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平成２９年１１月２日 

 

 

株式会社ＡＲＳ及び株式会社リュウセン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、株式会社ＡＲＳ（以下「ＡＲＳ」といいます。）及び株式会社

リュウセン（以下「リュウセン」といいます。）に対し、両社がそれぞれ供給する日

常生活における各種トラブルを解決するための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１号（優良誤認）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、それぞれ措置命令（別添１及び別添２参照）を

行いました。 

 

第１ 違反行為者の概要 

 １ ＡＲＳ 

   名  称 株式会社ＡＲＳ（法人番号 4010001140971） 

所 在 地 東京都台東区上野七丁目６番５号 

代 表 者 代表取締役 河村 公紀 

設立年月 平成２３年７月 

資 本 金 １０００万円（平成２９年１０月現在） 

 

 ２ リュウセン 

   名  称 株式会社リュウセン（法人番号 7010501034869） 

所 在 地 東京都台東区上野七丁目６番５号 

代 表 者 代表取締役 津田 克也 

設立年月 平成２５年２月 

資 本 金 １１５万円（平成２９年１０月現在） 

 

第２ 措置命令の概要 

１ ＡＲＳ 

(1) 対象役務 

別表１、別表２及び別表３記載の日常生活におけるトラブルを解決するため

の１５役務の各役務 

 

(2) 対象表示の概要と実際 

  ア 表示媒体 

     自社ウェブサイト及び自社とは無関係の事業者が運営するものであるか
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のように装ったウェブサイト 

   イ 表示期間 

     それぞれ別表５ないし別表１９「表示期間」欄記載の期間 

   ウ 表示内容と実際 

    (ｱ) 役務提供の拠点数に係る表示 

     ａ 表示内容 

       別表１記載の５役務及び別表３記載の５役務の各役務について、それ

ぞれ、自社ウェブサイトにおいて、別表５及び別表１６「表示内容」欄

記載のとおり記載することにより、あたかも、当該１０役務の各役務を

提供する拠点が全国各地に１，０００か所又は１，０００か所以上と多

数存在するかのように示す表示をしていた（例として別紙１及び別紙３

「（ｱ）」の箇所参照）。 

     ｂ 実際 

       当該１０役務の各役務を提供する拠点の数は、それぞれ、別表５及び

別表１６「実際の内容」欄記載のとおりであって１，０００を大きく下

回っていた。 

    (ｲ) 受注実績及び取材実績に係る表示 

     ａ 表示内容 

       自社ウェブサイトにおいて 

      ① 別表１記載の５役務及び別表３記載の５役務の各役務について、そ

れぞれ、別表６及び別表１７「表示内容」欄記載のとおり記載するこ

とにより、あたかも、当該１０役務の各役務の年間受注実績等が１０

万件又は１０万件以上であるかのように示す表示をしていた（例とし

て別紙１及び別紙３「（ｲ）①」の箇所参照）。 

      ② 別表１記載の５役務のうち「クラピタル」と称する屋号による鍵ト

ラブル解決サービスを除く４役務、別表２記載の５役務のうち「街の

鍵屋さん」と称する屋号による鍵トラブル解決サービスを除く４役務

及び別表３記載の５役務のうち「ライフ救急車」と称する屋号による

鍵トラブル解決サービスを除く４役務の各役務について、それぞれ、

別表６、別表１３及び別表１７「表示内容」欄のとおり記載すること

により、あたかも、当該１２役務の各役務について、同各表「表示内

容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等から多数の受注実績

があるかのように示す表示をしていた（例として別紙１、別紙２及び

別紙３「（ｲ）②」の箇所参照）。 

      ③ 別表１記載の５役務並びに「ライフ救急車」と称する屋号による鍵

トラブル解決サービス、「ライフ救急車」と称する屋号による水まわ

りトラブル解決サービス及び「ライフ救急車」と称する屋号によるガ

ラストラブル解決サービスの各役務について、それぞれ、別表６及び
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別表１７「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、

当該８役務の各役務について、同各表「表示内容」欄に記載されたテ

レビ番組からの取材実績があるかのように示す表示をしていた（例と

して別紙１「（ｲ）③」の箇所参照）。 

     ｂ 実際 

      ① 前記ａ①について、当該１０役務の各役務に係る年間受注実績等は、

それぞれ、別表６及び別表１７「実際の内容」欄記載のとおりであっ

て１０万件を大きく下回っていた。 

      ② 前記ａ②について、当該１２役務の各役務に係る別表６、別表１３

及び別表１７「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者

等からの受注実績は、それぞれ、同各表「実際の内容」欄記載のとお

りであってこれらの一部又は大部分からの受注実績がなかった。 

③ 前記ａ③について、当該８役務の各役務に係る別表６及び別表１７

「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの取材実績は、それぞれ、

同各表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの一部又は全部

からの取材実績がなかった。 

    (ｳ) 「最大手」、「業界Ｎｏ．１」、「日本一」等の表示 

     ａ 表示内容 

       自社ウェブサイトにおいて 

      ① 別表１記載の５役務の各役務について、それぞれ、別表７「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各

役務に係る業界において自社が最大手又は一番の事業者であるかの

ように示す表示をしていた（例として別紙１「（ｳ）①」の箇所参照）。 

      ② 別表１記載の５役務の各役務について、それぞれ、別表８「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各

役務に係る業界において自社の技術力が第１位であるかのように示

す表示をしていた（例として別紙１「（ｳ）②」の箇所参照）。 

      ③ 別表１記載の５役務の各役務について、それぞれ、別表９「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各

役務に係る業界において自社の年間受注実績が第１位であるかのよ

うに示す表示をしていた（例として別紙１「（ｳ）③」の箇所参照）。 

      ④ 別表１記載の５役務の各役務について、それぞれ、別表１０「表示

内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の

各役務について自社が実施した顧客アンケートにおける「大満足」又

は「満足」と回答した者の割合が９３．０％であり、また、当該５役

務の各役務に係る業界において自社の顧客満足度が第１位であるか

のように示す表示をしていた（例として別紙１「（ｳ）④」の箇所参照）。 

      ⑤ 別表２記載の５役務の各役務について、それぞれ、別表１４「表示
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内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の

各役務の質及び技術力が高いことから、当該５役務の各役務を利用し

ようとする一般消費者が所在する地域において自社の顧客満足度が

第１位であるかのように示す表示をしていた（例として別紙２「（ｳ）

⑤」の箇所参照）。 

      ⑥ 「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラブル解決サービス及び

「ライフ救急車」と称する屋号によるガラストラブル解決サービスの

各役務について、それぞれ、別表１８「表示内容」欄記載のとおり記

載することにより、あたかも、当該２役務の各役務に係る自社の顧客

満足度が継続して高水準を達成しているかのように示す表示をして

いた。 

     ｂ 実際 

       前記ａの表示について、当庁は、景品表示法第７条第２項の規定に基

づき、ＡＲＳに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めたところ、ＡＲＳは、①、④、⑤及び⑥の表示については

当該資料を提出せず、②及び③の表示については資料を提出したが、当

該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すもので

あるとは認められないものであった。 

    (ｴ) 作業員の現場到着時間に係る表示 

     ａ 表示内容 

  別表１記載の５役務、別表２記載の５役務及び別表３記載の５役務の

各役務について、それぞれ、自社ウェブサイトにおいて、別表１１、別

表１５及び別表１９「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、

あたかも、当該１５役務の各役務について、同業他社と比較して作業員

が最も早く現場に到着し、また、最短１５分での到着も期待できるかの

ように示す等の表示をしていた（例として別紙１、別紙２及び別紙３

「（ｴ）」の箇所参照）。 

ｂ 実際 

  前記ａの表示について、当庁は、景品表示法第７条第２項の規定に基

づき、ＡＲＳに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めたところ、ＡＲＳは、同業他社と比較して作業員が最も早

く現場に到着するかのように示す表示については当該資料を提出せず、

最短１５分での到着も期待できるかのように示す等の表示については

資料を提出したが、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理

的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

    (ｵ) 比較サイトにおける同業他社との比較表示 

     ａ 表示内容 

① 「電気の１１０番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サ
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ービス、「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル解決サ

ービス及び「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サ

ービスの各役務について、それぞれ、実際にはＡＲＳが運営している

にもかかわらず自社とは無関係の事業者が運営するものであるかの

ように装った「電気のトラブルお助け隊」と称する比較サイトにおい

て、別表１２「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あた

かも、当該サイト運営事業者が、５０を超す電気トラブル解決サービ

ス提供事業者から選定した１５事業者のサービス内容を客観的に比

較した結果、「電気の１１０番救急車」と称する屋号による電気トラ

ブル解決サービスが第１位、「街の電気屋さん」と称する屋号による

電気トラブル解決サービスが第２位、「ライフ救急車」と称する屋号

による電気トラブル解決サービスが第３位として評価されたかのよ

うに示す表示をしていた（別紙４「（ｵ）」の箇所参照）。 

② 「クラピタル」と称する屋号による害虫トラブル解決サービス、「街

の害虫駆除屋さん」と称する屋号による害虫トラブル解決サービス及

び「ライフ救急車」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスの

各役務について、それぞれ、実際にはＡＲＳが運営しているにもかか

わらず自社とは無関係の事業者が運営するものであるかのように装

った「害虫＆害獣駆除業者比較ナビ」と称する比較サイトにおいて、

別表１２「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、

当該サイト運営事業者が、全国から選定した１５の害虫トラブル解決

サービス提供事業者のサービス内容を客観的に比較した結果、「クラ

ピタル」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスが第１位、「街

の害虫駆除屋さん」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスが

第２位、「ライフ救急車」と称する屋号による害虫トラブル解決サー

ビスが第３位として評価されたかのように示す表示をしていた（別紙

５「（ｵ）」の箇所参照）。 

     ｂ 実際 

       前記ａの表示について、当庁は、景品表示法第７条第２項の規定に基

づき、ＡＲＳに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めたところ、ＡＲＳは、当該資料を提出しなかった。 

 

(3) 命令の概要 

ア 前記(2)の表示は、それぞれ、別表１記載の５役務、別表２記載の５役務

及び別表３記載の５役務の各役務の内容について、一般消費者に対し、実際

のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違してＡＲＳと同種若

しくは類似の役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良

であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者
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に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

２ リュウセン 

(1) 対象役務 

別表４記載のパソコン関係のトラブルを解決するための３役務の各役務 

 

(2) 対象表示の概要と実際 

  ア 表示媒体 

     自社ウェブサイト 

   イ 表示期間 

     それぞれ別表２０ないし別表３２「表示期間」欄記載の期間 

   ウ 表示内容と実際 

    (ｱ) 役務提供の拠点数に係る表示 

     ａ 表示内容 

       「クラピタル」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービス及

び「ライフ救急車」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービス

の各役務について、それぞれ、別表２０及び別表３０「表示内容」欄記

載のとおり記載することにより、あたかも、当該２役務の各役務を提供

する拠点が全国各地に１，０００か所又は１，０００か所以上と多数存

在するかのように示す表示をしていた。 

     ｂ 実際 

       当該２役務の各役務を提供する拠点の数は、それぞれ、別表２０及び

別表３０「実際の内容」欄記載のとおりであって１，０００を大きく下

回っていた。 

    (ｲ) 受注実績及び取材実績に係る表示 

     ａ 表示内容 

      ① 「クラピタル」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービス

及び「ライフ救急車」と称する屋号によるパソコントラブル解決サー

ビスの各役務について、それぞれ、別表２１及び別表３１「表示内容」

欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該２役務の各役務

の年間受注実績が１０万件又は１０万件以上であるかのように示す

表示をしていた。 

      ② 別表４記載の３役務の各役務について、それぞれ、別表２１、別表

２７及び別表３１「表示内容」欄のとおり記載することにより、あた

かも、当該３役務の各役務について、同各表「表示内容」欄に記載さ

れたロゴマーク等に係る事業者等から多数の受注実績があるかのよ
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うに示す表示をしていた。 

      ③ 「クラピタル」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービス

及び「ライフ救急車」と称する屋号によるパソコントラブル解決サー

ビスの各役務について、それぞれ、別表２１及び別表３１「表示内容」

欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該２役務の各役務

について、同各表「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの取材

実績があるかのように示す表示をしていた。 

     ｂ 実際 

      ① 前記ａ①について、当該２役務の各役務に係る年間受注実績は、そ

れぞれ、別表２１及び別表３１「実際の内容」欄記載のとおりであっ

て１０万件を大きく下回っていた。 

      ② 前記ａ②について、当該３役務の各役務に係る別表２１、別表２７

及び別表３１「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者

等からの受注実績は、それぞれ、同各表「実際の内容」欄記載のとお

りであってこれらの一部又は大部分からの受注実績がなかった。 

③ 前記ａ③について、当該２役務の各役務に係る別表２１及び別表３

１「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの取材実績は、それぞ

れ、同各表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの全部から

の取材実績がなかった。 

    (ｳ) 「最大手」、「業界Ｎｏ．１」、「日本一」等の表示 

     ａ 表示内容 

      ① 「クラピタル」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービス

について、別表２２「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、

あたかも、当該役務に係る業界において自社が最大手又は一番の事業

者であるかのように示す表示をしていた。 

      ② 「クラピタル」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービス

について、別表２３「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、

あたかも、当該役務に係る業界において自社の技術力が第１位である

かのように示す表示をしていた。 

      ③ 「クラピタル」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービス

について、別表２４「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、

あたかも、当該役務に係る業界において自社の年間受注実績が第１位

であるかのように示す表示をしていた。 

      ④ 「クラピタル」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービス

について、別表２５「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、

あたかも、当該役務について自社が実施した顧客アンケートにおける

「大満足」又は「満足」と回答した者の割合が９３．０％であり、ま

た、当該役務の各役務に係る業界において自社の顧客満足度が第１位



８ 

 

であるかのように示す表示をしていた。 

      ⑤ 「街のパソコン屋さん」と称する屋号によるパソコントラブル解決

サービスについて、別表２８「表示内容」欄記載のとおり記載するこ

とにより、あたかも、当該役務の質及び技術力が高いことから、当該

役務を利用しようとする一般消費者が所在する地域において自社の

顧客満足度が第１位であるかのように示す表示をしていた。 

     ｂ 実際 

       前記ａの表示について、当庁は、景品表示法第７条第２項の規定に基

づき、リュウセンに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す

資料の提出を求めたところ、リュウセンは、①、④及び⑤の表示につい

ては当該資料を提出せず、②及び③の表示については資料を提出したが、

当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すもの

であるとは認められないものであった。 

    (ｴ) 作業員の現場到着時間に係る表示 

     ａ 表示内容 

  別表４記載の３役務の各役務について、それぞれ、別表２６、別表２

９及び別表３２「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あた

かも、当該３役務の各役務について、同業他社と比較して作業員が最も

早く現場に到着し、また、最短１５分での到着も期待できるかのように

示す等の表示をしていた。 

     ｂ 実際 

       前記ａの表示について、当庁は、景品表示法第７条第２項の規定に基

づき、リュウセンに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す

資料の提出を求めたところ、リュウセンは、同業他社と比較して作業員

が最も早く現場に到着するかのように示す表示については当該資料を

提出せず、最短１５分での到着も期待できるかのように示す等の表示に

ついては資料を提出したが、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

 

(3) 命令の概要 

ア 前記(2)の表示は、それぞれ、別表４記載の３役務の各役務の内容につい

て、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであ

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 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 
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【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電  話：０３（３５０７）９２４０ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.caa.go.jp/ 
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別表１ 

番号 役務 

１ 「電気の１１０番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービス 

２ 「クラピタル」と称する屋号による鍵トラブル解決サービス 

３ 「クラピタル」と称する屋号による水まわりトラブル解決サービス 

４ 「クラピタル」と称する屋号によるガラストラブル解決サービス 

５ 「クラピタル」と称する屋号による害虫トラブル解決サービス 

 

別表２ 

番号 役務 

１ 「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル解決サービス 

２ 「街の鍵屋さん」と称する屋号による鍵トラブル解決サービス 

３ 「街の水道屋さん」と称する屋号による水まわりトラブル解決サービス 

４ 「街のガラス屋さん」と称する屋号によるガラストラブル解決サービス 

５ 「街の害虫駆除屋さん」と称する屋号による害虫トラブル解決サービス 

 

別表３ 

番号 役務 

１ 「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービス 

２ 「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラブル解決サービス 

３ 「ライフ救急車」と称する屋号による水まわりトラブル解決サービス 

４ 「ライフ救急車」と称する屋号によるガラストラブル解決サービス 

５ 「ライフ救急車」と称する屋号による害虫トラブル解決サービス 

 

別表４ 

番号 役務 

１ 「クラピタル」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービス 

２ 「街のパソコン屋さん」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービス 

３ 「ライフ救急車」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービス 
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別表５ 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

１ 「電気の１１０番

救急車」と称する

屋号による電気ト

ラブル解決サービ

ス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「全国１０００拠点！」 

・「１０００拠点」 

・「１，０００拠点 全国各地にスタッフを配備」 

・「全国１，０００以上の拠点に４，０００人以上のスタッフが常

駐！！」 

・「Ａ どのエリアに対応しているんでしょうか？ Ｑ 全国４７

都道府県に、１，０００店舗以上の拠点を持っております。」 

当該役務を提供する拠点の数はおおむね

２１０以下 

２ 「クラピタル」と

称する屋号による

鍵トラブル解決サ

ービス 

平成２７年５月

２９日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「全国１０００拠点！」 

・「１０００拠点」 

・「１，０００拠点 全国各地にスタッフを配備」 

・「全国１，０００以上の拠点に４，０００人以上のスタッフが常

駐！！」 

・「Ａ どのエリアに対応しているんでしょうか？ Ｑ 全国４７

都道府県に、１，０００店舗以上の拠点を持っております。」 

当該役務を提供する拠点の数はおおむね

２３６以下 

３ 「クラピタル」と

称する屋号による

水まわりトラブル

解決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「全国１０００拠点！」 

・「１０００拠点」 

・「１，０００拠点 全国各地にスタッフを配備」 

・「全国１，０００以上の拠点に４，０００人以上のスタッフが常

駐！！」 

・「Ａ どのエリアに対応しているんでしょうか？ Ｑ 全国４７

都道府県に、１，０００店舗以上の拠点を持っております。」 

当該役務を提供する拠点の数はおおむね

１５１以下 

４ 「クラピタル」と

称する屋号による

ガラストラブル解

決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「全国１０００拠点！」 

・「１０００拠点」 

・「１，０００拠点 全国各地にスタッフを配備」 

・「全国１，０００以上の拠点に４，０００人以上のスタッフが常

駐！！」 

・「Ａ どのエリアに対応しているんでしょうか？ Ｑ 全国４７

都道府県に、１，０００拠点以上を持った業界最大手のガラス

修理屋です。」 

当該役務を提供する拠点の数はおおむね

１３８以下 
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番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

５ 「クラピタル」と

称する屋号による

害虫トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「全国１０００拠点！」 

・「１０００拠点」 

・「１，０００拠点 全国各地にスタッフを配備」 

・「全国１，０００以上の拠点に４，０００人以上のスタッフが常

駐！！」 

・「Ａ どのエリアに対応しているんでしょうか？ Ｑ 全国４７

都道府県に、１，０００店舗以上の拠点を持っております。」 

当該役務を提供する拠点の数はおおむね

９０以下 

 

別表６ 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

１ 「電気の１１０番

救急車」と称する

屋号による電気ト

ラブル解決サービ

ス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「年間実績１０万件以上 業界トップクラスの実績」 

・「選ばれて年間１０万件。」 

・「安心ポイント１ 年間実績１０万件以上」 

・「官公庁・有名企業御用達の確かな実績あるサービスです。」と

記載するとともに、「官公庁」と記載した上で、防衛省、警察庁、

国税庁及び国土交通省のロゴマーク等を、また、「有名企業」と

記載した上で、全農、日本郵便、ＪＲ東日本及び関西電力のロ

ゴマーク等を記載。 

・「安心ポイント３ メディア取材実績アリ 日本テレビＺＩＰ！ 

テレビ朝日グッド！モーニング 関西テレビよ～いどん！ メ

ディア・公への露出が安心に繋がっています。」 

・平成２７年及び平成２８年における最

多の年間受注実績は１２，４５８件 

・防衛省、警察庁、国土交通省、全農、

ＪＲ東日本及び関西電力のロゴマーク

等に係る事業者等からの受注実績はな

い。 

・いずれのテレビ番組からも取材実績は

ない。 

２ 「クラピタル」と

称する屋号による

鍵トラブル解決サ

ービス 

平成２７年５月

２９日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「年間実績１０万件以上 業界トップクラスの実績」 

・「選ばれて年間１０万件。」 

・「安心ポイント１ 年間実績１０万件以上」 

・「安心ポイント３ メディア取材実績アリ 日本テレビＺＩＰ！ 

テレビ朝日グッド！モーニング 関西テレビよ～いどん！ メ

ディア・公への露出が安心に繋がっています。」 

・平成２７年及び平成２８年における最

多の年間受注実績は１６，４６５件 

・日本テレビの「ＺＩＰ！」と称するテ

レビ番組及びテレビ朝日の「グッド！

モーニング」と称するテレビ番組から

の取材実績はない。 

３ 「クラピタル」と

称する屋号による

水まわりトラブル

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

・「年間実績１０万件以上 業界トップクラスの実績」 

・「選ばれて年間１０万件。」 

・「安心ポイント１ 年間実績１０万件以上」 

・平成２７年及び平成２８年における最

多の年間受注実績は２，８３５件 

・防衛省、警察庁、国税庁、全農、日本
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番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

解決サービス 日までの間 ・「官公庁・有名企業御用達の確かな実績あるサービスです。」と

記載するとともに、「官公庁」と記載した上で、防衛省、警察庁、

国税庁及び国土交通省のロゴマーク等を、また、「有名企業」と

記載した上で、全農、日本郵便、ＪＲ東日本及び関西電力のロ

ゴマーク等を記載。 

・「安心ポイント３ メディア取材実績アリ 日本テレビＺＩＰ！ 

テレビ朝日グッド！モーニング 関西テレビよ～いどん！ メ

ディア・公への露出が安心に繋がっています。」 

郵便、ＪＲ東日本及び関西電力のロゴ

マーク等に係る事業者等からの受注実

績はない。 

・いずれのテレビ番組からも取材実績は

ない。 

４ 「クラピタル」と

称する屋号による

ガラストラブル解

決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「年間実績１０万件以上 業界トップクラスの実績」 

・「選ばれて年間１０万件。」 

・「安心ポイント１ 年間実績１０万件以上」 

・「官公庁・有名企業御用達の確かな実績あるサービスです。」と

記載するとともに、「官公庁」と記載した上で、防衛省、警察庁、

国税庁及び国土交通省のロゴマーク等を、また、「有名企業」と

記載した上で、全農、日本郵便、ＪＲ東日本及び関西電力のロ

ゴマーク等を記載。 

・「安心ポイント３ メディア取材実績アリ 日本テレビＺＩＰ！ 

テレビ朝日グッド！モーニング 関西テレビよ～いどん！ メ

ディア・公への露出が安心に繋がっています。」 

・平成２７年及び平成２８年における最

多の年間受注実績は４，３６４件 

・警察庁、国税庁、国土交通省、ＪＲ東

日本及び関西電力のロゴマーク等に係

る事業者等からの受注実績はない。 

・関西テレビの「よ～いどん！」と称す

るテレビ番組からの取材実績はない。 

５ 「クラピタル」と

称する屋号による

害虫トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「年間実績１０万件以上 業界トップクラスの実績」 

・「選ばれて年間１０万件。」 

・「安心ポイント１ 年間実績１０万件以上」 

・「官公庁・有名企業御用達の確かな実績あるサービスです。」と

記載するとともに、「官公庁」と記載した上で、防衛省、警察庁、

国税庁及び国土交通省のロゴマーク等を、また、「有名企業」と

記載した上で、全農、日本郵便、ＪＲ東日本及び関西電力のロ

ゴマーク等を記載。 

・「安心ポイント３ メディア取材実績アリ 日本テレビＺＩＰ！ 

テレビ朝日グッド！モーニング 関西テレビよ～いどん！ メ

ディア・公への露出が安心に繋がっています。」 

・平成２７年及び平成２８年における最

多の年間受注実績は１，６９６件 

・防衛省、警察庁、国税庁、全農、ＪＲ

東日本及び関西電力のロゴマーク等に

係る事業者等からの受注実績はない。 

・いずれのテレビ番組からも取材実績は

ない。 
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別表７ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「電気の１１０番

救急車」と称する

屋号による電気ト

ラブル解決サービ

ス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「業界最大手の電気のプロが即日対応します。」 

・「電気の救急車は日本一の電気業者です！」 

・「業界Ｎｏ．１電気工事業者」 

２ 「クラピタル」と

称する屋号による

鍵トラブル解決サ

ービス 

平成２７年５月

２９日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「業界最大手の鍵のプロが即日対応します。」 

・「クラピタルは日本一の鍵業者です！」 

・「業界Ｎｏ．１鍵業者です。」 

３ 「クラピタル」と

称する屋号による

水まわりトラブル

解決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「業界最大手の水まわりのプロが即日対応します。」 

・「クラピタルは日本一の水道業者です！」 

・「業界Ｎｏ．１水道修理業者」 

４ 「クラピタル」と

称する屋号による

ガラストラブル解

決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「業界最大手のガラスのプロが即日対応します。」 

・「クラピタルは日本一のガラス業者です！」 

・「業界Ｎｏ．１ガラス業者」 

・「業界最大手のガラス屋」 

５ 「クラピタル」と

称する屋号による

害虫トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「業界最大手の害虫のプロが即日対応します。」 

・「クラピタルは日本一の害虫駆除業者です！」 

・「業界Ｎｏ．１害虫駆除業者」 

 

別表８ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「電気の１１０番

救急車」と称する

屋号による電気ト

ラブル解決サービ

ス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その１ 技術力 トラブル解決日本一！」 

・「技術力 日本一！」 

・「安心ポイント２ 日本一の電気工事技術」 

・「日本一の技術でトラブルを解決」 
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番号 役務 表示期間 表示内容 

２ 「クラピタル」と

称する屋号による

鍵トラブル解決サ

ービス 

平成２７年５月

２９日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その１ 技術力 トラブル解決日本一！」 

・「技術力 日本一！」 

・「安心ポイント２ 日本一の鍵開け技術」 

・「日本一の技術でトラブルを解決」 

３ 「クラピタル」と

称する屋号による

水まわりトラブル

解決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その１ 技術力 トラブル解決日本一！」 

・「技術力 日本一！」 

・「安心ポイント２ 日本一の水まわりの工事技術」 

・「日本一の技術でトラブルを解決」 

・「日本一を誇る技術力でお客様のトラブルを適切に解決いたします。」 

４ 「クラピタル」と

称する屋号による

ガラストラブル解

決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その１ 技術力 トラブル解決日本一！」 

・「技術力 日本一！」 

・「安心ポイント２ 日本一のガラス工事技術」 

・「日本一の技術でトラブルを解決」  

・「日本一を誇る技術力でトラブルを解決いたします。」 

５ 「クラピタル」と

称する屋号による

害虫トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その１ 技術力 トラブル解決日本一！」 

・「技術力 日本一！」 

・「安心ポイント２ 日本一の害虫駆除技術」 

・「日本一の技術でトラブルを解決」 

・「日本一を誇る対応実績と技術力で、お客様の害虫・害獣・害鳥トラブルを適切に解決いたします。」 

 

別表９ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「電気の１１０番

救急車」と称する

屋号による電気ト

ラブル解決サービ

ス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その２ 対応実績 年間実績日本一！ 設備工事サービス業における公開データを同業他社と比較（２０

１５年 自社調べ）」 

・「対応実績 日本一！」 

２ 「クラピタル」と

称する屋号による

鍵トラブル解決サ

平成２７年５月

２９日から平成

２９年１月２０

・「その２ 対応実績 年間実績日本一！ 鍵修理サービス業における公開データを同業他社と比較（２０１

５年 自社調べ）」 

・「対応実績 日本一！」 



 

 

 

１
６
 

番号 役務 表示期間 表示内容 

ービス 日までの間 

３ 「クラピタル」と

称する屋号による

水まわりトラブル

解決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その２ 対応実績 年間実績日本一！ 設備サービス業における公開データを同業他社と比較（２０１５

年 自社調べ）」 

・「対応実績 日本一！」 

４ 「クラピタル」と

称する屋号による

ガラストラブル解

決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その２ 対応実績 年間実績日本一！ 設備サービス業における公開データを同業他社と比較（２０１５

年 自社調べ）」 

・「対応実績 日本一！」 

５ 「クラピタル」と

称する屋号による

害虫トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その２ 対応実績 年間実績日本一！ 設備サービス業における公開データを同業他社と比較（２０１５

年 自社調べ）」 

・「対応実績 日本一！」 

 

別表１０ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「電気の１１０番

救急車」と称する

屋号による電気ト

ラブル解決サービ

ス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その３ 満足度 お客様満足度日本一！」 

・「満足度 日本一！」 

・「お客様満足度、業界Ｎｏ．１ 多くの方に『電気の救急車を選んでよかった』と支持されています。 満

足度調査※ 大満足６０％ 満足３３％ どちらでもない」、「２０１４年度のお客様アンケート ３８２名

のうち、３５５名が満足とお答え」 

・「電気の救急車のお客様満足度は・・・９３．０％！！ 満足度Ｎｏ．１ ２０１４年度のお客様アンケー

ト３８２名のうち、３５５名が満足とお答え」 

２ 「クラピタル」と

称する屋号による

鍵トラブル解決サ

ービス 

平成２７年５月

２９日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その３ 満足度 お客様満足度日本一！」 

・「満足度 日本一！」 

・「お客様満足度、業界Ｎｏ．１ 多くの方に『クラピタルを選んでよかった』と支持されています。 満足

度調査※ 大満足６０％ 満足３３％ どちらでもない」、「２０１４年度のお客様アンケート ３８２名の

うち、３５５名が満足とお答え」 

・「クラピタルのお客様満足度は・・・９３．０％！！ 満足度Ｎｏ．１ ※２０１４年度のお客様アンケー

ト（３８２名）のうち、３５５名が満足とお答え」 



 

 

 

１
７
 

番号 役務 表示期間 表示内容 

３ 「クラピタル」と

称する屋号による

水まわりトラブル

解決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その３ 満足度 お客様満足度日本一！」 

・「満足度 日本一！」 

・「お客様満足度、業界Ｎｏ．１ 多くの方に『クラピタルを選んでよかった』と支持されています。 満足

度調査※ 大満足６０％ 満足３３％ どちらでもない」、「２０１４年度のお客様アンケート ３８２名の

うち、３５５名が満足とお答え」 

・「クラピタルのお客様満足度は・・・９３．０％！！ 満足度Ｎｏ．１ ※２０１４年度のお客様アンケー

ト（３８２名）のうち、３５５名が満足とお答え」 

４ 「クラピタル」と

称する屋号による

ガラストラブル解

決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その３ 満足度 お客様満足度日本一！」 

・「満足度 日本一！」 

・「お客様満足度、業界Ｎｏ．１ 多くの方に『クラピタルを選んでよかった』と支持されています。 満足

度調査※ 大満足６０％ 満足３３％ どちらでもない」、「２０１４年度のお客様アンケート ３８２名の

うち、３５５名が満足とお答え」 

・「クラピタルのお客様満足度は・・・９３．０％！！ 満足度Ｎｏ．１ ２０１４年度のお客様アンケート

３８２名のうち、３５５名が満足とお答え」 

５ 「クラピタル」と

称する屋号による

害虫トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その３ 満足度 お客様満足度日本一！」 

・「満足度 日本一！」 

・「お客様満足度、業界Ｎｏ．１ 多くの方に『クラピタルを選んでよかった』と支持されています。 満足

度調査※ 大満足６０％ 満足３３％ どちらでもない」、「※２０１４年度お客様アンケート集計結果」 

・「クラピタルのお客様満足度は・・・９３．０％！！ 満足度Ｎｏ．１」 

 

別表１１ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「電気の１１０番

救急車」と称する

屋号による電気ト

ラブル解決サービ

ス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「電気のトラブル最短１５分」 

・「電気の救急車は最短１５分で現場まで到着。」 

・「最短１５分で現場到着」 

・「保証Ｎｏ．２ 業界最速」 

・「業界最速」、「日本全国１，０００箇所以上の拠点から最短距離のスタッフを派遣。全国各地に点在する拠

点から、最短距離のスタッフを派遣。お客様のお近くにいるスタッフが駆けつけるため、どこの電気屋より

も早く現場へ到着することが可能です。」 

２ 「クラピタル」と 平成２７年５月 ・「鍵のトラブル最短１５分」 



 

 

 

１
８
 

番号 役務 表示期間 表示内容 

称する屋号による

鍵トラブル解決サ

ービス 

２９日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「クラピタルは最短１５分で現場まで到着。」 

・「最短１５分で到着」 

・「保証Ｎｏ．２ 業界最速」 

・「業界最速水準」、「日本全国に多数ある拠点から最短距離のスタッフを派遣。全国各地に点在する拠点から、

最短距離のスタッフを派遣。お客様のお近くにいるスタッフが駆けつけるため、どこの鍵屋よりも早く現場

へ到着することが可能です。」 

３ 「クラピタル」と

称する屋号による

水まわりトラブル

解決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「水まわりのトラブル最短１５分」 

・「クラピタルは最短１５分で現場まで到着。」 

・「最短１５分で現場到着」 

・「保証Ｎｏ．２ 業界最速」 

・「業界最速」、「日本全国１，０００箇所以上の拠点から最短距離のスタッフを派遣。全国各地に点在する拠

点から、最短距離のスタッフを派遣。お客様のお近くにいるスタッフが駆けつけるため、どこの業者よりも

早く現場へ到着することが可能です。」 

４ 「クラピタル」と

称する屋号による

ガラストラブル解

決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「ガラスのトラブル最短１５分」 

・「クラピタルは最短１５分で現場まで到着。」 

・「最短１５分で現場到着」 

・「保証Ｎｏ．２ 業界最速」 

・「業界最速」、「日本全国１，０００箇所以上の拠点から最短距離のスタッフを派遣。全国各地に点在する拠

点から、最短距離のスタッフを派遣。お客様のお近くにいるスタッフが駆けつけるため、どこの業者よりも

早く現場へ到着することが可能です。」 

５ 「クラピタル」と

称する屋号による

害虫トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「害虫のトラブル最短１５分」 

・「クラピタルは最短１５分で現場まで到着。」 

・「最短１５分で現場到着」 

・「保証Ｎｏ．２ 業界最速」 

・「業界最速」、「日本全国１，０００箇所以上の拠点から最短距離のスタッフを派遣。全国各地に点在する拠

点から、最短距離のスタッフを派遣。お客様のお近くにいるスタッフが駆けつけるため、どこの業者よりも

早く現場へ到着することが可能です。」 

 

 

 



 

 

 

１
９
 

別表１２ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ ・「電気の１１０番

救急車」と称す

る屋号による電

気トラブル解決

サービス 

・「街の電気屋さ

ん」と称する屋

号による電気ト

ラブル解決サー

ビス 

・「ライフ救急車」

と称する屋号に

よる電気トラブ

ル解決サービス 

平成２８年１１

月１４日から平

成２９年６月３

０日までの間 

・「５０を超す業者サイトから優良業者を１５に厳選！ 即日対応・土日対応の電気工事業者を徹底比較 早

い！安い！施工件数豊富 顧客満足度トップクラスの安心工事業者を探そう！」 

・「比較検索とランキングで自分にベストな業者を発見！」、「電気のトラブルが起こったとき、どこへ連絡す

ればいいのかわからない。そんな方のために、全国の優良業者をランキング形式で紹介しているのがこのサ

イト。連絡からの到着時間や料金、対応できる作業の内容などを細かくチェック。信頼できる業者のみをピ

ックアップしました。」 

・「当サイト掲載の基準＆信頼性 ①５０を超す電気工事業者サイトを吟味の上、優良業者を１５に厳選！ ②

業者サイトに記載されている情報を隅々まで精査、優良情報を完全に網羅！ ③他社アンケートサイトを使

用し、厳選した１５の業者の口コミを調査！ ④口コミは誹謗中傷などを除き、依頼の参考となる内容のみ

を公開！ ⑤電気工事や業者に精通した管理人が、業者のサービス内容などを解説！」 

・「１位 電気の１１０番救急車」 

・「２位 電気の修理屋さん」と記載した上で、当該記載の近接箇所に、「街の電気屋さん」と称する屋号によ

る電気トラブル解決サービスに係るウェブサイトの画像を掲載し、また、「公式サイト」と題するバナーを

掲載し、当該バナーをクリックすると「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル解決サービスに

係るウェブサイトに遷移するよう設定していた。 

・「３位 ライフ救急車」 

・「このサイトについて 当サイトでは、電気のトラブルに関する役立つ情報を提供しています。サイト運営

が選りすぐった優良修理業者の紹介や、電気や電気工事に関する知識をご紹介しています。」 

２ ・「クラピタル」と

称する屋号によ

る害虫トラブル

解決サービス 

・「街の害虫駆除屋

さん」と称する

屋号による害虫

トラブル解決サ

ービス 

・「ライフ救急車」

と称する屋号に

平成２８年９月

２日から平成２

９年６月３０日

までの間 

・「全国から１５社を厳選 ゴキブリ・ハチ・ネズミ 駆除業者を徹底比較 駆除業者探しに必見！ ゴキブ

リ・ハチ・ネズミなどの害虫・害獣駆除業者で一番安くて一番早い安心安全おすすめな業者を紹介」 

・「害虫・害獣駆除業者で 安さ・早さ・安全性の高い業者を厳選！」、「当サイトでは、全国の害虫・害獣駆

除業者の中から『安さ・早さ・安全』で信頼できる業者のみを調べご紹介。もしもの害虫・害獣トラブルの

際にお役に立てる情報を集めました。」 

・「当サイトで掲載している害虫・害獣駆除業者の基準 １．運営スタッフが実際に問い合わせや見積もりを

依頼し、好印象だった業者のみを厳選 ２．ランキングはネットリサーチサイトなどを使用し、公平に審査 

３．サービスの安さ、早さ、安全性などを調べ、詳しくご紹介 ４．利用したユーザーの口コミや感想は、

依頼の参考になるものを厳選して多くご紹介」 

・「業者比較ナビイチオシの業者ランキングトップ１０」 

・「第１位 クラピタル」 



 

 

 

２
０
 

番号 役務 表示期間 表示内容 

よる害虫トラブ

ル解決サービス 

・「第２位 街の害虫駆除屋さん」 

・「第３位 ライフ救急車」 

・「お客様アンケート ※当サイトのランキング基準は、以下を根拠としています。当サイトでは、各業者サ

イトのサービス・サポートを実際にご利用いただいたお客様にアンケート調査を実施し、その結果を集計さ

せていただきました。 ・調査の企画元： ・調査目的：害虫駆除業者におけるサービスの実態調査 ・調

査方法： ・実施時期： ・実施方法： ・調査対象地域： ・調査対象者： ・有効回答数：」 

 

別表１３ 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

１ 「街の電気屋さ

ん」と称する屋号

による電気トラブ

ル解決サービス 

平成２７年１０

月９日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「有名企業様からご贔屓いただいてます♪ 防衛省 警察庁 国

税庁 国土交通省 日本郵便 ＪＲ東日本 関西電力 全農 Ｔ

ＯＹＯＴＡ 三菱重工 ・大和ハウス ・読売新聞グループ ・

高島屋 ・ケンタッキーフライドチキン ・三井ホームエステー

ト ・三井東京ＵＦＪ銀行 ・洋服の青山 ・ほっかほっか亭 ・

三井のリハウス ・りそな銀行 ・ユニクロ ・セブンアンドア

イ ・日本ビルサービス ・みずほ銀行 ・バンダイ ・ファミ

リーマート ・大成建設 ・ＮＴＴ ・東芝 ・ブックオフ ・

鹿島建設 ・ソフトバンク ・旭化成 ・ヤマト運輸 ・東急コ

ミュニティー ・エイブル ・アルソック ・羽田空港 ・日立

ビルサービス ・ＴＳＵＴＡＹＡ ・マクドナルド ・そのほか

多数 多数の企業様にご利用いただけるのは、やっぱり、地域密

着型だから。街々に密着しているスタッフが拠点にいるから企業

様も安心できる！！みたいです。」 

防衛省、警察庁、国土交通省、ＪＲ東日

本、関西電力、全農、トヨタ、三菱重工、

大和ハウス、高島屋、三井ホームエステ

ート、ほっかほっか亭、三井のリハウス、

りそな銀行、ユニクロ、セブンアンドア

イ、日本ビルサービス、みずほ銀行、バ

ンダイ、ファミリーマート、大成建設、

ＮＴＴ、東芝、ブックオフ、鹿島建設、

旭化成、東急コミュニティー、アルソッ

ク及び羽田空港のロゴマーク等に係る事

業者等からの受注実績はない。 

２ 「街の水道屋さ

ん」と称する屋号

による水まわりト

ラブル解決サービ

ス 

平成２８年４月

９日から平成２

９年２月２５日

までの間 

「有名企業様からご贔屓いただいてます♪ 防衛省 警察庁 国

税庁 国土交通省 日本郵便 ＪＲ東日本 関西電力 全農 Ｔ

ＯＹＯＴＡ 三菱重工 ・大和ハウス ・読売新聞グループ ・

高島屋 ・ケンタッキーフライドチキン ・三井ホームエステー

ト ・三井東京ＵＦＪ銀行 ・洋服の青山 ・ほっかほっか亭 ・

三井のリハウス ・りそな銀行 ・ユニクロ ・セブンアンドア

イ ・日本ビルサービス ・みずほ銀行 ・バンダイ ・ファミ

防衛省、警察庁、国税庁、日本郵便、Ｊ

Ｒ東日本、関西電力、全農、トヨタ、三

菱重工、大和ハウス、読売新聞グループ、

高島屋、ケンタッキーフライドチキン、

三井ホームエステート、洋服の青山、三

井のリハウス、りそな銀行、ユニクロ、

日本ビルサービス、みずほ銀行、バンダ



 

 

 

２
１
 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

リーマート ・大成建設 ・ＮＴＴ ・東芝 ・ブックオフ ・

鹿島建設 ・ソフトバンク ・旭化成 ・ヤマト運輸 ・東急コ

ミュニティー ・エイブル ・アルソック ・羽田空港 ・日立

ビルサービス ・ＴＳＵＴＡＹＡ ・マクドナルド ・そのほか

多数 多数の企業様にご利用いただけるのは、やっぱり、地域密

着型だから。街々に密着しているスタッフが拠点にいるから企業

様も安心できる！！みたいです。」 

 

イ、ファミリーマート、大成建設、ＮＴ

Ｔ、東芝、ブックオフ、鹿島建設、旭化

成、ヤマト運輸、東急コミュニティー、

エイブル、アルソック及び羽田空港のロ

ゴマーク等に係る事業者等からの受注実

績はない。 

３ 「街のガラス屋さ

ん」と称する屋号

によるガラストラ

ブル解決サービス 

平成２８年１月

２２日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「有名企業様からご贔屓いただいてます♪ 防衛省 警察庁 国

税庁 国土交通省 日本郵便 ＪＲ東日本 関西電力 全農 Ｔ

ＯＹＯＴＡ 三菱重工 ・大和ハウス ・読売新聞グループ ・

高島屋 ・ケンタッキーフライドチキン ・三井ホームエステー

ト ・三井東京ＵＦＪ銀行 ・洋服の青山 ・ほっかほっか亭 ・

三井のリハウス ・りそな銀行 ・ユニクロ ・セブンアンドア

イ ・日本ビルサービス ・みずほ銀行 ・バンダイ ・ファミ

リーマート ・大成建設 ・ＮＴＴ ・東芝 ・ブックオフ ・

鹿島建設 ・ソフトバンク ・旭化成 ・ヤマト運輸 ・東急コ

ミュニティー ・エイブル ・アルソック ・羽田空港 ・日立

ビルサービス ・ＴＳＵＴＡＹＡ ・マクドナルド ・そのほか

多数 多数の企業様にご利用いただけるのは、やっぱり、地域密

着型だから。街々に密着しているスタッフが拠点にいるから企業

様も安心できる！！みたいです。」 

警察庁、国税庁、国土交通省、ＪＲ東日

本、関西電力、トヨタ、三菱重工、大和

ハウス、読売新聞グループ、高島屋、洋

服の青山、三井のリハウス、りそな銀行、

ユニクロ、日本ビルサービス、みずほ銀

行、バンダイ、ファミリーマート、大成

建設、ＮＴＴ、ブックオフ、鹿島建設、

ソフトバンク、ヤマト運輸、エイブル、

羽田空港、ツタヤ及びマクドナルドのロ

ゴマーク等に係る事業者等からの受注実

績はない。 

４ 「街の害虫駆除屋

さん」と称する屋

号による害虫トラ

ブル解決サービス 

平成２８年５月

１３日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「有名企業様からご贔屓いただいてます♪ 防衛省 警察庁 国

税庁 国土交通省 日本郵便 ＪＲ東日本 関西電力 全農 Ｔ

ＯＹＯＴＡ 三菱重工 ・大和ハウス ・読売新聞グループ ・

高島屋 ・ケンタッキーフライドチキン ・三井ホームエステー

ト ・三井東京ＵＦＪ銀行 ・洋服の青山 ・ほっかほっか亭 ・

三井のリハウス ・りそな銀行 ・ユニクロ ・セブンアンドア

イ ・日本ビルサービス ・みずほ銀行 ・バンダイ ・ファミ

リーマート ・大成建設 ・ＮＴＴ ・東芝 ・ブックオフ ・

防衛省、警察庁、国税庁、ＪＲ東日本、

関西電力、全農、トヨタ、三菱重工、大

和ハウス、読売新聞グループ、高島屋、

ケンタッキーフライドチキン、ほっかほ

っか亭、三井のリハウス、りそな銀行、

日本ビルサービス、みずほ銀行、バンダ

イ、ファミリーマート、大成建設、ＮＴ

Ｔ、東芝、ブックオフ、鹿島建設、ソフ
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番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

鹿島建設 ・ソフトバンク ・旭化成 ・ヤマト運輸 ・東急コ

ミュニティー ・エイブル ・アルソック ・羽田空港 ・日立

ビルサービス ・ＴＳＵＴＡＹＡ ・マクドナルド ・そのほか

多数 多数の企業様にご利用いただけるのは、やっぱり、地域密

着型だから。街々に密着しているスタッフが拠点にいるから企業

様も安心できる！！みたいです。」 

トバンク、旭化成、ヤマト運輸、東急コ

ミュニティー、エイブル、アルソック、

羽田空港、ツタヤ及びマクドナルドのロ

ゴマーク等に係る事業者等からの受注実

績はない。 

 

別表１４ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「街の電気屋さ

ん」と称する屋号

による電気トラブ

ル解決サービス 

平成２７年１０

月９日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「アナタの街にある電気屋さんの中でも 品質良いから 技術あるから Ｎｏ．１のお客様満足度がありま

す。」 

２ 「街の鍵屋さん」

と称する屋号によ

る鍵トラブル解決

サービス 

平成２８年１月

２２日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「アナタの街にある鍵屋さんの中でも 品質良いから 技術あるから Ｎｏ．１のお客様満足度があります。」 

３ 「街の水道屋さ

ん」と称する屋号

による水まわりト

ラブル解決サービ

ス 

平成２８年４月

９日から平成２

９年２月２５日

までの間 

「アナタの街にある水道屋さんの中でも 品質良いから 技術あるから Ｎｏ．１のお客様満足度がありま

す。」 

４ 「街のガラス屋さ

ん」と称する屋号

によるガラストラ

ブル解決サービス 

平成２８年１月

２２日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「アナタの街にあるガラス屋さんの中でも 品質良いから 技術あるから Ｎｏ．１のお客様満足度がありま

す。」 

５ 「街の害虫駆除屋

さん」と称する屋

号による害虫トラ

ブル解決サービス 

平成２８年５月

１３日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「アナタの街にある害虫駆除屋さんの中でも 品質良いから 技術あるから Ｎｏ．１のお客様満足度があり

ます。」 



 

 

 

２
３
 

別表１５ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「街の電気屋さ

ん」と称する屋号

による電気トラブ

ル解決サービス 

平成２７年１０

月９日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「アナタの近くのスタッフが 最短１０分前後でサ～ビスをお届け！！」 

・「近くにいるから他社より早い 最短１０分で到着 アナタの街が拠点だから何かあったらすぐ行ける」 

・「最短１０分」 

・「早さピカイチ 身近だから、最短１０分前後に到着する」 

・「Ｑ 停電したのですぐ来て欲しい。どれぐらいでこれますか？ 道路状況やスタッフのスケジュールにも

よりますが、最短１０分前後で現場へお伺いしています。通常でも３０分～６０分でお伺いしていますので、

詳しくはお電話にてご確認ください。」 

・「どこよりも早く！！」 

２ 「街の鍵屋さん」

と称する屋号によ

る鍵トラブル解決

サービス 

平成２８年１月

２２日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「アナタの近くのスタッフが 最短１０分前後でサ～ビスをお届け！！」 

・「近くにいるから他社より早い 最短１０分で到着 アナタの街が拠点だから何かあったらすぐ行ける」 

・「最短１０分」 

・「早さピカイチ 身近だから、最短１０分前後に到着する」 

・「Ｑ 玄関の鍵を失くしたのですぐ来て欲しい。どれぐらいでこれますか？ 道路状況やスタッフのスケジ

ュールにもよりますが、最短１０分前後で現場へお伺いしています。通常でも３０分～６０分でお伺いして

いますので、詳しくはお電話にてご確認ください。」 

・「どこよりも早く！！」 

３ 「街の水道屋さ

ん」と称する屋号

による水まわりト

ラブル解決サービ

ス 

平成２８年４月

９日から平成２

９年２月２５日

までの間 

・「アナタの近くのスタッフが 最短１０分前後でサ～ビスをお届け！！」 

・「近くにいるから他社より早い 最短１０分で到着 アナタの街が拠点だから何かあったらすぐ行ける」 

・「最短１０分」 

・「早さピカイチ 身近だから、最短１０分前後に到着する」 

・「Ｑ トイレに携帯電話を落としてしまった。すぐ来て欲しいんだけどどれぐらいでこれますか？ 道路状

況やスタッフのスケジュールにもよりますが、最短１０分前後で現場へお伺いしています。通常でも３０分

～６０分でお伺いしていますので、詳しくはお電話にてご確認ください。」 

・「どこよりも早く！！」 

４ 「街のガラス屋さ

ん」と称する屋号

によるガラストラ

ブル解決サービス 

平成２８年１月

２２日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「アナタの近くのスタッフが 最短１０分前後でサ～ビスをお届け！！」 

・「近くにいるから他社より早い 最短１０分で到着 アナタの街が拠点だから何かあったらすぐ行ける」 

・「最短１０分」 

・「早さピカイチ 身近だから、最短１０分前後に到着する」 

・「Ｑ 窓のガラスが割れてしまったのですぐ来て欲しい。どれぐらいでこれますか？ 道路状況やスタッフ



 

 

 

２
４
 

番号 役務 表示期間 表示内容 

のスケジュールにもよりますが、最短１０分前後で現場へお伺いしています。通常でも３０分～６０分でお

伺いしていますので、詳しくはお電話にてご確認ください。」 

・「どこよりも早く！！」 

５ 「街の害虫駆除屋

さん」と称する屋

号による害虫トラ

ブル解決サービス 

平成２８年５月

１３日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「アナタの近くのスタッフが 最短１０分前後でサ～ビスをお届け！！」 

・「近くにいるから他社より早い 最短１０分で到着 アナタの街が拠点だから何かあったらすぐ行ける」 

・「最短１０分」 

・「早さピカイチ 身近だから、最短１０分前後に到着する」 

・「Ｑ ゴキブリが出たのですぐ来て欲しい。どれぐらいでこれますか？ 道路状況やスタッフのスケジュー

ルにもよりますが、最短１０分前後で現場へお伺いしています。通常でも３０分～６０分でお伺いしていま

すので、詳しくはお電話にてご確認ください。」 

・「どこよりも早く！！」 

 

別表１６ 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

１ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る電気トラブル解

決サービス 

平成２７年７月

６日から平成２

９年２月２５日

までの間 

「全国１，０００箇所の拠点」 当該役務を提供する拠点の数はおおむね

２１０以下 

２ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る鍵トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「全国１，０００箇所以上の拠点」 

・「Ｑ．どのエリアに対応しているんでしょうか？ 全国４７都道

府県に、１，０００店舗以上の拠点を持っております（２０１

５年６月現在。提携業者含む）。」 

当該役務を提供する拠点の数はおおむね

２３６以下 

３ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る水まわりトラブ

ル解決サービス 

平成２８年５月

１１日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「日本全国に１，０００箇所以上の拠点あり。」 当該役務を提供する拠点の数はおおむね

１５１以下 

４ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

るガラストラブル

解決サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「拠点は１，０００ヶ所以上！」 

・「全国１，０００拠点以上」 

当該役務を提供する拠点の数はおおむね

１３８以下 
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番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

５ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る害虫トラブル解

決サービス 

平成２７年８月

２５日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「☑全国１，０００箇所の拠点から、」 

・「☑全国１，０００拠点」 

当該役務を提供する拠点の数はおおむね

９０以下 

 

別表１７ 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

１ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る電気トラブル解

決サービス 

平成２７年７月

６日から平成２

９年２月２５日

までの間 

・「年間実績１０万件。」 

・「年間実績１０万件。ライフ救急車には選ばれる理由がありま

す。」 

・「年間実績１０万件」 

・「多くの法人様にもご依頼をいただきました。」と記載するとと

もに、ダイソー、ヤマダ電機、ミツカン、三井ホーム、ブック

オフ、エイブル、ユニクロ、関西電力、日本郵便、防衛省、Ｊ

Ｒ東日本、餃子の王将、ヤマト運輸、三井のリハウス、トヨタ、

鹿島建設、東急コミュニティー、ケンタッキーフライドチキン、

読売新聞、ＮＴＴ、りそな銀行、マクドナルド、ほっかほっか

亭、ソフトバンク、国税庁、羽田空港、警察庁、全農、大和ハ

ウス、東芝、三菱東京ＵＦＪ銀行、ミスタードーナツ、牛角、

モスバーガー、ドン・キホーテ、ドコモ、ツタヤ、大成建設、

日本ビルサービス、セブンアンドアイ、イオン、スズキ、ファ

ミリーマート、みずほ銀行、ａｕ、日産、ホンダ、ゲオ、高島

屋、びっくりドンキー、ＴＯＴＯ、ピザーラ、オートバックス

及びプジョーのロゴマーク等を記載。 

・平成２７年及び平成２８年における最

多の年間受注実績は４，３５３件 

・ダイソー、ヤマダ電機、ミツカン、三

井ホーム、ブックオフ、ユニクロ、関

西電力、防衛省、ＪＲ東日本、餃子の

王将、三井のリハウス、トヨタ、鹿島

建設、東急コミュニティー、ＮＴＴ、

りそな銀行、ほっかほっか亭、羽田空

港、警察庁、全農、大和ハウス、東芝、

ミスタードーナツ、モスバーガー、ド

ン・キホーテ、大成建設、日本ビルサ

ービス、セブンアンドアイ、イオン、

スズキ、ファミリーマート、みずほ銀

行、日産、ゲオ、高島屋、びっくりド

ンキー、ＴＯＴＯ、ピザーラ、オート

バックス及びプジョーのロゴマーク等

に係る事業者等からの受注実績はな

い。 

２ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る鍵トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「年間実績１０万件以上 ※２０１４年の１年間」 

・「年間実績１０万件」 

・「取材実績 報道番組などでも、弊社の緊急対応の様子が放送さ

れています。 日本テレビ ＺＩＰ！ テレビ朝日 グッド！

モーニング 関西テレビ よ～いどん！」 

・平成２６年における年間受注実績は１

８，２９８件 

・日本テレビの「ＺＩＰ！」と称するテ

レビ番組及びテレビ朝日の「グッド！

モーニング」と称するテレビ番組から
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番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

の取材実績はない。 

３ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る水まわりトラブ

ル解決サービス 

平成２８年５月

１１日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「鍵・水まわり 年間実績１０万件以上 ※２０１３年の１年間」 

・「年間実績１０万件」 

・「法人実績多数」と記載するとともに、セブンアンドアイ、りそ

な銀行、ＮＴＴ、警察庁、羽田空港、国税庁、ソフトバンク、

ファミリーマート、ほっかほっか亭、ケンタッキーフライドチ

キン、東急コミュニティー、読売新聞、ミツカン、ヤマダ電機、

ダイソー、ゲオ、ホンダ、日産、ａｕ、みずほ銀行、ＪＲ東日

本、マクドナルド、鹿島建設、トヨタ、三井のリハウス、ヤマ

ト運輸、餃子の王将、スズキ、プジョー、ミスタードーナツ、

オートバックス、ピザーラ、ＴＯＴＯ、びっくりドンキー、全

農、高島屋、大和ハウス、三菱東京ＵＦＪ銀行、東芝、ユニク

ロ、エイブル、ブックオフ、三井ホーム、日本ビルサービス、

大成建設、ツタヤ、ドコモ、ドン・キホーテ、モスバーガー、

牛角、防衛省、日本郵便、関西電力及びイオンのロゴマーク等

を記載。 

・「取材実績 報道番組などでも、弊社の緊急対応の様子が放送さ

れています。 日本テレビ ＺＩＰ！ テレビ朝日 グッド！

モーニング 関西テレビ よ～いどん！」 

・当該役務及び「ライフ救急車」と称す

る屋号による鍵トラブル解決サービス

に係る平成２５年における年間受注実

績の合計は２１，２９０件 

・りそな銀行、ＮＴＴ、警察庁、羽田空

港、国税庁、ファミリーマート、ケン

タッキーフライドチキン、東急コミュ

ニティー、読売新聞、ミツカン、ヤマ

ダ電機、ダイソー、ゲオ、日産、ａｕ、

みずほ銀行、ＪＲ東日本、鹿島建設、

トヨタ、三井のリハウス、ヤマト運輸、

餃子の王将、スズキ、プジョー、オー

トバックス、ピザーラ、ＴＯＴＯ、び

っくりドンキー、全農、高島屋、大和

ハウス、三菱東京ＵＦＪ銀行、東芝、

ユニクロ、エイブル、ブックオフ、三

井ホーム、日本ビルサービス、大成建

設、ドコモ、ドン・キホーテ、防衛省、

日本郵便、関西電力及びイオンのロゴ

マーク等に係る事業者等からの受注実

績はない。 

・いずれのテレビ番組からも取材実績は

ない。 

４ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

るガラストラブル

解決サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「トラブル対応件数 年間実績１００，０００件以上！ ※２０

１４年の１年間」 

・「年間実績１０万件以上 ※２０１４年の１年間」 

・「年間実績１０万件」 

・「法人実績多数」と記載するとともに、セブンアンドアイ、りそ

な銀行、ＮＴＴ、警察庁、羽田空港、国税庁、ソフトバンク、

・平成２６年における年間受注実績は６，

２００件 

・りそな銀行、ＮＴＴ、警察庁、羽田空

港、国税庁、ソフトバンク、ファミリ

ーマート、読売新聞、ヤマダ電機、ダ

イソー、ゲオ、ホンダ、日産、ａｕ、



 

 

 

２
７
 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

ファミリーマート、ほっかほっか亭、ケンタッキーフライドチ

キン、東急コミュニティー、読売新聞、ミツカン、ヤマダ電機、

ダイソー、ゲオ、ホンダ、日産、ａｕ、みずほ銀行、ＪＲ東日

本、マクドナルド、鹿島建設、トヨタ、三井のリハウス、ヤマ

ト運輸、餃子の王将、スズキ、プジョー、ミスタードーナツ、

オートバックス、ピザーラ、ＴＯＴＯ、びっくりドンキー、全

農、高島屋、大和ハウス、三菱東京ＵＦＪ銀行、東芝、ユニク

ロ、エイブル、ブックオフ、三井ホーム、日本ビルサービス、

大成建設、ツタヤ、ドコモ、ドン・キホーテ、モスバーガー、

牛角、防衛省、日本郵便、関西電力及びイオンのロゴマーク等

を記載。 

・「取材実績 報道番組などでも、弊社の緊急対応の様子が放送さ

れています。 日本テレビ ＺＩＰ！ テレビ朝日 グッド！

モーニング 関西テレビ よ～いどん！」 

みずほ銀行、ＪＲ東日本、マクドナル

ド、鹿島建設、トヨタ、三井のリハウ

ス、ヤマト運輸、餃子の王将、スズキ、

プジョー、ミスタードーナツ、ＴＯＴ

Ｏ、高島屋、大和ハウス、三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行、ユニクロ、エイブル、ブッ

クオフ、日本ビルサービス、大成建設、

ツタヤ、ドコモ、モスバーガー、牛角、

関西電力及びイオンのロゴマーク等に

係る事業者等からの受注実績はない。 

・関西テレビの「よ～いどん！」と称す

るテレビ番組からの取材実績はない。 

５ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る害虫トラブル解

決サービス 

平成２７年８月

２５日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「年間実績１０万件。」 

・「☑年間１０万件の豊富な実績」 

・「☑年間１０万実績」 

・「対応実績 三菱重工 ヤマト運輸 ＮＴＴ 警察庁 ソフトバ

ンク 国税庁 羽田空港 防衛省・自衛隊 大和ハウス 日本

郵便 セブンアンドアイ 関西電力 東急コミュニティー フ

ァミリーマート 全農 日立ビルサービス 高島屋 ブックオ

フ 読売新聞グループ ＪＲ東日本 三井東京ＵＦＪ銀行 ト

ヨタ自動車グループ ほっかほっか亭 りそな銀行 ＴＳＵＴ

ＡＹＡ エイブル みずほ銀行 マクドナルド 三井のリハウ

ス 日本ビルサービス 鹿島建設 三井ホームエステート 大

成建設 数多くの対応実績は、高い信頼の証です。」 

 

・平成２７年及び平成２８年における最

多の年間受注実績は３８０件 

・三菱重工、ヤマト運輸、ＮＴＴ、警察

庁、ソフトバンク、国税庁、羽田空港、

防衛省・自衛隊、大和ハウス、関西電

力、東急コミュニティー、ファミリー

マート、全農、高島屋、ブックオフ、

読売新聞グループ、ＪＲ東日本、トヨ

タ自動車グループ、ほっかほっか亭、

りそな銀行、ＴＳＵＴＡＹＡ、エイブ

ル、みずほ銀行、マクドナルド、三井

のリハウス、日本ビルサービス、鹿島

建設及び大成建設の名称に係る事業者

等からの受注実績はない。 
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別表１８ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る鍵トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「高い満足度を継続達成中！」 

２ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

るガラストラブル

解決サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「高い満足度を継続達成中！」 

 

別表１９ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る電気トラブル解

決サービス 

平成２７年７月

６日から平成２

９年２月２５日

までの間 

・「全国１，０００箇所の拠点から最短１５分でお伺いします。」 

・「即日対応 １５分で駆付」 

・「最短１５分で駆けつけ ご連絡から即日で現場までお伺いいたします。」、「お客様からのご連絡に即日で対

応。お電話から最短１５分で現場へ到着し、作業を開始いたします。２４時間３６５日いつでも素早く駆付

けます。」 

・「どこよりも早く駆付け」  

２ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る鍵トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「全国１，０００箇所以上の拠点から、最短１５分で駆付けます！」 

３ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る水まわりトラブ

ル解決サービス 

平成２８年５月

１１日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「日本全国に１，０００箇所以上の拠点から最短１５分で急行！」 

・「最短１５分 即対応」 

・「即対応 素早い対応、最速１５分で到着。 水まわりの緊急トラブルに対応します！トラブル現場から最

も近く素早く動ける技術スタッフに連絡を取り、現場まで最短１５分で到着しトラブルを解決いたします。」 

・「お困りの際に駆けつけます。最短１５～４５分。 緊急トラブルに即対応！お近くの技術スタッフが最短

１５分で到着し、トラブルを解決いたします。」 

・「Ｑ 急いでいます、すぐに来れますか？ 現場近くのスタッフが空いている場合、１５分～４５分程度で

急行いたします。作業スタッフの予約状況や現場住所、交通状況などによりもう少しお時間をいただく場合



 

 

 

２
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番号 役務 表示期間 表示内容 

がございます。」 

４ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

るガラストラブル

解決サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「最短１５分 素早く到着・作業開始」 

・「メリット１ 即日で対応可能、最速１５分で到着」 

・「主要都市に点在する拠点からいち早くお客様のもとへ駆けつけます。 作業にあたる現場が主要都市部や

ライフ救急車の拠点のお近くである場合、最短１５分での到着を可能とし、通常では１５分～６０分での現

地までお伺いします。」 

・「Ｑ．ガラスが割れてしまったので、すぐに対応してほしいのですが。 即日の対応が可能ですのですぐに

お伺いさせていただきます。スタッフのスケジュールや現場住所によって到着時間は変動しますが、最短１

５分での現地到着が可能ですのでまずはご相談ください。」 

５ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る害虫トラブル解

決サービス 

平成２７年８月

２５日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「全国１，０００箇所の拠点から、最短１５分でお伺いします。」 

・「☑ 最短１５分の速さで駆けつけます。」 

・「☑ 最短１５分で駆けつけ」 

・「お電話一本 最速１５分で現場駆けつけ お客様からのご連絡から、最速１５分での現場到着を実現して

います。なので今すぐ退治したいという要望にお答えできます。２４時間３６５日いつでも受付・対応して

いるから、昼間の作業の難しい飲食店や店舗様などにも都合に合わせて対応することが可能です。」 

・「拠点の近くへお伺いする場合は、最速１５分での到着が可能です。拠点近くでない場合でも、通常３０分

～６０分程度でお客様の下へお伺いしています。」 

 

別表２０ 

役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

「クラピタル」と称

する屋号によるパソ

コントラブル解決サ

ービス 

平成２７年８月２

３日から平成２９

年１月２０日まで

の間 

・「全国１０００拠点！」 

・「１０００拠点」 

・「１，０００拠点 全国各地にスタッフを配備」 

・「全国１，０００以上の拠点に４，０００人以上のスタッフが常

駐！！」 

・「Ａ どのエリアに対応しているんでしょうか？ Ｑ 全国４７都道

府県に、１，０００店舗以上の拠点を持っております。」 

当該役務を提供する拠点の数はおおむ

ね１５８以下 
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別表２１ 

役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

「クラピタル」と称

する屋号によるパソ

コントラブル解決サ

ービス 

平成２７年８月２

３日から平成２９

年１月２０日まで

の間 

・「年間実績１０万件以上 業界トップクラスの実績」 

・「選ばれて年間１０万件。」 

・「安心ポイント１ 年間実績１０万件以上」 

・「官公庁・有名企業御用達の確かな実績あるサービスです。」と記載

するとともに、「官公庁」と記載した上で、防衛省、警察庁、国税庁

及び国土交通省のロゴマーク等を、また、「有名企業」と記載した上

で、全農、日本郵便、ＪＲ東日本及び関西電力のロゴマーク等を記

載。 

・「安心ポイント３ メディア取材実績アリ 日本テレビＺＩＰ！ テ

レビ朝日グッド！モーニング 関西テレビよ～いどん！ メディ

ア・公への露出が安心に繋がっています。」 

・平成２７年及び平成２８年における最

多の年間受注実績は２，２５０件 

・警察庁、国税庁、国土交通省、全農、

日本郵便、ＪＲ東日本及び関西電力の

ロゴマーク等に係る事業者等からの

受注実績はない。 

・いずれのテレビ番組からも取材実績は

ない。 

 

別表２２ 

役務 表示期間 表示内容 

「クラピタル」と称

する屋号によるパソ

コントラブル解決サ

ービス 

平成２７年８月２

３日から平成２９

年１月２０日まで

の間 

・「業界最大手のパソコンのプロが即日対応します。」 

・「クラピタルは日本一のパソコン業者です！」 

・「業界Ｎｏ．１ パソコン業者」 

 

別表２３ 

役務 表示期間 表示内容 

「クラピタル」と称

する屋号によるパソ

コントラブル解決サ

ービス 

平成２７年８月２

３日から平成２９

年１月２０日まで

の間 

・「その１ 技術力 トラブル解決日本一！」 

・「技術力 日本一！」 

・「安心ポイント２ 日本一のパソコン技術」 

・「日本一の技術でトラブルを解決」 

・「日本一を誇る技術力でお客様のトラブルを適切に解決いたします。」 

 



 

 

 

３
１
 

 

別表２４ 

役務 表示期間 表示内容 

「クラピタル」と称

する屋号によるパソ

コントラブル解決サ

ービス 

平成２７年８月２

３日から平成２９

年１月２０日まで

の間 

・「その２ 対応実績 年間実績日本一！ 設備サービス業における公開データを同業他社と比較（２０１５年 

自社調べ）」 

・「対応実績 日本一！」 

 

別表２５ 

役務 表示期間 表示内容 

「クラピタル」と称

する屋号によるパソ

コントラブル解決サ

ービス 

平成２７年８月２

３日から平成２９

年１月２０日まで

の間 

・「その３ 満足度 お客様満足度日本一！」 

・「満足度 日本一！」 

・「お客様満足度、業界Ｎｏ．１ 多くの方に『クラピタルを選んでよかった』と支持されています。 満足度調

査※ 大満足６０％ 満足３３％ どちらでもない」、「２０１４年度のお客様アンケート ３８２名のうち、

３５５名が満足とお答え」 

・「クラピタルのお客様満足度は・・・９３．０％！！ 満足度Ｎｏ．１ ※２０１４年度のお客様アンケート（３

８２名）のうち、３５５名が満足とお答え」 

 

別表２６ 

役務 表示期間 表示内容 

「クラピタル」と称

する屋号によるパソ

コントラブル解決サ

ービス 

平成２７年８月２

３日から平成２９

年１月２０日まで

の間 

・「パソコンのトラブル最短１５分」 

・「クラピタルは最短１５分で現場まで到着。」 

・「最短１５分で現場到着」 

・「保証Ｎｏ．２ 業界最速」 

・「業界最速」、「日本全国１，０００箇所以上の拠点から最短距離のスタッフを派遣。全国各地に点在する拠点か

ら、最短距離のスタッフを派遣。お客様のお近くにいるスタッフが駆けつけるため、どこの業者よりも早く現

場へ到着することが可能です。」 
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別表２７ 

役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

「街のパソコン屋さ

ん」と称する屋号に

よるパソコントラブ

ル解決サービス 

平成２８年４月９

日から平成２９年

２月２５日までの

間 

「有名企業様からご贔屓いただいてます♪ 防衛省 警察庁 国税庁 

国土交通省 日本郵便 ＪＲ東日本 関西電力 全農 ＴＯＹＯＴＡ 

三菱重工 ・大和ハウス ・読売新聞グループ ・高島屋 ・ケンタ

ッキーフライドチキン ・三井ホームエステート ・三井東京ＵＦＪ

銀行 ・洋服の青山 ・ほっかほっか亭 ・三井のリハウス ・りそ

な銀行 ・ユニクロ ・セブンアンドアイ ・日本ビルサービス ・

みずほ銀行 ・バンダイ ・ファミリーマート ・大成建設 ・ＮＴ

Ｔ ・東芝 ・ブックオフ ・鹿島建設 ・ソフトバンク ・旭化成 ・

ヤマト運輸 ・東急コミュニティー ・エイブル ・アルソック ・

羽田空港 ・日立ビルサービス ・ＴＳＵＴＡＹＡ ・マクドナル

ド ・そのほか多数 多数の企業様にご利用いただけるのは、やっぱ

り、地域密着型だから。街々に密着しているスタッフが拠点にいるか

ら企業様も安心できる！！みたいです。」 

警察庁、国税庁、国土交通省、日本郵便、

ＪＲ東日本、関西電力、全農、トヨタ、

三菱重工、大和ハウス、読売新聞グルー

プ、高島屋、ケンタッキーフライドチキ

ン、三井ホームエステート、洋服の青山、

ほっかほっか亭、三井のリハウス、りそ

な銀行、ユニクロ、セブンアンドアイ、

日本ビルサービス、みずほ銀行、バンダ

イ、ファミリーマート、大成建設、ＮＴ

Ｔ、東芝、ブックオフ、鹿島建設、ソフ

トバンク、旭化成、ヤマト運輸、東急コ

ミュニティー、エイブル、アルソック、

羽田空港、ツタヤ及びマクドナルドのロ

ゴマーク等に係る事業者等からの受注

実績はない。 

 

別表２８ 

役務 表示期間 表示内容 

「街のパソコン屋さ

ん」と称する屋号に

よるパソコントラブ

ル解決サービス 

平成２８年４月９

日から平成２９年

２月２５日までの

間 

「アナタの街にあるパソコン屋さんの中でも 品質良いから 技術あるから Ｎｏ．１のお客様満足度がありま

す。」 

 

別表２９ 

役務 表示期間 表示内容 

「街のパソコン屋さ

ん」と称する屋号に

よるパソコントラブ

平成２８年４月９

日から平成２９年

２月２５日までの

・「アナタの近くのスタッフが 最短１０分前後でサ～ビスをお届け！！」 

・「近くにいるから他社より早い 最短１０分で到着 アナタの街が拠点だから何かあったらすぐ行ける」 

・「最短１０分」 



 

 

 

３
３
 

役務 表示期間 表示内容 

ル解決サービス 間 ・「早さピカイチ 身近だから、最短１０分前後に到着する」 

・「Ｑ ネットに繋がらなくなってしまった。すぐ来て欲しいんだけどどれぐらいでこれますか？ 道路状況やス

タッフのスケジュールにもよりますが、最短１０分前後で現場へお伺いしています。通常でも３０分～６０分

でお伺いしていますので、詳しくはお電話にてご確認ください。」 

・「どこよりも早く！！」 

 

別表３０ 

役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

「ライフ救急車」と

称する屋号によるパ

ソコントラブル解決

サービス 

平成２８年５月１

１日から平成２９

年２月２５日まで

の間 

・「拠点は全国に１，０００ヶ所以上！」 

・「全国に１，０００ヶ所以上の拠点あり。」 

当該役務を提供する拠点の数はおおむ

ね１５８以下 

 

別表３１ 

役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

「ライフ救急車」と

称する屋号によるパ

ソコントラブル解決

サービス 

平成２８年５月１

１日から平成２９

年２月２５日まで

の間 

・「トラブル対応件数 年間実績１００，０００件以上アリ ※２０１

４年の１年間」 

・「年間実績 １０万件以上 ※２０１４年の１年間」 

・「年間実績 １００，０００件 ※２０１４年の１年間 個人のお客

様はもちろん法人様への実績も豊富」と記載するとともに、セブン

アンドアイ、りそな銀行、ＮＴＴ、警察庁、羽田空港、国税庁、ソ

フトバンク、ファミリーマート、ほっかほっか亭、ケンタッキーフ

ライドチキン、東急コミュニティー、読売新聞、ミツカン、ヤマダ

電機、ダイソー、ゲオ、ホンダ、日産、ａｕ、みずほ銀行、ＪＲ東

日本、マクドナルド、鹿島建設、トヨタ、三井のリハウス、ヤマト

運輸、餃子の王将、スズキ、プジョー、ミスタードーナツ、オート

バックス、ピザーラ、ＴＯＴＯ、びっくりドンキー、全農、高島屋、

大和ハウス、三菱東京ＵＦＪ銀行、東芝、ユニクロ、エイブル、ブ

ックオフ、三井ホーム、日本ビルサービス、大成建設、ツタヤ、ド

コモ、ドン・キホーテ、モスバーガー、牛角、防衛省、日本郵便、

・平成２６年における年間受注実績は

２，３３６件 

・セブンアンドアイ、りそな銀行、ＮＴ

Ｔ、警察庁、羽田空港、国税庁、ソフ

トバンク、ファミリーマート、ほっか

ほっか亭、ケンタッキーフライドチキ

ン、東急コミュニティー、読売新聞、

ミツカン、ヤマダ電機、ダイソー、ゲ

オ、ホンダ、日産、ａｕ、みずほ銀行、

ＪＲ東日本、マクドナルド、鹿島建設、

トヨタ、三井のリハウス、ヤマト運輸、

餃子の王将、スズキ、プジョー、ミス

タードーナツ、オートバックス、ピザ

ーラ、ＴＯＴＯ、びっくりドンキー、

全農、高島屋、大和ハウス、三菱東京



 

 

 

３
４
 

役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

関西電力及びイオンのロゴマーク等を記載。 

・「取材実績 報道番組などでも、弊社の緊急対応の様子が放送されて

います。 日本テレビ ＺＩＰ！ テレビ朝日 グッド！モーニン

グ 関西テレビ よ～いどん！」 

ＵＦＪ銀行、東芝、ユニクロ、エイブ

ル、ブックオフ、三井ホーム、日本ビ

ルサービス、大成建設、ツタヤ、ドン・

キホーテ、モスバーガー、牛角、日本

郵便、関西電力及びイオンのロゴマー

ク等に係る事業者等からの受注実績

はない。 

・いずれのテレビ番組からも取材実績は

ない。 

 

別表３２ 

役務 表示期間 表示内容 

「ライフ救急車」と

称する屋号によるパ

ソコントラブル解決

サービス 

平成２８年５月１

１日から平成２９

年２月２５日まで

の間 

・「最短１５分 素早く到着・作業開始」 

・「メリット１ 即日で対応可能 最速１５分で現場到着 各地に拠点を多く持ちそれぞれの拠点周辺をスタッフ

がいつでも巡回しているライフ救急車は、２４時間３６５日いつでもトラブルに対応させていただけます。現

場から一番近いスタッフを派遣しますので、最短１５分での現地到着を可能としています。早朝や深夜の突然

のトラブルにも対応できます。」 
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措置命令の対象表示の全体像 
 
※ 「○」は優良誤認表示であることを、「●」は法第７条第２項の規定により優良誤認表示と

みなしたことを示す。 

提
供
事
業
者 

屋
号 

表示例 

 

 

 

 

役務 

拠点数 
受注実績・ 

取材実績 

最大手・ 

一番 

技術力 

日本一 

受注実績 

日本一 

顧客満足度 

日本一等 

現場到着 

時間 

比較 

サイト 
全国

1000 

拠点！ 

年 間 実 績

10万件 

官公庁・有

名 企 業 御

用達 

メ デ ィ ア

取 材 実 績

アリ 

業界 NO.1

電 気 工 事

業者 

技術力 

トラブル

解決 日

本一！ 

対応実績 

年間実績 

日本一！ 

お客様満足

度 日本

一！ 

最短 15 分

で 現 場 到

着 

Ａ
Ｒ
Ｓ 

ク
ラ
ピ
タ
ル 

電気（注１） ○ ○ ● ● ● ● ●（注７） ● 

鍵 ○ ○（注２） ● ● ● ● ●（注７） － 

水 ○ ○ ● ● ● ● ●（注７） － 

ガラス ○ ○ ● ● ● ● ●（注７） － 

害虫 ○ ○ ● ● ● ● ●（注７） ● 

街
の
修
理
屋
さ
ん
（
注
３
） 

電気 － ○（注４） － － － ● ●（注７） ● 

鍵 － － － － － ● ●（注７） － 

水 － ○（注４） － － － ● ●（注７） － 

ガラス － ○（注４） － － － ● ●（注７） － 

害虫 － ○（注４） － － － ● ●（注７） ● 

ラ
イ
フ
救
急
車 

電気 ○ ○（注５） － － － － ●（注７） ● 

鍵 ○ ○（注６） － － － ● ● － 

水 ○ ○ － － － － ● － 

ガラス ○ ○ － － － ● ● － 

害虫 ○ ○（注５） － － － － ● ● 

リ
ュ
ウ
セ
ン 

クラピタル パソコン ○ ○ ● ● ● ● ●（注７） － 

街のパソコ
ン屋さん パソコン － ○（注４） － － － ● ●（注７） － 

ライフ救急

車 パソコン ○ ○ － － － － ● － 

注１ 「電気」の屋号は、「クラピタル」ではなく「電気の 110番救急車」である。 

注２ 「クラピタル」の「鍵」に係る事業者等からの実際の受注実績は、表示どおりであった。 

注３ 「街の修理屋さん」は、「街の○○屋さん」と称する屋号の総称である。 

注４ 「街の修理屋さん」については、年間実績 10万件である旨の表示及び取材実績に係る表示はない。 

注５ 「電気」及び「害虫」については、取材実績に係る表示はない。 

注６ 「ライフ救急車」の「鍵」に係る事業者等からの実際の受注実績は、おおむね表示どおりであった。 

注７ 現場到着時間に加え、当該到着時間が同業他社と比較して最も早い旨の表示も含む。 

 

 

別紙６ 
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（参考１） 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧

客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するお

それのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保

護することを目的とする。 

 

 （不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれ

かに該当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際の

ものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若し

くは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著し

く優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主

的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と

同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよ

りも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ

れがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消

費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者

による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣

が指定するもの 

 

（措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に

違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行

為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する

公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既にな

くなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により

消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割によ

り当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲

り受けた事業者 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一

号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事
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業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しない

ときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 

 

 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は

前条第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若

しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産

に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員

に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事

業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若

しくは関係者に質問させることができる。  

２～３ （省略） 

 

 （権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を

消費者庁長官に委任する。 

２～１１ （省略） 

 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋） 

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、

第三条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、

第四条、第五条第三号、第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分

に限る。）及び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの

規定を同条第五項において準用する場合を含む。）の規定による権限とする。 
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（参考２） 

景品表示法による表示規制の概要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○優良誤認表示（５条１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○有利誤認表示（５条２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（７条２項） 

 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容（効果、

性能）に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある

場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めることができる。 

⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の

裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、

当該表示は不当表示とみなされる。 

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される

おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示（５条３号） 

景
品
表
示
法 

第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

①商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよ

りも著しく優良であると示す表示 

②商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違し

て競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

①商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手

方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

②商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも

取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

①無果汁の清涼飲料水等についての表示 

②商品の原産国に関する不当な表示 

③消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④不動産のおとり広告に関する表示 

⑤おとり広告に関する表示 

⑥有料老人ホームに関する不当な表示 
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１ 

消表対第１５１３号 

平成２９年１１月２日 

株式会社ＡＲＳ 

代表取締役 河村 公紀 殿 

消費者庁長官 岡村 和美  

（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、貴社が供給する別表１、別表２及び別表３記載の日常生活におけるトラブルを解

決するための１５サービス（以下「本件１５役務」という。）の各役務の取引について、そ

れぞれ、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１号に該当する不当な表示を行ってい

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１５役務の各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、別表１記載の５役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、それぞ

れ、自社ウェブサイトにおいて 

  ａ 別表４「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該５役務の各役務を提供する拠点が全国各地に１，

０００か所又は１，０００か所以上と多数存在するかのように示す表示をして

いたこと。 

 ｂ 別表５「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該５役務の各役務について、年間受注実績が１０万

件又は１０万件以上であり、同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係

る官公庁、有名企業等からの受注実績があり、日本テレビの「ＺＩＰ！」と称す

るテレビ番組、テレビ朝日の「グッド！モーニング」と称するテレビ番組及び関

西テレビの「よ～いどん！」と称するテレビ番組からの取材実績があるかのよう

に示す表示をしていたこと。 

(ｲ) 実際には 

  ａ 前記(ｱ)ａについて、別表１記載の５役務の各役務を提供する拠点の数は、そ
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れぞれ、別表４「実際の内容」欄記載のとおりであって１，０００を大きく下回

るものであったこと。 

    ｂ 前記(ｱ)ｂについて、別表１記載の５役務の各役務に係る平成２７年及び平成

２８年における最多の年間受注実績は、それぞれ、別表５「実際の内容」欄記載

のとおりであって１０万件を大きく下回り、別表１記載の５役務のうち「電気の

１１０番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービス、「クラピタル」

と称する屋号による水まわりトラブル解決サービス、「クラピタル」と称する屋

号によるガラストラブル解決サービス及び「クラピタル」と称する屋号による害

虫トラブル解決サービスの各役務に係る別表５「表示内容」欄に記載されたロゴ

マーク等に係る事業者等からの受注実績は、それぞれ、同表「実際の内容」欄記

載のとおりであってこれらの一部からの受注実績がなく、別表１記載の５役務

の各役務に係る別表５「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの取材実績は、

それぞれ、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの一部又は全部か

らの取材実績がないものであったこと。 

 (ｳ) 貴社は、別表１記載の５役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、それぞ

れ 

  ａ 自社ウェブサイトにおいて、別表６「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示

内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各役務に係

る業界において自社が最大手又は一番の事業者であるかのように示す表示をし

ていたこと。 

  ｂ 自社ウェブサイトにおいて、別表７「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示

内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各役務に係

る業界において自社の技術力が第１位であるかのように示す表示をしていたこ

と。 

  ｃ 自社ウェブサイトにおいて、別表８「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示

内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各役務に係

る業界において自社の年間受注実績が第１位であるかのように示す表示をして

いたこと。 

  ｄ 自社ウェブサイトにおいて、別表９「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示

内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各役務につ

いて自社が平成２６年度に実施した顧客アンケートにおける「大満足」又は「満

足」と回答した者の割合が９３．０パーセントであり、また、当該５役務の各役

務に係る業界において自社の顧客満足度が第１位であるかのように示す表示を

していたこと。 

  ｅ 自社ウェブサイトにおいて、別表１０「表示期間」欄記載の期間に、同表「表

示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各役務に
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ついて、同業他社と比較して作業員が最も早く作業現場に到着し、また、最短１

５分での到着も期待できるかのように示す表示をしていたこと。 

  ｆ 「電気の１１０番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービスにつ

いて、実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず

自社とは無関係の「マーケティング・インベスト企画」と称する市場調査等を業

とする事業者が運営するものであるかのように装った「電気のトラブルお助け

隊」と称するウェブサイトにおいて、別表１１「表示期間」欄記載の期間に、同

表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該事業者が、

５０を超す電気トラブル解決サービス提供事業者から選定した１５事業者の

サービス内容を客観的に比較した結果、「電気の１１０番救急車」と称する屋号

による電気トラブル解決サービスが第１位として評価されたかのように示す表

示をしていたこと。 

ｇ 「クラピタル」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスについて、実際

には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず自社とは無

関係の「ウェブ統計企画」と称するウェブサイト制作等を業とする事業者が運

営するものであるかのように装った「害虫＆害獣駆除業者比較ナビ」と称する

ウェブサイトにおいて、別表１１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」

欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該事業者が、全国から選定し

た１５の害虫トラブル解決サービス提供事業者のサービス内容を客観的に比較

した結果、「クラピタル」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスが第１

位として評価されたかのように示す表示をしていたこと。 

   (ｴ) 前記(ｱ)の表示は、前記(ｲ)のとおりであって、それぞれ、別表１記載の５役務の

各役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると

示すものであり、前記(ｳ)の表示は、それぞれ、同表記載の５役務の各役務の内容

について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事

実に相違して自社と同種若しくは類似の役務を供給している他の事業者に係るも

のよりも著しく優良であると示すものであり、同表記載の５役務の各役務の取引

について当該表示をしていた行為は、それぞれ、景品表示法に違反するものである

こと。 

イ(ｱ) 貴社は、別表２記載の５役務のうち「街の電気屋さん」と称する屋号による電気

トラブル解決サービス、「街の水道屋さん」と称する屋号による水まわりトラブル

解決サービス、「街のガラス屋さん」と称する屋号によるガラストラブル解決サー

ビス及び「街の害虫駆除屋さん」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスの

各役務を一般消費者に提供するに当たり、それぞれ、自社ウェブサイトにおいて、

別表１２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載する

ことにより、あたかも、当該４役務の各役務について、同表「表示内容」欄に記載
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されたロゴマーク等に係る有名企業等から多数の受注実績があるかのように示す

表示をしていたこと。 

 (ｲ) 前記(ｱ)について、実際には、当該４役務の各役務に係る別表１２「表示内容」

欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等からの受注実績は、それぞれ、同表

「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの大部分からの受注実績がないも

のであったこと。 

 (ｳ) 貴社は、別表２記載の５役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、それ

ぞれ 

  ａ 自社ウェブサイトにおいて、別表１３「表示期間」欄記載の期間に、同表「表

示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各役務の

質及び技術力が高いことから、当該５役務の各役務を利用しようとする一般消

費者が所在する地域において自社の顧客満足度が第１位であるかのように示す

表示をしていたこと。 

  ｂ 自社ウェブサイトにおいて、別表１４「表示期間」欄記載の期間に、同表「表

示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各役務に

ついて、同業他社と比較して作業員が最も早く作業現場に到着し、また、最短１

０分前後での到着も期待できるかのように示す表示をしていたこと。 

  ｃ 「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル解決サービスについて、

実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず自社と

は無関係の「マーケティング・インベスト企画」と称する市場調査等を業とする

事業者が運営するものであるかのように装った「電気のトラブルお助け隊」と称

するウェブサイトにおいて、別表１５「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示

内容」欄記載のとおりの記載等をすることにより、あたかも、当該事業者が、５

０を超す電気トラブル解決サービス提供事業者から選定した１５事業者のサー

ビス内容を客観的に比較した結果、「街の電気屋さん」と称する屋号による電気

トラブル解決サービスが第２位として評価されたかのように示す表示をしてい

たこと。 

ｄ 「街の害虫駆除屋さん」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスにつ

いて、実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず

自社とは無関係の「ウェブ統計企画」と称するウェブサイト制作等を業とする

事業者が運営するものであるかのように装った「害虫＆害獣駆除業者比較ナビ」

と称するウェブサイトにおいて、別表１５「表示期間」欄記載の期間に、同表

「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該事業者が、全

国から選定した１５の害虫トラブル解決サービス提供事業者のサービス内容を

客観的に比較した結果、「街の害虫駆除屋さん」と称する屋号による害虫トラブ

ル解決サービスが第２位として評価されたかのように示す表示をしていたこと。 
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(ｴ) 前記(ｱ)の表示は、前記(ｲ)のとおりであって、それぞれ、別表２記載の５役務

のうち「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル解決サービス、「街の

水道屋さん」と称する屋号による水まわりトラブル解決サービス、「街のガラス屋

さん」と称する屋号によるガラストラブル解決サービス及び「街の害虫駆除屋さ

ん」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスの各役務の内容について、一

般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、前記(ｳ)

の表示は、それぞれ、同表記載の５役務の各役務の内容について、一般消費者に対

し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して自社と同種

若しくは類似の役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であ

ると示すものであり、同表記載の５役務の各役務の取引について当該表示をして

いた行為は、それぞれ、景品表示法に違反するものであること。 

ウ(ｱ) 貴社は、別表３記載の５役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、それ

ぞれ、自社ウェブサイトにおいて 

  ａ 別表１６「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載

することにより、あたかも、当該５役務の各役務を提供する拠点が全国各地に

１，０００か所又は１，０００か所以上と多数存在するかのように示す表示をし

ていたこと。 

  ｂ 別表１７「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載

することにより、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービ

スについては、あたかも、当該役務について、年間受注実績が１０万件であり、

同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等から多数の受注実

績があるかのように示す表示をし、「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラ

ブル解決サービスについては、あたかも、当該役務について、平成２６年におけ

る年間受注実績が１０万件又は１０万件以上であり、日本テレビの「ＺＩＰ！」

と称するテレビ番組、テレビ朝日の「グッド！モーニング」と称するテレビ番組

及び関西テレビの「よ～いどん！」と称するテレビ番組からの取材実績があるか

のように示す表示をし、「ライフ救急車」と称する屋号による水まわりトラブル

解決サービスについては、あたかも、当該役務について、当該役務及び「ライフ

救急車」と称する屋号による鍵トラブル解決サービスに係る平成２５年におけ

る年間受注実績の合計が１０万件又は１０万件以上であり、同表「表示内容」欄

に記載されたロゴマーク等に係る事業者等から多数の受注実績があり、日本テ

レビの「ＺＩＰ！」と称するテレビ番組、テレビ朝日の「グッド！モーニング」

と称するテレビ番組及び関西テレビの「よ～いどん！」と称するテレビ番組から

の取材実績があるかのように示す表示をし、「ライフ救急車」と称する屋号によ

るガラストラブル解決サービスについては、あたかも、当該役務について、平成

２６年における年間受注実績が１０万件又は１０万件以上であり、同表「表示内
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容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等から多数の受注実績があり、日

本テレビの「ＺＩＰ！」と称するテレビ番組、テレビ朝日の「グッド！モーニン

グ」と称するテレビ番組及び関西テレビの「よ～いどん！」と称するテレビ番組

からの取材実績があるかのように示す表示をし、「ライフ救急車」と称する屋号

による害虫トラブル解決サービスについては、あたかも、当該役務について、年

間受注実績が１０万件であり、同表「表示内容」欄に記載された名称に係る事業

者等から多数の受注実績があるかのように示す表示をしていたこと。 

 (ｲ) 実際には 

  ａ 前記(ｱ)ａについて、別表３記載の５役務の各役務を提供する拠点の数は、そ

れぞれ、別表１６「実際の内容」欄記載のとおりであって１，０００を大きく下

回るものであったこと。 

  ｂ 前記(ｱ)ｂについて、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決

サービスについては、当該役務に係る平成２７年及び平成２８年における最多

の年間受注実績は、別表１７「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を

大きく下回り、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に

係る事業者等からの受注実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこ

れらの大部分からの受注実績がないものであり、「ライフ救急車」と称する屋号

による鍵トラブル解決サービスについては、当該役務に係る平成２６年におけ

る年間受注実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を大き

く下回り、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの取

材実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの一部からの取材

実績がないものであり、「ライフ救急車」と称する屋号による水まわりトラブル

解決サービスについては、当該役務及び「ライフ救急車」と称する屋号による鍵

トラブル解決サービスに係る平成２５年における年間受注実績の合計は、同表

「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を大きく下回り、当該役務に係

る同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等からの受注実績

は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの大部分からの受注実績

がなく、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの取材

実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの全部からの取材実

績がないものであり、「ライフ救急車」と称する屋号によるガラストラブル解決

サービスについては、当該役務に係る平成２６年における年間受注実績は、同表

「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を大きく下回り、当該役務に係

る同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等からの受注実績

は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの大部分からの受注実績

がなく、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの取材

実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの一部からの取材実
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績がないものであり、「ライフ救急車」と称する屋号による害虫トラブル解決

サービスについては、当該役務に係る平成２７年及び平成２８年における最多

の年間受注実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を大き

く下回り、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載された名称に係る事業者等

からの受注実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの大部分

からの受注実績がないものであったこと。 

   (ｳ) 貴社は、別表３記載の５役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、それぞ

れ 

    ａ 自社ウェブサイトにおいて、「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラブル

解決サービス及び「ライフ救急車」と称する屋号によるガラストラブル解決サー

ビスの各役務について、別表１８「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」

欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該２役務の各役務に係る自社

の顧客満足度が継続して高水準を達成しているかのように示す表示をしていた

こと。 

    ｂ 自社ウェブサイトにおいて、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブ

ル解決サービスについて、別表１９「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該役務について、同業他

社と比較して作業員が最も早く作業現場に到着し、また、最短１５分での到着も

期待できるかのように示す表示をし、「ライフ救急車」と称する屋号による鍵ト

ラブル解決サービス、「ライフ救急車」と称する屋号による水まわりトラブル解

決サービス、「ライフ救急車」と称する屋号によるガラストラブル解決サービス

及び「ライフ救急車」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスの各役務に

ついて、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記

載することにより、あたかも、当該４役務の各役務について、作業員が短時間で

作業現場に到着し、最短１５分での到着も期待できるかのように示す表示をし

ていたこと。 

  ｃ 「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービスについて、実

際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず自社とは

無関係の「マーケティング・インベスト企画」と称する市場調査等を業とする事

業者が運営するものであるかのように装った「電気のトラブルお助け隊」と称す

るウェブサイトにおいて、別表２０「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該事業者が、５０を超す

電気トラブル解決サービス提供事業者から選定した１５事業者のサービス内容

を客観的に比較した結果、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解

決サービスが第３位として評価されたかのように示す表示をしていたこと。 

ｄ 「ライフ救急車」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスについて、実
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際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず自社とは

無関係の「ウェブ統計企画」と称するウェブサイト制作等を業とする事業者が

運営するものであるかのように装った「害虫＆害獣駆除業者比較ナビ」と称す

るウェブサイトにおいて、別表２０「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該事業者が、全国から選

定した１５の害虫トラブル解決サービス提供事業者のサービス内容を客観的に

比較した結果、「ライフ救急車」と称する屋号による害虫トラブル解決サービス

が第３位として評価されたかのように示す表示をしていたこと。 

   (ｴ) 前記(ｱ)の表示は、前記(ｲ)のとおりであって、それぞれ、別表３記載の５役務の

各役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると

示すものであり、前記(ｳ)の表示は、それぞれ、同表記載の５役務の各役務の内容

について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事

実に相違して自社と同種若しくは類似の役務を供給している他の事業者に係るも

のよりも著しく優良であると示すものであり、同表記載の５役務の各役務の取引

について当該表示をしていた行為は、それぞれ、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１５役務又はこれらと同種の役務の取引に関し、前記⑴ア(ｱ)及

び(ｲ)、ア(ｳ)、イ(ｱ)及び(ｲ)、イ(ｳ)、ウ(ｱ)及び(ｲ)並びにウ(ｳ)記載の表示と同様の表

示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員

に周知徹底しなければならない。 

 ⑶ 貴社は、今後、本件１５役務又はこれらと同種の役務の取引に関し 

ア 前記⑴ア(ｱ)及び(ｲ)、イ(ｱ)及び(ｲ)又はウ(ｱ)及び(ｲ)記載の表示と同様の表示を

行うことにより、当該役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著

しく優良であると示す表示をしてはならない。 

イ 表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴ア(ｳ)、イ

(ｳ)又はウ(ｳ)記載の表示と同様の表示をしてはならない。 

⑷ 貴社は、前記⑴及び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 株式会社ＡＲＳ（以下「ＡＲＳ」という。）は、東京都台東区上野七丁目６番５号に

本店を置き、電気トラブル解決サービス、鍵トラブル解決サービス、水まわりトラブル

解決サービス、ガラストラブル解決サービス及び害虫トラブル解決サービスを提供す

る事業等を営んでいる。 

⑵ ＡＲＳは、本件１５役務を、それぞれ、自ら又は業務委託先に委託することにより一

般消費者に提供しているところ、これら役務に係る自社ウェブサイトの表示内容を自
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ら決定している。 

⑶ア(ｱ) ＡＲＳは、別表１記載の５役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、そ

れぞれ、自社ウェブサイトにおいて 

ａ 別表４「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該５役務の各役務を提供する拠点が全国各地に１，

０００か所又は１，０００か所以上と多数存在するかのように示す表示をして

いた。 

ｂ 別表５「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該５役務の各役務について、年間受注実績が１０万

件又は１０万件以上であり、同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係

る官公庁、有名企業等からの受注実績があり、日本テレビの「ＺＩＰ！」と称す

るテレビ番組、テレビ朝日の「グッド！モーニング」と称するテレビ番組及び関

西テレビの「よ～いどん！」と称するテレビ番組からの取材実績があるかのよ

うに示す表示をしていた。 

 (ｲ) 実際には 

ａ 前記(ｱ)ａについて、別表１記載の５役務の各役務を提供する拠点の数は、そ

れぞれ、別表４「実際の内容」欄記載のとおりであって１，０００を大きく下回

るものであった。 

ｂ 前記(ｱ)ｂについて、別表１記載の５役務の各役務に係る平成２７年及び平成

２８年における最多の年間受注実績は、それぞれ、別表５「実際の内容」欄記載

のとおりであって１０万件を大きく下回り、別表１記載の５役務のうち「電気

の１１０番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービス、「クラピタ

ル」と称する屋号による水まわりトラブル解決サービス、「クラピタル」と称す

る屋号によるガラストラブル解決サービス及び「クラピタル」と称する屋号に

よる害虫トラブル解決サービスの各役務に係る別表５「表示内容」欄に記載さ

れたロゴマーク等に係る事業者等からの受注実績は、それぞれ、同表「実際の内

容」欄記載のとおりであってこれらの一部からの受注実績がなく、別表１記載

の５役務の各役務に係る別表５「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの

取材実績は、それぞれ、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの一

部又は全部からの取材実績がないものであった。 

(ｳ) ＡＲＳは、別表１記載の５役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、そ

れぞれ 

ａ 自社ウェブサイトにおいて、別表６「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示

内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各役務に係

る業界において自社が最大手又は一番の事業者であるかのように示す表示をし

ていた。 
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ｂ 自社ウェブサイトにおいて、別表７「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示

内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各役務に係

る業界において自社の技術力が第１位であるかのように示す表示をしていた。 

ｃ 自社ウェブサイトにおいて、別表８「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示

内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各役務に係

る業界において自社の年間受注実績が第１位であるかのように示す表示をして

いた。 

ｄ 自社ウェブサイトにおいて、別表９「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示

内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各役務につ

いて自社が平成２６年度に実施した顧客アンケートにおける「大満足」又は「満

足」と回答した者の割合が９３．０パーセントであり、また、当該５役務の各役

務に係る業界において自社の顧客満足度が第１位であるかのように示す表示を

していた。 

ｅ 自社ウェブサイトにおいて、別表１０「表示期間」欄記載の期間に、同表「表

示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各役務に

ついて、同業他社と比較して作業員が最も早く作業現場に到着し、また、最短１

５分での到着も期待できるかのように示す表示をしていた。 

  ｆ 「電気の１１０番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービスにつ

いて、実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず

自社とは無関係の「マーケティング・インベスト企画」と称する市場調査等を業

とする事業者が運営するものであるかのように装った「電気のトラブルお助け

隊」と称するウェブサイトにおいて、別表１１「表示期間」欄記載の期間に、同

表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該事業者が、

５０を超す電気トラブル解決サービス提供事業者から選定した１５事業者の

サービス内容を客観的に比較した結果、「電気の１１０番救急車」と称する屋号

による電気トラブル解決サービスが第１位として評価されたかのように示す表

示をしていた。 

ｇ 「クラピタル」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスについて、実際

には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず自社とは無

関係の「ウェブ統計企画」と称するウェブサイト制作等を業とする事業者が運

営するものであるかのように装った「害虫＆害獣駆除業者比較ナビ」と称する

ウェブサイトにおいて、別表１１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」

欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該事業者が、全国から選定し

た１５の害虫トラブル解決サービス提供事業者のサービス内容を客観的に比較

した結果、「クラピタル」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスが第１

位として評価されたかのように示す表示をしていた。 
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   (ｴ) 消費者庁長官は、前記(ｳ)ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ及びｇの表示について、景品

表示法第５条第１号に該当する表示か否かを判断するため、同法第７条第２項の

規定に基づき、ＡＲＳに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根

拠を示す資料の提出を求めたところ、ＡＲＳは 

ａ 前記(ｳ)ａ、ｄ、ｆ及びｇの表示について、当該資料を提出しなかった。 

ｂ 前記(ｳ)ｂ及びｃの表示について、当該期間内に、それぞれ、表示に係る裏付

けとする資料を提出したが、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合

理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

ｃ 前記(ｳ)ｅの表示のうち、同業他社と比較して作業員が最も早く作業現場に到

着するかのように示す表示については当該資料を提出せず、最短１５分での到

着も期待できるかのように示す表示については当該期間内に表示に係る裏付け

とする資料を提出したが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示すものであるとは認められないものであった。 

イ(ｱ) ＡＲＳは、別表２記載の５役務のうち「街の電気屋さん」と称する屋号による電

気トラブル解決サービス、「街の水道屋さん」と称する屋号による水まわりトラブ

ル解決サービス、「街のガラス屋さん」と称する屋号によるガラストラブル解決

サービス及び「街の害虫駆除屋さん」と称する屋号による害虫トラブル解決サービ

スの各役務を一般消費者に提供するに当たり、それぞれ、自社ウェブサイトにおい

て、別表１２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載

することにより、あたかも、当該４役務の各役務について、同表「表示内容」欄に

記載されたロゴマーク等に係る有名企業等から多数の受注実績があるかのように

示す表示をしていた。 

 (ｲ) 前記(ｱ)について、実際には、当該４役務の各役務に係る別表１２「表示内容」

欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等からの受注実績は、それぞれ、同表

「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの大部分からの受注実績がないも

のであった。 

 (ｳ) ＡＲＳは、別表２記載の５役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、そ

れぞれ 

ａ 自社ウェブサイトにおいて、別表１３「表示期間」欄記載の期間に、同表「表

示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各役務の

質及び技術力が高いことから、当該５役務の各役務を利用しようとする一般消

費者が所在する地域において自社の顧客満足度が第１位であるかのように示す

表示をしていた。 

ｂ 自社ウェブサイトにおいて、別表１４「表示期間」欄記載の期間に、同表「表

示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の各役務に

ついて、同業他社と比較して作業員が最も早く作業現場に到着し、また、最短１
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０分前後での到着も期待できるかのように示す表示をしていた。 

  ｃ 「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル解決サービスについて、

実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず自社と

は無関係の「マーケティング・インベスト企画」と称する市場調査等を業とする

事業者が運営するものであるかのように装った「電気のトラブルお助け隊」と称

するウェブサイトにおいて、別表１５「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示

内容」欄記載のとおりの記載等をすることにより、あたかも、当該事業者が、５

０を超す電気トラブル解決サービス提供事業者から選定した１５事業者のサー

ビス内容を客観的に比較した結果、「街の電気屋さん」と称する屋号による電気

トラブル解決サービスが第２位として評価されたかのように示す表示をしてい

た。 

ｄ 「街の害虫駆除屋さん」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスにつ

いて、実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず

自社とは無関係の「ウェブ統計企画」と称するウェブサイト制作等を業とする

事業者が運営するものであるかのように装った「害虫＆害獣駆除業者比較ナビ」

と称するウェブサイトにおいて、別表１５「表示期間」欄記載の期間に、同表

「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該事業者が、全

国から選定した１５の害虫トラブル解決サービス提供事業者のサービス内容を

客観的に比較した結果、「街の害虫駆除屋さん」と称する屋号による害虫トラブ

ル解決サービスが第２位として評価されたかのように示す表示をしていた。 

   (ｴ) 消費者庁長官は、前記(ｳ)ａ、ｂ、ｃ及びｄの表示について、景品表示法第５条

第１号に該当する表示か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、

ＡＲＳに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の

提出を求めたところ、ＡＲＳは 

ａ 前記(ｳ)ａ、ｃ及びｄの表示について、当該資料を提出しなかった。 

ｂ 前記(ｳ)ｂの表示のうち、同業他社と比較して作業員が最も早く作業現場に到

着するかのように示す表示については当該資料を提出せず、最短１０分前後で

の到着も期待できるかのように示す表示については当該期間内に表示に係る裏

付けとする資料を提出したが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根

拠を示すものであるとは認められないものであった。 

ウ(ｱ) ＡＲＳは、別表３記載の５役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、そ

れぞれ、自社ウェブサイトにおいて 

ａ 別表１６「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載

することにより、あたかも、当該５役務の各役務を提供する拠点が全国各地に

１，０００か所又は１，０００か所以上と多数存在するかのように示す表示を

していた。 
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ｂ 別表１７「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載

することにより、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービ

スについては、あたかも、当該役務について、年間受注実績が１０万件であり、

同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等から多数の受注

実績があるかのように示す表示をし、「ライフ救急車」と称する屋号による鍵ト

ラブル解決サービスについては、あたかも、当該役務について、平成２６年にお

ける年間受注実績が１０万件又は１０万件以上であり、日本テレビの「ＺＩＰ！」

と称するテレビ番組、テレビ朝日の「グッド！モーニング」と称するテレビ番組

及び関西テレビの「よ～いどん！」と称するテレビ番組からの取材実績がある

かのように示す表示をし、「ライフ救急車」と称する屋号による水まわりトラブ

ル解決サービスについては、あたかも、当該役務について、当該役務及び「ライ

フ救急車」と称する屋号による鍵トラブル解決サービスに係る平成２５年にお

ける年間受注実績の合計が１０万件又は１０万件以上であり、同表「表示内容」

欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等から多数の受注実績があり、日本

テレビの「ＺＩＰ！」と称するテレビ番組、テレビ朝日の「グッド！モーニング」

と称するテレビ番組及び関西テレビの「よ～いどん！」と称するテレビ番組か

らの取材実績があるかのように示す表示をし、「ライフ救急車」と称する屋号に

よるガラストラブル解決サービスについては、あたかも、当該役務について、平

成２６年における年間受注実績が１０万件又は１０万件以上であり、同表「表

示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等から多数の受注実績があ

り、日本テレビの「ＺＩＰ！」と称するテレビ番組、テレビ朝日の「グッド！

モーニング」と称するテレビ番組及び関西テレビの「よ～いどん！」と称するテ

レビ番組からの取材実績があるかのように示す表示をし、「ライフ救急車」と称

する屋号による害虫トラブル解決サービスについては、あたかも、当該役務に

ついて、年間受注実績が１０万件であり、同表「表示内容」欄に記載された名称

に係る事業者等から多数の受注実績があるかのように示す表示をしていた。 

 (ｲ) 実際には 

ａ 前記(ｱ)ａについて、別表３記載の５役務の各役務を提供する拠点の数は、そ

れぞれ、別表１６「実際の内容」欄記載のとおりであって１，０００を大きく下

回るものであった。 

ｂ 前記(ｱ)ｂについて、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決

サービスについては、当該役務に係る平成２７年及び平成２８年における最多

の年間受注実績は、別表１７「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を

大きく下回り、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に

係る事業者等からの受注実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこ

れらの大部分からの受注実績がないものであり、「ライフ救急車」と称する屋号
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による鍵トラブル解決サービスについては、当該役務に係る平成２６年におけ

る年間受注実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を大き

く下回り、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの取

材実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの一部からの取材

実績がないものであり、「ライフ救急車」と称する屋号による水まわりトラブル

解決サービスについては、当該役務及び「ライフ救急車」と称する屋号による鍵

トラブル解決サービスに係る平成２５年における年間受注実績の合計は、同表

「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を大きく下回り、当該役務に

係る同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等からの受注

実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの大部分からの受注

実績がなく、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの

取材実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの全部からの取

材実績がないものであり、「ライフ救急車」と称する屋号によるガラストラブル

解決サービスについては、当該役務に係る平成２６年における年間受注実績は、

同表「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を大きく下回り、当該役務

に係る同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等からの受

注実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの大部分からの受

注実績がなく、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載されたテレビ番組から

の取材実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの一部からの

取材実績がないものであり、「ライフ救急車」と称する屋号による害虫トラブル

解決サービスについては、当該役務に係る平成２７年及び平成２８年における

最多の年間受注実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を

大きく下回り、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載された名称に係る事業

者等からの受注実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの大

部分からの受注実績がないものであった。 

(ｳ) ＡＲＳは、別表３記載の５役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、そ

れぞれ 

ａ 自社ウェブサイトにおいて、「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラブル

解決サービス及び「ライフ救急車」と称する屋号によるガラストラブル解決サー

ビスの各役務について、別表１８「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」

欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該２役務の各役務に係る自

社の顧客満足度が継続して高水準を達成しているかのように示す表示をしてい

た。 

ｂ 自社ウェブサイトにおいて、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブ

ル解決サービスについて、別表１９「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該役務について、同業他
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社と比較して作業員が最も早く作業現場に到着し、また、最短１５分での到着

も期待できるかのように示す表示をし、「ライフ救急車」と称する屋号による鍵

トラブル解決サービス、「ライフ救急車」と称する屋号による水まわりトラブル

解決サービス、「ライフ救急車」と称する屋号によるガラストラブル解決サービ

ス及び「ライフ救急車」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスの各役

務について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとお

り記載することにより、あたかも、当該４役務の各役務について、作業員が短時

間で作業現場に到着し、最短１５分での到着も期待できるかのように示す表示

をしていた。 

  ｃ 「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービスについて、実

際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず自社とは

無関係の「マーケティング・インベスト企画」と称する市場調査等を業とする事

業者が運営するものであるかのように装った「電気のトラブルお助け隊」と称す

るウェブサイトにおいて、別表２０「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該事業者が、５０を超す

電気トラブル解決サービス提供事業者から選定した１５事業者のサービス内容

を客観的に比較した結果、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解

決サービスが第３位として評価されたかのように示す表示をしていた。 

ｄ 「ライフ救急車」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスについて、実

際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず自社とは

無関係の「ウェブ統計企画」と称するウェブサイト制作等を業とする事業者が

運営するものであるかのように装った「害虫＆害獣駆除業者比較ナビ」と称す

るウェブサイトにおいて、別表２０「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該事業者が、全国から選

定した１５の害虫トラブル解決サービス提供事業者のサービス内容を客観的に

比較した結果、「ライフ救急車」と称する屋号による害虫トラブル解決サービス

が第３位として評価されたかのように示す表示をしていた。 

   (ｴ) 消費者庁長官は、前記(ｳ)ａ、ｂ、ｃ及びｄの表示について、景品表示法第５条

第１号に該当する表示か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、

ＡＲＳに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の

提出を求めたところ、ＡＲＳは 

ａ 前記(ｳ)ａ、ｃ及びｄの表示について、当該資料を提出しなかった。 

ｂ 前記(ｳ)ｂの表示のうち、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル

解決サービスに係る同業他社と比較して作業員が最も早く作業現場に到着する

かのように示す表示については当該資料を提出せず、当該５役務の各役務に係

る最短１５分での到着も期待できるかのように示す表示については当該期間内
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に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は当該表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

 

３ 法令の適用 

 ⑴ 前記２⑶ア(ｱ)及び(ｲ)、イ(ｱ)及び(ｲ)並びにウ(ｱ)及び(ｲ)の事実によれば、ＡＲＳ

は、自己の供給する本件１５役務のうち「街の鍵屋さん」と称する屋号による鍵トラブ

ル解決サービスを除く１４役務の各役務の取引に関し、それぞれ、一般消費者に対し、

実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費

者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしてい

たものであり、これらの表示は、それぞれ、景品表示法第５条第１号に該当するもので

ある。 

 ⑵ 前記２⑶ア(ｳ)及び(ｴ)、イ(ｳ)及び(ｴ)並びにウ(ｳ)及び(ｴ)の事実によれば、ＡＲＳが

自己の供給する本件１５役務の各役務の取引に関し行った表示は、それぞれ、景品表示

法第７条第２項の規定により、同法第５条第１号に該当する、本件１５役務の各役務の

内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事

実に相違して自社と同種若しくは類似の役務を供給している他の事業者に係るものよ

りも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主

的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示とみなされるものであ

る。 

 ⑶ 本件１５役務の各役務の取引について前記⑴及び⑵の表示をしていた行為は、それ

ぞれ、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。 
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（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１ 

番号 役務 

１ 「電気の１１０番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービス 

２ 「クラピタル」と称する屋号による鍵トラブル解決サービス 

３ 「クラピタル」と称する屋号による水まわりトラブル解決サービス 

４ 「クラピタル」と称する屋号によるガラストラブル解決サービス 

５ 「クラピタル」と称する屋号による害虫トラブル解決サービス 

 

別表２ 

番号 役務 

１ 「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル解決サービス 

２ 「街の鍵屋さん」と称する屋号による鍵トラブル解決サービス 

３ 「街の水道屋さん」と称する屋号による水まわりトラブル解決サービス 

４ 「街のガラス屋さん」と称する屋号によるガラストラブル解決サービス 

５ 「街の害虫駆除屋さん」と称する屋号による害虫トラブル解決サービス 

 

別表３ 

番号 役務 

１ 「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービス 

２ 「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラブル解決サービス 

３ 「ライフ救急車」と称する屋号による水まわりトラブル解決サービス 

４ 「ライフ救急車」と称する屋号によるガラストラブル解決サービス 

５ 「ライフ救急車」と称する屋号による害虫トラブル解決サービス 
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別表４ 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

１ 「電気の１１０番

救急車」と称する

屋号による電気ト

ラブル解決サービ

ス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「全国１０００拠点！」 

・「１０００拠点」 

・「１，０００拠点 全国各地にスタッフを配備」 

・「全国１，０００以上の拠点に４，０００人以上のスタッフが

常駐！！」 

・「Ａ どのエリアに対応しているんでしょうか？ Ｑ 全国４

７都道府県に、１，０００店舗以上の拠点を持っております。」 

当該役務を提供する拠点の数はお

おむね２１０以下 

２ 「クラピタル」と

称する屋号による

鍵トラブル解決

サービス 

平成２７年５月

２９日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「全国１０００拠点！」 

・「１０００拠点」 

・「１，０００拠点 全国各地にスタッフを配備」 

・「全国１，０００以上の拠点に４，０００人以上のスタッフが

常駐！！」 

・「Ａ どのエリアに対応しているんでしょうか？ Ｑ 全国４

７都道府県に、１，０００店舗以上の拠点を持っております。」 

当該役務を提供する拠点の数はお

おむね２３６以下 

３ 「クラピタル」と

称する屋号による

水まわりトラブル

解決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「全国１０００拠点！」 

・「１０００拠点」 

・「１，０００拠点 全国各地にスタッフを配備」 

・「全国１，０００以上の拠点に４，０００人以上のスタッフが

常駐！！」 

・「Ａ どのエリアに対応しているんでしょうか？ Ｑ 全国４

７都道府県に、１，０００店舗以上の拠点を持っております。」 

当該役務を提供する拠点の数はお

おむね１５１以下 

４ 「クラピタル」と

称する屋号による

ガラストラブル解

決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「全国１０００拠点！」 

・「１０００拠点」 

・「１，０００拠点 全国各地にスタッフを配備」 

・「全国１，０００以上の拠点に４，０００人以上のスタッフが

常駐！！」 

・「Ａ どのエリアに対応しているんでしょうか？ Ｑ 全国４

当該役務を提供する拠点の数はお

おむね１３８以下 



 

 

 

２
０

 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

７都道府県に、１，０００拠点以上を持った業界最大手のガラ

ス修理屋です。」 

５ 「クラピタル」と

称する屋号による

害虫トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「全国１０００拠点！」 

・「１０００拠点」 

・「１，０００拠点 全国各地にスタッフを配備」 

・「全国１，０００以上の拠点に４，０００人以上のスタッフが

常駐！！」 

・「Ａ どのエリアに対応しているんでしょうか？ Ｑ 全国４

７都道府県に、１，０００店舗以上の拠点を持っております。」 

当該役務を提供する拠点の数はお

おむね９０以下 

 

別表５ 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

１ 「電気の１１０番

救急車」と称する

屋号による電気ト

ラブル解決サービ

ス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「年間実績１０万件以上 業界トップクラスの実績」 

・「選ばれて年間１０万件。」 

・「安心ポイント１ 年間実績１０万件以上」 

・「官公庁・有名企業御用達の確かな実績あるサービスです。」

と記載するとともに、「官公庁」と記載した上で、防衛省、警

察庁、国税庁及び国土交通省のロゴマーク等を、また、「有名

企業」と記載した上で、全農、日本郵便、ＪＲ東日本及び関西

電力のロゴマーク等を記載。 

・「安心ポイント３ メディア取材実績アリ 日本テレビＺＩ

Ｐ！ テレビ朝日グッド！モーニング 関西テレビよ～いど

ん！ メディア・公への露出が安心に繋がっています。」 

・平成２７年及び平成２８年におけ

る最多の年間受注実績は１２，４

５８件 

・防衛省、警察庁、国土交通省、全

農、ＪＲ東日本及び関西電力のロ

ゴマーク等に係る事業者等から

の受注実績はない。 

・いずれのテレビ番組からも取材実

績はない。 

２ 「クラピタル」と

称する屋号による

鍵トラブル解決

サービス 

平成２７年５月

２９日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「年間実績１０万件以上 業界トップクラスの実績」 

・「選ばれて年間１０万件。」 

・「安心ポイント１ 年間実績１０万件以上」 

・「安心ポイント３ メディア取材実績アリ 日本テレビＺＩ

Ｐ！ テレビ朝日グッド！モーニング 関西テレビよ～いど

・平成２７年及び平成２８年におけ

る最多の年間受注実績は１６，４

６５件 

・日本テレビの「ＺＩＰ！」と称す

るテレビ番組及びテレビ朝日の



 

 

 

２
１

 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

ん！ メディア・公への露出が安心に繋がっています。」 「グッド！モーニング」と称する

テレビ番組からの取材実績はな

い。 

３ 「クラピタル」と

称する屋号による

水まわりトラブル

解決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「年間実績１０万件以上 業界トップクラスの実績」 

・「選ばれて年間１０万件。」 

・「安心ポイント１ 年間実績１０万件以上」 

・「官公庁・有名企業御用達の確かな実績あるサービスです。」

と記載するとともに、「官公庁」と記載した上で、防衛省、警

察庁、国税庁及び国土交通省のロゴマーク等を、また、「有名

企業」と記載した上で、全農、日本郵便、ＪＲ東日本及び関西

電力のロゴマーク等を記載。 

・「安心ポイント３ メディア取材実績アリ 日本テレビＺＩ

Ｐ！ テレビ朝日グッド！モーニング 関西テレビよ～いど

ん！ メディア・公への露出が安心に繋がっています。」 

・平成２７年及び平成２８年におけ

る最多の年間受注実績は２，８３

５件 

・防衛省、警察庁、国税庁、全農、

日本郵便、ＪＲ東日本及び関西電

力のロゴマーク等に係る事業者

等からの受注実績はない。 

・いずれのテレビ番組からも取材実

績はない。 

４ 「クラピタル」と

称する屋号による

ガラストラブル解

決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「年間実績１０万件以上 業界トップクラスの実績」 

・「選ばれて年間１０万件。」 

・「安心ポイント１ 年間実績１０万件以上」 

・「官公庁・有名企業御用達の確かな実績あるサービスです。」

と記載するとともに、「官公庁」と記載した上で、防衛省、警

察庁、国税庁及び国土交通省のロゴマーク等を、また、「有名

企業」と記載した上で、全農、日本郵便、ＪＲ東日本及び関西

電力のロゴマーク等を記載。 

・「安心ポイント３ メディア取材実績アリ 日本テレビＺＩ

Ｐ！ テレビ朝日グッド！モーニング 関西テレビよ～いど

ん！ メディア・公への露出が安心に繋がっています。」 

・平成２７年及び平成２８年におけ

る最多の年間受注実績は４，３６

４件 

・警察庁、国税庁、国土交通省、Ｊ

Ｒ東日本及び関西電力のロゴ

マーク等に係る事業者等からの

受注実績はない。 

・関西テレビの「よ～いどん！」と

称するテレビ番組からの取材実

績はない。 

５ 「クラピタル」と

称する屋号による

害虫トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「年間実績１０万件以上 業界トップクラスの実績」 

・「選ばれて年間１０万件。」 

・「安心ポイント１ 年間実績１０万件以上」 

・「官公庁・有名企業御用達の確かな実績あるサービスです。」

・平成２７年及び平成２８年におけ

る最多の年間受注実績は１，６９

６件 

・防衛省、警察庁、国税庁、全農、



 

 

 

２
２

 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

と記載するとともに、「官公庁」と記載した上で、防衛省、警

察庁、国税庁及び国土交通省のロゴマーク等を、また、「有名

企業」と記載した上で、全農、日本郵便、ＪＲ東日本及び関西

電力のロゴマーク等を記載。 

・「安心ポイント３ メディア取材実績アリ 日本テレビＺＩ

Ｐ！ テレビ朝日グッド！モーニング 関西テレビよ～いど

ん！ メディア・公への露出が安心に繋がっています。」 

ＪＲ東日本及び関西電力のロゴ

マーク等に係る事業者等からの

受注実績はない。 

・いずれのテレビ番組からも取材実

績はない。 

 

別表６ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「電気の１１０番

救急車」と称する

屋号による電気ト

ラブル解決サービ

ス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「業界最大手の電気のプロが即日対応します。」 

・「電気の救急車は日本一の電気業者です！」 

・「業界Ｎｏ．１電気工事業者」 

２ 「クラピタル」と

称する屋号による

鍵トラブル解決

サービス 

平成２７年５月

２９日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「業界最大手の鍵のプロが即日対応します。」 

・「クラピタルは日本一の鍵業者です！」 

・「業界Ｎｏ．１鍵業者です。」 

３ 「クラピタル」と

称する屋号による

水まわりトラブル

解決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「業界最大手の水まわりのプロが即日対応します。」 

・「クラピタルは日本一の水道業者です！」 

・「業界Ｎｏ．１水道修理業者」 

４ 「クラピタル」と

称する屋号による

ガラストラブル解

決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「業界最大手のガラスのプロが即日対応します。」 

・「クラピタルは日本一のガラス業者です！」 

・「業界Ｎｏ．１ガラス業者」 

・「業界最大手のガラス屋」 



 

 

 

２
３

 

番号 役務 表示期間 表示内容 

５ 「クラピタル」と

称する屋号による

害虫トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「業界最大手の害虫のプロが即日対応します。」 

・「クラピタルは日本一の害虫駆除業者です！」 

・「業界Ｎｏ．１害虫駆除業者」 

 

別表７ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「電気の１１０番

救急車」と称する

屋号による電気ト

ラブル解決サービ

ス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その１ 技術力 トラブル解決日本一！」 

・「技術力 日本一！」 

・「安心ポイント２ 日本一の電気工事技術」 

・「日本一の技術でトラブルを解決」 

２ 「クラピタル」と

称する屋号による

鍵トラブル解決

サービス 

平成２７年５月

２９日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その１ 技術力 トラブル解決日本一！」 

・「技術力 日本一！」 

・「安心ポイント２ 日本一の鍵開け技術」 

・「日本一の技術でトラブルを解決」 

３ 「クラピタル」と

称する屋号による

水まわりトラブル

解決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その１ 技術力 トラブル解決日本一！」 

・「技術力 日本一！」 

・「安心ポイント２ 日本一の水まわりの工事技術」 

・「日本一の技術でトラブルを解決」 

・「日本一を誇る技術力でお客様のトラブルを適切に解決いたします。」 

４ 「クラピタル」と

称する屋号による

ガラストラブル解

決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その１ 技術力 トラブル解決日本一！」 

・「技術力 日本一！」 

・「安心ポイント２ 日本一のガラス工事技術」 

・「日本一の技術でトラブルを解決」  

・「日本一を誇る技術力でトラブルを解決いたします。」 

５ 「クラピタル」と

称する屋号による

平成２７年８月

２３日から平成

・「その１ 技術力 トラブル解決日本一！」 

・「技術力 日本一！」 



 

 

 

２
４

 

番号 役務 表示期間 表示内容 

害虫トラブル解決

サービス 

２９年１月２０

日までの間 

・「安心ポイント２ 日本一の害虫駆除技術」 

・「日本一の技術でトラブルを解決」 

・「日本一を誇る対応実績と技術力で、お客様の害虫・害獣・害鳥トラブルを適切に解決いたします。」 

 

別表８ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「電気の１１０番

救急車」と称する

屋号による電気ト

ラブル解決サービ

ス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その２ 対応実績 年間実績日本一！ 設備工事サービス業における公開データを同業他社と比較

（２０１５年 自社調べ）」 

・「対応実績 日本一！」 

２ 「クラピタル」と

称する屋号による

鍵トラブル解決

サービス 

平成２７年５月

２９日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その２ 対応実績 年間実績日本一！ 鍵修理サービス業における公開データを同業他社と比較（２

０１５年 自社調べ）」 

・「対応実績 日本一！」 

３ 「クラピタル」と

称する屋号による

水まわりトラブル

解決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その２ 対応実績 年間実績日本一！ 設備サービス業における公開データを同業他社と比較（２

０１５年 自社調べ）」 

・「対応実績 日本一！」 

４ 「クラピタル」と

称する屋号による

ガラストラブル解

決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その２ 対応実績 年間実績日本一！ 設備サービス業における公開データを同業他社と比較（２

０１５年 自社調べ）」 

・「対応実績 日本一！」 

５ 「クラピタル」と

称する屋号による

害虫トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その２ 対応実績 年間実績日本一！ 設備サービス業における公開データを同業他社と比較（２

０１５年 自社調べ）」 

・「対応実績 日本一！」 

 



 

 

 

２
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別表９ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「電気の１１０番

救急車」と称する

屋号による電気ト

ラブル解決サービ

ス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その３ 満足度 お客様満足度日本一！」 

・「満足度 日本一！」 

・「お客様満足度、業界Ｎｏ．１ 多くの方に『電気の救急車を選んでよかった』と支持されています。 

満足度調査※ 大満足６０％ 満足３３％ どちらでもない」、「２０１４年度のお客様アンケート 

３８２名のうち、３５５名が満足とお答え」 

・「電気の救急車のお客様満足度は・・・９３．０％！！ 満足度Ｎｏ．１ ２０１４年度のお客様アン

ケート３８２名のうち、３５５名が満足とお答え」 

２ 「クラピタル」と

称する屋号による

鍵トラブル解決

サービス 

平成２７年５月

２９日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その３ 満足度 お客様満足度日本一！」 

・「満足度 日本一！」 

・「お客様満足度、業界Ｎｏ．１ 多くの方に『クラピタルを選んでよかった』と支持されています。 

満足度調査※ 大満足６０％ 満足３３％ どちらでもない」、「２０１４年度のお客様アンケート 

３８２名のうち、３５５名が満足とお答え」 

・「クラピタルのお客様満足度は・・・９３．０％！！ 満足度Ｎｏ．１ ※２０１４年度のお客様アン

ケート（３８２名）のうち、３５５名が満足とお答え」 

３ 「クラピタル」と

称する屋号による

水まわりトラブル

解決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その３ 満足度 お客様満足度日本一！」 

・「満足度 日本一！」 

・「お客様満足度、業界Ｎｏ．１ 多くの方に『クラピタルを選んでよかった』と支持されています。 

満足度調査※ 大満足６０％ 満足３３％ どちらでもない」、「２０１４年度のお客様アンケート 

３８２名のうち、３５５名が満足とお答え」 

・「クラピタルのお客様満足度は・・・９３．０％！！ 満足度Ｎｏ．１ ※２０１４年度のお客様アン

ケート（３８２名）のうち、３５５名が満足とお答え」 

４ 「クラピタル」と

称する屋号による

ガラストラブル解

決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その３ 満足度 お客様満足度日本一！」 

・「満足度 日本一！」 

・「お客様満足度、業界Ｎｏ．１ 多くの方に『クラピタルを選んでよかった』と支持されています。 

満足度調査※ 大満足６０％ 満足３３％ どちらでもない」、「２０１４年度のお客様アンケート 

３８２名のうち、３５５名が満足とお答え」 

・「クラピタルのお客様満足度は・・・９３．０％！！ 満足度Ｎｏ．１ ２０１４年度のお客様アン



 

 

 

２
６

 

番号 役務 表示期間 表示内容 

ケート３８２名のうち、３５５名が満足とお答え」 

５ 「クラピタル」と

称する屋号による

害虫トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「その３ 満足度 お客様満足度日本一！」 

・「満足度 日本一！」 

・「お客様満足度、業界Ｎｏ．１ 多くの方に『クラピタルを選んでよかった』と支持されています。 

満足度調査※ 大満足６０％ 満足３３％ どちらでもない」、「※２０１４年度お客様アンケート集

計結果」 

・「クラピタルのお客様満足度は・・・９３．０％！！ 満足度Ｎｏ．１」 

 

別表１０ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「電気の１１０番

救急車」と称する

屋号による電気ト

ラブル解決サービ

ス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「電気のトラブル最短１５分」 

・「電気の救急車は最短１５分で現場まで到着。」 

・「最短１５分で現場到着」 

・「保証Ｎｏ．２ 業界最速」 

・「業界最速」、「日本全国１，０００箇所以上の拠点から最短距離のスタッフを派遣。全国各地に点在

する拠点から、最短距離のスタッフを派遣。お客様のお近くにいるスタッフが駆けつけるため、どこの

電気屋よりも早く現場へ到着することが可能です。」 

２ 「クラピタル」と

称する屋号による

鍵トラブル解決

サービス 

平成２７年５月

２９日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「鍵のトラブル最短１５分」 

・「クラピタルは最短１５分で現場まで到着。」 

・「最短１５分で到着」 

・「保証Ｎｏ．２ 業界最速」 

・「業界最速水準」、「日本全国に多数ある拠点から最短距離のスタッフを派遣。全国各地に点在する拠

点から、最短距離のスタッフを派遣。お客様のお近くにいるスタッフが駆けつけるため、どこの鍵屋よ

りも早く現場へ到着することが可能です。」 

３ 「クラピタル」と

称する屋号による

水まわりトラブル

解決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「水まわりのトラブル最短１５分」 

・「クラピタルは最短１５分で現場まで到着。」 

・「最短１５分で現場到着」 

・「保証Ｎｏ．２ 業界最速」 



 

 

 

２
７

 

番号 役務 表示期間 表示内容 

・「業界最速」、「日本全国１，０００箇所以上の拠点から最短距離のスタッフを派遣。全国各地に点在

する拠点から、最短距離のスタッフを派遣。お客様のお近くにいるスタッフが駆けつけるため、どこの

業者よりも早く現場へ到着することが可能です。」 

４ 「クラピタル」と

称する屋号による

ガラストラブル解

決サービス 

平成２７年７月

２７日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「ガラスのトラブル最短１５分」 

・「クラピタルは最短１５分で現場まで到着。」 

・「最短１５分で現場到着」 

・「保証Ｎｏ．２ 業界最速」 

・「業界最速」、「日本全国１，０００箇所以上の拠点から最短距離のスタッフを派遣。全国各地に点在

する拠点から、最短距離のスタッフを派遣。お客様のお近くにいるスタッフが駆けつけるため、どこの

業者よりも早く現場へ到着することが可能です。」 

５ 「クラピタル」と

称する屋号による

害虫トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

２３日から平成

２９年１月２０

日までの間 

・「害虫のトラブル最短１５分」 

・「クラピタルは最短１５分で現場まで到着。」 

・「最短１５分で現場到着」 

・「保証Ｎｏ．２ 業界最速」 

・「業界最速」、「日本全国１，０００箇所以上の拠点から最短距離のスタッフを派遣。全国各地に点在

する拠点から、最短距離のスタッフを派遣。お客様のお近くにいるスタッフが駆けつけるため、どこの

業者よりも早く現場へ到着することが可能です。」 

 

別表１１ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「電気の１１０番

救急車」と称する

屋号による電気ト

ラブル解決サービ

ス 

平成２８年１１

月１４日から平

成２９年６月３

０日までの間 

・「５０を超す業者サイトから優良業者を１５に厳選！ 即日対応・土日対応の電気工事業者を徹底比

較 早い！安い！施工件数豊富 顧客満足度トップクラスの安心工事業者を探そう！」 

・「比較検索とランキングで自分にベストな業者を発見！」、「電気のトラブルが起こったとき、どこへ

連絡すればいいのかわからない。そんな方のために、全国の優良業者をランキング形式で紹介してい

るのがこのサイト。連絡からの到着時間や料金、対応できる作業の内容などを細かくチェック。信頼で

きる業者のみをピックアップしました。」 

・「当サイト掲載の基準＆信頼性 ①５０を超す電気工事業者サイトを吟味の上、優良業者を１５に厳

選！ ②業者サイトに記載されている情報を隅々まで精査、優良情報を完全に網羅！ ③他社アン



 

 

 

２
８

 

番号 役務 表示期間 表示内容 

ケートサイトを使用し、厳選した１５の業者の口コミを調査！ ④口コミは誹謗中傷などを除き、依

頼の参考となる内容のみを公開！ ⑤電気工事や業者に精通した管理人が、業者のサービス内容など

を解説！」 

・「１位 電気の１１０番救急車」 

・「このサイトについて 当サイトでは、電気のトラブルに関する役立つ情報を提供しています。サイト

運営が選りすぐった優良修理業者の紹介や、電気や電気工事に関する知識をご紹介しています。」 

２ 「クラピタル」と

称する屋号による

害虫トラブル解決

サービス 

平成２８年９月

２日から平成２

９年６月３０日

までの間 

・「全国から１５社を厳選 ゴキブリ・ハチ・ネズミ 駆除業者を徹底比較 駆除業者探しに必見！ ゴ

キブリ・ハチ・ネズミなどの害虫・害獣駆除業者で一番安くて一番早い安心安全おすすめな業者を紹

介」 

・「害虫・害獣駆除業者で 安さ・早さ・安全性の高い業者を厳選！」、「当サイトでは、全国の害虫・

害獣駆除業者の中から『安さ・早さ・安全』で信頼できる業者のみを調べご紹介。もしもの害虫・害獣

トラブルの際にお役に立てる情報を集めました。」 

・「当サイトで掲載している害虫・害獣駆除業者の基準 １．運営スタッフが実際に問い合わせや見積も

りを依頼し、好印象だった業者のみを厳選 ２．ランキングはネットリサーチサイトなどを使用し、公

平に審査 ３．サービスの安さ、早さ、安全性などを調べ、詳しくご紹介 ４．利用したユーザーの口

コミや感想は、依頼の参考になるものを厳選して多くご紹介」 

・「業者比較ナビイチオシの業者ランキングトップ１０」 

・「第１位 クラピタル」 

・「お客様アンケート ※当サイトのランキング基準は、以下を根拠としています。当サイトでは、各業

者サイトのサービス・サポートを実際にご利用いただいたお客様にアンケート調査を実施し、その結

果を集計させていただきました。 ・調査の企画元： ・調査目的：害虫駆除業者におけるサービスの

実態調査 ・調査方法： ・実施時期： ・実施方法： ・調査対象地域： ・調査対象者： ・有効

回答数：」 

 

 

  



 

 

 

２
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別表１２ 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

１ 「街の電気屋さ

ん」と称する屋号

による電気トラブ

ル解決サービス 

平成２７年１０

月９日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「有名企業様からご贔屓いただいてます♪ 防衛省 警察庁 国

税庁 国土交通省 日本郵便 ＪＲ東日本 関西電力 全農 Ｔ

ＯＹＯＴＡ 三菱重工 ・大和ハウス ・読売新聞グループ ・

高島屋 ・ケンタッキーフライドチキン ・三井ホームエステー

ト ・三井東京ＵＦＪ銀行 ・洋服の青山 ・ほっかほっか亭 ・

三井のリハウス ・りそな銀行 ・ユニクロ ・セブンアンドア

イ ・日本ビルサービス ・みずほ銀行 ・バンダイ ・ファミ

リーマート ・大成建設 ・ＮＴＴ ・東芝 ・ブックオフ ・

鹿島建設 ・ソフトバンク ・旭化成 ・ヤマト運輸 ・東急コ

ミュニティー ・エイブル ・アルソック ・羽田空港 ・日立

ビルサービス ・ＴＳＵＴＡＹＡ ・マクドナルド ・そのほか

多数 多数の企業様にご利用いただけるのは、やっぱり、地域密

着型だから。街々に密着しているスタッフが拠点にいるから企業

様も安心できる！！みたいです。」 

防衛省、警察庁、国土交通省、ＪＲ

東日本、関西電力、全農、トヨタ、

三菱重工、大和ハウス、高島屋、三

井ホームエステート、ほっかほっか

亭、三井のリハウス、りそな銀行、

ユニクロ、セブンアンドアイ、日本

ビルサービス、みずほ銀行、バンダ

イ、ファミリーマート、大成建設、

ＮＴＴ、東芝、ブックオフ、鹿島建

設、旭化成、東急コミュニティー、

アルソック及び羽田空港のロゴ

マーク等に係る事業者等からの受

注実績はない。 

２ 「街の水道屋さ

ん」と称する屋号

による水まわりト

ラブル解決サービ

ス 

平成２８年４月

９日から平成２

９年２月２５日

までの間 

「有名企業様からご贔屓いただいてます♪ 防衛省 警察庁 国

税庁 国土交通省 日本郵便 ＪＲ東日本 関西電力 全農 Ｔ

ＯＹＯＴＡ 三菱重工 ・大和ハウス ・読売新聞グループ ・

高島屋 ・ケンタッキーフライドチキン ・三井ホームエステー

ト ・三井東京ＵＦＪ銀行 ・洋服の青山 ・ほっかほっか亭 ・

三井のリハウス ・りそな銀行 ・ユニクロ ・セブンアンドア

イ ・日本ビルサービス ・みずほ銀行 ・バンダイ ・ファミ

リーマート ・大成建設 ・ＮＴＴ ・東芝 ・ブックオフ ・

鹿島建設 ・ソフトバンク ・旭化成 ・ヤマト運輸 ・東急コ

ミュニティー ・エイブル ・アルソック ・羽田空港 ・日立

ビルサービス ・ＴＳＵＴＡＹＡ ・マクドナルド ・そのほか

多数 多数の企業様にご利用いただけるのは、やっぱり、地域密

着型だから。街々に密着しているスタッフが拠点にいるから企業

防衛省、警察庁、国税庁、日本郵便、

ＪＲ東日本、関西電力、全農、トヨ

タ、三菱重工、大和ハウス、読売新

聞グループ、高島屋、ケンタッキー

フライドチキン、三井ホームエス

テート、洋服の青山、三井のリハウ

ス、りそな銀行、ユニクロ、日本ビ

ルサービス、みずほ銀行、バンダイ、

ファミリーマート、大成建設、ＮＴ

Ｔ、東芝、ブックオフ、鹿島建設、

旭化成、ヤマト運輸、東急コミュニ

ティー、エイブル、アルソック及び

羽田空港のロゴマーク等に係る事



 

 

 

３
０

 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

様も安心できる！！みたいです。」 業者等からの受注実績はない。 

３ 「街のガラス屋さ

ん」と称する屋号

によるガラストラ

ブル解決サービス 

平成２８年１月

２２日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「有名企業様からご贔屓いただいてます♪ 防衛省 警察庁 国

税庁 国土交通省 日本郵便 ＪＲ東日本 関西電力 全農 Ｔ

ＯＹＯＴＡ 三菱重工 ・大和ハウス ・読売新聞グループ ・

高島屋 ・ケンタッキーフライドチキン ・三井ホームエステー

ト ・三井東京ＵＦＪ銀行 ・洋服の青山 ・ほっかほっか亭 ・

三井のリハウス ・りそな銀行 ・ユニクロ ・セブンアンドア

イ ・日本ビルサービス ・みずほ銀行 ・バンダイ ・ファミ

リーマート ・大成建設 ・ＮＴＴ ・東芝 ・ブックオフ ・

鹿島建設 ・ソフトバンク ・旭化成 ・ヤマト運輸 ・東急コ

ミュニティー ・エイブル ・アルソック ・羽田空港 ・日立

ビルサービス ・ＴＳＵＴＡＹＡ ・マクドナルド ・そのほか

多数 多数の企業様にご利用いただけるのは、やっぱり、地域密

着型だから。街々に密着しているスタッフが拠点にいるから企業

様も安心できる！！みたいです。」 

警察庁、国税庁、国土交通省、ＪＲ

東日本、関西電力、トヨタ、三菱重

工、大和ハウス、読売新聞グループ、

高島屋、洋服の青山、三井のリハウ

ス、りそな銀行、ユニクロ、日本ビ

ルサービス、みずほ銀行、バンダイ、

ファミリーマート、大成建設、ＮＴ

Ｔ、ブックオフ、鹿島建設、ソフト

バンク、ヤマト運輸、エイブル、羽

田空港、ツタヤ及びマクドナルドの

ロゴマーク等に係る事業者等から

の受注実績はない。 

４ 「街の害虫駆除屋

さん」と称する屋

号による害虫トラ

ブル解決サービス 

平成２８年５月

１３日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「有名企業様からご贔屓いただいてます♪ 防衛省 警察庁 国

税庁 国土交通省 日本郵便 ＪＲ東日本 関西電力 全農 Ｔ

ＯＹＯＴＡ 三菱重工 ・大和ハウス ・読売新聞グループ ・

高島屋 ・ケンタッキーフライドチキン ・三井ホームエステー

ト ・三井東京ＵＦＪ銀行 ・洋服の青山 ・ほっかほっか亭 ・

三井のリハウス ・りそな銀行 ・ユニクロ ・セブンアンドア

イ ・日本ビルサービス ・みずほ銀行 ・バンダイ ・ファミ

リーマート ・大成建設 ・ＮＴＴ ・東芝 ・ブックオフ ・

鹿島建設 ・ソフトバンク ・旭化成 ・ヤマト運輸 ・東急コ

ミュニティー ・エイブル ・アルソック ・羽田空港 ・日立

ビルサービス ・ＴＳＵＴＡＹＡ ・マクドナルド ・そのほか

多数 多数の企業様にご利用いただけるのは、やっぱり、地域密

着型だから。街々に密着しているスタッフが拠点にいるから企業

様も安心できる！！みたいです。」 

防衛省、警察庁、国税庁、ＪＲ東日

本、関西電力、全農、トヨタ、三菱

重工、大和ハウス、読売新聞グルー

プ、高島屋、ケンタッキーフライド

チキン、ほっかほっか亭、三井のリ

ハウス、りそな銀行、日本ビルサー

ビス、みずほ銀行、バンダイ、ファ

ミリーマート、大成建設、ＮＴＴ、

東芝、ブックオフ、鹿島建設、ソフ

トバンク、旭化成、ヤマト運輸、東

急コミュニティー、エイブル、アル

ソック、羽田空港、ツタヤ及びマク

ドナルドのロゴマーク等に係る事

業者等からの受注実績はない。 
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別表１３ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「街の電気屋さ

ん」と称する屋号

による電気トラブ

ル解決サービス 

平成２７年１０

月９日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「アナタの街にある電気屋さんの中でも 品質良いから 技術あるから Ｎｏ．１のお客様満足度があ

ります。」 

２ 「街の鍵屋さん」

と称する屋号によ

る鍵トラブル解決

サービス 

平成２８年１月

２２日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「アナタの街にある鍵屋さんの中でも 品質良いから 技術あるから Ｎｏ．１のお客様満足度があり

ます。」 

３ 「街の水道屋さ

ん」と称する屋号

による水まわりト

ラブル解決サービ

ス 

平成２８年４月

９日から平成２

９年２月２５日

までの間 

「アナタの街にある水道屋さんの中でも 品質良いから 技術あるから Ｎｏ．１のお客様満足度があ

ります。」 

４ 「街のガラス屋さ

ん」と称する屋号

によるガラストラ

ブル解決サービス 

平成２８年１月

２２日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「アナタの街にあるガラス屋さんの中でも 品質良いから 技術あるから Ｎｏ．１のお客様満足度が

あります。」 

５ 「街の害虫駆除屋

さん」と称する屋

号による害虫トラ

ブル解決サービス 

平成２８年５月

１３日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「アナタの街にある害虫駆除屋さんの中でも 品質良いから 技術あるから Ｎｏ．１のお客様満足度

があります。」 

 

別表１４ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「街の電気屋さ

ん」と称する屋号

平成２７年１０

月９日から平成

２９年２月２５

・「アナタの近くのスタッフが 最短１０分前後でサ～ビスをお届け！！」 

・「近くにいるから他社より早い 最短１０分で到着 アナタの街が拠点だから何かあったらすぐ行け

る」 



 

 

 

３
２

 

番号 役務 表示期間 表示内容 

による電気トラブ

ル解決サービス 

日までの間 ・「最短１０分」 

・「早さピカイチ 身近だから、最短１０分前後に到着する」 

・「Ｑ 停電したのですぐ来て欲しい。どれぐらいでこれますか？ 道路状況やスタッフのスケジュー

ルにもよりますが、最短１０分前後で現場へお伺いしています。通常でも３０分～６０分でお伺いし

ていますので、詳しくはお電話にてご確認ください。」 

・「どこよりも早く！！」 

２ 「街の鍵屋さん」

と称する屋号によ

る鍵トラブル解決

サービス 

平成２８年１月

２２日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「アナタの近くのスタッフが 最短１０分前後でサ～ビスをお届け！！」 

・「近くにいるから他社より早い 最短１０分で到着 アナタの街が拠点だから何かあったらすぐ行け

る」 

・「最短１０分」 

・「早さピカイチ 身近だから、最短１０分前後に到着する」 

・「Ｑ 玄関の鍵を失くしたのですぐ来て欲しい。どれぐらいでこれますか？ 道路状況やスタッフの

スケジュールにもよりますが、最短１０分前後で現場へお伺いしています。通常でも３０分～６０分

でお伺いしていますので、詳しくはお電話にてご確認ください。」 

・「どこよりも早く！！」 

３ 「街の水道屋さ

ん」と称する屋号

による水まわりト

ラブル解決サービ

ス 

平成２８年４月

９日から平成２

９年２月２５日

までの間 

・「アナタの近くのスタッフが 最短１０分前後でサ～ビスをお届け！！」 

・「近くにいるから他社より早い 最短１０分で到着 アナタの街が拠点だから何かあったらすぐ行け

る」 

・「最短１０分」 

・「早さピカイチ 身近だから、最短１０分前後に到着する」 

・「Ｑ トイレに携帯電話を落としてしまった。すぐ来て欲しいんだけどどれぐらいでこれますか？ 道

路状況やスタッフのスケジュールにもよりますが、最短１０分前後で現場へお伺いしています。通常

でも３０分～６０分でお伺いしていますので、詳しくはお電話にてご確認ください。」 

・「どこよりも早く！！」 

４ 「街のガラス屋さ

ん」と称する屋号

によるガラストラ

ブル解決サービス 

平成２８年１月

２２日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「アナタの近くのスタッフが 最短１０分前後でサ～ビスをお届け！！」 

・「近くにいるから他社より早い 最短１０分で到着 アナタの街が拠点だから何かあったらすぐ行け

る」 

・「最短１０分」 

・「早さピカイチ 身近だから、最短１０分前後に到着する」 



 

 

 

３
３

 

番号 役務 表示期間 表示内容 

・「Ｑ 窓のガラスが割れてしまったのですぐ来て欲しい。どれぐらいでこれますか？ 道路状況やス

タッフのスケジュールにもよりますが、最短１０分前後で現場へお伺いしています。通常でも３０分

～６０分でお伺いしていますので、詳しくはお電話にてご確認ください。」 

・「どこよりも早く！！」 

５ 「街の害虫駆除屋

さん」と称する屋

号による害虫トラ

ブル解決サービス 

平成２８年５月

１３日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「アナタの近くのスタッフが 最短１０分前後でサ～ビスをお届け！！」 

・「近くにいるから他社より早い 最短１０分で到着 アナタの街が拠点だから何かあったらすぐ行け

る」 

・「最短１０分」 

・「早さピカイチ 身近だから、最短１０分前後に到着する」 

・「Ｑ ゴキブリが出たのですぐ来て欲しい。どれぐらいでこれますか？ 道路状況やスタッフのスケ

ジュールにもよりますが、最短１０分前後で現場へお伺いしています。通常でも３０分～６０分でお

伺いしていますので、詳しくはお電話にてご確認ください。」 

・「どこよりも早く！！」 

 

別表１５ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「街の電気屋さ

ん」と称する屋号

による電気トラブ

ル解決サービス 

平成２８年１１

月１４日から平

成２９年６月３

０日までの間 

・「５０を超す業者サイトから優良業者を１５に厳選！ 即日対応・土日対応の電気工事業者を徹底比

較 早い！安い！施工件数豊富 顧客満足度トップクラスの安心工事業者を探そう！」 

・「比較検索とランキングで自分にベストな業者を発見！」、「電気のトラブルが起こったとき、どこへ

連絡すればいいのかわからない。そんな方のために、全国の優良業者をランキング形式で紹介してい

るのがこのサイト。連絡からの到着時間や料金、対応できる作業の内容などを細かくチェック。信頼で

きる業者のみをピックアップしました。」 

・「当サイト掲載の基準＆信頼性 ①５０を超す電気工事業者サイトを吟味の上、優良業者を１５に厳

選！ ②業者サイトに記載されている情報を隅々まで精査、優良情報を完全に網羅！ ③他社アン

ケートサイトを使用し、厳選した１５の業者の口コミを調査！ ④口コミは誹謗中傷などを除き、依

頼の参考となる内容のみを公開！ ⑤電気工事や業者に精通した管理人が、業者のサービス内容など

を解説！」 

・「２位 電気の修理屋さん」と記載した上で、当該記載の近接箇所に、「街の電気屋さん」と称する屋



 

 

 

３
４

 

番号 役務 表示期間 表示内容 

号による電気トラブル解決サービスに係るウェブサイトの画像を掲載し、また、「公式サイト」と題す

るバナーを掲載し、当該バナーをクリックすると「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル

解決サービスに係るウェブサイトに遷移するよう設定していた。 

・「このサイトについて 当サイトでは、電気のトラブルに関する役立つ情報を提供しています。サイト

運営が選りすぐった優良修理業者の紹介や、電気や電気工事に関する知識をご紹介しています。」 

２ 「街の害虫駆除屋

さん」と称する屋

号による害虫トラ

ブル解決サービス 

平成２８年９月

２日から平成２

９年６月３０日

までの間 

・「全国から１５社を厳選 ゴキブリ・ハチ・ネズミ 駆除業者を徹底比較 駆除業者探しに必見！ ゴ

キブリ・ハチ・ネズミなどの害虫・害獣駆除業者で一番安くて一番早い安心安全おすすめな業者を紹

介」 

・「害虫・害獣駆除業者で 安さ・早さ・安全性の高い業者を厳選！」、「当サイトでは、全国の害虫・

害獣駆除業者の中から『安さ・早さ・安全』で信頼できる業者のみを調べご紹介。もしもの害虫・害獣

トラブルの際にお役に立てる情報を集めました。」 

・「当サイトで掲載している害虫・害獣駆除業者の基準 １．運営スタッフが実際に問い合わせや見積も

りを依頼し、好印象だった業者のみを厳選 ２．ランキングはネットリサーチサイトなどを使用し、公

平に審査 ３．サービスの安さ、早さ、安全性などを調べ、詳しくご紹介 ４．利用したユーザーの口

コミや感想は、依頼の参考になるものを厳選して多くご紹介」 

・「業者比較ナビイチオシの業者ランキングトップ１０」 

・「第２位 街の害虫駆除屋さん」 

・「お客様アンケート ※当サイトのランキング基準は、以下を根拠としています。当サイトでは、各業

者サイトのサービス・サポートを実際にご利用いただいたお客様にアンケート調査を実施し、その結

果を集計させていただきました。 ・調査の企画元： ・調査目的：害虫駆除業者におけるサービスの

実態調査 ・調査方法： ・実施時期： ・実施方法： ・調査対象地域： ・調査対象者： ・有効

回答数：」 

 

 

 

 

 



 

 

 

３
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別表１６ 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

１ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る電気トラブル解

決サービス 

平成２７年７月

６日から平成２

９年２月２５日

までの間 

「全国１，０００箇所の拠点」 当該役務を提供する拠点の数はお

おむね２１０以下 

２ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る鍵トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「全国１，０００箇所以上の拠点」 

・「Ｑ．どのエリアに対応しているんでしょうか？ 全国４７都

道府県に、１，０００店舗以上の拠点を持っております（２０

１５年６月現在。提携業者含む）。」 

当該役務を提供する拠点の数はお

おむね２３６以下 

３ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る水まわりトラブ

ル解決サービス 

平成２８年５月

１１日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「日本全国に１，０００箇所以上の拠点あり。」 当該役務を提供する拠点の数はお

おむね１５１以下 

４ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

るガラストラブル

解決サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「拠点は１，０００ヶ所以上！」 

・「全国１，０００拠点以上」 

当該役務を提供する拠点の数はお

おむね１３８以下 

５ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る害虫トラブル解

決サービス 

平成２７年８月

２５日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「☑全国１，０００箇所の拠点から、」 

・「☑全国１，０００拠点」 

当該役務を提供する拠点の数はお

おむね９０以下 

 

別表１７ 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

１ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る電気トラブル解

決サービス 

平成２７年７月

６日から平成２

９年２月２５日

までの間 

・「年間実績１０万件。」 

・「年間実績１０万件。ライフ救急車には選ばれる理由がありま

す。」 

・「年間実績１０万件」 

・平成２７年及び平成２８年におけ

る最多の年間受注実績は４，３５

３件 

・ダイソー、ヤマダ電機、ミツカン、



 

 

 

３
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番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

・「多くの法人様にもご依頼をいただきました。」と記載すると

ともに、ダイソー、ヤマダ電機、ミツカン、三井ホーム、ブッ

クオフ、エイブル、ユニクロ、関西電力、日本郵便、防衛省、

ＪＲ東日本、餃子の王将、ヤマト運輸、三井のリハウス、トヨ

タ、鹿島建設、東急コミュニティー、ケンタッキーフライドチ

キン、読売新聞、ＮＴＴ、りそな銀行、マクドナルド、ほっか

ほっか亭、ソフトバンク、国税庁、羽田空港、警察庁、全農、

大和ハウス、東芝、三菱東京ＵＦＪ銀行、ミスタードーナツ、

牛角、モスバーガー、ドン・キホーテ、ドコモ、ツタヤ、大成

建設、日本ビルサービス、セブンアンドアイ、イオン、スズキ、

ファミリーマート、みずほ銀行、ａｕ、日産、ホンダ、ゲオ、

高島屋、びっくりドンキー、ＴＯＴＯ、ピザーラ、オートバッ

クス及びプジョーのロゴマーク等を記載。 

三井ホーム、ブックオフ、ユニク

ロ、関西電力、防衛省、ＪＲ東日

本、餃子の王将、三井のリハウス、

トヨタ、鹿島建設、東急コミュニ

ティー、ＮＴＴ、りそな銀行、ほっ

かほっか亭、羽田空港、警察庁、

全農、大和ハウス、東芝、ミスター

ドーナツ、モスバーガー、ドン・

キホーテ、大成建設、日本ビル

サービス、セブンアンドアイ、イ

オン、スズキ、ファミリーマート、

みずほ銀行、日産、ゲオ、高島屋、

びっくりドンキー、ＴＯＴＯ、ピ

ザーラ、オートバックス及びプ

ジョーのロゴマーク等に係る事

業者等からの受注実績はない。 

２ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る鍵トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「年間実績１０万件以上 ※２０１４年の１年間」 

・「年間実績１０万件」 

・「取材実績 報道番組などでも、弊社の緊急対応の様子が放送

されています。 日本テレビ ＺＩＰ！ テレビ朝日 グッ

ド！モーニング 関西テレビ よ～いどん！」 

・平成２６年における年間受注実績

は１８，２９８件 

・日本テレビの「ＺＩＰ！」と称す

るテレビ番組及びテレビ朝日の

「グッド！モーニング」と称する

テレビ番組からの取材実績はな

い。 

３ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る水まわりトラブ

ル解決サービス 

平成２８年５月

１１日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「鍵・水まわり 年間実績１０万件以上 ※２０１３年の１年

間」 

・「年間実績１０万件」 

・「法人実績多数」と記載するとともに、セブンアンドアイ、り

そな銀行、ＮＴＴ、警察庁、羽田空港、国税庁、ソフトバンク、

ファミリーマート、ほっかほっか亭、ケンタッキーフライドチ

・当該役務及び「ライフ救急車」と

称する屋号による鍵トラブル解

決サービスに係る平成２５年に

おける年間受注実績の合計は２

１，２９０件 

・りそな銀行、ＮＴＴ、警察庁、羽
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番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

キン、東急コミュニティー、読売新聞、ミツカン、ヤマダ電機、

ダイソー、ゲオ、ホンダ、日産、ａｕ、みずほ銀行、ＪＲ東日

本、マクドナルド、鹿島建設、トヨタ、三井のリハウス、ヤマ

ト運輸、餃子の王将、スズキ、プジョー、ミスタードーナツ、

オートバックス、ピザーラ、ＴＯＴＯ、びっくりドンキー、全

農、高島屋、大和ハウス、三菱東京ＵＦＪ銀行、東芝、ユニク

ロ、エイブル、ブックオフ、三井ホーム、日本ビルサービス、

大成建設、ツタヤ、ドコモ、ドン・キホーテ、モスバーガー、

牛角、防衛省、日本郵便、関西電力及びイオンのロゴマーク等

を記載。 

・「取材実績 報道番組などでも、弊社の緊急対応の様子が放送

されています。 日本テレビ ＺＩＰ！ テレビ朝日 グッ

ド！モーニング 関西テレビ よ～いどん！」 

田空港、国税庁、ファミリーマー

ト、ケンタッキーフライドチキ

ン、東急コミュニティー、読売新

聞、ミツカン、ヤマダ電機、ダイ

ソー、ゲオ、日産、ａｕ、みずほ

銀行、ＪＲ東日本、鹿島建設、ト

ヨタ、三井のリハウス、ヤマト運

輸、餃子の王将、スズキ、プ

ジョー、オートバックス、ピザー

ラ、ＴＯＴＯ、びっくりドンキー、

全農、高島屋、大和ハウス、三菱

東京ＵＦＪ銀行、東芝、ユニクロ、

エイブル、ブックオフ、三井ホー

ム、日本ビルサービス、大成建設、

ドコモ、ドン・キホーテ、防衛省、

日本郵便、関西電力及びイオンの

ロゴマーク等に係る事業者等か

らの受注実績はない。 

・いずれのテレビ番組からも取材実

績はない。 

４ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

るガラストラブル

解決サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「トラブル対応件数 年間実績１００，０００件以上！ ※２

０１４年の１年間」 

・「年間実績１０万件以上 ※２０１４年の１年間」 

・「年間実績１０万件」 

・「法人実績多数」と記載するとともに、セブンアンドアイ、り

そな銀行、ＮＴＴ、警察庁、羽田空港、国税庁、ソフトバンク、

ファミリーマート、ほっかほっか亭、ケンタッキーフライドチ

キン、東急コミュニティー、読売新聞、ミツカン、ヤマダ電機、

ダイソー、ゲオ、ホンダ、日産、ａｕ、みずほ銀行、ＪＲ東日

・平成２６年における年間受注実績

は６，２００件 

・りそな銀行、ＮＴＴ、警察庁、羽

田空港、国税庁、ソフトバンク、

ファミリーマート、読売新聞、ヤ

マダ電機、ダイソー、ゲオ、ホン

ダ、日産、ａｕ、みずほ銀行、Ｊ

Ｒ東日本、マクドナルド、鹿島建

設、トヨタ、三井のリハウス、ヤ



 

 

 

３
８

 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

本、マクドナルド、鹿島建設、トヨタ、三井のリハウス、ヤマ

ト運輸、餃子の王将、スズキ、プジョー、ミスタードーナツ、

オートバックス、ピザーラ、ＴＯＴＯ、びっくりドンキー、全

農、高島屋、大和ハウス、三菱東京ＵＦＪ銀行、東芝、ユニク

ロ、エイブル、ブックオフ、三井ホーム、日本ビルサービス、

大成建設、ツタヤ、ドコモ、ドン・キホーテ、モスバーガー、

牛角、防衛省、日本郵便、関西電力及びイオンのロゴマーク等

を記載。 

・「取材実績 報道番組などでも、弊社の緊急対応の様子が放送

されています。 日本テレビ ＺＩＰ！ テレビ朝日 グッ

ド！モーニング 関西テレビ よ～いどん！」 

マト運輸、餃子の王将、スズキ、

プジョー、ミスタードーナツ、Ｔ

ＯＴＯ、高島屋、大和ハウス、三

菱東京ＵＦＪ銀行、ユニクロ、エ

イブル、ブックオフ、日本ビル

サービス、大成建設、ツタヤ、ド

コモ、モスバーガー、牛角、関西

電力及びイオンのロゴマーク等

に係る事業者等からの受注実績

はない。 

・関西テレビの「よ～いどん！」と

称するテレビ番組からの取材実

績はない。 

５ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る害虫トラブル解

決サービス 

平成２７年８月

２５日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「年間実績１０万件。」 

・「☑年間１０万件の豊富な実績」 

・「☑年間１０万実績」 

・「対応実績 三菱重工 ヤマト運輸 ＮＴＴ 警察庁 ソフト

バンク 国税庁 羽田空港 防衛省・自衛隊 大和ハウス 日

本郵便 セブンアンドアイ 関西電力 東急コミュニティー 

ファミリーマート 全農 日立ビルサービス 高島屋 ブック

オフ 読売新聞グループ ＪＲ東日本 三井東京ＵＦＪ銀行 

トヨタ自動車グループ ほっかほっか亭 りそな銀行 ＴＳＵ

ＴＡＹＡ エイブル みずほ銀行 マクドナルド 三井のリハ

ウス 日本ビルサービス 鹿島建設 三井ホームエステート 

大成建設 数多くの対応実績は、高い信頼の証です。」 

 

・平成２７年及び平成２８年におけ

る最多の年間受注実績は３８０

件 

・三菱重工、ヤマト運輸、ＮＴＴ、

警察庁、ソフトバンク、国税庁、

羽田空港、防衛省・自衛隊、大和

ハウス、関西電力、東急コミュニ

ティー、ファミリーマート、全農、

高島屋、ブックオフ、読売新聞グ

ループ、ＪＲ東日本、トヨタ自動

車グループ、ほっかほっか亭、り

そな銀行、ＴＳＵＴＡＹＡ、エイ

ブル、みずほ銀行、マクドナルド、

三井のリハウス、日本ビルサービ

ス、鹿島建設及び大成建設の名称

に係る事業者等からの受注実績



 

 

 

３
９

 

番号 役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

はない。 

 

別表１８ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る鍵トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「高い満足度を継続達成中！」 

２ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

るガラストラブル

解決サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「高い満足度を継続達成中！」 

 

別表１９ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る電気トラブル解

決サービス 

平成２７年７月

６日から平成２

９年２月２５日

までの間 

・「全国１，０００箇所の拠点から最短１５分でお伺いします。」 

・「即日対応 １５分で駆付」 

・「最短１５分で駆けつけ ご連絡から即日で現場までお伺いいたします。」、「お客様からのご連絡に

即日で対応。お電話から最短１５分で現場へ到着し、作業を開始いたします。２４時間３６５日いつで

も素早く駆付けます。」 

・「どこよりも早く駆付け」  

２ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る鍵トラブル解決

サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

「全国１，０００箇所以上の拠点から、最短１５分で駆付けます！」 

３ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

平成２８年５月

１１日から平成

２９年２月２５

・「日本全国に１，０００箇所以上の拠点から最短１５分で急行！」 

・「最短１５分 即対応」 

・「即対応 素早い対応、最速１５分で到着。 水まわりの緊急トラブルに対応します！トラブル現場か



 

 

 

４
０

 

番号 役務 表示期間 表示内容 

る水まわりトラブ

ル解決サービス 

日までの間 ら最も近く素早く動ける技術スタッフに連絡を取り、現場まで最短１５分で到着しトラブルを解決い

たします。」 

・「お困りの際に駆けつけます。最短１５～４５分。 緊急トラブルに即対応！お近くの技術スタッフが

最短１５分で到着し、トラブルを解決いたします。」 

・「Ｑ 急いでいます、すぐに来れますか？ 現場近くのスタッフが空いている場合、１５分～４５分程

度で急行いたします。作業スタッフの予約状況や現場住所、交通状況などによりもう少しお時間をい

ただく場合がございます。」 

４ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

るガラストラブル

解決サービス 

平成２７年８月

１０日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「最短１５分 素早く到着・作業開始」 

・「メリット１ 即日で対応可能、最速１５分で到着」 

・「主要都市に点在する拠点からいち早くお客様のもとへ駆けつけます。 作業にあたる現場が主要都

市部やライフ救急車の拠点のお近くである場合、最短１５分での到着を可能とし、通常では１５分～

６０分での現地までお伺いします。」 

・「Ｑ．ガラスが割れてしまったので、すぐに対応してほしいのですが。 即日の対応が可能ですのです

ぐにお伺いさせていただきます。スタッフのスケジュールや現場住所によって到着時間は変動します

が、最短１５分での現地到着が可能ですのでまずはご相談ください。」 

５ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る害虫トラブル解

決サービス 

平成２７年８月

２５日から平成

２９年２月２５

日までの間 

・「全国１，０００箇所の拠点から、最短１５分でお伺いします。」 

・「☑ 最短１５分の速さで駆けつけます。」 

・「☑ 最短１５分で駆けつけ」 

・「お電話一本 最速１５分で現場駆けつけ お客様からのご連絡から、最速１５分での現場到着を実

現しています。なので今すぐ退治したいという要望にお答えできます。２４時間３６５日いつでも受

付・対応しているから、昼間の作業の難しい飲食店や店舗様などにも都合に合わせて対応することが

可能です。」 

・「拠点の近くへお伺いする場合は、最速１５分での到着が可能です。拠点近くでない場合でも、通常３

０分～６０分程度でお客様の下へお伺いしています。」 

 

 

 

 



 

 

 

４
１

 

別表２０ 

番号 役務 表示期間 表示内容 

１ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る電気トラブル解

決サービス 

平成２８年１１

月１４日から平

成２９年６月３

０日までの間 

・「５０を超す業者サイトから優良業者を１５に厳選！ 即日対応・土日対応の電気工事業者を徹底比

較 早い！安い！施工件数豊富 顧客満足度トップクラスの安心工事業者を探そう！」 

・「比較検索とランキングで自分にベストな業者を発見！」、「電気のトラブルが起こったとき、どこへ

連絡すればいいのかわからない。そんな方のために、全国の優良業者をランキング形式で紹介してい

るのがこのサイト。連絡からの到着時間や料金、対応できる作業の内容などを細かくチェック。信頼で

きる業者のみをピックアップしました。」 

・「当サイト掲載の基準＆信頼性 ①５０を超す電気工事業者サイトを吟味の上、優良業者を１５に厳

選！ ②業者サイトに記載されている情報を隅々まで精査、優良情報を完全に網羅！ ③他社アン

ケートサイトを使用し、厳選した１５の業者の口コミを調査！ ④口コミは誹謗中傷などを除き、依

頼の参考となる内容のみを公開！ ⑤電気工事や業者に精通した管理人が、業者のサービス内容など

を解説！」 

・「３位 ライフ救急車」 

・「このサイトについて 当サイトでは、電気のトラブルに関する役立つ情報を提供しています。サイト

運営が選りすぐった優良修理業者の紹介や、電気や電気工事に関する知識をご紹介しています。」 

２ 「ライフ救急車」

と称する屋号によ

る害虫トラブル解

決サービス 

平成２８年９月

２日から平成２

９年６月３０日

までの間 

・「全国から１５社を厳選 ゴキブリ・ハチ・ネズミ 駆除業者を徹底比較 駆除業者探しに必見！ ゴ

キブリ・ハチ・ネズミなどの害虫・害獣駆除業者で一番安くて一番早い安心安全おすすめな業者を紹

介」 

・「害虫・害獣駆除業者で 安さ・早さ・安全性の高い業者を厳選！」、「当サイトでは、全国の害虫・

害獣駆除業者の中から『安さ・早さ・安全』で信頼できる業者のみを調べご紹介。もしもの害虫・害獣

トラブルの際にお役に立てる情報を集めました。」 

・「当サイトで掲載している害虫・害獣駆除業者の基準 １．運営スタッフが実際に問い合わせや見積も

りを依頼し、好印象だった業者のみを厳選 ２．ランキングはネットリサーチサイトなどを使用し、公

平に審査 ３．サービスの安さ、早さ、安全性などを調べ、詳しくご紹介 ４．利用したユーザーの口

コミや感想は、依頼の参考になるものを厳選して多くご紹介」 

・「業者比較ナビイチオシの業者ランキングトップ１０」 

・「第３位 ライフ救急車」 

・「お客様アンケート ※当サイトのランキング基準は、以下を根拠としています。当サイトでは、各業



 

 

 

４
２

 

番号 役務 表示期間 表示内容 

者サイトのサービス・サポートを実際にご利用いただいたお客様にアンケート調査を実施し、その結

果を集計させていただきました。 ・調査の企画元： ・調査目的：害虫駆除業者におけるサービスの

実態調査 ・調査方法： ・実施時期： ・実施方法： ・調査対象地域： ・調査対象者： ・有効

回答数：」 

 



１ 

消表対第１５１４号 

平成２９年１１月２日 

株式会社リュウセン 

代表取締役 津田 克也 殿 

消費者庁長官 岡村 和美  

（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、貴社が供給する別表１記載のパソコン関係のトラブルを解決するための３サー

ビス（以下「本件３役務」という。）の各役務の取引について、それぞれ、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１号に該当する不当な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３役務の各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、「クラピタル」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービスを一

般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて 

ａ 別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該役務を提供する拠点が全国各地に１，０００か所

又は１，０００か所以上と多数存在するかのように示す表示をしていたこと。 

ｂ 別表３「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該役務について、年間受注実績が１０万件又は１０

万件以上であり、同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る官公庁、

有名企業等からの受注実績があり、日本テレビの「ＺＩＰ！」と称するテレビ番

組、テレビ朝日の「グッド！モーニング」と称するテレビ番組及び関西テレビの

「よ～いどん！」と称するテレビ番組からの取材実績があるかのように示す表

示をしていたこと。 

(ｲ) 実際には 

ａ 前記(ｱ)ａについて、当該役務を提供する拠点の数は別表２「実際の内容」欄

記載のとおりであって１，０００を大きく下回るものであったこと。 

別添２ 
（案）



 

２ 

 

ｂ 前記(ｱ)ｂについて、当該役務に係る平成２７年及び平成２８年における最多

の年間受注実績は、別表３「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を大

きく下回り、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係

る事業者等からの受注実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれ

らの一部からの受注実績がなく、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載され

たテレビ番組からの取材実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこ

れらの全部からの取材実績がないものであったこと。 

  (ｳ) 貴社は、「クラピタル」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービスを

一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて 

ａ 別表４「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該役務に係る業界において自社が最大手又は一番

の事業者であるかのように示す表示をしていたこと。 

ｂ 別表５「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該役務に係る業界において自社の技術力が第１位

であるかのように示す表示をしていたこと。 

ｃ 別表６「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該役務に係る業界において自社の年間受注実績が

第１位であるかのように示す表示をしていたこと。 

ｄ 別表７「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該役務について自社が平成２６年度に実施した顧

客アンケートにおける「大満足」又は「満足」と回答した者の割合が９３．０

パーセントであり、また、当該役務に係る業界において自社の顧客満足度が第

１位であるかのように示す表示をしていたこと。 

ｅ 別表８「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該役務について、同業他社と比較して作業員が最も

早く作業現場に到着し、また、最短１５分での到着も期待できるかのように示

す表示をしていたこと。 

 (ｴ) 前記(ｱ)の表示は、前記(ｲ)のとおりであって、それぞれ、「クラピタル」と称す

る屋号によるパソコントラブル解決サービスの内容について、一般消費者に対し、

実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、前記(ｳ)の表示は、それぞ

れ、当該役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良で

あると示すものであり、当該役務の取引について当該表示をしていた行為は、景品

表示法に違反するものであること。 

イ(ｱ) 貴社は、「街のパソコン屋さん」と称する屋号によるパソコントラブル解決サー

ビスを一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、別表９「表示

期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あ



 

３ 

 

たかも、当該役務について、同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る

有名企業等から多数の受注実績があるかのように示す表示をしていたこと。 

(ｲ) 前記(ｱ)について、実際には、当該役務に係る別表９「表示内容」欄に記載され

たロゴマーク等に係る事業者等からの受注実績は、同表「実際の内容」欄記載のと

おりであってこれらの大部分からの受注実績がないものであったこと。 

(ｳ) 貴社は、「街のパソコン屋さん」と称する屋号によるパソコントラブル解決サー

ビスを一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて 

ａ 別表１０「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載

することにより、あたかも、当該役務の質及び技術力が高いことから、当該役務

を利用しようとする一般消費者が所在する地域において自社の顧客満足度が第

１位であるかのように示す表示をしていたこと。 

ｂ 別表１１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載

することにより、あたかも、当該役務について、同業他社と比較して作業員が最

も早く作業現場に到着し、また、最短１０分前後での到着も期待できるかのよ

うに示す表示をしていたこと。 

 (ｴ) 前記(ｱ)の表示は、前記(ｲ)のとおりであって、「街のパソコン屋さん」と称する

屋号によるパソコントラブル解決サービスの内容について、一般消費者に対し、

実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、前記(ｳ)の表示は、それぞ

れ、当該役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良で

あると示すものであり、当該役務の取引について当該表示をしていた行為は、景

品表示法に違反するものであること。 

ウ(ｱ) 貴社は、「ライフ救急車」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービスを

一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて 

ａ 別表１２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載

することにより、あたかも、当該役務を提供する拠点が全国各地に１，０００か

所以上と多数存在するかのように示す表示をしていたこと。  

ｂ 別表１３「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載

することにより、あたかも、当該役務について、平成２６年における年間受注実

績が１０万件又は１０万件以上であり、同表「表示内容」欄に記載されたロゴ

マーク等に係る事業者等から多数の受注実績があり、日本テレビの「ＺＩＰ！」

と称するテレビ番組、テレビ朝日の「グッド！モーニング」と称するテレビ番組

及び関西テレビの「よ～いどん！」と称するテレビ番組からの取材実績がある

かのように示す表示をしていたこと。 

 (ｲ) 実際には 

ａ 前記(ｱ)ａについて、当該役務を提供する拠点の数は別表１２「実際の内容」

欄記載のとおりであって１，０００を大きく下回るものであったこと。 
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ｂ 前記(ｱ)ｂについて、当該役務に係る平成２６年における年間受注実績は、別

表１３「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を大きく下回り、当該役

務に係る同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等からの

受注実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの大部分からの

受注実績がなく、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載されたテレビ番組か

らの取材実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの全部から

の取材実績がないものであったこと。 

(ｳ) 貴社は、「ライフ救急車」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービス

を一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、別表１４「表示期

間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あた

かも、当該役務について、作業員が短時間で作業現場に到着し、最短１５分での到

着も期待できるかのように示す表示をしていたこと。 

(ｴ) 前記(ｱ)の表示は、前記(ｲ)のとおりであって、それぞれ、「ライフ救急車」と称

する屋号によるパソコントラブル解決サービスの内容について、一般消費者に対

し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、前記(ｳ)の表示は、当

該役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良である

と示すものであり、当該役務の取引について当該表示をしていた行為は、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３役務又はこれらと同種の役務の取引に関し、前記⑴ア(ｱ)及び

(ｲ)、ア(ｳ)、イ(ｱ)及び(ｲ)、イ(ｳ)、ウ(ｱ)及び(ｲ)並びにウ(ｳ)記載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、これを貴社の役員及び従業員に

周知徹底しなければならない。 

 ⑶ 貴社は、今後、本件３役務又はこれらと同種の役務の取引に関し 

ア 前記⑴ア(ｱ)及び(ｲ)、イ(ｱ)及び(ｲ)又はウ(ｱ)及び(ｲ)記載の表示と同様の表示を

行うことにより、当該役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著

しく優良であると示す表示をしてはならない。 

イ 表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴ア(ｳ)、イ

(ｳ)又はウ(ｳ)記載の表示と同様の表示をしてはならない。 

⑷ 貴社は、前記⑴及び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 株式会社リュウセン（以下「リュウセン」という。）は、東京都台東区上野七丁目６

番５号に本店を置き、パソコントラブル解決サービスを提供する事業等を営んでいる。 

⑵ リュウセンは、本件３役務を、それぞれ、業務委託先に委託することにより一般消費

者に提供しているところ、これら役務に係る自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定
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している。 

⑶ア(ｱ) リュウセンは、「クラピタル」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービ

スを一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて 

ａ 別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該役務を提供する拠点が全国各地に１，０００か所

又は１，０００か所以上と多数存在するかのように示す表示をしていた。  

ｂ 別表３「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該役務について、年間受注実績が１０万件又は１０

万件以上であり、同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る官公庁、

有名企業等からの受注実績があり、日本テレビの「ＺＩＰ！」と称するテレビ番

組、テレビ朝日の「グッド！モーニング」と称するテレビ番組及び関西テレビの

「よ～いどん！」と称するテレビ番組からの取材実績があるかのように示す表

示をしていた。 

 (ｲ) 実際には 

ａ 前記(ｱ)ａについて、当該役務を提供する拠点の数は別表２「実際の内容」欄

記載のとおりであって１，０００を大きく下回るものであった。 

ｂ 前記(ｱ)ｂについて、当該役務に係る平成２７年及び平成２８年における最多

の年間受注実績は、別表３「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を大

きく下回り、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係

る事業者等からの受注実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれ

らの一部からの受注実績がなく、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載され

たテレビ番組からの取材実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこ

れらの全部からの取材実績がないものであった。 

(ｳ) リュウセンは、「クラピタル」と称する屋号によるパソコントラブル解決サー

ビスを一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて 

ａ 別表４「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該役務に係る業界において自社が最大手又は一番

の事業者であるかのように示す表示をしていた。 

ｂ 別表５「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該役務に係る業界において自社の技術力が第１位

であるかのように示す表示をしていた。 

ｃ 別表６「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該役務に係る業界において自社の年間受注実績が

第１位であるかのように示す表示をしていた。 

ｄ 別表７「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該役務について自社が平成２６年度に実施した顧
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客アンケートにおける「大満足」又は「満足」と回答した者の割合が９３．０

パーセントであり、また、当該役務に係る業界において自社の顧客満足度が第

１位であるかのように示す表示をしていた。 

ｅ 別表８「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す

ることにより、あたかも、当該役務について、同業他社と比較して作業員が最も

早く作業現場に到着し、また、最短１５分での到着も期待できるかのように示

す表示をしていた。 

   (ｴ) 消費者庁長官は、前記(ｳ)ａ、ｂ、ｃ、ｄ及びｅの表示について、景品表示法第

５条第１号に該当する表示か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基

づき、リュウセンに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めたところ、リュウセンは 

ａ 前記(ｳ)ａ及びｄの表示について、当該資料を提出しなかった。 

ｂ 前記(ｳ)ｂ及びｃの表示について、当該期間内に、それぞれ、表示に係る裏付

けとする資料を提出したが、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合

理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

ｃ 前記(ｳ)ｅの表示のうち、同業他社と比較して作業員が最も早く作業現場に到

着するかのように示す表示については当該資料を提出せず、最短１５分での到

着も期待できるかのように示す表示については当該期間内に表示に係る裏付け

とする資料を提出したが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示すものであるとは認められないものであった。 

イ(ｱ) リュウセンは、「街のパソコン屋さん」と称する屋号によるパソコントラブル解

決サービスを一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、別表９

「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することによ

り、あたかも、当該役務について、同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等

に係る有名企業等から多数の受注実績があるかのように示す表示をしていた。 

(ｲ) 前記(ｱ)について、実際には、当該役務に係る別表９「表示内容」欄に記載され

たロゴマーク等に係る事業者等からの受注実績は、同表「実際の内容」欄記載のと

おりであってこれらの大部分からの受注実績がないものであった。 

(ｳ) リュウセンは、「街のパソコン屋さん」と称する屋号によるパソコントラブル

解決サービスを一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて 

ａ 別表１０「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載

することにより、あたかも、当該役務の質及び技術力が高いことから、当該役務

を利用しようとする一般消費者が所在する地域において自社の顧客満足度が第

１位であるかのように示す表示をしていた。 

ｂ 別表１１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載

することにより、あたかも、当該役務について、同業他社と比較して作業員が最
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も早く作業現場に到着し、また、最短１０分前後での到着も期待できるかのよ

うに示す表示をしていた。 

   (ｴ) 消費者庁長官は、前記(ｳ)ａ及びｂの表示について、景品表示法第５条第１号に

該当する表示か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、リュウセ

ンに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出

を求めたところ、リュウセンは 

ａ 前記(ｳ)ａの表示について、当該資料を提出しなかった。 

ｂ 前記(ｳ)ｂの表示のうち、同業他社と比較して作業員が最も早く作業現場に到

着するかのように示す表示については当該資料を提出せず、最短１０分前後で

の到着も期待できるかのように示す表示については当該期間内に表示に係る裏

付けとする資料を提出したが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根

拠を示すものであるとは認められないものであった。 

ウ(ｱ) リュウセンは、「ライフ救急車」と称する屋号によるパソコントラブル解決サー

ビスを一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて 

ａ 別表１２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載

することにより、あたかも、当該役務を提供する拠点が全国各地に１，０００か

所以上と多数存在するかのように示す表示をしていた。 

ｂ 別表１３「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載

することにより、あたかも、当該役務について、平成２６年における年間受注実

績が１０万件又は１０万件以上であり、同表「表示内容」欄に記載されたロゴ

マーク等に係る事業者等から多数の受注実績があり、日本テレビの「ＺＩＰ！」

と称するテレビ番組、テレビ朝日の「グッド！モーニング」と称するテレビ番組

及び関西テレビの「よ～いどん！」と称するテレビ番組からの取材実績がある

かのように示す表示をしていた。 

 (ｲ) 実際には 

ａ 前記(ｱ)ａについて、当該役務を提供する拠点の数は別表１２「実際の内容」

欄記載のとおりであって１，０００を大きく下回るものであった。 

ｂ 前記(ｱ)ｂについて、当該役務に係る平成２６年における年間受注実績は、別

表１３「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を大きく下回り、当該役

務に係る同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等からの

受注実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの大部分からの

受注実績がなく、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載されたテレビ番組か

らの取材実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの全部から

の取材実績がないものであった。 

(ｳ) リュウセンは、「ライフ救急車」と称する屋号によるパソコントラブル解決サー

ビスを一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、別表１４「表
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示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、

あたかも、当該役務について、作業員が短時間で作業現場に到着し、最短１５分で

の到着も期待できるかのように示す表示をしていた。 

   (ｴ) 消費者庁長官は、前記(ｳ)の表示について、景品表示法第５条第１号に該当する

表示か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、リュウセンに対し、

期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた

ところ、リュウセンは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、

当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認めら

れないものであった。 

 

３ 法令の適用 

 ⑴ 前記２⑶ア(ｱ)及び(ｲ)、イ(ｱ)及び(ｲ)並びにウ(ｱ)及び(ｲ)の事実によれば、リュウセ

ンは、自己の供給する本件３役務の各役務の取引に関し、それぞれ、一般消費者に対し、

実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費

者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしてい

たものであり、これらの表示は、それぞれ、景品表示法第５条第１号に該当するもので

ある。 

 ⑵ 前記２⑶ア(ｳ)及び(ｴ)、イ(ｳ)及び(ｴ)並びにウ(ｳ)及び(ｴ)の事実によれば、リュウセ

ンが自己の供給する本件３役務の各役務の取引に関し行った表示は、それぞれ、景品表

示法第７条第２項の規定により、同法第５条第１号に該当する、本件３役務の各役務の

内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことによ

り、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ

があると認められる表示とみなされるものである。 

 ⑶ 本件３役務の各役務の取引について前記⑴及び⑵の表示をしていた行為は、それぞ

れ、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 



 

９ 

 

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１ 

番号 役務 

１ 「クラピタル」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービス 

２ 「街のパソコン屋さん」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービス 

３ 「ライフ救急車」と称する屋号によるパソコントラブル解決サービス 
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別表２ 

役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

「クラピタル」と称

する屋号によるパソ

コントラブル解決

サービス 

平成２７年８月２

３日から平成２９

年１月２０日まで

の間 

・「全国１０００拠点！」 

・「１０００拠点」 

・「１，０００拠点 全国各地にスタッフを配備」 

・「全国１，０００以上の拠点に４，０００人以上のスタッフが常

駐！！」 

・「Ａ どのエリアに対応しているんでしょうか？ Ｑ 全国４７都

道府県に、１，０００店舗以上の拠点を持っております。」 

当該役務を提供する拠点の数はお

おむね１５８以下 

 

別表３ 

役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

「クラピタル」と称

する屋号によるパソ

コントラブル解決

サービス 

平成２７年８月２

３日から平成２９

年１月２０日まで

の間 

・「年間実績１０万件以上 業界トップクラスの実績」 

・「選ばれて年間１０万件。」 

・「安心ポイント１ 年間実績１０万件以上」 

・「官公庁・有名企業御用達の確かな実績あるサービスです。」と記載

するとともに、「官公庁」と記載した上で、防衛省、警察庁、国税庁

及び国土交通省のロゴマーク等を、また、「有名企業」と記載した上

で、全農、日本郵便、ＪＲ東日本及び関西電力のロゴマーク等を記載。 

・「安心ポイント３ メディア取材実績アリ 日本テレビＺＩＰ！ テ

レビ朝日グッド！モーニング 関西テレビよ～いどん！ メディ

ア・公への露出が安心に繋がっています。」 

・平成２７年及び平成２８年にお

ける最多の年間受注実績は２，２

５０件 

・警察庁、国税庁、国土交通省、全

農、日本郵便、ＪＲ東日本及び関

西電力のロゴマーク等に係る事

業者等からの受注実績はない。 

・いずれのテレビ番組からも取材

実績はない。 

 

別表４ 

役務 表示期間 表示内容 

「クラピタル」と称

する屋号によるパソ

コントラブル解決

平成２７年８月２

３日から平成２９

年１月２０日まで

・「業界最大手のパソコンのプロが即日対応します。」 

・「クラピタルは日本一のパソコン業者です！」 

・「業界Ｎｏ．１ パソコン業者」 
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役務 表示期間 表示内容 

サービス の間 

 

別表５ 

役務 表示期間 表示内容 

「クラピタル」と称

する屋号によるパソ

コントラブル解決

サービス 

平成２７年８月２

３日から平成２９

年１月２０日まで

の間 

・「その１ 技術力 トラブル解決日本一！」 

・「技術力 日本一！」 

・「安心ポイント２ 日本一のパソコン技術」 

・「日本一の技術でトラブルを解決」 

・「日本一を誇る技術力でお客様のトラブルを適切に解決いたします。」 

 

別表６ 

役務 表示期間 表示内容 

「クラピタル」と称

する屋号によるパソ

コントラブル解決

サービス 

平成２７年８月２

３日から平成２９

年１月２０日まで

の間 

・「その２ 対応実績 年間実績日本一！ 設備サービス業における公開データを同業他社と比較（２０１

５年 自社調べ）」 

・「対応実績 日本一！」 

 

別表７ 

役務 表示期間 表示内容 

「クラピタル」と称

する屋号によるパソ

コントラブル解決

サービス 

平成２７年８月２

３日から平成２９

年１月２０日まで

の間 

・「その３ 満足度 お客様満足度日本一！」 

・「満足度 日本一！」 

・「お客様満足度、業界Ｎｏ．１ 多くの方に『クラピタルを選んでよかった』と支持されています。 満足

度調査※ 大満足６０％ 満足３３％ どちらでもない」、「２０１４年度のお客様アンケート ３８２

名のうち、３５５名が満足とお答え」 

・「クラピタルのお客様満足度は・・・９３．０％！！ 満足度Ｎｏ．１ ※２０１４年度のお客様アンケー

ト（３８２名）のうち、３５５名が満足とお答え」 
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別表８ 

役務 表示期間 表示内容 

「クラピタル」と称

する屋号によるパソ

コントラブル解決

サービス 

平成２７年８月２

３日から平成２９

年１月２０日まで

の間 

・「パソコンのトラブル最短１５分」 

・「クラピタルは最短１５分で現場まで到着。」 

・「最短１５分で現場到着」 

・「保証Ｎｏ．２ 業界最速」 

・「業界最速」、「日本全国１，０００箇所以上の拠点から最短距離のスタッフを派遣。全国各地に点在する

拠点から、最短距離のスタッフを派遣。お客様のお近くにいるスタッフが駆けつけるため、どこの業者よ

りも早く現場へ到着することが可能です。」 

 

別表９ 

役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

「街のパソコン屋さ

ん」と称する屋号に

よるパソコントラブ

ル解決サービス 

平成２８年４月９

日から平成２９年

２月２５日までの

間 

「有名企業様からご贔屓いただいてます♪ 防衛省 警察庁 国税庁 

国土交通省 日本郵便 ＪＲ東日本 関西電力 全農 ＴＯＹＯＴＡ 

三菱重工 ・大和ハウス ・読売新聞グループ ・高島屋 ・ケンタッ

キーフライドチキン ・三井ホームエステート ・三井東京ＵＦＪ銀

行 ・洋服の青山 ・ほっかほっか亭 ・三井のリハウス ・りそな銀

行 ・ユニクロ ・セブンアンドアイ ・日本ビルサービス ・みずほ

銀行 ・バンダイ ・ファミリーマート ・大成建設 ・ＮＴＴ ・東

芝 ・ブックオフ ・鹿島建設 ・ソフトバンク ・旭化成 ・ヤマト

運輸 ・東急コミュニティー ・エイブル ・アルソック ・羽田空

港 ・日立ビルサービス ・ＴＳＵＴＡＹＡ ・マクドナルド ・その

ほか多数 多数の企業様にご利用いただけるのは、やっぱり、地域密着

型だから。街々に密着しているスタッフが拠点にいるから企業様も安

心できる！！みたいです。」 

警察庁、国税庁、国土交通省、日本

郵便、ＪＲ東日本、関西電力、全農、

トヨタ、三菱重工、大和ハウス、読

売新聞グループ、高島屋、ケンタッ

キーフライドチキン、三井ホームエ

ステート、洋服の青山、ほっかほっ

か亭、三井のリハウス、りそな銀行、

ユニクロ、セブンアンドアイ、日本

ビルサービス、みずほ銀行、バンダ

イ、ファミリーマート、大成建設、

ＮＴＴ、東芝、ブックオフ、鹿島建

設、ソフトバンク、旭化成、ヤマト

運輸、東急コミュニティー、エイブ

ル、アルソック、羽田空港、ツタヤ

及びマクドナルドのロゴマーク等

に係る事業者等からの受注実績は

ない。 
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別表１０ 

役務 表示期間 表示内容 

「街のパソコン屋さ

ん」と称する屋号に

よるパソコントラブ

ル解決サービス 

平成２８年４月９

日から平成２９年

２月２５日までの

間 

「アナタの街にあるパソコン屋さんの中でも 品質良いから 技術あるから Ｎｏ．１のお客様満足度があ

ります。」 

 

別表１１ 

役務 表示期間 表示内容 

「街のパソコン屋さ

ん」と称する屋号に

よるパソコントラブ

ル解決サービス 

平成２８年４月９

日から平成２９年

２月２５日までの

間 

・「アナタの近くのスタッフが 最短１０分前後でサ～ビスをお届け！！」 

・「近くにいるから他社より早い 最短１０分で到着 アナタの街が拠点だから何かあったらすぐ行ける」 

・「最短１０分」 

・「早さピカイチ 身近だから、最短１０分前後に到着する」 

・「Ｑ ネットに繋がらなくなってしまった。すぐ来て欲しいんだけどどれぐらいでこれますか？ 道路状

況やスタッフのスケジュールにもよりますが、最短１０分前後で現場へお伺いしています。通常でも３０

分～６０分でお伺いしていますので、詳しくはお電話にてご確認ください。」 

・「どこよりも早く！！」 

 

別表１２ 

役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

「ライフ救急車」と

称する屋号によるパ

ソコントラブル解決

サービス 

平成２８年５月１

１日から平成２９

年２月２５日まで

の間 

・「拠点は全国に１，０００ヶ所以上！」 

・「全国に１，０００ヶ所以上の拠点あり。」 

当該役務を提供する拠点の数はお

おむね１５８以下 
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別表１３ 

役務 表示期間 表示内容 実際の内容 

「ライフ救急車」と

称する屋号によるパ

ソコントラブル解決

サービス 

平成２８年５月１

１日から平成２９

年２月２５日まで

の間 

・「トラブル対応件数 年間実績１００，０００件以上アリ ※２０１

４年の１年間」 

・「年間実績 １０万件以上 ※２０１４年の１年間」 

・「年間実績 １００，０００件 ※２０１４年の１年間 個人のお客

様はもちろん法人様への実績も豊富」と記載するとともに、セブンア

ンドアイ、りそな銀行、ＮＴＴ、警察庁、羽田空港、国税庁、ソフト

バンク、ファミリーマート、ほっかほっか亭、ケンタッキーフライド

チキン、東急コミュニティー、読売新聞、ミツカン、ヤマダ電機、ダ

イソー、ゲオ、ホンダ、日産、ａｕ、みずほ銀行、ＪＲ東日本、マク

ドナルド、鹿島建設、トヨタ、三井のリハウス、ヤマト運輸、餃子の

王将、スズキ、プジョー、ミスタードーナツ、オートバックス、ピザー

ラ、ＴＯＴＯ、びっくりドンキー、全農、高島屋、大和ハウス、三菱

東京ＵＦＪ銀行、東芝、ユニクロ、エイブル、ブックオフ、三井ホー

ム、日本ビルサービス、大成建設、ツタヤ、ドコモ、ドン・キホーテ、

モスバーガー、牛角、防衛省、日本郵便、関西電力及びイオンのロゴ

マーク等を記載。 

・「取材実績 報道番組などでも、弊社の緊急対応の様子が放送されて

います。 日本テレビ ＺＩＰ！ テレビ朝日 グッド！モーニン

グ 関西テレビ よ～いどん！」 

・平成２６年における年間受注実績

は２，３３６件 

・セブンアンドアイ、りそな銀行、

ＮＴＴ、警察庁、羽田空港、国税

庁、ソフトバンク、ファミリー

マート、ほっかほっか亭、ケン

タッキーフライドチキン、東急コ

ミュニティー、読売新聞、ミツカ

ン、ヤマダ電機、ダイソー、ゲオ、

ホンダ、日産、ａｕ、みずほ銀行、

ＪＲ東日本、マクドナルド、鹿島

建設、トヨタ、三井のリハウス、

ヤマト運輸、餃子の王将、スズキ、

プジョー、ミスタードーナツ、

オートバックス、ピザーラ、ＴＯ

ＴＯ、びっくりドンキー、全農、

高島屋、大和ハウス、三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行、東芝、ユニクロ、エイ

ブル、ブックオフ、三井ホーム、

日本ビルサービス、大成建設、ツ

タヤ、ドン・キホーテ、モスバー

ガー、牛角、日本郵便、関西電力

及びイオンのロゴマーク等に係

る事業者等からの受注実績はな

い。 

・いずれのテレビ番組からも取材実

績はない。 
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別表１４ 

役務 表示期間 表示内容 

「ライフ救急車」と

称する屋号によるパ

ソコントラブル解決

サービス 

平成２８年５月１

１日から平成２９

年２月２５日まで

の間 

・「最短１５分 素早く到着・作業開始」 

・「メリット１ 即日で対応可能 最速１５分で現場到着 各地に拠点を多く持ちそれぞれの拠点周辺をス

タッフがいつでも巡回しているライフ救急車は、２４時間３６５日いつでもトラブルに対応させていただ

けます。現場から一番近いスタッフを派遣しますので、最短１５分での現地到着を可能としています。早

朝や深夜の突然のトラブルにも対応できます。」 

 




