル及びウィルの関連法人の違反行為は別紙１～８

のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問合せ】 

 

本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消

費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承

ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 

なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話

を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲

介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

北海道経済産業局消費者相談室  電話 ０１１－７０９－１７８５ 

東北経済産業局消費者相談室      ０２２－２６１－３０１１ 

関東経済産業局消費者相談室      ０４８－６０１－１２３９ 

中部経済産業局消費者相談室      ０５２－９５１－２８３６ 

近畿経済産業局消費者相談室      ０６－６９６６－６０２８ 

中国経済産業局消費者相談室      ０８２－２２４－５６７３ 

四国経済産業局消費者相談室      ０８７－８１１－８５２７ 

九州経済産業局消費者相談室      ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３ 

 

○ 消費者ホットライン（全国統一番号）  １８８（局番なし） 

身近な消費生活相談窓口を御案内します。 

※一部の IP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 

○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 
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（別紙１） 

 

ＷＩＬＬ株式会社に対する行政処分の概要 

 

 

１ 処分対象事業者 

（１）名   称：ＷＩＬＬ株式会社（法人番号５０１１００１１０７５９６） 

（２）代 表 者：代表取締役 中井
な か い

 良
よし

昇
のり

 

（３）所 在 地：東京都渋谷区恵比寿南１－１－１０ 

（４）資 本 金：９０００万円 

（５）設   立：平成２７年１０月１日 

（６）取 引 類 型：訪問販売 

（７）サービス名：「ＰＲＰシステム」 

（８）提 供 役 務：「ＰＲＰシステム」と称する、ＩＰ電話機能、カラオケ、ゲ

ームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「ｗ

ｉｌｌｆｏｎライセンスパック」と称するカード型ＵＳＢ

メモリ（以下「本件商品」という。）を、これを購入した相

手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーショ

ンを第三者の利用に供する事業（以下「本件商品の運用事

業」という。）に供し、かかる事業により得られた収益から

本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を３

年間にわたり３６回に分けて当該相手方に支払うとされる

役務（以下「ＰＲＰシステム」と称するサービス全体を「本

件役務」という。） 

 

２ 事業概要 

ＷＩＬＬ株式会社（以下「ウィル」という。）は、ウィルのみで又は株式会

社ＬＩＮＫ（代表取締役中井良昇）、株式会社レセプション（代表取締役大

倉満）、ホームセキュリティー株式会社（代表取締役小池勝）、株式会社テレ

メディカル（代表取締役嶋上文子）、株式会社ＡＲ（代表取締役杉尾香代子）、

株式会社トータル７２（代表取締役松本哲）及び株式会社ピーアールピー（代

表取締役赤﨑達臣）（以下、これら７法人を併せて「ウィルの関連法人」とい

う。）と連携共同して、ホテルのセミナー会場、飲食店等のウィルの営業所等

以外の場所において、本件役務を有償で提供する契約（以下「本件役務提供

契約」という。）の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結しているこ
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とから、このようなウィルがウィルのみで又はウィルの関連法人と連携共同

して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」

という。）第２条第１項に規定する訪問販売（以下「訪問販売」という。）に

該当する。 

ウィルは、遅くとも平成３１年１月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本

件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役（取締役として

登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。）であっ

た者に、既に設立されていた株式会社ＬＩＮＫ及び株式会社レセプションを

除くウィルの関連法人を新たに設立させるなどした上、同年３月以降は、当

該事業を、ウィルの統率の下、各事業部門ごとに各ウィルの関連法人に担わ

せている。 

以上により、ウィル及びウィルの関連法人は、それぞれ、特定商取引法第

２条第１項第１号に規定する役務提供事業者に該当する。 

 

３ 行政処分の内容 

（１）業務停止命令 

  ア 内容 

訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

① ウィルの行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘す

ること。 

② ウィルの行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 

③ ウィルの行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 

  イ 業務停止命令の期間 

令和元年７月２０日から令和３年７月１９日まで（２４か月間） 

 

（２）指示 

 ア ウィルは、遅くとも平成３１年１月以降、ウィルのみで又はウィルの

関連法人と連携共同して、特定商取引法第６条第１項の規定により禁止

される役務の内容につき不実のことを告げる行為をしている。かかる行

為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違反行為の

発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和

元年８月１９日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。 

イ ウィルは、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアン

ス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制につい

て、前記（１）の業務停止命令に係る業務を再開する１か月前までに、

消費者庁長官宛てに文書により報告すること。 
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ウ ウィルは、ウィルのみで又はウィルの関連法人と連携共同して、本件

役務提供契約を締結しているものであるところ、平成３１年１月１日か

ら令和元年７月１９日までの間にウィル又はウィルの関連法人との間で

本件役務提供契約を締結した全ての相手方（以下「契約の相手方」とい

う。）に対し、以下の事項を、消費者庁のウェブサイト（ｈｔｔｐｓ：

／／ｗｗｗ．ｃａａ．ｇｏ．ｊｐ／）に掲載される、ウィルに対して前

記（１）の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付

して、令和元年８月１９日までに文書により通知し、同日までにその通

知結果について消費者庁長官宛てに文書（通知したことを証明するに足

りる証票及び通知書面を添付すること。）により報告すること。なお、

令和元年８月２日までに、契約の相手方に発送する予定の通知文書の記

載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書により報

告し承認を得ること。 

（ア）前記（１）の業務停止命令の内容 

（イ）本指示の内容 

（ウ）ウィルは、遅くとも平成３１年１月以降、ウィルのみで又はウィル

の関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約につい

て勧誘をするに際し、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを

本件商品の売上収入から支払っており、本件商品の運用事業により得

られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもか

かわらず、あたかも、本件役務提供契約に基づき支払われる本件商品

の賃借料は、本件商品の運用事業により得られた収益から支払われる

かのように告げていたこと。 

 エ 平成２７年度から令和元年度までの年度ごと（令和元年度分については

６月末まで）の以下の事項を含むウィルの業務状況について、令和元年

９月１９日までに消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得た上で、

前記ウと同一の契約の相手方に対して文書により通知すること。 

（ア）ウィルが販売した本件商品の個数 

（イ）ウィルが賃借した本件商品の個数 

（ウ）ウィルが受け取った本件商品の売上収入の総額 

（エ）ウィルが支払った本件商品の賃借料の総額 

（オ）ウィルが本件商品の運用事業により得た収益の総額 

 

４ 処分の根拠となる法令の条項 

特定商取引法第７条第１項及び第８条第１項 
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５ 処分の原因となる事実 

ウィルは、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問

販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるお

それがあると認定した。 

 

（１）役務の内容についての不実告知（特定商取引法第６条第１項第１号） 

 ウィルは、遅くとも平成３１年１月以降、ウィルのみで又はウィルの関

連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘を

するに際し、ウィルが設立された平成２７年１０月１日から令和元年６月

６日までの間、いずれの会計年度においても、ウィルの総売上高の約９９

パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、実際には、本件

商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払い、本件商品

の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけ

ではないにもかかわらず、「アプリケーションをね、みなさんの携帯電話の

中に、例えば月額２００円とか３００円で使っていただく。これ課金って

いうんですけれど。」、「たかが１００円とか５０円なのに、世界中の人たち

がみんなダウンロードすることによって、これが課金のビジネスになって

いるんですが。」、「様々な自分の生活シーンにあわせて、ダウンロードする

ことによってですね、要はこの事業利益っていうのが上がってくるわけで

すよ。そういった様々な事業利益ね、弊社に入ってくる事業利益の中から」、

「レンタルフィーをお支払いしますよというのがＰＲＰの仕組みなんで

す。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から本件役

務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように不実のこと

を告げている。 

 

６ 勧誘事例 

【事例１】（役務の内容についての不実告知） 

ウィルは、平成３１年１月３１日、宮城県に所在するホテルにおいて本件役

務提供契約の締結について勧誘をするためのセミナーを開催したところ、当該

セミナーにおいて、ウィルのマーケティング開発部東日本統括部長は、当該セ

ミナーの参加者に対し、「ＰＲＰというね、これは弊社でやっている事業に皆

様にご賛同していただくことによって、皆様にね、利益を得ていただくという

仕組みになっております。」、「ＡさんがこのＰＲＰにご賛同いただくという

ことになりますと、まず、（中略）ライセンスパックワンセット８個というか

たちで、まずＡさんにご購入していただくという形になります。」、「そうす

るとこのライセンスパックがＡさんの家に８個、ワンセットですから８個が届
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きます。届いたライセンスパック、Ａさんはどうするかというと、これをすぐ

ウィル株式会社に送り返していただきまして、ここでＡさんと弊社ウィル株式

会社とで、レンタル契約を結ばさせていただいております。」、「このお預か

りした８個、これをどうするかというと」、「先ほど言ったアプリケーション

をね、みなさんの携帯電話の中に、例えば月額２００円とか３００円で使って

いただく。これ課金っていうんですけれど。」、「たかが１００円とか５０円

なのに、世界中の人たちがみんなダウンロードすることによって、これが課金

のビジネスになっているんですが。」、「皆さんの携帯電話の中に、例えばカ

ラオケを使いたい方はカラオケをいれる。ウィルモールを使いたい方はウィル

モールをいれる、様々な自分の生活シーンにあわせて、ダウンロードすること

によってですね、要はこの事業利益っていうのが上がってくるわけですよ。そ

ういった様々な事業利益ね、弊社に入ってくる事業利益の中から、弊社、Ａさ

んに対して、ここですね、１個に対して、２５００円ですね。これレンタルフ

ィーですよね。」、「簡単に言うと借り賃ですね。Ａさんからお借りしたこの

１個に対して２５００円のレンタルフィーをお支払いしますよっていうのが

このＰＲＰの仕組みなんですよ。」、「５９万６１６０円、約６０万円で事業

をスタートしていただく。そしてＡさんは、レンタルフィーというかたちで毎

月２万円を３６回いただくことができますんで、結果、７２万円で終了する。」、

「このＰＲＰという仕組みが、お金を稼いでくれます」などと告げ、続いて、

ウィルの会長と称せられている者は、セミナー参加者に対し、「カラオケボッ

クス、皆さんのレンタルフィーに結びつく方法として、僕はいま世界中に作っ

ています。」、「ウィルシングっていうアプリケーションをインストールして、

月額使用料２００円払ったら、タダ。何回来てもタダ。その月額使用料払った

ら何度きてもタダ。じゃあ、ってことでインストールします、インストールし

ます、インストールします、インストールしない人は、１時間１０００円。」、

「一気にウィルシングのインストール数を増やすの。世界中で。そしたら、そ

れが皆さんのレンタルフィーですから。」などと告げた。 

 

【事例２】（役務の内容についての不実告知） 

ウィルは、平成３１年３月１０日、東京都に所在するホールにおいて本件役

務提供契約の締結について勧誘をするためのセミナーを開催したところ、当該

セミナーにおいて、ウィルの会長と称せられている者は、当該セミナーの参加

者に対し、「今日はね、ＰＲＰシステムの説明会なの。要は簡単に言うとね、

皆さん方がＰＲＰに参加すると、どんなメリットがあるかっていうことを皆さ

んに知ってもらう日。ね。どんな利益が生まれるのかっていうことを正しくご

理解いただく日。そして、ね、どんなメリットがあって、利益があって、それ
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がしっかり確信いただいた方にＰＲＰシステムにご参加いただこうというた

めの、今日は説明会なんです。」、「最低８個でワンセットというライセンス

パックを買うことによって、皆様方はＰＲＰシステムに参加できる。要は、あ

たしがね、色んな技術職の人にお願いして作ってるＩＴの最先端機器を扱うビ

ジネスに、皆さんが参加し利益を上げる。その資格は、この、ね、ライセンス

パックていう物を買うところから始まるの。」、「そして、買ったものを、ね、

ウチの会社にお貸しして下さい。これがパーソナルレンタルプロフィット、『Ｐ

ＲＰ』っていう意味なんです。」、「皆さんがライセンスパックを買って、貸

していただいた。それによって、ウィルが作った中国のテレビ放送、フィリピ

ンのテレビ放送、７２０度カメラ、そういったもんのアプリケーションが、皆

様の物として、世界で利用される。その利用料によって、皆さま方には、レン

タルフィーが払わられる。これがＰＲＰシステムなんです。」などと告げた。 

 

【事例３】（役務の内容についての不実告知） 

ウィルは、ウィルの関連法人と連携共同して、令和元年６月２４日、大分県

に所在するホテルにおいて本件役務提供契約の締結について勧誘をするため

のセミナーを開催したところ、当該セミナーにおいて、ウィルの会長と称せら

れている者は、当該セミナーの司会者から「株式会社ワールドイノベーション

ラブオールの会長」と紹介された上で、当該セミナーの参加者に対し、「カラ

オケや海外のテレビを視聴できるアプリケーションが入ったウィルフォンと

いうテレビ電話をハワイ等のホテルに貸し出していて、利用料が支払われてい

る。」、「カラオケやテレビを視聴できるアプリケーションは、海外の人に人気

があり、利用者からは利用料が支払われている。」、「アプリケーションが入っ

たライセンスパックを買って、それを貸してくれれば、その中のアプリケーシ

ョンを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に３６回レンタルフィー

を支払う。」などと告げた。 
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（別紙２）  

             

株式会社ＬＩＮＫに対する行政処分の概要 

 

 

１ 処分対象事業者 

（１）名   称：株式会社ＬＩＮＫ（法人番号５０１１００１１１０４０２） 

（２）代 表 者：代表取締役 中井
な か い

 良
よし

昇
のり

 

（３）所 在 地：東京都渋谷区恵比寿西二丁目２番９号 

（４）資 本 金：５００万円 

（５）設   立：平成２８年４月６日 

（６）取 引 類 型：訪問販売 

（７）サービス名：「ＰＲＰシステム」 

（８）提 供 役 務：「ＰＲＰシステム」と称する、ＩＰ電話機能、カラオケ、ゲ

ームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「ｗ

ｉｌｌｆｏｎライセンスパック」と称するカード型ＵＳＢ

メモリ（以下「本件商品」という。）を、これを購入した相

手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーショ

ンを第三者の利用に供する事業（以下「本件商品の運用事

業」という。）に供し、かかる事業により得られた収益から

本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を３

年間にわたり３６回に分けて当該相手方に支払うとされる

役務（以下「ＰＲＰシステム」と称するシステム全体を「本

件役務」という。） 

 

２ 事業概要 

株式会社ＬＩＮＫ（以下「リンク」という。）は、ＷＩＬＬ株式会社（代表

取締役中井良昇）（以下「ウィル」という。）の統率の下、ウィル、株式会

社レセプション（代表取締役大倉満）、ホームセキュリティー株式会社（代表

取締役小池勝）、株式会社テレメディカル（代表取締役嶋上文子）、株式会社

ＡＲ（代表取締役杉尾香代子）、株式会社トータル７２（代表取締役松本哲）

及び株式会社ピーアールピー（代表取締役赤﨑達臣）（以下、これらウィルを

除く６法人を併せて「ウィルの関連法人」という。）と連携共同して、ホテル

のセミナー会場、飲食店等のリンクの営業所等以外の場所において、本件役

務を有償で提供する契約（以下「本件役務提供契約」という。）の申込みを受
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け、又は本件役務提供契約を締結していることから、このようなリンクがウ

ィルの統率の下ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して行う本件役務の

提供は、特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」という。）第２条第

１項に規定する訪問販売（以下「訪問販売」という。）に該当する。 

ウィルは、遅くとも平成３１年１月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本

件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役（取締役として

登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。）であっ

た者に、既に設立されていたリンク及び株式会社レセプションを除くウィル

の関連法人を新たに設立させるなどした上、同年３月以降は、当該事業を、

ウィルの統率の下、各事業部門ごとにリンク及び各ウィルの関連法人に担わ

せている。 

以上により、ウィル、リンク及びウィルの関連法人は、それぞれ、特定商

取引法第２条第１項第１号に規定する役務提供事業者に該当する。 

    

３ 行政処分の内容 

（１）業務停止命令 

  ア 内容 

訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

① リンクの行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘す

ること。 

   ② リンクの行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 

③ リンクの行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 

  イ 業務停止命令の期間 

令和元年７月２０日から令和３年１月１９日まで（１８か月間） 

 

（２）指示 

ア リンクは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィ

ルの関連法人と連携共同して、特定商取引法第６条第１項の規定により

禁止される役務の内容につき不実のことを告げる行為をしている。かか

る行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違反行

為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、

令和元年８月１９日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告するこ

と。 

イ リンクは、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアン

ス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制につい

て、前記（１）の業務停止命令に係る業務を再開する１か月前までに、
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消費者庁長官宛てに文書により報告すること。 

 

４ 処分の根拠となる法令の条項 

特定商取引法第７条第１項及び第８条第１項 

 

５ 処分の原因となる事実 

リンクは、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問

販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるお

それがあると認定した。 

 

（１）役務の内容についての不実告知（特定商取引法第６条第１項第１号） 

   リンクは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィル

の関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧

誘をするに際し、ウィルが設立された平成２７年１０月１日から令和元年

６月６日までの間、いずれの会計年度においても、ウィルの総売上高の約

９９パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、実際には、

本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払い、本件

商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っている

わけではないにもかかわらず、「カラオケや海外のテレビを視聴できるア

プリケーションが入ったウィルフォンというテレビ電話をハワイ等のホテ

ルに貸し出していて、利用料が支払われている。」、「カラオケやテレビ

を視聴できるアプリケーションは、海外の人に人気があり、利用者からは

利用料が支払われている。」、「アプリケーションが入ったライセンスパ

ックを買って、それを貸してくれれば、その中のアプリケーションを運用

し、利用者が支払った利用料から、皆様方に３６回レンタルフィーを支払

う。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から本件

役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように告げてい

る。 

 

６ 勧誘事例 

（役務の内容についての不実告知） 

ウィルは、リンク及びウィルの関連法人と連携共同して、令和元年６月２４

日、大分県に所在するホテルにおいて本件役務提供契約の締結について勧誘を

するためのセミナーを開催したところ、当該セミナーにおいて、ウィルの会長

と称せられている者は、当該セミナーの司会者から「株式会社ワールドイノベ

ーションラブオールの会長」と紹介された上で、当該セミナーの参加者に対し、
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「カラオケや海外のテレビを視聴できるアプリケーションが入ったウィルフ

ォンというテレビ電話をハワイ等のホテルに貸し出していて、利用料が支払わ

れている。」、「カラオケやテレビを視聴できるアプリケーションは、海外の

人に人気があり、利用者からは利用料が支払われている。」、「アプリケーシ

ョンが入ったライセンスパックを買って、それを貸してくれれば、その中のア

プリケーションを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に３６回レン

タルフィーを支払う。」などと告げた。 
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（別紙３）  

             

株式会社レセプションに対する行政処分の概要 

 

 

１ 処分対象事業者 

（１）名   称：株式会社レセプション 

（法人番号７０１０７０１０３０９１６） 

（２）代 表 者：代表取締役 大倉
おおくら

 満
みつる

 

（３）所 在 地：三重県伊賀市四十九町１８０７－１ 

（４）資 本 金：８００万円 

（５）設   立：平成２７年５月２８日 

（６）取 引 類 型：訪問販売 

（７）サービス名：「ＰＲＰシステム」 

（８）提 供 役 務：「ＰＲＰシステム」と称する、ＩＰ電話機能、カラオケ、ゲ

ームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「ｗ

ｉｌｌｆｏｎライセンスパック」と称するカード型ＵＳＢ

メモリ（以下「本件商品」という。）を、これを購入した相

手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーショ

ンを第三者の利用に供する事業（以下「本件商品の運用事

業」という。）に供し、かかる事業により得られた収益から

本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を３

年間にわたり３６回に分けて当該相手方に支払うとされる

役務（以下「ＰＲＰシステム」と称するシステム全体を「本

件役務」という。） 

 

２ 事業概要 

株式会社レセプション（以下「レセプション」という。）は、ＷＩＬＬ株式

会社（代表取締役中井良昇）（以下「ウィル」という。）の統率の下、ウィ

ル、株式会社ＬＩＮＫ（代表取締役中井良昇）、ホームセキュリティー株式会

社（代表取締役小池勝）、株式会社テレメディカル（代表取締役嶋上文子）、

株式会社ＡＲ（代表取締役杉尾香代子）、株式会社トータル７２（代表取締役

松本哲）及び株式会社ピーアールピー（代表取締役赤﨑達臣）（以下、これら

ウィルを除く６法人を併せて「ウィルの関連法人」という。）と連携共同して、

ホテルのセミナー会場、飲食店等のレセプションの営業所等以外の場所にお
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いて、本件役務を有償で提供する契約（以下「本件役務提供契約」という。）

の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、このよう

なレセプションがウィルの統率の下ウィル及びウィルの関連法人と連携共同

して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」

という。）第２条第１項に規定する訪問販売（以下「訪問販売」という。）に

該当する。 

ウィルは、遅くとも平成３１年１月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本

件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役（取締役として

登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。）であっ

た者に、既に設立されていた株式会社ＬＩＮＫ及びレセプションを除くウィ

ルの関連法人を新たに設立させるなどした上、同年３月以降は、当該事業を、

ウィルの統率の下、各事業部門ごとにレセプション及び各ウィルの関連法人

に担わせている。 

以上により、ウィル、レセプション及びウィルの関連法人は、それぞれ、

特定商取引法第２条第１項第１号に規定する役務提供事業者に該当する。 

    

３ 行政処分の内容 

（１）業務停止命令 

  ア 内容 

訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

① レセプションの行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について

勧誘すること。 

   ② レセプションの行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受け

ること。 

③ レセプションの行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 

  イ 業務停止命令の期間 

令和元年７月２０日から令和３年１月１９日まで（１８か月間） 

 

（２）指示 

ア レセプションは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィル及

びウィルの関連法人と連携共同して、特定商取引法第６条第１項の規定

により禁止される役務の内容につき不実のことを告げる行為をしている。

かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違

反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果につい

て、令和元年８月１９日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告す

ること。 
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イ レセプションは、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプラ

イアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制

について、前記（１）の業務停止命令に係る業務を再開する１か月前ま

でに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。 

 

４ 処分の根拠となる法令の条項 

特定商取引法第７条第１項及び第８条第１項 

 

５ 処分の原因となる事実 

レセプションは、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行っており、

訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害され

るおそれがあると認定した。 

 

（１）役務の内容についての不実告知（特定商取引法第６条第１項第１号） 

   レセプションは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィル及び

ウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約につ

いて勧誘をするに際し、ウィルが設立された平成２７年１０月１日から令

和元年６月６日までの間、いずれの会計年度においても、ウィルの総売上

高の約９９パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、実際

には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払い、

本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払って

いるわけではないにもかかわらず、「カラオケや海外のテレビを視聴でき

るアプリケーションが入ったウィルフォンというテレビ電話をハワイ等の

ホテルに貸し出していて、利用料が支払われている。」、「カラオケやテ

レビを視聴できるアプリケーションは、海外の人に人気があり、利用者か

らは利用料が支払われている。」、「アプリケーションが入ったライセン

スパックを買って、それを貸してくれれば、その中のアプリケーションを

運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に３６回レンタルフィーを

支払う。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から

本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように告げ

ている。 

 

６ 勧誘事例 

（役務の内容についての不実告知） 

ウィルは、レセプション及びウィルの関連法人と連携共同して、令和元年６

月２４日、大分県に所在するホテルにおいて本件役務提供契約の締結について
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勧誘をするためのセミナーを開催したところ、当該セミナーにおいて、ウィル

の会長と称せられている者は、当該セミナーの司会者から「株式会社ワールド

イノベーションラブオールの会長」と紹介された上で、当該セミナーの参加者

に対し、「カラオケや海外のテレビを視聴できるアプリケーションが入ったウ

ィルフォンというテレビ電話をハワイ等のホテルに貸し出していて、利用料が

支払われている。」、「カラオケやテレビを視聴できるアプリケーションは、

海外の人に人気があり、利用者からは利用料が支払われている。」、「アプリ

ケーションが入ったライセンスパックを買って、それを貸してくれれば、その

中のアプリケーションを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に３６

回レンタルフィーを支払う。」などと告げた。 
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（別紙４）  

             

ホームセキュリティー株式会社に対する行政処分の概要 

 

 

１ 処分対象事業者 

（１）名   称：ホームセキュリティー株式会社 

（法人番号７０１１８０１０３５８１３） 

（２）代 表 者：代表取締役 小池
こ い け

 勝
まさる

 

（３）所 在 地：東京都足立区綾瀬２－２３－３ 

（４）資 本 金：８００万円 

（５）設   立：平成３１年２月２８日 

（６）取引類型：訪問販売 

（７）サービス名：「ＰＲＰシステム」 

（８）提供役務：「ＰＲＰシステム」と称する、ＩＰ電話機能、カラオケ、ゲ

ームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「ｗ

ｉｌｌｆｏｎライセンスパック」と称するカード型ＵＳＢ

メモリ（以下「本件商品」という。）を、これを購入した相

手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーショ

ンを第三者の利用に供する事業（以下「本件商品の運用事

業」という。）に供し、かかる事業により得られた収益から

本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を３

年間にわたり３６回に分けて当該相手方に支払うとされる

役務（以下「ＰＲＰシステム」と称するシステム全体を「本

件役務」という。） 

 

２ 事業概要 

  ホームセキュリティー株式会社（以下「ホームセキュリティー」という。）

は、ＷＩＬＬ株式会社（代表取締役中井良昇）（以下「ウィル」という。）

の統率の下、ウィル、株式会社ＬＩＮＫ（代表取締役中井良昇）、株式会社

レセプション（代表取締役大倉満）、株式会社テレメディカル（代表取締役嶋

上文子）、株式会社ＡＲ（代表取締役杉尾香代子）、株式会社トータル７２（代

表取締役松本哲）及び株式会社ピーアールピー（代表取締役赤﨑達臣）（以下、

これらウィルを除く６法人を併せて「ウィルの関連法人」という。）と連携共

同して、ホテルのセミナー会場、飲食店等のホームセキュリティーの営業所
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等以外の場所において、本件役務を有償で提供する契約（以下「本件役務提

供契約」という。）の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結している

ことから、このようなホームセキュリティーがウィルの統率の下ウィル及び

ウィルの関連法人と連携共同して行う本件役務の提供は、特定商取引に関す

る法律（以下「特定商取引法」という。）第２条第１項に規定する訪問販売（以

下「訪問販売」という。）に該当する。 

ウィルは、遅くとも平成３１年１月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本

件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役（取締役として

登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。）であっ

た者に、既に設立されていた株式会社ＬＩＮＫ及び株式会社レセプションを

除くウィルの関連法人及びホームセキュリティーを新たに設立させるなどし

た上、同年３月以降は、当該事業を、ウィルの統率の下、各事業部門ごとに

ホームセキュリティー及びウィルの関連法人にそれぞれ担わせている。 

以上により、ウィル、ホームセキュリティー及びウィルの関連法人は、そ

れぞれ、特定商取引法第２条第１項第１号に規定する役務提供事業者に該当

する。 

 

３ 行政処分の内容 

（１）業務停止命令 

  ア 内容 

訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

① ホームセキュリティーの行う訪問販売に関する役務提供契約の締結

について勧誘すること。 

   ② ホームセキュリティーの行う訪問販売に関する役務提供契約の申込

みを受けること。 

③ ホームセキュリティーの行う訪問販売に関する役務提供契約を締結

すること。 

  イ 業務停止命令の期間 

令和元年７月２０日から令和３年１月１９日まで（１８か月間） 

 

（２）指示 

ア ホームセキュリティーは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、

ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、特定商取引法第６条第１

項の規定により禁止される役務の内容につき不実のことを告げる行為を

している。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、

今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結
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果について、令和元年８月１９日までに、消費者庁長官宛てに文書によ

り報告すること。 

イ ホームセキュリティーは、前記アの違反行為の再発防止策及び社内の

コンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライア

ンス体制について、前記（１）の業務停止命令に係る業務を再開する１

か月前までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。 

ウ ホームセキュリティーは、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関

連法人と連携共同して、本件役務提供契約を締結していたものであると

ころ、平成３１年３月１日から令和元年７月１９日までの間にホームセ

キュリティーとの間で本件役務提供契約を締結した全ての相手方（以下

「契約の相手方」という。）に対し、以下の事項を、消費者庁のウェブ

サイト（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃａａ．ｇｏ．ｊｐ／）に掲載され

る、ホームセキュリティーに対して前記（１）の業務停止命令及び本指

示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和元年８月１９日までに

文書により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛て

に文書（通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付する

こと。）により報告すること。なお、令和元年８月２日までに、契約の

相手方に発送する予定の通知文書の記載内容及び同封書類一式をあらか

じめ消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得ること。 

（ア）前記（１）の業務停止命令の内容 

（イ）本指示の内容 

（ウ）ホームセキュリティーは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、

ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役

務提供契約について勧誘をするに際し、実際には、本件商品の賃借料

のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払っており、本件商品の

運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわ

けではないにもかかわらず、あたかも、本件役務提供契約に基づき支

払われる本件商品の賃借料は、本件商品の運用事業により得られた収

益から支払われるかのように告げていたこと。 

 

４ 処分の根拠となる法令の条項 

  特定商取引法第７条第１項及び第８条第１項 

 

５ 処分の原因となる事実 

ホームセキュリティーは、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行

っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著
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しく害されるおそれがあると認定した。 

 

（１）役務の内容についての不実告知（特定商取引法第６条第１項第１号） 

   ホームセキュリティーは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウ

ィル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供

契約について勧誘をするに際し、ウィルが設立された平成２７年１０月１

日から令和元年６月６日までの間、いずれの会計年度においても、ウィル

の総売上高の約９９パーセントを本件商品の販売による売上げが占めてお

り、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入か

ら支払い、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料

を支払っているわけではないにもかかわらず、「カラオケや海外のテレビ

を視聴できるアプリケーションが入ったウィルフォンというテレビ電話を

ハワイ等のホテルに貸し出していて、利用料が支払われている。」、「カ

ラオケやテレビを視聴できるアプリケーションは、海外の人に人気があり、

利用者からは利用料が支払われている。」、「アプリケーションが入った

ライセンスパックを買って、それを貸してくれれば、その中のアプリケー

ションを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に３６回レンタル

フィーを支払う。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた

収益から本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのよ

うに告げている。 

 

６ 勧誘事例 

（役務の内容についての不実告知） 

 ウィルは、ホームセキュリティー及びウィルの関連法人と連携共同して、令

和元年６月２４日、大分県に所在するホテルにおいて本件役務提供契約の締結

について勧誘をするためのセミナーを開催したところ、当該セミナーにおい

て、ウィルの会長と称せられている者は、当該セミナーの司会者から「株式会

社ワールドイノベーションラブオールの会長」と紹介された上で、当該セミナ

ーの参加者に対し、「カラオケや海外のテレビを視聴できるアプリケーション

が入ったウィルフォンというテレビ電話をハワイ等のホテルに貸し出してい

て、利用料が支払われている。」、「カラオケやテレビを視聴できるアプリケ

ーションは、海外の人に人気があり、利用者からは利用料が支払われている。」、

「アプリケーションが入ったライセンスパックを買って、それを貸してくれれ

ば、その中のアプリケーションを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様

方に３６回レンタルフィーを支払う。」などと告げた。 
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（別紙５）  

             

株式会社テレメディカルに対する行政処分の概要 

 

 

１ 処分対象事業者 

（１）名   称：株式会社テレメディカル 

（法人番号１１９０００１０２６２１５） 

（２）代 表 者：代表取締役 嶋上
しまがみ

 文子
あ や こ

 

（３）所 在 地：三重県伊賀市生琉里３１３１番地の４ 

（４）資 本 金：８００万円 

（５）設   立：平成３１年２月２５日 

（６）取 引 類 型：訪問販売 

（７）サービス名：「ＰＲＰシステム」 

（８）提 供 役 務：「ＰＲＰシステム」と称する、ＩＰ電話機能、カラオケ、ゲ

ームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「ｗ

ｉｌｌｆｏｎライセンスパック」と称するカード型ＵＳＢ

メモリ（以下「本件商品」という。）を、これを購入した相

手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーショ

ンを第三者の利用に供する事業（以下「本件商品の運用事

業」という。）に供し、かかる事業により得られた収益から

本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を３

年間にわたり３６回に分けて当該相手方に支払うとされる

役務（以下「ＰＲＰシステム」と称するシステム全体を「本

件役務」という。） 

 

２ 事業概要 

  株式会社テレメディカル（以下「テレメディカル」という。）は、ＷＩＬＬ

株式会社（代表取締役中井良昇）（以下「ウィル」という。）の統率の下、

ウィル、株式会社ＬＩＮＫ（代表取締役中井良昇）、株式会社レセプション

（代表取締役大倉満）、ホームセキュリティー株式会社（代表取締役小池勝）、

株式会社ＡＲ（代表取締役杉尾香代子）、株式会社トータル７２（代表取締役

松本哲）及び株式会社ピーアールピー（代表取締役赤﨑達臣）（以下、これら

ウィルを除く６法人を併せて「ウィルの関連法人」という。）と連携共同して、

ホテルのセミナー会場、飲食店等のテレメディカルの営業所等以外の場所に
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おいて、本件役務を有償で提供する契約（以下「本件役務提供契約」という。）

の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、このよう

なテレメディカルがウィルの統率の下ウィル及びウィルの関連法人と連携共

同して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律（以下「特定商取引

法」という。）第２条第１項に規定する訪問販売（以下「訪問販売」という。）

に該当する。 

ウィルは、遅くとも平成３１年１月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本

件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役（取締役として

登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。）であっ

た者に、既に設立されていた株式会社ＬＩＮＫ及び株式会社レセプションを

除くウィルの関連法人及びテレメディカルを新たに設立させるなどした上、

同年３月以降は、当該事業を、ウィルの統率の下、各事業部門ごとにテレメ

ディカル及びウィルの関連法人にそれぞれ担わせている。 

以上により、ウィル、テレメディカル及びウィルの関連法人は、それぞれ、

特定商取引法第２条第１項第１号に規定する役務提供事業者に該当する。 

 

３ 行政処分の内容 

（１）業務停止命令 

  ア 内容 

訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

① テレメディカルの行う訪問販売に関する役務提供契約の締結につい

て勧誘すること。 

   ② テレメディカルの行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受

けること。 

③ テレメディカルの行う訪問販売に関する役務提供契約を締結するこ

と。 

  イ 業務停止命令の期間 

令和元年７月２０日から令和３年１月１９日まで（１８か月間） 

 

（２）指示 

ア テレメディカルは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィル

及びウィルの関連法人と連携共同して、特定商取引法第６条第１項の規

定により禁止される役務の内容につき不実のことを告げる行為をしてい

る。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回

の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果に

ついて、令和元年８月１９日までに、消費者庁長官宛てに文書により報
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告すること。 

イ テレメディカルは、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプ

ライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体

制について、前記（１）の業務停止命令に係る業務を再開する１か月前

までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。 

ウ テレメディカルは、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人

と連携共同して、本件役務提供契約を締結していたものであるところ、

平成３１年３月１日から令和元年７月１９日までの間にテレメディカル

との間で本件役務提供契約を締結した全ての相手方（以下「契約の相手

方」という。）に対し、以下の事項を、消費者庁のウェブサイト（ｈｔ

ｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃａａ．ｇｏ．ｊｐ／）に掲載される、テレメデ

ィカルに対して前記（１）の業務停止命令及び本指示をした旨を公表す

る公表資料を添付して、令和元年８月１９日までに文書により通知し、

同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書（通知したこ

とを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。）により報告

すること。なお、令和元年８月２日までに、契約の相手方に発送する予

定の通知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛

てに文書により報告し承認を得ること。 

（ア）前記（１）の業務停止命令の内容 

（イ）本指示の内容 

（ウ）テレメディカルは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィ

ル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提

供契約について勧誘をするに際し、実際には、本件商品の賃借料のほ

とんど全てを本件商品の売上収入から支払っており、本件商品の運用

事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけで

はないにもかかわらず、あたかも、本件役務提供契約に基づき支払わ

れる本件商品の賃借料は、本件商品の運用事業により得られた収益か

ら支払われるかのように告げていたこと。 

 

４ 処分の根拠となる法令の条項 

  特定商取引法第７条第１項及び第８条第１項 

 

５ 処分の原因となる事実 

テレメディカルは、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行ってお

り、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害

されるおそれがあると認定した。 
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（１）役務の内容についての不実告知（特定商取引法第６条第１項第１号） 

   テレメディカルは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィル及

びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約に

ついて勧誘をするに際し、ウィルが設立された平成２７年１０月１日から

令和元年６月６日までの間、いずれの会計年度においても、ウィルの総売

上高の約９９パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、実

際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払

い、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払

っているわけではないにもかかわらず、「カラオケや海外のテレビを視聴

できるアプリケーションが入ったウィルフォンというテレビ電話をハワイ

等のホテルに貸し出していて、利用料が支払われている。」、「カラオケ

やテレビを視聴できるアプリケーションは、海外の人に人気があり、利用

者からは利用料が支払われている。」、「アプリケーションが入ったライ

センスパックを買って、それを貸してくれれば、その中のアプリケーショ

ンを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に３６回レンタルフィ

ーを支払う。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益

から本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように

告げている。 

 

６ 勧誘事例 

（役務の内容についての不実告知） 

 ウィルは、テレメディカル及びウィルの関連法人と連携共同して、令和元年

６月２４日、大分県に所在するホテルにおいて本件役務提供契約の締結につい

て勧誘をするためのセミナーを開催したところ、当該セミナーにおいて、ウィ

ルの会長と称せられている者は、当該セミナーの司会者から「株式会社ワール

ドイノベーションラブオールの会長」と紹介された上で、当該セミナーの参加

者に対し、「カラオケや海外のテレビを視聴できるアプリケーションが入った

ウィルフォンというテレビ電話をハワイ等のホテルに貸し出していて、利用料

が支払われている。」、「カラオケやテレビを視聴できるアプリケーションは、

海外の人に人気があり、利用者からは利用料が支払われている。」、「アプリ

ケーションが入ったライセンスパックを買って、それを貸してくれれば、その

中のアプリケーションを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に３６

回レンタルフィーを支払う。」などと告げた。 
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（別紙６）  

             

株式会社ＡＲに対する行政処分の概要 

 

 

１ 処分対象事業者 

（１）名   称：株式会社ＡＲ 

（法人番号４１２０００１２１９２９２） 

（２）代 表 者：代表取締役 杉尾
す ぎ お

 香代子
か よ こ

 

（３）所 在 地：兵庫県宍粟市山崎町宇野３４６番地 

（４）資 本 金：８００万円 

（５）設   立：平成３１年２月２６日 

（６）取引類型：訪問販売 

（７）サービス名：「ＰＲＰシステム」 

（８）提供役務：「ＰＲＰシステム」と称する、ＩＰ電話機能、カラオケ、ゲ

ームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「ｗ

ｉｌｌｆｏｎライセンスパック」と称するカード型ＵＳＢ

メモリ（以下「本件商品」という。）を、これを購入した相

手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーショ

ンを第三者の利用に供する事業（以下「本件商品の運用事

業」という。）に供し、かかる事業により得られた収益から

本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を３

年間にわたり３６回に分けて当該相手方に支払うとされる

役務（以下「ＰＲＰシステム」と称するシステム全体を「本

件役務」という。） 

 

２ 事業概要 

  株式会社ＡＲ（以下「ＡＲ」という。）は、ＷＩＬＬ株式会社（代表取締役

中井良昇）（以下「ウィル」という。）の統率の下、ウィル、株式会社ＬＩ

ＮＫ（代表取締役中井良昇）、株式会社レセプション（代表取締役大倉満）、

ホームセキュリティー株式会社（代表取締役小池勝）、株式会社テレメディカ

ル（代表取締役嶋上文子）、株式会社トータル７２（代表取締役松本哲）及び

株式会社ピーアールピー（代表取締役赤﨑達臣）（以下、これらウィルを除く

６法人を併せて「ウィルの関連法人」という。）と連携共同して、ホテルのセ

ミナー会場、飲食店等のＡＲの営業所等以外の場所において、本件役務を有
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償で提供する契約（以下「本件役務提供契約」という。）の申込みを受け、

又は本件役務提供契約を締結していることから、このようなＡＲがウィルの

統率の下ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して行う本件役務の提供は、

特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」という。）第２条第１項に規

定する訪問販売（以下「訪問販売」という。）に該当する。 

ウィルは、遅くとも平成３１年１月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本

件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役（取締役として

登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。）であっ

た者に、既に設立されていた株式会社ＬＩＮＫ及び株式会社レセプションを

除くウィルの関連法人及びＡＲを新たに設立させるなどした上、同年３月以

降は、当該事業を、ウィルの統率の下、各事業部門ごとにＡＲ及びウィルの

関連法人にそれぞれ担わせている。 

以上により、ウィル、ＡＲ及びウィルの関連法人は、それぞれ、特定商取

引法第２条第１項第１号に規定する役務提供事業者に該当する。 

 

３ 行政処分の内容 

（１）業務停止命令 

  ア 内容 

訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

① ＡＲの行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘する

こと。 

   ② ＡＲの行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 

③ ＡＲの行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 

  イ 業務停止命令の期間 

令和元年７月２０日から令和３年１月１９日まで（１８か月間） 

 

（２）指示 

ア ＡＲは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィル

の関連法人と連携共同して、特定商取引法第６条第１項の規定により禁

止される役務の内容につき不実のことを告げる行為をしている。かかる

行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違反行為

の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令

和元年８月１９日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。 

イ ＡＲは、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス

体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、

前記（１）の業務停止命令に係る業務を再開する１か月前までに、消費
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者庁長官宛てに文書により報告すること。 

ウ ＡＲは、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同

して、本件役務提供契約を締結していたものであるところ、平成３１年

３月１日から令和元年７月１９日までの間にＡＲとの間で本件役務提供

契約を締結した全ての相手方（以下「契約の相手方」という。）に対し、

以下の事項を、消費者庁のウェブサイト（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃ

ａａ．ｇｏ．ｊｐ／）に掲載される、ＡＲに対して前記（１）の業務停

止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和元年８

月１９日までに文書により通知し、同日までにその通知結果について消

費者庁長官宛てに文書（通知したことを証明するに足りる証票及び通知

書面を添付すること。）により報告すること。なお、令和元年８月２日

までに、契約の相手方に発送する予定の通知文書の記載内容及び同封書

類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得るこ

と。 

（ア）前記（１）の業務停止命令の内容 

（イ）本指示の内容 

（ウ）ＡＲは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィ

ルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約につ

いて勧誘をするに際し、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全て

を本件商品の売上収入から支払っており、本件商品の運用事業により

得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにも

かかわらず、あたかも、本件役務提供契約に基づき支払われる本件商

品の賃借料は、本件商品の運用事業により得られた収益から支払われ

るかのように告げていたこと。 

 

４ 処分の根拠となる法令の条項 

  特定商取引法第７条第１項及び第８条第１項 

 

５ 処分の原因となる事実 

ＡＲは、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問販

売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそ

れがあると認定した。 

 

（１）役務の内容についての不実告知（特定商取引法第６条第１項第１号） 

   ＡＲは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの

関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘
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をするに際し、ウィルが設立された平成２７年１０月１日から令和元年６

月６日までの間、いずれの会計年度においても、ウィルの総売上高の約９

９パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、実際には、本

件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払い、本件商

品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわ

けではないにもかかわらず、「カラオケや海外のテレビを視聴できるアプ

リケーションが入ったウィルフォンというテレビ電話をハワイ等のホテル

に貸し出していて、利用料が支払われている。」、「カラオケやテレビを

視聴できるアプリケーションは、海外の人に人気があり、利用者からは利

用料が支払われている。」、「アプリケーションが入ったライセンスパッ

クを買って、それを貸してくれれば、その中のアプリケーションを運用し、

利用者が支払った利用料から、皆様方に３６回レンタルフィーを支払う。」

などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から本件役務提

供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように告げている。 

 

６ 勧誘事例 

（役務の内容についての不実告知） 

 ウィルは、ＡＲ及びウィルの関連法人と連携共同して、令和元年６月２４日、

大分県に所在するホテルにおいて本件役務提供契約の締結について勧誘をす

るためのセミナーを開催したところ、当該セミナーにおいて、ウィルの会長と

称せられている者は、当該セミナーの司会者から「株式会社ワールドイノベー

ションラブオールの会長」と紹介された上で、当該セミナーの参加者に対し、

「カラオケや海外のテレビを視聴できるアプリケーションが入ったウィルフ

ォンというテレビ電話をハワイ等のホテルに貸し出していて、利用料が支払わ

れている。」、「カラオケやテレビを視聴できるアプリケーションは、海外の

人に人気があり、利用者からは利用料が支払われている。」、「アプリケーシ

ョンが入ったライセンスパックを買って、それを貸してくれれば、その中のア

プリケーションを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に３６回レン

タルフィーを支払う。」などと告げた。 
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（別紙７）  

             

株式会社トータル７２に対する行政処分の概要 

 

 

１ 処分対象事業者 

（１）名   称：株式会社トータル７２ 

（法人番号９４７０００１０１７２９３） 

（２）代 表 者：代表取締役 松本
まつもと

 哲
さとる

 

（３）所 在 地：香川県高松市福岡町二丁目９番１－８０１号スカイハイツ

玉藻 

（４）資 本 金：８００万円 

（５）設   立：平成３１年２月２７日 

（６）取 引 類 型：訪問販売 

（７）サービス名：「ＰＲＰシステム」 

（８）提 供 役 務：「ＰＲＰシステム」と称する、ＩＰ電話機能、カラオケ、ゲ

ームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「ｗ

ｉｌｌｆｏｎライセンスパック」と称するカード型ＵＳＢ

メモリ（以下「本件商品」という。）を、これを購入した相

手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーショ

ンを第三者の利用に供する事業（以下「本件商品の運用事

業」という。）に供し、かかる事業により得られた収益から

本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を３

年間にわたり３６回に分けて当該相手方に支払うとされる

役務（以下「ＰＲＰシステム」と称するシステム全体を「本

件役務」という。） 

 

２ 事業概要 

  株式会社トータル７２（以下「トータル７２」という。）は、ＷＩＬＬ株式

会社（代表取締役中井良昇）（以下「ウィル」という。）の統率の下、ウィ

ル、株式会社ＬＩＮＫ（代表取締役中井良昇）、株式会社レセプション（代

表取締役大倉満）、ホームセキュリティー株式会社（代表取締役小池勝）、株

式会社テレメディカル（代表取締役嶋上文子）、株式会社ＡＲ（代表取締役杉

尾香代子）及び株式会社ピーアールピー（代表取締役赤﨑達臣）（以下、これ

らウィルを除く６法人を併せて「ウィルの関連法人」という。）と連携共同し
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て、ホテルのセミナー会場、飲食店等のトータル７２の営業所等以外の場所

において、本件役務を有償で提供する契約（以下「本件役務提供契約」とい

う。）の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、こ

のようなトータル７２がウィルの統率の下ウィル及びウィルの関連会社と連

携共同して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律（以下「特定商

取引法」という。）第２条第１項に規定する訪問販売（以下「訪問販売」とい

う。）に該当する。 

ウィルは、遅くとも平成３１年１月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本

件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役（取締役として

登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。）であっ

た者に、既に設立されていた株式会社ＬＩＮＫ及び株式会社レセプションを

除くウィルの関連法人及びトータル７２を新たに設立させるなどした上、同

年３月以降は、当該事業を、ウィルの統率の下、各事業部門ごとにトータル

７２及びウィルの関連法人にそれぞれ担わせている。 

以上により、ウィル、トータル７２及びウィルの関連法人は、それぞれ、

特定商取引法第２条第１項第１号に規定する役務提供事業者に該当する。 

 

３ 行政処分の内容 

（１）業務停止命令 

  ア 内容 

訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

① トータル７２の行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について

勧誘すること。 

   ② トータル７２の行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受け

ること。 

③ トータル７２の行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 

  イ 業務停止命令の期間 

令和元年７月２０日から令和３年１月１９日まで（１８か月間） 

 

（２）指示 

ア トータル７２は、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィル及

びウィルの関連法人と連携共同して、特定商取引法第６条第１項の規定

により禁止される役務の内容につき不実のことを告げる行為をしている。

かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違

反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果につい

て、令和元年８月１９日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告す
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ること。 

イ トータル７２は、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプラ

イアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制

について、前記（１）の業務停止命令に係る業務を再開する１か月前ま

でに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。 

ウ トータル７２は、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と

連携共同して、本件役務提供契約を締結していたものであるところ、平

成３１年３月１日から令和元年７月１９日までの間にトータル７２との

間で本件役務提供契約を締結した全ての相手方（以下「契約の相手方」

という。）に対し、以下の事項を、消費者庁のウェブサイト（ｈｔｔｐ

ｓ：／／ｗｗｗ．ｃａａ．ｇｏ．ｊｐ／）に掲載される、トータル７２

に対して前記（１）の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表

資料を添付して、令和元年８月１９日までに文書により通知し、同日ま

でにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書（通知したことを証

明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。）により報告するこ

と。なお、令和元年８月２日までに、契約の相手方に発送する予定の通

知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文

書により報告し承認を得ること。 

（ア）前記（１）の業務停止命令の内容 

（イ）本指示の内容 

（ウ）トータル７２は、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィル

及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供

契約について勧誘をするに際し、実際には、本件商品の賃借料のほと

んど全てを本件商品の売上収入から支払っており、本件商品の運用事

業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけでは

ないにもかかわらず、あたかも、本件役務提供契約に基づき支払われ

る本件商品の賃借料は、本件商品の運用事業により得られた収益から

支払われるかのように告げていたこと。 

 

４ 処分の根拠となる法令の条項 

  特定商取引法第７条第１項及び第８条第１項 

 

５ 処分の原因となる事実 

トータル７２は、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行っており、

訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害され

るおそれがあると認定した。 
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（１）役務の内容についての不実告知（特定商取引法第６条第１項第１号） 

   トータル７２は、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィル及び

ウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約につ

いて勧誘をするに際し、ウィルが設立された平成２７年１０月１日から令

和元年６月６日までの間、いずれの会計年度においても、ウィルの総売上

高の約９９パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、実際

には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払い、

本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払って

いるわけではないにもかかわらず、「カラオケや海外のテレビを視聴でき

るアプリケーションが入ったウィルフォンというテレビ電話をハワイ等の

ホテルに貸し出していて、利用料が支払われている。」、「カラオケやテ

レビを視聴できるアプリケーションは、海外の人に人気があり、利用者か

らは利用料が支払われている。」、「アプリケーションが入ったライセン

スパックを買って、それを貸してくれれば、その中のアプリケーションを

運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に３６回レンタルフィーを

支払う。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から

本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように告げ

ている。 

 

６ 勧誘事例 

（役務の内容についての不実告知） 

 ウィルは、トータル７２及びウィルの関連法人と連携共同して、令和元年６

月２４日、大分県に所在するホテルにおいて本件役務提供契約の締結について

勧誘をするためのセミナーを開催したところ、当該セミナーにおいて、ウィル

の会長と称せられている者は、当該セミナーの司会者から「株式会社ワールド

イノベーションラブオールの会長」と紹介された上で、当該セミナーの参加者

に対し、「カラオケや海外のテレビを視聴できるアプリケーションが入ったウ

ィルフォンというテレビ電話をハワイ等のホテルに貸し出していて、利用料が

支払われている。」、「カラオケやテレビを視聴できるアプリケーションは、

海外の人に人気があり、利用者からは利用料が支払われている。」、「アプリ

ケーションが入ったライセンスパックを買って、それを貸してくれれば、その

中のアプリケーションを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に３６

回レンタルフィーを支払う。」などと告げた。 
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（別紙８）  

             

株式会社ピーアールピーに対する行政処分の概要 

 

 

１ 処分対象事業者 

（１）名   称：株式会社ピーアールピー 

（法人番号６３５０００１０１５６７５） 

（２）代 表 者：代表取締役 赤
あか

﨑
さき

 達
たつ

臣
おみ

 

（３）所 在 地：宮崎県宮崎市大淀三丁目５番２８号 

（４）資 本 金：８００万円 

（５）設   立：平成３１年２月２２日 

（６）取 引 類 型：訪問販売 

（７）サービス名：「ＰＲＰシステム」 

（８）提 供 役 務：「ＰＲＰシステム」と称する、ＩＰ電話機能、カラオケ、ゲ

ームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「ｗ

ｉｌｌｆｏｎライセンスパック」と称するカード型ＵＳＢ

メモリ（以下「本件商品」という。）を、これを購入した相

手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーショ

ンを第三者の利用に供する事業（以下「本件商品の運用事

業」という。）に供し、かかる事業により得られた収益から

本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を３

年間にわたり３６回に分けて当該相手方に支払うとされる

役務（以下「ＰＲＰシステム」と称するシステム全体を「本

件役務」という。） 

 

２ 事業概要 

  株式会社ピーアールピー（以下「ピーアールピー」という。）は、ＷＩＬＬ

株式会社（代表取締役中井良昇）（以下「ウィル」という。）の統率の下、

ウィル、株式会社ＬＩＮＫ（代表取締役中井良昇）、株式会社レセプション

（代表取締役大倉満）、ホームセキュリティー株式会社（代表取締役小池勝）、

株式会社テレメディカル（代表取締役嶋上文子）、株式会社ＡＲ（代表取締役

杉尾香代子）及び株式会社トータル７２（代表取締役松本哲）（以下、これら

ウィルを除く６法人を併せて「ウィルの関連法人」という。）と連携共同して、

ホテルのセミナー会場、飲食店等のピーアールピーの営業所等以外の場所に
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おいて、本件役務を有償で提供する契約（以下「本件役務提供契約」という。）

の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、このよう

なピーアールピーがウィルの統率の下ウィル及びウィルの関連法人と連携共

同して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律（以下「特定商取引

法」という。）第２条第１項に規定する訪問販売（以下「訪問販売」という。）

に該当する。 

ウィルは、遅くとも平成３１年１月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本

件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役（取締役として

登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。）であっ

た者に、既に設立されていた株式会社ＬＩＮＫ及び株式会社レセプションを

除くウィルの関連法人及びピーアールピーを新たに設立させるなどした上、

同年３月以降は、当該事業を、ウィルの統率の下、各事業部門ごとにピーア

ールピー及びウィルの関連法人にそれぞれ担わせている。 

以上により、ウィル、ピーアールピー及びウィルの関連法人は、それぞれ、

特定商取引法第２条第１項第１号に規定する役務提供事業者に該当する。 

 

３ 行政処分の内容 

（１）業務停止命令 

  ア 内容 

訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

① ピーアールピーの行う訪問販売に関する役務提供契約の締結につい

て勧誘すること。 

   ② ピーアールピーの行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受

けること。 

③ ピーアールピーの行う訪問販売に関する役務提供契約を締結するこ

と。 

  イ 業務停止命令の期間 

令和元年７月２０日から令和３年１月１９日まで（１８か月間） 

 

（２）指示 

ア ピーアールピーは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィル

及びウィルの関連法人と連携共同して、特定商取引法第６条第１項の規

定により禁止される役務の内容につき不実のことを告げる行為をしてい

る。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回

の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果に

ついて、令和元年８月１９日までに、消費者庁長官宛てに文書により報
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告すること。 

イ ピーアールピーは、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプ

ライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体

制について、前記（１）の業務停止命令に係る業務を再開する１か月前

までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。 

ウ ピーアールピーは、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人

と連携共同して、本件役務提供契約を締結していたものであるところ、

平成３１年３月１日から令和元年７月１９日までの間にピーアールピー

との間で本件役務提供契約を締結した全ての相手方（以下「契約の相手

方」という。）に対し、以下の事項を、消費者庁のウェブサイト（ｈｔ

ｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃａａ．ｇｏ．ｊｐ／）に掲載される、ピーアー

ルピーに対して前記（１）の業務停止命令及び本指示をした旨を公表す

る公表資料を添付して、令和元年８月１９日までに文書により通知し、

同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書（通知したこ

とを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。）により報告

すること。なお、令和元年８月２日までに、契約の相手方に発送する予

定の通知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛

てに文書により報告し承認を得ること。 

（ア）前記（１）の業務停止命令の内容 

（イ）本指示の内容 

（ウ）ピーアールピーは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィ

ル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提

供契約について勧誘をするに際し、実際には、本件商品の賃借料のほ

とんど全てを本件商品の売上収入から支払っており、本件商品の運用

事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけで

はないにもかかわらず、あたかも、本件役務提供契約に基づき支払わ

れる本件商品の賃借料は、本件商品の運用事業により得られた収益か

ら支払われるかのように告げていたこと。 

 

４ 処分の根拠となる法令の条項 

  特定商取引法第７条第１項及び第８条第１項 

 

５ 処分の原因となる事実 

ピーアールピーは、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行ってお

り、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害

されるおそれがあると認定した。 
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（１）役務の内容についての不実告知（特定商取引法第６条第１項第１号） 

   ピーアールピーは、平成３１年３月以降、ウィルの統率の下、ウィル及

びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約に

ついて勧誘をするに際し、ウィルが設立された平成２７年１０月１日から

令和元年６月６日までの間、いずれの会計年度においても、ウィルの総売

上高の約９９パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、実

際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払

い、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払

っているわけではないにもかかわらず、「カラオケや海外のテレビを視聴

できるアプリケーションが入ったウィルフォンというテレビ電話をハワイ

等のホテルに貸し出していて、利用料が支払われている。」、「カラオケ

やテレビを視聴できるアプリケーションは、海外の人に人気があり、利用

者からは利用料が支払われている。」、「アプリケーションが入ったライ

センスパックを買って、それを貸してくれれば、その中のアプリケーショ

ンを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に３６回レンタルフィ

ーを支払う。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益

から本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように

告げている。 

 

６ 勧誘事例 

（役務の内容についての不実告知） 

 ウィルは、ピーアールピー及びウィルの関連法人と連携共同して、令和元年

６月２４日、大分県に所在するホテルにおいて本件役務提供契約の締結につい

て勧誘をするためのセミナーを開催したところ、当該セミナーにおいて、ウィ

ルの会長と称せられている者は、当該セミナーの司会者から「株式会社ワール

ドイノベーションラブオールの会長」と紹介された上で、当該セミナーの参加

者に対し、「カラオケや海外のテレビを視聴できるアプリケーションが入った

ウィルフォンというテレビ電話をハワイ等のホテルに貸し出していて、利用料

が支払われている。」、「カラオケやテレビを視聴できるアプリケーションは、

海外の人に人気があり、利用者からは利用料が支払われている。」、「アプリ

ケーションが入ったライセンスパックを買って、それを貸してくれれば、その

中のアプリケーションを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に３６

回レンタルフィーを支払う。」などと告げた。 

 


