
 

 

平成３０年３月２３日 
 

特定商取引法違反の訪問購入業者に対する 
業務停止命令（３か月）及び指示について 

 
○ 消費者庁は、訪問購入業者である株式会社リアライズ（北海道札幌市）及

び合同会社ＲＯＵＮＤ ＴＷＯ（北海道札幌市）の２事業者（以下「当該２

事業者」といいます。）に対し、平成３０年３月２２日、それぞれ特定商取

引に関する法律の一部を改正する法律による改正前の特定商取引に関する法

律（以下「旧法」といいます。）第５８条の１３第１項の規定に基づき、平

成３０年３月２３日から同年６月２２日までの３か月間、訪問購入に関する

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、当該２事業者に対し、それぞれ特定商取引に関する法律第５８

条の１２第１項の規定に基づき、以下のとおり、指示を行いました。 

 １ 当該２事業者は、旧法第５８条の５に規定する氏名等の明示義務に違反

する行為（株式会社リアライズに限る。）、旧法第５８条の６第１項が禁

止する勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、旧法第５８条の８第２項

に規定する書面の交付義務に違反する行為（記載不備）及び旧法第５８条

の９に規定する物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為を

行っていた。かかる行為は、旧法の禁止するところであり、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、平

成３０年４月２３日までに、消費者庁長官まで文書にて報告すること。 

２ 当該２事業者は、前記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、消費者庁長官ま

で文書にて報告すること。 

 

○ 認定した違反行為は、以下のとおりです。 

・勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、契約書面の交付義務違反（記載

不備）、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反（当該２事業者共通） 

・氏名等不明示（株式会社リアライズ） 

 

○ 処分の詳細は、別紙１及び別紙２のとおりです。 
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１ 株式会社リアライズ及び合同会社ＲＯＵＮＤ ＴＷＯの２事業者（以下「当

該２事業者」といいます。）は、当該２事業者が委託した電話応対代行等を業

とする会社（以下「受託会社」といいます。）を介して消費者宅に電話をかけ、

訪問の承諾を取り付けた上で、当該２事業者の営業員が消費者宅を訪問し、同

所において当該消費者から物品の売買契約（以下「本件売買契約」といいます。）

の申込みを受け、又は当該消費者との間で本件売買契約を締結して物品の購入

を行っていました。 

 

２ 株式会社リアライズ（以下「リアライズ」といいます。）について、認定し

た違反行為は、以下のとおりです。 

（１）リアライズは、遅くとも平成２９年９月頃以降、本件売買契約の締結に

ついて、受託会社を介して「リアライズ」ではなく「リサイクルワン」と

いう屋号を名のり、消費者宅に電話をかけ、訪問の承諾を取り付けた上で、

リアライズの営業員が消費者宅を訪問し、訪問の承諾時に当該消費者が買

取りを依頼した物品を査定した後、当該物品以外の買取りについて勧誘を

行っており、勧誘に先立って、購入業者の名称を明らかにしていませんで

した。 

（氏名等不明示） 

 

（２）リアライズは、遅くとも平成２９年７月頃以降、本件売買契約の締結に

ついて、受託会社を介して、「不要品はありませんか。靴でも服でも、少し

でもいいです。ここらへんを回っていますので、よかったら出しませんか。」

等と消費者宅に電話をかけ、消費者から自宅において買取りを希望する物

品の勧誘をすることについて承諾を取り付けた上でリアライズの営業員が

消費者宅を訪問し、当該消費者が事前に勧誘の要請をしていない貴金属等

の売買契約の締結について勧誘をしていました。 

（勧誘の要請をしていない者に対する勧誘） 

 

（３）リアライズは、遅くとも平成２９年７月頃以降、消費者宅において、消

費者と訪問購入に係る物品の売買契約を締結した際、代金を支払い、かつ、

物品の引渡しを受けたとき、その売買契約の相手方に交付しなければなら

ない書面において、以下の事項につき不備のあるものを交付していました。 

  ア 物品の購入価格 

  イ 売買契約締結担当者の氏名 

  ウ 物品の特徴 

（契約書面の交付義務違反） 

 

2



 

 

 

 

（４）リアライズは、遅くとも平成２９年７月頃以降、本件売買契約の相手方

である消費者から直接物品の引渡しを受ける時、当該消費者に対し、旧法

第５８条の８第２項に規定する売買契約の内容を明らかにする書面を受領

した日から起算して８日以内（以下「クーリング・オフ期間」といいます。）

は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていませんでした。 

（物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反） 

 

３ 合同会社ＲＯＵＮＤ ＴＷＯ（以下「ＲＯＵＮＤ ＴＷＯ」といいます。）

について、認定した違反行為は、以下のとおりです。 

（１）ＲＯＵＮＤ ＴＷＯは、遅くとも平成２９年５月頃以降、本件売買契約

の締結について、受託会社を介して、「いらない服や靴はありませんか。」

等と消費者宅に電話をかけ、消費者から自宅において買取りを希望する物

品の勧誘をすることについて承諾を取り付けた上でＲＯＵＮＤ ＴＷＯの

営業員が消費者宅を訪問し、当該消費者が事前に勧誘の要請をしていない

貴金属等の売買契約の締結について勧誘をしていました。 

   （勧誘の要請をしていない者に対する勧誘） 

 

（２）ＲＯＵＮＤ ＴＷＯは、遅くとも平成２９年２月頃以降、消費者宅にお

いて、消費者と訪問購入に係る物品の売買契約を締結した際、代金を支払

い、かつ、物品の引渡しを受けたとき、その売買契約の相手方に交付しな

ければならない書面において、以下の事項につき不備のあるものを交付し

ていました。 

  ア 物品の購入価格 

  イ 売買契約締結担当者の氏名 

  ウ 物品の特徴 

  （契約書面の交付義務違反） 

 

（３）ＲＯＵＮＤ ＴＷＯは、遅くとも平成２９年５月頃以降、本件売買契約

の相手方である消費者から直接物品の引渡しを受ける時、当該消費者に対

し、クーリング・オフ期間は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告

げていませんでした。 

（物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反） 
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【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

費者庁ととも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） 

株式会社リアライズに対する行政処分の概要 

 

１ 事業者の概要 

（１）名  称：株式会社リアライズ（法人番号 9430001044812） 

（２）代 表 者：代表取締役 安田 和也（やすだ かずや） 

（３）所 在 地：北海道札幌市中央区北四条東二丁目８－６札幌ユニオンハイ 

ツ１０３ 

（４）資 本 金：７００万円 

（５）設  立：平成２２年３月３日 

（６）取引類型：訪問購入 

（７）買取商品：貴金属、アクセサリー、衣類等 

 

２ 取引の概要 

株式会社リアライズ（以下「リアライズ」という。）は、リアライズが委託

した電話応対代行等を業とする会社（以下「受託会社」という。）を介して

消費者宅に電話をかけ、訪問の承諾を取り付けた上で、リアライズの営業員

が消費者宅を訪問し、同所において当該消費者から物品の売買契約（以下「本

件売買契約」という。）の申込みを受け、又は当該消費者との間で本件売買

契約を締結して物品の購入を行っていた。 

 

３ 行政処分の内容 

（１）業務停止命令 

  ア 内容 

特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」という。）第５８条

の４に規定する訪問購入に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

① リアライズの行う訪問購入に関する売買契約の締結について勧誘す

ること。 

② リアライズの行う訪問購入に関する売買契約の申込みを受けるこ

と。 

③ リアライズの行う訪問購入に関する売買契約を締結すること。 

イ 停止命令の期間 

    平成３０年３月２３日から同年６月２２日まで（３か月間） 

 

（２）指示 

ア リアライズは、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律による

改正前の特定商取引に関する法律（以下「旧法」という。）第５８条の
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５に規定する氏名等の明示義務に違反する行為、旧法第５８条の６第１

項が禁止する勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、旧法第５８条の

８第２項に規定する書面の交付義務に違反する行為（記載不備）及び旧

法第５８条の９に規定する物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反

する行為を行っていた。かかる行為は、旧法の禁止するところであり、

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、平成３０年４月２３日までに、消費者庁長官まで文書にて

報告すること。 

イ リアライズは、前記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

長官まで文書にて報告すること。 

 

４ 処分の原因となる事実 

リアライズは、以下のとおり、旧法に違反する行為を行っており、訪問購

入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が著しく害されるおそれが

あると認められた。 

（１）氏名等不明示（旧法第５８条の５） 

  リアライズは、遅くとも平成２９年９月頃以降、本件売買契約の締結に 

ついて、受託会社を介して「株式会社リアライズ」ではなく「リサイクル 

ワン」という屋号を名のり、消費者宅に電話をかけ、訪問の承諾を取り付 

けた上で、リアライズの営業員が消費者宅を訪問し、訪問の承諾時に消費 

者が買取りを依頼した物品を査定した後、当該物品以外の買取りについて 

勧誘を行っており、勧誘に先立って、購入業者の名称を明らかにしていな 

かった。 

 

（２）勧誘の要請をしていない者に対する勧誘（旧法第５８条の６第１項） 

リアライズは、遅くとも平成２９年７月頃以降、本件売買契約の締結に

ついて、受託会社を介して、「不要品はありませんか。靴でも服でも、少し

でもいいです。ここらへんを回っていますので、よかったら出しませんか。」

等と消費者宅に電話をかけ、消費者から自宅において買取りを希望する物

品の勧誘をすることについて承諾を取り付けた上でリアライズの営業員が

消費者宅を訪問し、当該消費者が事前に勧誘の要請をしていない貴金属等

の売買契約の締結について勧誘をしていた。 

 

（３）契約書面の交付義務違反（旧法第５８条の８第２項） 

リアライズは、遅くとも平成２９年７月頃以降、消費者宅において、消
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費者と訪問購入に係る物品の売買契約を締結した際、代金を支払い、かつ、

物品の引渡しを受けたとき、その売買契約の相手方に交付しなければなら

ない書面において、以下の事項につき不備のあるものを交付していた。 

ア 物品の購入価格 

イ 売買契約締結担当者の氏名 

ウ 物品の特徴 

 

（４）物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反（旧法第５８条の９） 

リアライズは、遅くとも平成２９年７月頃以降、本件売買契約の相手方

である消費者から直接物品の引渡しを受ける時、当該消費者に対し、旧法

第５８条の８第２項に規定する売買契約の内容を明らかにする書面を受領

した日から起算して８日以内（以下「クーリング・オフ期間」という。）

は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていなかった。 

 

５ 勧誘事例 

【事例１】（氏名等不明示、勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、物品の引 

渡しの拒絶に関する告知義務違反） 

平成２９年９月頃、受託会社のテレフォンアポインター（以下「テレアポ」

という。）から消費者Ａ宅に「リサイクルワンです。明日そちらを回るので、

瀬戸物でも着るものでも何でも良いです。１点でも２点でもいいから出して

くれませんか。」と電話があった。それを受けて、Ａは未使用の食器や衣類

を売却したいと考え、テレアポに対し、「瀬戸物とか着るものならあります

よ。良い物はないですよ。」と伝えて、リアライズの営業員の訪問を承諾し

た。 

翌日午後、リアライズの営業員Ｚは、昨日の電話の件で来た旨を述べて、

Ａ宅を訪問し、Ａが用意した食器や衣類を査定した後、貴金属等の売買契約

に係る勧誘を行い、Ａはリアライズとの間で同契約を締結した。Ａはその場

で貴金属等をＺに引き渡したが、その際、ＡはＺから、クーリング・オフ期

間は売却した物品の引渡しを拒むことができる旨の説明を受けなかった。 

 

【事例２】（勧誘の要請をしていない者に対する勧誘） 

平成２９年７月頃、受託会社のテレアポから消費者Ｂ宅に「奥さん、不要品

はありませんか。靴でも服でも、少しでもいいです。ここらへんを回っている

ので、よかったら出しませんか。」と電話があった。それを受けて、Ｂは「う

ちはブランド品とかはありません。普通に子供服や靴くらいしかないです。」

と伝えて、リアライズの営業員の訪問を承諾した。 
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翌日、リアライズの営業員Ｙは、Ｂ宅を訪問し、リサイクルワンと記載され

た名刺を差し出して、挨拶をした後、「奥さん、指輪とかネックレスとかの貴

金属はないと。１個や２個でもいいので出してください。手ぶらでは帰れな

い。」等と述べて、貴金属等の売買契約に係る勧誘を行い、Ｂはリアライズと

の間で同契約を締結した。 
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 （別紙２） 

合同会社ＲＯＵＮＤ ＴＷＯに対する行政処分の概要 

 

１ 事業者の概要 

（１）名  称：合同会社ＲＯＵＮＤ ＴＷＯ（法人番号 1020003010241） 

（２）代 表 者：代表社員 茂木 成志（もぎ なるゆき） 

（３）所 在 地：北海道札幌市中央区北四条東２丁目８番地６ 

（４）資 本 金：１０００円 

（５）設  立：平成２７年７月２７日 

（６）取引類型：訪問購入 

（７）買取商品：貴金属、アクセサリー、衣類等 

 

２ 取引の概要 

合同会社ＲＯＵＮＤ ＴＷＯ（以下「ＲＯＵＮＤ ＴＷＯ」という。）は、

ＲＯＵＮＤ ＴＷＯが委託した電話応対代行等を業とする会社（以下「受託

会社」という。）を介して消費者宅に電話をかけ、訪問の承諾を取り付けた

上で、ＲＯＵＮＤ ＴＷＯの営業員が消費者宅を訪問し、同所において当該

消費者から物品の売買契約（以下「本件売買契約」という。）の申込みを受

け、又は当該消費者との間で本件売買契約を締結して物品の購入を行ってい

た。 

 

３ 行政処分の内容 

（１）業務停止命令 

  ア 内容 

特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」という。）第５８条

の４に規定する訪問購入に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

① ＲＯＵＮＤ ＴＷＯの行う訪問購入に関する売買契約の締結につい

て勧誘すること。 

② ＲＯＵＮＤ ＴＷＯの行う訪問購入に関する売買契約の申込みを受

けること。 

③ ＲＯＵＮＤ ＴＷＯの行う訪問購入に関する売買契約を締結するこ

と。 

イ 停止命令の期間 

    平成３０年３月２３日から同年６月２２日まで（３か月間） 

 

（２）指示 

ア ＲＯＵＮＤ ＴＷＯは、特定商取引に関する法律の一部を改正する法
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律による改正前の特定商取引に関する法律（以下「旧法」という。）第

５８条の６第１項が禁止する勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、

旧法第５８条の８第２項に規定する書面の交付義務に違反する行為（記

載不備）及び旧法第５８条の９に規定する物品の引渡しの拒絶に関する

告知義務に違反する行為を行っていた。かかる行為は、旧法の禁止する

ところであり、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、平成３０年４月２３日までに、消費者庁長

官まで文書にて報告すること。 

イ ＲＯＵＮＤ ＴＷＯは、前記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、

消費者庁長官まで文書にて報告すること。 

 

４ 処分の原因となる事実 

ＲＯＵＮＤ ＴＷＯは、以下のとおり、旧法に違反する行為を行っており、

訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が著しく害されるお

それがあると認められた。 

（１）勧誘の要請をしていない者に対する勧誘（旧法第５８条の６第１項） 

ＲＯＵＮＤ ＴＷＯは、遅くとも平成２９年５月頃以降、本件売買契約 

の締結について、受託会社を介して、「いらない服や靴はありませんか。」

等と消費者宅に電話をかけ、消費者から自宅において買取りを希望する物

品の勧誘をすることについて承諾を取り付けた上でＲＯＵＮＤ ＴＷＯの

営業員が消費者宅を訪問し、当該消費者が事前に勧誘の要請をしていない

貴金属等の売買契約の締結について勧誘をしていた。 

 

（２）契約書面の交付義務違反（旧法第５８条の８第２項） 

ＲＯＵＮＤ ＴＷＯは、遅くとも平成２９年２月頃以降、消費者宅にお 

いて、消費者と訪問購入に係る物品の売買契約を締結した際、代金を支払

い、かつ、物品の引渡しを受けたとき、その売買契約の相手方に交付しな

ければならない書面において、以下の事項につき不備のあるものを交付し

ていた。 

ア 物品の購入価格 

イ 売買契約締結担当者の氏名 

ウ 物品の特徴 

 

（３）物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反（旧法第５８条の９） 

ＲＯＵＮＤ ＴＷＯは、遅くとも平成２９年５月頃以降、本件売買契約
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の相手方である消費者から直接物品の引渡しを受ける時、当該消費者に対

し、旧法第５８条の８第２項に規定する売買契約の内容を明らかにする書

面を受領した日から起算して８日以内（以下「クーリング・オフ期間」と

いう。）は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていなかった。 

 

５ 勧誘事例 

【事例１】（勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、物品の引渡しの拒絶に関 

する告知義務違反） 

平成２９年５月頃、ＲＯＵＮＤ ＴＷＯを名のる受託会社のテレフォンアポ

インター（以下「テレアポ」という。）から消費者Ａ宅に「いらない服や靴は

ありませんか。買取りします。」等と電話があった。それに対し、Ａは「ブラ

ンド品でなくても大丈夫ですか。」と質問したところ、テレアポが「大丈夫で

す。」と答えたことから、Ａは、ＲＯＵＮＤ ＴＷＯの営業員の訪問を承諾し

た。 

翌日、ＲＯＵＮＤ ＴＷＯの営業員Ｚは、Ａ宅を訪問し、名刺を交付しなが

ら挨拶をした後、Ａが玄関に並べた衣類等を査定した。その後、Ｚは、「アク

セサリーはありませんか。」等と述べて、アクセサリーに係る売買契約につい

て勧誘を行い、ＡはＲＯＵＮＤ ＴＷＯとの間で同契約を締結した。Ａは、そ

の場で当該アクセサリーをＺに引き渡したが、その際、Ｚからは、クーリング・

オフ期間は売却した物品の引渡しを拒むことができる旨の説明を受けなかっ

た。 

 

【事例２】（勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、物品の引渡しの拒絶に関 

する告知義務違反） 

平成２９年６月頃、ＲＯＵＮＤ ＴＷＯを名のる受託会社のテレアポから消

費者Ｂ宅に「着物とか家具とか靴でも何でもいいんです。」等と買取りを希望

する電話があった。それを受けて、Ｂは「洋服や着物があるので。」と伝えて、

ＲＯＵＮＤ ＴＷＯの営業員の訪問を承諾した。 

数日後、ＲＯＵＮＤ ＴＷＯの営業員Ｙは、Ｂ宅を訪問し、Ｂが自宅内に並

べた衣類等を査定した後、室内の別の場所に置いていた貴金属を指差しなが

ら、「こういった物を今まで売ったことはありますか。」、「他にないの、記

念硬貨でもいいですよ。」等と述べて、貴金属に係る売買契約について勧誘を

行い、ＢはＲＯＵＮＤ ＴＷＯとの間で同契約を締結した。Ｂは、その場で当

該貴金属をＹに引き渡したが、その際、Ｙからは、クーリング・オフ期間は売

却した物品の引渡しを拒むことができる旨の説明を受けなかった。 
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