
 

令和３年６月２日 

クリエイト株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

消費者庁は、本日、クリエイト株式会社（以下「クリエイト」といいます。）

に対し、同社が供給する「フレッツ光」と称する光回線インターネット接続サ

ービスを利用した光回線インターネット接続サービスの契約に係る取次ぎに関

する役務に係る表示について、景品表示法に違反する行為（同法第５条第３号

（おとり広告）に該当）が認められたことから、同法第７条第１項の規定に基

づき、措置命令（別添１参照）を行いました。 

また、ＳＮＳを通じて、一般消費者等への注意喚起（別添２参照）を行いま

した。 

１ 違反行為者の概要 

名 称 クリエイト株式会社 注（法人番号 4010901040536）

所 在 地 東京都港区芝４－１３－４ 

代 表 者 代表取締役 山内 将義 

設立年月 平成２９年７月 

資 本 金 ３００万円（令和３年６月現在） 

２ 措置命令の概要 

⑴ 対象役務

「フレッツ光」と称する光回線インターネット接続サービスを利用した

光回線インターネット接続サービスの契約に係る取次ぎに関する役務（以

下「本件役務」という。） 

⑵ 対象表示

ア 表示の概要

(ｱ) 表示媒体

集合住宅への投函により配布したチラシ

(ｲ) 配布時期

令和元年５月頃、同年９月頃、同年１２月頃から令和２年４月頃ま

注 クリエイトは、令和２年８月１日付けで中央スマートテック株式会社から商号変更したもの

である。 
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での間、同年６月頃及び同年８月頃から同年１２月頃までの間 

(ｳ) 表示内容（表示例：別紙１ないし別紙５） 

別表「配布時期」欄記載の時期に、同表「配布先」欄記載の集合住

宅への投函により配布したチラシにおいて、例えば、「建物共有インタ

ーネット設備に関するお知らせ」、「当マンションにおきまして、ＮＴ

Ｔ回線フレッツ光を利用した光ファイバー設備（インターネット回線）

が設置済みのためご利用いただけますのでお知らせいたします。」等と

表示するなど、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、

あたかも、チラシを配布した集合住宅には「フレッツ光」と称する光

回線インターネット接続サービスを利用するための設備が設置されて

おり、当該集合住宅の居住者に対し、本件役務を提供することができ

るかのように表示していた。 

イ 実際

チラシが配布された別表「配布先」欄記載の集合住宅には「フレッツ

光」と称する光回線インターネット接続サービスを利用するための設備

は設置されておらず、クリエイトは、当該集合住宅の居住者に対し、本

件役務の取引に応じることができないものであった。 

ウ 打消し表示

前記ア(ｳ)の表示について、「■マンションタイプ未設置の場合は、フ

ァミリータイプ設備もしくは工事不要タイプのご案内をしております。」

と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ア(ｳ)の表示から受け

る本件役務の提供に関する認識を打ち消すものではない。 

⑶ 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、取引の申出に係る本

件役務について、実際には取引に応じることができない場合の本件役務

についての表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費

者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じること。

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電  話 ０３（３５０７）９２３９ 

ホームページ https://www.caa.go.jp/
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別表 

配布時期  配布先 表示内容 

令和元年５月頃 

 

東京都目黒区                   

            

・「建物共有インターネット設備

に関するお知らせ」 

・「当マンションにおきまして、

ＮＴＴ回線フレッツ光を利用

した光ファイバー設備（イン

ターネット回線）が設置済み

のためご利用いただけますの

でお知らせいたします。」 

・「当マンションで通信速度にお

困りの方や、これからＷｉｆ

ｉ環境をご用意をされたい方

は当マンション通信設備のご

案内をさせていただきますた

め下記までご相談ください。

また現状回線からのお切替の

方は解約費用等も負担させて

いただいております。※１現在

インターネットご利用中で現

状回線の解約費用が掛かる方

もご相談ください。」 

（別紙１） 

東京都世田谷区              

          

東京都板橋区              

               

令和元年９月頃 

 

東京都大田区              

          

・「建物共有インターネット設備

に関するお知らせ」 

・「当該マンションにおきまし

て、ＮＴＴ回線フレッツ光を

利用した光ファイバー設備

（インターネット回線）が設

置済みのためご利用いただけ

ますのでお知らせいたしま

す。」 

・「現状の通信速度にお困りの方

や、これからＷｉｆｉ環境を

ご用意をされたい方はマン

ション設備のご案内をさせて

いただきますため下記までご

相談ください。また現状回線

名古屋市              

              

大阪府高槻市              

         

令和元年１２月頃 

 

京都市              

               

鹿児島市              

   

令和２年１月頃 

 

 

千葉県習志野市              

                

  

名古屋市              
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配布時期  配布先 表示内容 

名古屋市              

       

からのお切替の方は解約費用

等も負担させていただいてお

ります。※１現在インターネッ

トご利用中で現状回線の解約

費用が掛かる方もご相談くだ

さい。」 

（別紙２） 

京都市             

      

京都市              

           

大阪市              

                

   

令和２年２月頃 東京都江戸川区              

                

             

相模原市              

           

名古屋市              

           

名古屋市              

    

北九州市              

         

鹿児島市              

       

令和２年３月頃 

 

名古屋市              

                 

  

名古屋市              

              

兵庫県尼崎市              

              

広島市              

         

広島市             

令和２年４月頃 愛知県豊橋市          

         

・「建物共有インターネット設備

に関するお知らせ」 

・「当該マンションにおきまし

て、ＮＴＴ回線フレッツ光を

利用した光ファイバー（イン
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配布時期  配布先 表示内容 

ターネット回線）がご利用頂

けるエリアのためお知らせい

たします。」 

・「現状の通信速度にお困りの方

や、これからＷｉｆｉ環境を

ご用意をされたい方はマン

ション設備のご案内をさせて

いただきますため下記までご

相談ください。また現状回線

からのお切替の方は解約費用

等も負担させていただいてお

ります。※１現在インターネッ

トご利用中で現状回線の解約

費用が掛かる方もご相談くだ

さい。」 

（別紙３） 

令和２年６月頃 神戸市              

        

・「インターネット回線のご紹介

に関するお知らせ」 

・「当該マンションにおきまし

て、ＮＴＴ回線フレッツ光を

利用した光ファイバー設備

（インターネット回線）がご

利用いただけるエリアのため

お知らせいたします。」 

・「現状の通信速度にお困りの方

や、これからＷｉｆｉ環境を

ご用意をされたい方はマン

ション設備のご案内をさせて

いただきますため下記までご

相談ください。また現状回線

からのお切替の方は解約費用

等も負担させていただいてお

ります。※１現在インターネッ

トご利用中で現状回線の解約

費用が掛かる方もご相談くだ

さい。」 

（別紙４） 
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配布時期  配布先 表示内容 

令和２年８月頃 

 

岐阜県大垣市           

          

・「建物共有インターネット設備

に関するお知らせ」 

・「当該マンションにおきまし

て、ＮＴＴ回線フレッツ光を

利用した光ファイバー（イン

ターネット回線）がご利用頂

けるエリアのためお知らせい

たします。」 

・「現状の通信速度にお困りの方

や、これからＷｉｆｉ環境を

ご用意をされたい方はマン

ション設備のご案内をさせて

いただきますため下記までご

相談ください。また現状回線

からのお切替の方は解約費用

等も負担させていただいてお

ります。現在インターネット

ご利用中で現状回線の解約費

用が掛かる方もご相談くださ

い。」 

（別紙５） 

滋賀県守山市              

        

大阪府吹田市              

                

   

令和２年９月頃 

 

 

名古屋市              

             

兵庫県加古川市              

               

兵庫県淡路市              

          

和歌山市              

      

和歌山市              

          

広島市              

    

広島市              

       

松江市              

  

宮崎市              

     

令和２年１０月頃 岐阜県大垣市              

            

愛知県豊田市              

          

大津市              

         

京都市              

               

堺市              

                

     

大阪府豊中市              

6



 

 

配布時期  配布先 表示内容 

        

兵庫県伊丹市              

              

奈良市              

        

鹿児島市              

       

令和２年１１月頃 大阪府四條畷市              

           

令和２年１２月頃 神奈川県大和市              

             

名古屋市              

         

 

 

 

7



8

HE112
テキストボックス
表示例

HE112
テキストボックス
別紙１



9

HE112
テキストボックス
別紙２

HE112
テキストボックス
表示例



10

HE112
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HE112
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消表対第９１５号 

令和３年６月２日 

 

クリエイト株式会社 

代表取締役 山内 将義 殿 

 

消費者庁長官 伊藤 明子 

                 （公印省略） 

 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する「フレッツ光」と称する光回線インターネット接続サービスを利

用した光回線インターネット接続サービスの契約に係る取次ぎに関する役務（以下「本件役

務」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４

号。以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第３号の規定に

基づく「おとり広告に関する表示」（平成５年公正取引委員会告示第１７号。以下「おとり

広告告示」という。）第１号に該当する表示を行っていたので、同法第７条第１項の規定に

基づき、次のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に提供する本件役務に係る表示に関して、次に掲げる事項

を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について

は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア(ｱ) 貴社は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、別表「配布時期」欄記載の

時期に、同表「配布先」欄記載の集合住宅への投函により配布したチラシにおいて、

例えば、「建物共有インターネット設備に関するお知らせ」、「当マンションにお

きまして、ＮＴＴ回線フレッツ光を利用した光ファイバー設備（インターネット回

線）が設置済みのためご利用いただけますのでお知らせいたします。」等と表示す

るなど、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、チラシ

を配布した集合住宅には「フレッツ光」と称する光回線インターネット接続サービ

スを利用するための設備が設置されており、当該集合住宅の居住者に対し、本件役

務を提供することができるかのように表示していたこと。 

(ｲ) 実際には、チラシが配布された別表「配布先」欄記載の集合住宅には「フレッツ

光」と称する光回線インターネット接続サービスを利用するための設備は設置さ

れておらず、貴社は、当該集合住宅の居住者に対し、本件役務の取引に応じること

ができないものであったこと。 

イ 前記ア(ｱ)の表示は、前記ア(ｲ)のとおりであって、取引の申出に係る本件役務につ

いて、実際には取引に応じることができない場合の本件役務についての表示であり、

 別添１ 
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景品表示法に違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記⑴アの表示と同様

の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じなければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記⑴アの表示と同様

の表示を行うことにより、取引の申出に係る当該役務について、実際には取引に応じる

ことができない場合の当該役務についての表示をしてはならない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいてとった措置につい

て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴ クリエイト株式会社（以下「クリエイト」という。）は、東京都港区芝４－１３－４

に本店を置き、インターネット通信回線の取次業等を営む事業者である。クリエイト

は、令和２年８月１日付けで中央スマートテック株式会社から商号変更したものであ

る。 

⑵ クリエイトは、本件役務を自ら一般消費者に提供している。 

⑶ クリエイトは、本件役務に係るチラシの表示内容を自ら決定している。 

⑷ア クリエイトは、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、別表「配布時期」欄記

載の時期に、同表「配布先」欄記載の集合住宅への投函により配布したチラシにおい

て、例えば、「建物共有インターネット設備に関するお知らせ」、「当マンションに

おきまして、ＮＴＴ回線フレッツ光を利用した光ファイバー設備（インターネット回

線）が設置済みのためご利用いただけますのでお知らせいたします。」等と表示する

など、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、チラシを配

布した集合住宅には「フレッツ光」と称する光回線インターネット接続サービスを利

用するための設備が設置されており、当該集合住宅の居住者に対し、本件役務を提供

することができるかのように表示していた。 

イ 実際には、チラシが配布された別表「配布先」欄記載の集合住宅には「フレッツ光」

と称する光回線インターネット接続サービスを利用するための設備は設置されてお

らず、クリエイトは、当該集合住宅の居住者に対し、本件役務の取引に応じることが

できないものであった。 

ウ クリエイトは、前記アの表示について、「■マンションタイプ未設置の場合は、

ファミリータイプ設備もしくは工事不要タイプのご案内をしております。」と表示し

ていたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける本件役務の提供に関す

る認識を打ち消すものではない。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、クリエイトは、本件役務の取引に関し、取引の申出に係る本件役務

について、実際には取引に応じることができない場合の本件役務についての表示を行っ

ていたものであり、この表示は、おとり広告告示第１号に該当するものであって、かかる
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行為は、景品表示法第５条の規定に違反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の

日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくな

る。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項

及び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを

提起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴え

を提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができ

る。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して

１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別表 

配布時期  配布先 表示内容 

令和元年５月頃 

 

東京都目黒区                   

            

・「建物共有インターネット設備

に関するお知らせ」 

・「当マンションにおきまして、

ＮＴＴ回線フレッツ光を利用

した光ファイバー設備（イン

ターネット回線）が設置済み

のためご利用いただけますの

でお知らせいたします。」 

・「当マンションで通信速度にお

困りの方や、これからＷｉｆ

ｉ環境をご用意をされたい方

は当マンション通信設備のご

案内をさせていただきますた

め下記までご相談ください。

また現状回線からのお切替の

方は解約費用等も負担させて

いただいております。※１現在

インターネットご利用中で現

状回線の解約費用が掛かる方

もご相談ください。」 

東京都世田谷区              

          

東京都板橋区              

               

令和元年９月頃 

 

東京都大田区              

          

・「建物共有インターネット設備

に関するお知らせ」 

・「当該マンションにおきまし

て、ＮＴＴ回線フレッツ光を

利用した光ファイバー設備

（インターネット回線）が設

置済みのためご利用いただけ

ますのでお知らせいたしま

す。」 

・「現状の通信速度にお困りの方

や、これからＷｉｆｉ環境を

ご用意をされたい方はマン

ション設備のご案内をさせて

いただきますため下記までご

相談ください。また現状回線

からのお切替の方は解約費用

名古屋市              

              

大阪府高槻市              

         

令和元年１２月頃 

 

京都市              

               

鹿児島市              

   

令和２年１月頃 

 

 

千葉県習志野市              

                

  

名古屋市              

         

名古屋市              
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配布時期  配布先 表示内容 

       等も負担させていただいてお

ります。※１現在インターネッ

トご利用中で現状回線の解約

費用が掛かる方もご相談くだ

さい。」 

京都市             

      

京都市              

           

大阪市              

                

   

令和２年２月頃 東京都江戸川区              

                

             

相模原市              

           

名古屋市              

           

名古屋市              

    

北九州市              

         

鹿児島市              

       

令和２年３月頃 

 

名古屋市              

                 

  

名古屋市              

              

兵庫県尼崎市              

              

広島市              

         

広島市             

令和２年４月頃 愛知県豊橋市          

         

・「建物共有インターネット設備

に関するお知らせ」 

・「当該マンションにおきまし

て、ＮＴＴ回線フレッツ光を

利用した光ファイバー（イン
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配布時期  配布先 表示内容 

ターネット回線）がご利用頂

けるエリアのためお知らせい

たします。」 

・「現状の通信速度にお困りの方

や、これからＷｉｆｉ環境を

ご用意をされたい方はマン

ション設備のご案内をさせて

いただきますため下記までご

相談ください。また現状回線

からのお切替の方は解約費用

等も負担させていただいてお

ります。※１現在インターネッ

トご利用中で現状回線の解約

費用が掛かる方もご相談くだ

さい。」 

令和２年６月頃 神戸市              

        

・「インターネット回線のご紹介

に関するお知らせ」 

・「当該マンションにおきまし

て、ＮＴＴ回線フレッツ光を

利用した光ファイバー設備

（インターネット回線）がご

利用いただけるエリアのため

お知らせいたします。」 

・「現状の通信速度にお困りの方

や、これからＷｉｆｉ環境を

ご用意をされたい方はマン

ション設備のご案内をさせて

いただきますため下記までご

相談ください。また現状回線

からのお切替の方は解約費用

等も負担させていただいてお

ります。※１現在インターネッ

トご利用中で現状回線の解約

費用が掛かる方もご相談くだ

さい。」 

令和２年８月頃 

 

岐阜県大垣市              

          

・「建物共有インターネット設備

に関するお知らせ」 
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配布時期  配布先 表示内容 

滋賀県守山市              

        

・「当該マンションにおきまし

て、ＮＴＴ回線フレッツ光を

利用した光ファイバー（イン

ターネット回線）がご利用頂

けるエリアのためお知らせい

たします。」 

・「現状の通信速度にお困りの方

や、これからＷｉｆｉ環境を

ご用意をされたい方はマン

ション設備のご案内をさせて

いただきますため下記までご

相談ください。また現状回線

からのお切替の方は解約費用

等も負担させていただいてお

ります。現在インターネット

ご利用中で現状回線の解約費

用が掛かる方もご相談くださ

い。」 

大阪府吹田市              

                

   

令和２年９月頃 

 

 

名古屋市              

             

兵庫県加古川市              

               

兵庫県淡路市              

          

和歌山市              

      

和歌山市              

          

広島市              

    

広島市              

       

松江市              

  

宮崎市              

     

令和２年１０月頃 岐阜県大垣市              

            

愛知県豊田市              

          

大津市              

         

京都市              

               

堺市              

                

     

大阪府豊中市              
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配布時期  配布先 表示内容 

兵庫県伊丹市              

              

奈良市              

        

鹿児島市              

       

令和２年１１月頃 大阪府四條畷市              

           

令和２年１２月頃 神奈川県大和市              

             

名古屋市              
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消費者庁Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

 

管理会社を装って、光ファイバー設備が設置されていない集合住宅にチラシを配布する事

業者に御注意ください。 

 事業者に連絡するとホームルーター等の勧誘が行われます。あたかも、光ファイバー設備

が設置されているかのように表示して、こうした勧誘を行うことは、景品表示法のおとり広

告告示違反になります。 

 

消費者庁 Twitter https://twitter.com/caa_shohishacho 

消費者庁 Facebook https://www.facebook.com/caa.shohishacho 

別添２ 
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