
特定商取引の改正について
ー通信販売規制を中心にー

取引対策課



消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対する抜本的な対策強化、新たな日常における社会経済情勢等の変化への対応のため、
特定商取引法・預託法等の改正による制度改革によって、消費者被害の防止・取引の公正を図る。

※ 預託等取引契約：３か月以上の期間にわたり物品の預託を受けること及び
当該預託に関し財産上の利益の供与を約するもの

※ 例外的に認める場合には、厳格な手続の下、消費者庁が個別に確認

１ 販売預託の原則禁止

〇 販売を伴う預託等取引を原則禁止とし、罰則を規定
〇 原則禁止の対象となる契約を民事的に無効とする制度の創設

２ 預託法の対象範囲の拡大

〇 現行の預託法の対象の限定列挙の廃止→全ての物品等を対象に

消費者悪質事業者

商品

第三者
（レンタルユーザー）

※レンタルの実績や運用による利益はない。
※預かったとされる物品がほとんどない。

③物品を預ける

②代金の支払

④レンタル

⑤レンタル料の支払

①物品を販売

⑥配当金と称する
お金の支払 ？？

＜販売預託のスキーム＞

特定商取引法の主な改正内容 預託法の主な改正内容（R4.6.1 施行）

消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の概要

被害回復裁判に資するために、特定適格消費者団体に対し、特定商取引法及び預託法の行政処分に関して作成した書類の提供を可能に

３ 消費者利益の擁護増進のための規定の整備

〇 行政処分の強化等

消費者裁判手続特例法の改正内容（R4.6.1 施行）

悪質事業者 消費者

一方的に商品を送り付け

（注文していない場合）

１ 通販の「詐欺的な定期購入商法」対策
（R4.6.1 施行）

〇 定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化
〇 上記の表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを
認める制度の創設

〇 通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止
〇 上記の誤認させる表示や解除の妨害等を適格消費者団体の
差止請求の対象に追加

３ 消費者利益の擁護増進のための規定の整備
（R4.6.1 施行／一部はR5.6までに施行）

〇 消費者からのクーリング・オフの通知について、電磁的方法
（電子メールの送付等）で行うことを可能に（預託法も同様）

〇 事業者が交付しなければならない契約書面等について、
消費者の承諾を得て、電磁的方法（電子メールの送付等）で
行うことを可能に（預託法も同様）（R5.6 までに施行）

〇 外国執行当局に対する情報提供制度の創設（預託法も同様）
〇 行政処分の強化等

２ 送り付け商法対策（R3.7 施行済）

〇 売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した
事業者が返還請求できない規定の整備等（改正前は消費者が
14日間保管後処分等が可能→改正後は直ちに処分等が可能に）
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詐欺的な定期購入商法について

（注１）PIO-NETに登録された消費生活相談件数
（注２）2020年12月31日までに登録された件数

〇「定期購入」に関する相談件数は近年急激に増加

〇2020年の定期購入に関する相談件数の９割以上
が、インターネット通販によるもの

「定期購入」に関する消費生活相談件数の推移

〇詐欺的な定期購入商法として、

・「初回無料」「お試し」と書いておきながら、
実際には定期購入であることが条件だった

・いつでも解約可能といっておきながら、実際に
は解約に細かい条件がある

といった手口が多い。

初回
無料！

完全無料で
今すぐ手に入れる！

今だけお得！
初回6000円が無料に！
いつでも解約可能！

※初回無料は定期購入で6回購入することが条件です。
２回目以降の商品価格は20000円です。

※解約はいつでも可能ですが、商品発送の14日までに電
話でお知らせいただく必要があります。

定期購入であることや
解約条件が、非常に小さい
文字で書いている。

※全く書いていないことも
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改正事項１

通信販売の申込みに係る最終確認画面等において、

①一定の事項（※）を表示するよう義務付け
②契約の申込みとなることや一定の事項につき、人を誤認させるような表示を禁止

※商品等の分量、対価、支払時期、引渡し時期、契約の解除に関する事項等

⇒①に違反して表示すべき事項を表示しなかった場合や不実の表示をした場合、
②に違反して誤認させるような表示をした場合には、
いずれも、行政処分のみならず直罰の対象に

改正事項２

通信販売において広告をする際に義務付ける表示事項として以下の内容を追加
①申込みの期間に関する定めがある場合は、その旨とその内容
②役務提供契約の解除等に関する事項

改正事項３

通信販売に係る契約の解除等を妨げるため、当該契約の解除等に関する事項等につき、
不実のことを告げる行為を禁止

⇒違反した場合には、行政処分のみならず直罰の対象に

改正事項４

「改正事項１」の規定に違反する表示により消費者が誤認して申込みをした場合の取消権を創設

「改正事項１」及び「改正事項３」の規定に違反する行為を適格消費者団体の差止請求の対象に追加

改正事項５

注文内容確認
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・定期購入でないと誤認させるような表示をする場合等

定期購入の条件を表示しない場合等

詐欺的な定期購入商法に係る法改正の概要
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通信販売の申込み段階における表示についてのガイドラインのポイント

主に詐欺的な定期購入商法への対策を念頭に置いて、特定商取引法改正法において、通信販売の最終的な申込み段階に
おける一定事項の表示を義務付け、誤認させるような表示を禁止する規定を新設（第12条の６）

カタログ・チラシ等の書面で申込みを行う通信販売

インターネットで申込みを行う通信販売

申込書面（申込用はがき、申込用紙等）に表示

申込みの最終段階である最終確認画面に表示

新設規定の対象となる範囲

表示すべき事項

表示事項 ガイドラインの主な内容

分量

・定期購入契約の場合には、各回ごとの分量及び総分量

・サブスクリプションの場合には、役務の提供期間（設定がある場合は、期間内に利用可能な回数）

・該当する場合には、無期限や、自動更新である旨

販売価格・対価
・定期購入契約の場合には、各回の代金及び消費者が支払うこととなる代金の総額

・無償契約から有償契約に自動で移行するような場合には、移行時期と支払うこととなる金額

支払の時期・方法 ・定期購入契約の場合には、各回の代金の支払時期

引渡時期・提供時期 ・定期購入契約の場合には、各回の商品の引渡時期

申込みの期間 ・消費者が商品自体を購入できなくなる期限がある場合には、正しい申込期限

申込みの撤回、
解除に関する事項

・定期購入契約において、解約時に違約金その他の不利益が生じる場合には、その旨及び内容

・とりわけ、解約方法や解約受付を特定の手段・時間帯に限定する場合等は、その旨

※消費者が明確に認識できる前提で、一部事項について広告やリンク先を参照する形式等も可
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誤認させるような表示の具体例①

ガイドラインで示している内容

誤認させるような表示の具体例②
【画面例６】第12条の６第２項第１号及び第２号違反に該当するおそれのある表示

お届け先
ショウヒ タロウ

消費 太郎 様
〒100－XXXX
東京都千代田区霞が関×－×－×

変更

「サプリメントお届けコース」に参加する

ＴＯＰページに戻る
（TOPページに戻ると「サプリメントお届けコース」には参加できません）

初めてモニター登録した方限定！！

サプリメントお届けコース 初回無料

・ 商品が届いてから、モニター専用ページにて感想を御記入ください。
・ このコースは５回定期購入契約のコースとなります。
・ モニター登録（感想記入）及び５回分の定期購入を条件に、初（月）回無料となります。
・ 第２回から第５回までは１月あたり3,800円（送料・税込）になります。
・ ５回分の支払額の合計は15,200円（送料・税込）になります。
・ お届けは月に１回、各回につき３袋（５回で計15袋）をお届けします。

（１袋の内容量は30粒です。）
・ クレジットカードでのお支払いの場合、毎月１回分のお引き落とし、コンビニ後払いの

場合は、商品に同封する請求書により、商品到着後７日以内のお支払となります。
（商品価格と送料の合計額の引き落とし又は御請求となります。）

・ 契約期間の途中で御解約される場合には、商品発送の５日前（※）までに、以下に記載の
電話番号へ御連絡ください。

（電 話）XX-XXXX-XXXX

※２回目以降は、前回発送日から起算して１か月が経過する日に発送

初回は御注文の完了から４日以内に発送

発送方法 宅配便（御自宅へのお届け） 変更

お届け時期

支払方法 コンビニ後払い（次回以降） 変更

このボタンをクリックすると、
申込みが完了するということを
容易に認識できないもの

初回無料を強調して表示し、定期購入契約であること及びその
具体的内容については、「初回無料」などの文字から離れた画面
下部に、それと比較して小さな文字でしか表示していないもの

⑤御注文完了④注文内容の最終確認③お支払方法の選択②お客様情報入力①カート

お申込み内容 変更

注文内容の最終確認

【画面例９】第12条の６第２項第２号違反に該当するおそれのある表示

お届け先
ショウヒ タロウ

消費 太郎 様
〒100－XXXX
東京都千代田区霞が関×－×－×

変更

注文を確定するＴＯＰページに戻る
（注文は確定されません）

サプリメントお届けコース 初回お試し価格

通常価格 3,300円 → 1,100円（67％OFF！）

商品価格 1,100円（税込）

送料 500円（税込）

合計 1,600円（税込）

お支払い方法

＊クレジットカード払い（一括）
カード名義人：SYOUHI TARO
カード番号：****-****-****-XXXX
有効期限：XX/XXXX

変更

・ このコースは５回定期購入契約のコースとなります。
・ ５回分の定期購入を条件に、初（月）回が1,600円（送料・税込）になります。
・ 第２回から第５回までは１月あたり3,800円（送料・税込）になります。
・ 初回を含めた５回分の支払額の合計は16,800円（送料・税込）になります。
・ お届けは月に１回、各回につき３袋（５回で計15袋）をお届けします。（１袋の内容量は30粒です。）
・ クレジットカードでのお支払いの場合、毎月１回分のお引き落とし、コンビニ後払いの場合は、商品に同封する請求書により、商品到着後７日以内のお支払と

なります。（商品価格と送料の合計額の引き落とし又は御請求となります。）
・ 契約期間の途中で御解約される場合には、商品発送の５日前（※）までに、以下に記載の電話番号へ御連絡ください。

（電 話）XX-XXXX-XXXX

※初回はお申込みの確定から４日以内に発送。
２回目以降は、前回発送日から起算して１か月が経過する日に発送

発送方法 宅配便（御自宅へのお届け） 変更

お届け日時 御注文の完了から４日以内に発送
※２回目以降は、前回発送日から起算して１か月が経過する日に発送

「お試し価格」の表示や通常価格よりも減額された
初回代金の表示のみを強調しているにもかかわらず、
これらの表示と比較して、定期購入契約の主な内容
について小さな文字でしか表示していないもの

「お試し」と強調している表示から
試行的な契約であると認識されるおそれ
があるが、実際は定期購入契約となって
おり、内容が矛盾しているもの

問題となる表示の具体例
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消費者が誤認して申込みをした場合の取消権
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不実の表示第12条の６第１項違反

表示をしない第12条の６第１項違反

申込みに関して誤認させるような表示第12条の６第２項違反

表示事項について誤認させるような表示第12条の６第２項違反

➤ その表示が事実であると誤認した場合

➤ その表示されていない事項が存在しないと誤認した場合

➤ 書面の送付・情報の送信が申込みとならないと誤認した場合

➤ 表示事項（分量、価格等）について誤認した場合

消費者は以下の場合に取消可能



参考情報
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【消費者向けチラシ】 【事業者向けチラシ】

さらに詳しい内容は、以下の特設サイトをご覧ください。
改正法の解説動画も掲載しています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/

