
一人で悩まず
相談を

● 消費者ホットライン（全国統一番号）

１８８（局番なし）

友達
(勧誘員)

友達から投資の話を聞き、
詳しい話を聞いてみることになった。

先輩に教わって
投資を始めた。
話だけでも

聞いてみない？

学生

結局儲からずに困っていると
友達を勧誘するよう言われる。

使ったけど、
もうからない…
借金を返すには
友達を勧誘
するしかない…

被害者から
加害者へ!!

投資の勝率が上がる
システムがある。
システムが入った

ＵＳＢは５０万円だよ。

先輩
(勧誘員)

すごい！
でも買うお金
がないなぁ

友達の「先輩」と喫茶店で会い、
突然、投資用システムの勧誘を受ける。

学生ローンなどで嘘をついて借金をし、
「システム」の入ったUSBを購入する。

すぐ返せるなら
いいか

借金すればいい。
投資で稼いで
すぐに返せるよ。
年収３００万円の正
社員だとうそをつけ
ば借りられるよ。

学生の皆さんに高額な投資用USBメモリを購入させるトラブルが多
発しています。最後には自分が加害者になり友達とトラブルになる
など、学生生活が台無しになってしまいます。

友達を紹介して
くれたら5万円
あげるよ。

注意 ２

注意 1

注意 ３

怪しい話は、はっきり断りましょう！

投資には、必ずリスクがあります！
借金を勧められたら、要注意！

注意 ４ 断れずに買ってしまったら、すぐクーリング・オフ！

～それってマルチかも！？～

① ②

③④

注意 ５ 被害者の立場から加害者になってしまいます！

（参考資料）若者に多い消費者トラブルに関するこれまでの注意喚起

友達から怪しいもうけ話を持ちかけられたら要注意！

LU0283
長方形













3
トラブル

2
トラブル

1
トラブル

編集・発行

友人にいい話があると誘われ、レストランで話を聞いた。「配当の
いい暗号資産（仮想通貨）の投資がある。新たに人を紹介すれ
ば紹介料も入る」と説明され、言われたとおりに消費者金融で
130万円を借りて契約したが、まったくもうからない。解約したい。

友人や知り合いからの誘いでも、
契約したくなければ最初からきっぱり断りましょう。

自分が友人を誘う側になると、大切な人間関係を壊したり、
誰も紹介できずに借金だけが残ることもあります。

SNSで「ホームページのアクセス数を増やすこと
で簡単に稼げる」という情報商材を知り、1万円で
購入した。その後「途中解約できるから」と、数十
万円の追加契約を勧められカードで支払ったが、
指示どおり作業しても、まったくもうからない。

情報商材は契約前に中身を確かめる
ことができません。ほとんど価値のない
情報が、高額で売られていることもあります。

カードでの高額決済や借金をしてまで
契約してはいけません。
「返金保証」「もうかるまでサポートする」等の
説明は安易に信用しないようにしましょう。

フリマアプリで、入手困難なブランドのパーカー
を約２万円で買った。届いた商品は生地に違
和感があり、明らかに偽物だった。出品者は返
品に応じず、アプリ運営事業者に相談しても
「当事者間で解決してほしい」と言われた。

フリマサービスは個人間の取引です。
トラブルが生じた場合は、当事者間での
解決が求められることを理解して
利用しましょう。商品に疑問な点が
あれば、必ず事前に確認しましょう。

商品を出品・購入する時は、
利用規約等で禁止されている行為は
絶対に行わないようにしましょう。

“軽い気持ち”が に！

友人からの誘い、断りたいけど…

フリマサービスのトラブル

マルチ取引のトラブル
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こんなところに
落とし穴

ト ラ ブ ル

若者に

多い事例

チュー

注意して！



「楽して稼げる」「今だけ特別○○円！」という言葉に飛びついていませんか？
おいしい話には裏があります。信じてはいけません。

ネットの情報に流されていませんか？
ネットの情報が正しいとは限りません。信頼できる情報かよく見極めましょう。

借金をしてまで契約させられていませんか？
借金を勧めてくる人からの誘いには、応じてはいけません。

軽い気持ちで契約していませんか？
自分の都合でいつでもやめられる契約はありません。もう一度よく考えましょう。

購入する物や条件についてよく確認しましたか？
値段や品質、返品や交換ができるかどうか、複数回分の購入が条件になっていないか
などを契約前に確認しましょう。

編集・発行 : 独立行政法人国民生活センター広報部（法人番号4021005002918）
 〒108-8602　東京都港区高輪3－13－22　

デザイン : 株式会社ファーブル　イラスト : 川崎敏郎
作成協力 : 公益社団法人 全国消費生活相談員協会
2020年1月発行

お住まいの自治体の相談窓口

☎188に
消費者ホットライン

ご相談ください！
最寄りの相談窓口に
電話がつながります

い や や

契約前の
チェックポイント

こんな
言葉に
注意！

こんな
ネット広告は
あやしい！

こんな
商品に
ご用心！

一度結んだ契約は、勝手にやめることはできません。
契約前によく確認しましょう！



知り合いから、商品の無料体験やセミナーに誘われ、出向いた先で、会員になるよう勧誘さ
れることがあります。
高額なので「商品代の支払が難しい」と断っても、カードローンなどを勧められ、「利益が得ら
れ、１年で返済できる」、「必ず成功し、半年で返せる」などと説明され、連鎖販売取引（い
わゆる「マルチ商法」）の契約をしたという、消費者被害が発生しています。

説明されたような
利益はなかった…。
ローンの支払期限が
来たけど支払えない。
どうしよう…。

“マルチ”に要注意！簡単にもうかる話はありません！
～契約前に冷静に考えてみましょう～

い や や !

友人だし、断りにくいな
…(-_-;)
どうしよう…。

「どうしよう・・・」困ったときは

一人で悩まずに、消費生活センター等へご相談ください！

消費者ホットライン
（局番なし）１８８

・連鎖販売取引に勧誘する目的を隠し
て、消費者を誘い出すことは違法です。

・誘われただけならあなたは被害者です
が、あなたが誰かを違法に誘えば、あ
なたは加害者になります。

・一人で決められない場合、
家族や188（消費生活センター）
に相談しましょう。

・取引の内容を確認し、少しでも不安
があればはっきりと断りましょう。

※お近くの相談窓口につながります

http://www.kanto.meti.go.jp/index.html


1.必ずハガキ等の書面で通知する（書面
で通知することが法律で決められていま
す。）。

2.契約（申込）年月日、事業者名、担当
者名、商品（役務・権利）名、契約金額
を書いて、この契約を解除するというこ
とを書く。あなたの住所、氏名を書くの
を忘れずに。

3.ハガキを書いたら、両面コピーを取る
（証拠を残すため。）。

4.ハガキは郵便局の窓口で、特定記録郵
便又は簡易書留等の「出した日付」が分
かる方法で出して、受取証等をもらう
（クーリング・オフは書面を出した瞬間
に有効になるため、仮に事業者が「受け
取っていない」と言っても、クーリン
グ・オフは成立します。）。

5.上記「3」の両面コピーと、「4」の受
取証等の紙を保存する（この２つが、
クーリング・オフをしたことの証拠にな
ります。）。

切
手

〇〇県〇〇市
〇〇町〇〇番地
（事業者の住所）

〇〇株式会社 御中
（事業者の名称）

●自分の住所
●自分の名前

（例）・契約から９０日以内である
・購入した商品を未使用のまま返品できる
・提供されていない役務がある

事実と違うことを告げられ、誤認して契約
した場合など、契約を取り消せることもあ
ります。

【相談窓口】

消費者ホットライン「１８８（いやや！）」

経済産業省関東経済産業局 消費者相談室
０４８－６０１－１２３９（平日10：00～16：00）

分からないところは
消費生活センター等に
相談してください。

消費者庁 消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター イヤヤン

連鎖販売取引（いわゆる「マルチ商法」）は、契約書面を
受け取った日から20日間はクーリング・オフができます。

連鎖販売取引は、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、
支払ったお金の一部返金が可能な場合があります。困ったと
きは一人で悩まず、早めに相談しましょう。

●契約（申込）年月日
●事業者名
●担当者名
●商品（役務・権利）名
●契約金額

上記契約を解除します

●発信 年月日

※お近くの相談窓口につながります



「これって１回限りじゃないの！？」

通販申込前の確認ポイント

１回限りの購入？継続的な購入？

継続的な購入の場合、回数は？
解約しないとずっと続く？

解約方法※・条件や
返品方法・条件は？

継続的な購入の場合、
総額や一定期間での支払額は？

支払時期や引渡時期は？※

※クーリングオフはありません。解約できる期間・ 期限を確認しましょう。

※継続的な購入の場合、２回目以降の商品は、前回の商品が届いてから何
日後に届くか、後払いの場合、商品が届いてから何日以内に支払うのか
を確認しましょう。



ご注文内容
○○ 0円 1個 0円

小計 0円
送料 0円 計 0円

ご注文者様情報
氏名 消費者太郎
住所 東京都千代田区
・・・・・・

契約の内容
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

購入完了

注文〔継続購入〕確認画面

消費者ホットライン （局番なし）１８８

困ったときは一人で悩まずに、「消費者ホットライン」にご相談ください。
身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。

● 何度もスクロールが必要
でも・・・『今すぐ手に入れる』のボタンを押すと氏名などの入力画面に

● 購入する前に、「自動継続」、「〇回以上の継続が必要」などと
記載されていないか、契約内容を最後まで確認しましょう

● 「規約」、「返品・解約」といったページも必ず読みましょう
途中で解約する方法など重要事項が記載されています
※リンクがページの一番下など分かりにくい場所に置かれていることがあります

消費者ホットライン１８８

イメージキャラクター『イヤヤン』

初回

完全無料でお試しできます！！

今だけ！ 特別価格
お得な超〇〇コース
通常
価格

6,000円 ０円
完全無料で

今すぐ手に入れる

確認画面へ

＜注文入力画面＞

氏名

住所

・・・・・・・

・特定商取引法に基づく表記
・返品・解約について

□利用規約に同意する

画 面 例

今だけ！お急ぎください！

★ ｢お試し｣
★「初回無料」
★ ｢モニター募集｣
★「初回特別価格」

などとうたっている
広告に注意！

● 飛ばされた画面や、小さい文字で記載された場所に、
契約の重要事項が記載されていることもあります

『確認画面へ』を
クリックすると

『今すぐ手に入れる』

をクリックすると

こんなネット通販広告に注意！
知らないうちに継続的な購入になっています！







▶ ４つ全てにチェックが入らなかった場合や、ほかに心配なことがある場合、

希望していない施術を勧められた場合などは、改めて医師から十分な説明

を受けた上で、もう一度、よく考えてから施術を受けるか決めましょう。

▶ もしも美容医療の施術を受けてトラブルが起こってしまった場合、迷わず、

すぐに相談できるよう、裏面の「相談窓口」を確認しておきましょう。

4つの は入りましたか？

きちんと説明を受け理解したか、美容医療を受ける前
に再チェック。説明を受けていなければ、医師に聞い
てみましょう。

✓
美容医療を受ける前にもう一度

Check

４

Check

３

＊美容目的の施術は、多くの場合緊急性がありません。「今契約すれば安くなる」など

の勧誘に十分気を付けましょう。契約に関わるトラブルが多く報告されています。今

すぐ必要ですか？ もう一度、あなた自身の気持ちを確認してください。

Check

２

＊美容目的の自由診療で用いる薬や材料、機器などは、法律（医薬品医療機器等法）で

承認などがされていない場合があります。そのため、あなたに使用される医薬品や医

療機器等がどのようなものなのか、その安全性と有効性について自分でも説明できる

くらいまで、医師の説明をしっかりと聞いて理解しましょう。

効果だけでなく、リスクや副作用などについても知り、納得しましたか？

＊施術の効果だけでなく、施術に伴うリスク（副作用、合併症・後遺症の有無、発症確

率、術中の痛みや苦痛など）についても説明を聞いて理解し、万が一のリスクを受け

入れられるまで「効果とリスクのバランス」について納得できていますか。

＊また、当初期待したとおりの効果がない場合もあることを理解しておきましょう。

＊国内で承認されている医薬品の副作用で万が一健康被害があったとき、公的な救済制

度（医薬品副作用被害救済制度）がありますが、原則として決められた用法・用量等

に従って使用されていない場合は救済対象になりません。

ほかの方法や選択肢の説明も受け、自分で選択しましたか？

＊ほかの施術方法が存在する場合には、それぞれの効果・リスク・費用・保険適用の有

無などを比較したほかの選択肢についても、理解できるまで説明を聞き、あなた自身

で選択しましょう。医師の勧める施術方法が唯一の方法とは限りません。

その美容医療は「今すぐ」必要？ 最後にもう一度、確認しましょう。

Check

１ 使用する薬などがどのようなものか、自分でも説明できますか？



注目!!

◆医薬品医療機器等法
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045726.html

◆医薬品副作用被害救済制度
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

◆医療法における病院等の広告規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/

◆事故情報データバンク（消費生活センター等関係機関から寄せられた事故情報が閲覧できます）

http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/

消費者ホットライン「１８８（いやや！）」番

医療安全支援センター

医療安全

契約・トラブル

医療に関する苦情・心配などのご相談はこちら

契約内容や解約条件、被害に遭った場合の対応など、
契約に関するトラブル、その他困ったときのご相談はこちら

消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター イヤヤン

参 考 法・制度、事故情報について詳しく知りたい場合はこちら

※医療安全支援センター総合支援事業ホームページに、全国の
医療安全支援センターの連絡先が掲載されています。

※お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等

をご案内する全国共通の３桁の電話番号です。

医療安全支援センター 検索

困ったら迷わず相談しましょう ～相談窓口のご紹介～

（１）日本糖尿病学会が糖尿病治療薬の適応外使用に関する見解を公表しました！

（国民生活センター報道発表資料から作成）
2型糖尿病治療薬として承認されているGLP-1受容体作動薬を痩身目的で適応外使用し、消費者に自己

注射させるケースがみられます。そこで、消費者トラブル未然防止のため、相談事例や問題点を紹介す
るとともに、消費者への注意喚起を行っています。

令和２年９月３日（独）国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200903_1.html

（日本糖尿病学会見解から抜粋）

2型糖尿病治療以外を適応症として承認されたGLP-1受容体作動薬は存在せず、美容・痩身・ダイエット等を目的と

する適応外使用に関して、2型糖尿病を有さない日本人における安全性と有効性は確認されていません。
令和２年７月９日 一般社団法人日本糖尿病学会 http://www.jds.or.jp/modules/important/index.php?content_id=191

（２）国民生活センターが糖尿病治療薬を痩身目的で適応外使用し、消費者に自己注射させる

ケースの注意喚起を行っています！

（３）女性のみならず男性にも、美容に関する相談は上位にみられます！
※令和２年版消費者白書より引用若者の商品・サービス別上位相談件数（2019年）

参考にしてください ～美容医療に関する新情報～

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045726.html
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/
http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200903_1.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200903_1.html


給付⾦の

サギに注意!!

●通帳
●キャッシュカード

「怪しいな︖」と思ったら遠慮なくご相談ください

令和２年５⽉総務省 給付⾦

お近くの警察署

お住まいの市区町村

市区町村や総務省などが以下を⾏うことは
絶対にありません

受給にあたり、⼿数料の振込みを求めること

現⾦⾃動預払機（ATM）の操作をお願いすること

メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請⼿続きを
求めること

●暗証番号
●⼝座番号

消費者ホットライン

特 別 定 額 給 付 ⾦ に 関 す る お 知 ら せ

絶対に教えない︕渡さない︕

警察相談
専⽤電話

●マイナンバー

188

新型コロナウイルス給付⾦関連

（詐欺）

0120-213-188
消費者ホットライン

#9110

（局番なしの３桁）
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