
 

 

Ⅴ ホットな消費者ニュース（平成 29年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２９年 

４月号 

★ ウォーターサーバーの契約は慎重に！ 

★ 賃貸アパートに入居するときは契約内容をしっかり確認しましょう ! 
P53 

２９年 

５月号 

★ 契約先が変わる！？光コラボレーション事業者の勧誘にご注意！ 

★ コンビニでプリペイドカードを購入させる詐欺にご注意！ 
P54 

２９年 

６月号 

★ 冠婚葬祭互助会は、契約内容をしっかり確認しましょう！ 

★ 初回お試し定期購入トラブルに気をつけて！ 
P55 

番外編 

No.7 

★電子マネー（プリペイドカード、電子ギフト券など）で支払わせる架空請求に

注意！！ 
P56 

２９年 

７月号 

★ 工事の契約は金額だけでなく工事内容もしっかり確認しましょう。 

★ 「ハガキでの架空請求にご用心！」 
P57 

２９年 

８月号 

★ 電話勧誘で次々と購入した美術品や写真集 

★ 豪雨災害に便乗した悪質商法に注意しましょう！ 
P58 

２９年 

９月号 

★ 住宅用火災警報器の悪質な訪問販売にご注意！ 

★ 柔軟仕上げ剤、いいにおいのはずが逆に気分が悪くなる… 
P59 

２９年 

10月号 

★ 「必ず」儲かる方法はありません！？ 

★ 「お得」という言葉に惑わされず、不要な契約は断りましょう！ 
P60 

２９年 

11月号 

★ 急上昇！サーバ型電子マネー詐欺にご注意！ 

★ 通信販売、インターネットショッピングは、クーリング・オフの対象外です。 
P61 

２９年 

12月号 

★ 美容医療（一部）がクーリングオフの対象になりました！！ 

★ ねずみ講は違法です！ 
P62 

３０年 

１月号 

★ 「保険金が使える」という住宅修理契約のトラブルにご注意！ 

★ 新聞購読トラブルが後を絶ちません！ 
P63 

３０年 

２月号 

★ スマートフォンへの架空請求メールに注意！ 

★ 不用品回収で高額な費用を請求する業者に注意！ 
P64 

３０年 

３月号 

★ 損害保険の請求は損保会社か保険の専門窓口へ相談しましょう。 

★ 生鮮食品でもクーリング・オフは可能です！ 
P65 

 



★ウォーターサーバーの契約は慎重に！

･･･飯塚市消費生活センター

（相談事例） 

昨日、ショッピングモールで、ウォーターサーバーが無料と声をかけられ、断りきれずにウォーターサーバーの

レンタルと水の宅配サービスを契約してしまった。解約したいが、書面に2 年以内の解約は違約金が発生するとの

記載がある。どうしたらよいか。

（処理結果）

センターより業者に相談内容を伝えたところ、配達前ということもあり、無条件で解約に応じるとのことでした。

（アドバイス）

ウォーターサーバーのレンタル料金は無料であっても、一定期間決められた量の水の購入が必要などの条件があ

ります。 また、解約に際して解約料や違約金が発生することがあります。 

 契約前に、設置場所の確保や水の配達頻度と量、月にかかる費用、解約条件などを十分に確認し、しっかりと理

解した上で契約しましょう。 

勧誘された場所や状況によっては、クーリングオフできる場合もあります。困ったときは、最寄りの消費生活セ

ンターへ相談してください。

★賃貸アパートに入居するときは契約内容をしっかり確認しましょう !

･･･福岡県消費生活センター 
（相談事例） 

退去したアパートの原状回復費用を請求された。システムキッチンをへこませたので修理代は仕方がないが、 

１８５，０００円は高すぎる。また、傷つけた覚えがないクロスの張替えやユニットバスの扉の取替え費用も請求

されている。 

（処理結果） 

調べてみると契約書に修理代負担の特約が明記されており、負担は免れないようです。国土交通省の「原状回復

をめぐるトラブルとガイドライン」などを参考に、管理会社に交渉するよう勧めました。また、宅地建物取引業協

会、司法書士会賃貸借トラブルホットライン等を紹介しました。 

（アドバイス）

通常、入居者は退去時に原状回復が義務づけられていますが、これは「入居前の部屋の状態に戻す」というわけ

ではなく、普通に暮らしていれば生じる程度の汚れや損耗は貸主が負担するのが原則です。 

しかし契約書に、「退去時のハウスクリーニング代は敷金から補填する」などと、原則以上の負担を入居者に求め

る「特約」を設ける場合が良くあります。適正な費用で、契約時にきちんと説明されていれば、｢特約｣は上記ガイ

ドラインにかかわらず有効となります。 

契約後のトラブルを回避するためには、契約条項をしっかりと確認することが大切です。 

また、原状回復をめぐるトラブルの大きな原因として、入居時の物件確認が不十分であることが挙げられます。

入居時に、室内の現況、損耗等などを写真に撮るなど記録に残し、借主、貸主双方で確認をしておくことがトラブ

ル回避のためには有効です。

● 各消費生活センターの相談窓口 ●
福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）   久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可） 

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７ 宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可） 

大牟田市  ０９４４－４１－２６２３ 行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９ 

糸島市   ０９２－３３２－２０９８ 筑紫野市  ０９２－９２３－１７４１ 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 
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★契約先が変わる！？光コラボレーション事業者の勧誘にご注意！

･･･宗像市消費生活センター

（相談事例） 

大手電話会社の代理店を名乗り「安くなるプランを案内する」というので言われるままパソコンで大手電話会社

のホームページを指示通りに進み、画面に表示された番号を伝えた。数日後、知らない業者名で光回線の転用手続

きが完了したという内容の契約書が届き、大手電話会社とは別の会社との契約だと分かった。大手電話会社以外と

契約するつもりはないので解約したい。（70歳代男性） 

（処理結果） 

法律が改正され、電気通信サービスに初期契約解除制度が導入されました。契約書面を受領した日から8日間は

解除できます。事例の場合は8日以内だったため解約できました。 

（アドバイス）

光コラボレーション事業者が提供する光回線サービスに乗り換えることを「転用」といいます。その手続きには

「転用承諾番号」が必要になるため、事例のように大手電話会社の契約更新と勘違いさせ、パソコンで「転用承諾

番号」が表示されるページまで誘導されるようです。「転用」すると、新たに光コラボレーション事業者との契約が

成立し、以前の契約に戻したいと思っても、違約金が発生したり、電話番号が変更になることもあるので注意が必

要です。「安くなる」という言葉を鵜呑みにせず、現在の契約内容等と比較したうえで慎重に検討しましょう。 

★コンビニでプリペイドカードを購入させる詐欺にご注意！ 
･･･北九州市立消費生活センター

（相談事例） 

携帯電話に大手企業名で「有料動画の未納料金を本日中に支払わなければ法的措置を取る」とメールが届いた。

驚いて連絡先に電話をすると、「コンビニで５万円分の電子マネー（サーバー型プリペイドカード）を購入してカ

ードの番号をメールで送るように」と言われた。しかし、有料動画を見た覚えはなく、無視しても良いだろうか。

（６０代女性） 

（アドバイス）

◆大手企業名で、「未払い金がある」と支払いを強要する架空請求のメールに関する相談が急増しています。身に

覚えがなければ、絶対に業者に連絡してはいけません。連絡してしまうと、個人情報が業者に伝わり、次々と請求

を受けることになるので、このようなメールは無視しましょう。 

◆他人から指示されて、プリペイドカードを購入したり、番号を伝えたりしてはいけません。サーバー型のプリ

ペイドカードは、カード番号を伝えると、そのプリペイドカード自体の価値を相手に譲ってしまうことになります。

もしも、番号を伝えてトラブルになった場合には、カードを購入したことを証明するレシートを手元に準備して、

すぐにプリペイドカードの発行会社に連絡をしてください。 

● 各消費生活センターの相談窓口 ●
福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）   久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可） 

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７ 宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可） 

大牟田市  ０９４４－４１－２６２３ 行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９ 

糸島市  ０９２－３３２－２０９８ 筑紫野市  ０９２－９２３－１７４１ 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 
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★冠婚葬祭互助会は、契約内容をしっかり確認しましょう！

･･･大牟田市消費生活センター

（相談事例） 

２０数年前、冠婚葬祭互助会の契約をし、月３，０００円ずつの掛け金で、約２０万円積み立てた。既に満期を

迎えていて、利用する予定がないので解約を申し出たところ、３万円の解約手数料が掛かると言われた。長年積み

立てて利息がないどころか、手数料を取られることに納得がいかない。 

（アドバイス）

冠婚葬祭互助会とは、一定の掛金を一定期間にわたって毎月支払い、積み立てた金額を結婚式や葬儀の際のサー

ビス費用の一部に充てて、負担を軽くするための仕組みです。 

 預貯金とは違い利息はつきません。また、結婚式や葬儀のサービスを利用せずに解約する場合は、解約手数料が

差し引かれるので、積立額より少ない金額しか返金されません。 

契約するときは、結婚式や葬儀のサービスを利用するかどうかをよく見極めるとともに契約内容をしっかり確認

しましょう。 

★初回お試し定期購入トラブルに気をつけて！
･･･福岡市消費生活センター

（相談事例） 

スマホの広告を見て化粧品のお試しセット500円を注文した。500円はお試しセットに同封された払込票です

ぐに支払ったが、翌月、通常商品が届き、7,000円の払込票が同封されていた。 

お試しセットを使用したが、効果を実感できなかったので、もう必要ないと思い、通販業者に返品を申し出たと

ころ、商品を4回以上購入することがお試しセット500円の条件なので、4回購入するまでは解約できないと言

われた。（３０代女性） 

（アドバイス）

通信販売はクーリング・オフの適用対象外です。事業者が返品の可否や返品期限などに関するルールを設けてい

る場合はそのルールに従うことになります。 

そのため、事例のように4回の定期購入をすることが初回お試し価格の条件となっている場合は、通常4回購入す

るまでは途中解約できません。 

通信販売利用時には、購入条件や返品特約等をよく確認しましょう。 

また、注文確定前に、選択した商品・数量等に間違いはないかをしっかりと確認しましょう。 

● 各消費生活センターの相談窓口 ●
福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）   久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可） 

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７ 宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可） 

大牟田市  ０９４４－４１－２６２３ 行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９ 

糸島市  ０９２－３３２－２０９８ 筑紫野市  ０９２－９２３－１７４１ 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 
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★ひとことアドバイス 

◎ 覚えのない請求等に絶対に返信したり連絡しないようにしましょう。 

◎ 支払い手段として、プリペイドカードや電子ギフト券などの電子マネー

を購入させるケースが増えています。 

◎ プリペイドカードや電子ギフト券の番号等を他人に教えることは、お金

を相手に渡してしまうことと同じであり、取り戻しは非常に困難です。

絶対に教えないようにしましょう。 

プリペードカード番号等を他人に伝えてトラブルとなった場合には、早急にプリペイ

ドカード発行会社に連絡してください。 

少しでも「怪しい」「おかしい」と思ったら、以下へご相談ください。 

★福岡県消費生活センター 092-632-0999 

相談時間 月～金曜日９：００～１６：３０／日曜日１０：００～１６：００ 

★福岡県警察 
 

 

 ©KANAGAWA20
 

 ＃９１１０（局番なし） 

★相談事例 

「大手動画配信会社」を名乗る業者から「閲覧履歴あり。今日中に連

絡がなければ身元調査の上、法的手続きをとる」とのメールが届いた。 

驚いて業者へ電話すると「振込みでは間に合わないため、コンビニへ

行くように」と指示された。コンビニへ出向き、プリペイド型ギフト券

50 万円分を 6 店舗で購入、ギフト券番号を業者へ伝えた。 

落ち着いて考えると、身に覚えがないことに気づいた。      

お金は取り戻せるだろうか。（４0 代男性） 

プリペイドカード、電子ギフト券など 

福岡県消費生活センター 

（消費者庁ｲﾗｽﾄ集） 
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★ 工事の契約は金額だけでなく工事内容もしっかり確認 

しましょう。           ･･･久留米市消費生活センター 
（相談事例）  

昨日、「家の外壁の塗装工事をしませんか」と塗装業者さんが家に来られ、「今日中の契約なら2百万円のところ

を半額の百万円にします」と言われたため、工事をお願いしてしまいました。契約の後、知人に話したら百万円は

高すぎると言われ後悔しています。どうにかならないでしょうか。また、いくらくらいが適正価格でしょうか？ 

（処理結果） 

 この場合、訪問販売での契約なので、契約日から8日以内ならクーリングオフによる解約が出来ます。解約に関

しては消費生活センターへ御相談ください。 

（アドバイス） 

外壁塗装工事や住宅リフォームなどの営業は突然訪問されます。すぐに契約を！と迫りますが、その場で決めず、

冷静になって必要な工事なのか考えてから契約しましょう。 

また適正価格ですが、一概にどの位の金額が妥当とは言えません。 

例えば、外壁塗装工事なら下地作りや養生を丁寧にやれば、その分コストは上がりますが、きれいに仕上がり長

持ちすることになります。逆に下地作りや養生の手を抜けば、その分費用は安くなるかもしれませんが、見栄えが

悪く、長持ちしないことになりかねません。 

その工事内容は見積書やパンフレットに書いてあるはずですし、よく分らない時はその業者へ納得できるまでた

ずねましょう。契約は複数社で相見積りを取り、金額の安い高いだけで決めずに、内容をしっかり確認し納得して

からにしましょう。 

 

★「ハガキでの架空請求にご用心！」                             
･･･行橋市広域消費生活センター 

（相談事例） 

総合消費料金が未納とのハガキが裁判所の関係機関のような名称のところから届いた。内容は「未納している会

社から民事訴訟が提出されている。裁判取り下げ期日までに連絡がなければ、原告側の主張が全面的に受理され、

給与差し押さえ及び動産物、不動産物の差し押さえを裁判所立会いのもと、強制的に履行する」とある。訴訟番号

が記載されており、裁判取り下げ期日は明日になっている。 

 

（アドバイス） 

商品名や契約日などは特定せず、誰にでも当てはまるよう内容で、実在の公的機関によく似た名称で届きます。

このようなハガキでの架空請求は１５年前から急増し、その後は収まっていましたが、最近相談が増加しています。 

何らかの名簿を入手した悪質業者が、アトランダムに根拠のない請求を大量に送ったものです。 

このような場合は相手に連絡せずに無視してください。 

 

 

 

 

 

 

 

● 各消費生活センターの相談窓口 ● 
福岡県   ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可） 

北九州市  ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）   久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）  

飯塚市   ０９４８－２２－０８５７            宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可） 

大牟田市  ０９４４－４１－２６２３            行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９             

糸島市   ０９２－３３２－２０９８            筑紫野市  ０９２－９２３－１７４１ 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 
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★ 電話勧誘で次々と購入した美術品や写真集

･･･糸島市消費生活センター 
（相談事例） 

久しぶりに実家に帰ると、押入れに大量の商品が置いてあった。高齢の母に聞くと、電話勧誘で多数の美術品、

健康食品、皇室写真集を契約したと言う。以前も多数購入していたので、業者に以後の勧誘を断っていたが、再勧

誘され購入している。返品するので、返金してほしい。（相談者60才代 女性、 契約者 80才代 女性） 

（処理結果） 

 分かっているだけで、７社と２５０万円の契約を結んでいました。契約から１年以上経過しているものがほとん

どで、電話勧誘だけでなく、ＤＭを見て自分から電話注文したもの、葉書を送り購入したもの、契約書面はあるが

商品が見当たらないもの、など様々です。契約後１年未満の未開封の健康食品のみ解約できました。センターから

全ての業者に、今後の勧誘を控えるように申し入れました。 

（アドバイス）

電話勧誘販売は、契約書面を受け取って８日以内であればクーリング・オフが可能ですが、本人が契約したこと

を隠したり、家族の気づきが遅れたり、本人の購入意思が強いと交渉は難航します。 

一人暮らしの高齢者の場合、寂しさから、電話がかかってくると嬉しくなり、話がはずんで契約してしまうことも

あります。また、悩んでいることを誰にも言えず、被害が拡大してしまう場合もあります。家族だけでなく地域で

の見守りと、早期発見、早期解決が大切です。 

★豪雨災害に便乗した悪質商法に注意しましょう！
･･･福岡県消費生活センター

（相談事例１） 

豪雨で雨漏りするようになり修理工事を依頼したが、何度工事しても雨漏りが直らない。 

（アドバイス１）

住宅の修理工事をする場合は、業者の説明をよく聞き、複数の業者から見積を取ったり、家族や周囲の方に相談

するなど、慎重に契約しましょう。 

（相談事例２） 

「火災保険で自己負担無しで修理できる。保険申請も手伝う。」などといわれ修繕工事契約を結んだが、保険金が

下りなかったので解約を申し出ると、高額な解約料を請求された。 

（アドバイス２）

自然災害で住宅が損害を受けたときは、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険支払の対象となるの

か等を確認しましょう。保険金対象であっても、施工業者が高額な手数料を請求した事例もあります。お困りの場

合は、消費生活センターに相談しましょう。  

◆県消費生活センターでは、｢平成29年7月九州北部豪雨｣関連の消費生活夜間特別相談を実施しています。(電話

相談のみ)

相談電話番号 092-632-0995 

   090-632-6174 

受付時間  月曜日から金曜日(祝日を除く) 16時30分から20時00分 

● 各消費生活センターの相談窓口 ●
福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）   久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可） 

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７ 宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可） 

大牟田市  ０９４４－４１－２６２３ 行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９ 

糸島市  ０９２－３３２－２０９８ 筑紫野市  ０９２－９２３－１７４１ 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 
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★ 住宅用火災警報器の悪質な訪問販売にご注意！

･･･北九州市立消費生活センター 

（相談事例） 

消防署の職員を名乗る男性から電話があり「住宅用火災警報器の点検の巡回をしています。悪くなっている場合

は新しい警報器を販売しているので、その場で取り替えることができます。」と言われた。本当に消防署の職員が販

売をするのだろうか。（７０代女性） 

（アドバイス）

■消防署や市の職員が警報器の設置や販売をすることはありません■

消防署や公的機関の職員を名乗り信用させ、不必要な点検をしたうえで、高額な住宅用火災警報器や消火器を売

りつける悪質な訪問販売業者に関する相談が再び増えています。公的機関を名乗る以外にも「消防署に委託されて

いる」と騙す業者もいますが、消防署が住宅用火災警報器の販売を業者に委託することはありません。このような

電話や訪問があった場合は、きっぱりと断りましょう。 

また、詐欺から身を守るため、電話は留守番電話に設定しておき、かかってきた電話にはすぐに出ずに、相手を

確認してから出るようにしましょう。 

★柔軟仕上げ剤、いいにおいのはずが逆に気分が悪くなる…
･･･筑紫野市消費生活センター

（相談事例） 

 柔軟仕上げ剤を使用し室内で干した。洗濯物のにおいがきつすぎて具合がわるくなり、家族全員頭痛や吐き

気を催した。

 電車内で他の人の柔軟仕上げ剤のにおいが強く、気分が悪くなる。周りの人の迷惑も考えてほしい。

（アドバイス）

洗濯の仕上げに使用する柔軟仕上げ剤は、洗濯物からの良いにおいを重視した商品が人気となっていて、様々な

商品がメーカーから出されています。それに伴い、相談窓口ではそのにおいを不快に感じるという相談が目立つよ

うになりました。自分が使用した仕上げ剤だけでなく、公共の場での他人の衣服や、外に干されている洗濯物から

のにおいで体調が悪くなってしまうという深刻なご相談もあります。柔軟仕上げ剤を販売しているメーカーでも、

使用量の目安や香りの強さの基準を商品に表示し、情報提供や注意喚起が行われています。 

においの強さや感じ方には個人差があり、また慣れたにおいは感じにくくなるため、ついつい使用量を増やして

しまい、周りの人が不快になるほどのにおいになってしまうということもあるようです。体質的に化学的なにおい

に敏感な方もいらっしゃいますので、使用の際は商品に記載されている用法、容量を守って周りの方への配慮も忘

れずにお使いください。 

● 各消費生活センターの相談窓口 ●
福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）   久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可） 

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７ 宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可） 

大牟田市  ０９４４－４１－２６２３ 行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９ 

糸島市  ０９２－３３２－２０９８ 筑紫野市  ０９２－９２３－１７４１ 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 
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★ 「必ず」儲かる方法はありません！？

･･･飯塚市消費生活センター 

（相談事例） 

① ネットで初期費用２万円支払うだけで、３ヶ月で１０００万円絶対稼げるという情報商材(注)を購入した。最

終的にクレジットで９万円支払うことになった。指示通りに作業をしたが、全く稼げない。返金申請したがで

きるとは限らないと言われた。

② メルマガでノウハウを習得するとＦＸ取引で簡単に稼ぐことができ、大富豪になるというプロジェクトの広告

を見て、ＦＸに関する情報商材を購入した。クレジットで２５万円支払ったが業者と連絡が取れなくなった。 

(注：ここでいう情報商材とは、「○○円の収入が得られる方法」等の一般にはあまり知られていない情報を、イ 

ンターネットを通じて販売しているものを指します。)

（処理結果）

クレジット会社、決済代行業者、および販売店に経緯文、抗弁書などを送付し、消費生活センターが交渉を支援･

仲介した結果、全額返金となった。 

（アドバイス）

情報商材に関する苦情が多く寄せられています。同じ相談者が複数の情報商材を購入しているケースも多く見ら

れます。「必ず」「絶対」儲かる方法はありません。このような広告がある場合は、疑ってかかりましょう。 

★「お得」という言葉に惑わされず、不要な契約は断りましょう！

･･･福岡市消費生活センター

（相談事例） 

スマートフォン購入のために販売店へ行くと、店員から「今ならタブレットが無料」と言われた。

無料ならと思い話を聞くと、タブレット本体は無料でも、毎月の通信料は千円程かかるとのことで断った。

すると、スマホとタブレットを一緒に契約するとセット割でタブレットがお得に持てるし、スマホよりタブレッ

ト画面の方が大きくて使いやすいと勧められ、ついつい契約をしてしまった。

ところが、家に帰ってよく契約書を見ると、スマホは２年契約だが、タブレットは３年契約になっていることに

気付いた。もし、２年後にスマホの契約を見直した場合、タブレットの契約だけが残り、セット割が適用されずに

料金が割高になるので、やはりタブレットはいらないとお店に伝えた。 

店からは、契約書面を交付しており、３年以内の解約の場合、解約料がかかると言われた。（５０代女性） 

（アドバイス）

割引やキャンペーンなどでお得だと勧誘されても、必要がなければきっぱりと断りましょう。

契約を検討する場合は、目先のお得感だけで判断せずに、割引料金が適用される期間や条件、解約時の注意点な

どまで、契約前にしっかりと確認しましょう。 

● 各消費生活センターの相談窓口 ●
福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）   久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可） 

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７ 宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可） 

大牟田市  ０９４４－４１－２６２３ 行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９ 

糸島市  ０９２－３３２－２０９８ 筑紫野市  ０９２－９２３－１７４１ 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 
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★ 急増中！サーバ型電子マネー詐欺にご注意！

･･･宗像市消費生活センター 

（相談事例） 

「総合消費料金に関する訴訟最終告知」と書かれたハガキが届いた。何のことかと思い電話をすると弁護士を予約する

ようにと電話番号を教えられた。弁護士に電話すると「弁済調達金」として１０万円必要と言われ、コンビニで赤いカ

ードを購入し、裏面を削って現れる番号を教えるようにと言われた。まだ購入していないが、買って番号を伝えても大

丈夫だろうか。（５０歳代女性） 

（処理結果） 

届いたハガキは架空請求であり支払う必要はないことを助言した。またコンビニで買うように指示されたカードはギフ

トカードと思われるが、絶対に指示に従ってはいけないと伝えた。

（アドバイス）

カード裏面のスクラッチ印刷部分を削ると番号があらわれます。このＩＤ番号がわかれば、誰でもどこででも利用がで

きるという、電子マネーの匿名性や譲渡性といった利便性の高さが詐欺の手口として悪用されています。ＩＤ番号を相

手に伝えることは電子マネーを相手に渡すことと同じです。電子マネーの価値は運営会社のサーバで管理されるので、

相手に使われる前であれば使用を停止できる場合もありますが、通常ＩＤ番号を伝えるとすぐに使われるケースが多く、

その場合支払ったお金を取り戻すことは非常に困難です。もし不審に思った場合は早急に電子マネーの運営会社に連絡

をしましょう。また控えは保管しておきましょう。身に覚えのないメールやハガキなどによる請求に返信、連絡をして

はいけません。「電子マネーを購入して」「番号を教えて」と言われた時は詐欺の可能性がありますので注意して下さい。

★通信販売、インターネットショッピングは、クーリング・オフの

対象外です。                      ･･･久留米市消費生活センター
（相談事例） 

昨日、インターネットショップで前から欲しかったバッグを注文しました。 

今日ショッピングモールでもっと可愛いバッグを見つけたので、ネットの注文をキャンセルすればいいと思い買ってし

まいました。家に帰ってすぐにネットショップへキャンセルのメールを送ったところ、キャンセルは受け付けないと返

事が来ました。注文したばかりだし、クーリング・オフできるんじゃないんですか？ 

（処理結果） 

クーリング・オフとは、契約した後、頭を冷やして（Cooling Off）冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内

であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。

ただしクーリング・オフは何でも契約を解除できるものではありません。「家に業者が訪ねてきて勧誘される」「電話

がかかってきて勧誘される」「道を歩いていて呼び止められ、勧誘される」など、特に商品の購入を考えていないとき

に突然業者側から勧誘されて契約するといった、不意打ち的な勧誘で、冷静に判断できないまま契約をしてしまいがち

な販売方法での契約がクーリング・オフの対象となります。今回はインターネットショッピングですので、業者の返品

特約に従うことが原則になります。 

（アドバイス）

何の購入・契約でも、クーリング・オフで必ず返品・解約できると誤解しての相談がよくあります。

自分からお店へ行っての購入、チラシやテレビを見ての通信販売、パソコン・スマホでのネットショッピングなど、

通常の購入・契約での返品・解約は一方的には出来ません、お店との相談や契約書の約款に基づくことになりますので

ご注意ください。なお交渉の余地がある場合もありますので、消費生活センターへご相談ください。 

● 各消費生活センターの相談窓口 ●
福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）   久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可） 

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７ 宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可） 

大牟田市  ０９４４－４１－２６２３ 行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９ 

糸島市  ０９２－３３２－２０９８ 筑紫野市  ０９２－９２３－１７４１ 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 
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★ 美容医療(一部)がクーリングオフの対象になりました!!  

                       ･･･福岡県消費生活センター 

（相談事例１）  
新聞広告を見て、美容クリニックに行き、しみ･たるみ･くすみに効果があるという施術で、1回5万円で5回

の２5万円コースを契約した。 
帰宅後よく考えて、施術効果が持続するのは半年から1年と言われたことを思い出し、解約したくなった。 

 

（相談事例２） 

脱毛エステで、顔にニキビがあり、美容外科で皮膚の再生をしてもらった方が良い、脱毛にも効果があると言

われ、深く考えることもなく、紹介された美容外科に行った。丁寧な説明を受けて5年間40万円の契約をした。 

帰り道に話の内容を思い出して施術の内容が怖くなり、まだ学生なのに高額な契約をしてしまったことから解

約したい。 

 

（アドバイス） 

いずれの事例も、今までは、美容外科と交渉して解約するしか方法がありませんでした。 

  しかし、平成29年12月1日に改正特定商取引法が施行され、脱毛･にきび･しみ･そばかす･ほくろなどの美

容医療の一部は、契約から8日以内であればクーリングオフが可能になりました。 

  詳しくは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。 

 

 

★ ねずみ講は違法です！       ･･･大牟田市消費生活センター 

 
（相談事例） 

友人から「絶対にもうかる」と勧められ、ある事業者の話を聞いた。１口２５，０００円を払って組織に加入

すれば、数ヶ月後から毎月２０，０００円ほどの配当が受け取れるとのことだった。また、この事業者を知人に

紹介すれば、配当が増額になることも聞いた。この事業者を信用して大丈夫か。 

（アドバイス） 

 この組織は、無限連鎖講、いわゆるねずみ講で、開設や運営などが禁止されている違法な組織です。 

勧誘するだけでも処罰の対象(罰金)になります。 

絶対に加入してはいけません。 

 

※ねずみ講… 先に加入した者が、後に加入した者から金銭などを受け取る配当組織で、「無限連鎖講の防止に関する

法律」によって開設・運営・勧誘の一切が禁止されており、商品の販売を目的とする｢連鎖販売取引｣(いわ

ゆるマルチ商法)とは異なります。 

        詳しくは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。 

 

 
● 各消費生活センターの相談窓口 ● 
福岡県   ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可） 

北九州市  ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）   久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）  

飯塚市   ０９４８－２２－０８５７            宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可） 

大牟田市  ０９４４－４１－２６２３            行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９             

糸島市   ０９２－３３２－２０９８            筑紫野市  ０９２－９２３－１７４１ 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 
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★「保険金が使える」という住宅修理契約のトラブルに 

ご注意!                   ･･･北九州市立消費生活センター 
（相談事例）  

  先日、突然訪ねてきた業者に「家の不具合はありませんか？」と聞かれ、昨年の台風で屋根が少しずれている

ことを伝えたところ、「保険金を使って無料で修理ができますよ。保険会社への申請手続きも代行します。」と言

われた。信用してよいだろうか。（７０代男性） 

 

（アドバイス） 

  「保険金を使い、無料で修理ができる。保険の申請も代行する。」などと自己負担がないことを強調し、強引に

住宅修理サービスの契約をさせる悪質な手口が増えています。 

  「実際には保険の適用外で全額負担になった。」や「解約しようとすると契約金額の５０％の解約料を請求され

た。」など後日トラブルになったという相談が増えています。 

   このような勧誘を受けても業者の言うことをうのみにせず、本当に保険が適用されるのか等、自分自身で保険

会社に問い合わせ、内容を確認しましょう。 

   また、今回の相談のように訪問販売や電話勧誘販売の場合は、契約書面を受け取って８日以内であればクーリ

ング・オフができますので、困ったときや不安なときは、すぐに消費生活センターに相談しましょう！ 

 

★  新聞購読トラブルが後を絶ちません! 
･･･行橋市広域消費生活センター 

（相談事例） 

ある日突然、新聞が配達されだした。販売店に尋ねると「5年前に契約して頂いた」と言われた。そういえば、

その販売店からビールをもらった記憶がある。その時に契約したと思う。現在、別の新聞を購読中であり、2 紙

を同時に購読することは経済的に難しい。調べていくうちに別の新聞が 3年後に配達開始となっていることも分

かった。3紙同時に購読するなど到底無理だ。 

 

（処理結果） 

    この場合、契約は成立しているので一方的に消費者から解約を申し出ることは出来ません。センターが事業者

と交渉し、契約期間をずらして一紙ずつの配達にしてもらいました。尚、事業者の勧誘方法によっては、更に契

約内容変更の交渉も可能です。 

 

（アドバイス） 

  新聞の契約書面は紙片であるため、「契約した」という実感が湧きませんが、契約は成立しています。高齢者の

場合は、健康状態の悪化等でいつ読めなくなるかわからないことから、5 年、7 年といった長期の契約は避けた

ほうが無難といえるでしょう。また、先付け契約（将来の契約）を販売店は競って行いますが、消費者も景品に

惑わされることなく、必要性を判断して納得した上で契約しましょう。 

 

 

 
● 各消費生活センターの相談窓口 ● 
福岡県   ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可） 

北九州市  ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）   久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）  

飯塚市   ０９４８－２２－０８５７            宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可） 

大牟田市  ０９４４－４１－２６２３            行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９             

糸島市   ０９２－３３２－２０９８            筑紫野市  ０９２－９２３－１７４１ 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 
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★スマートフォンへの架空請求メールに注意!                   
   ･･･糸島市消費生活センター 

（相談事例）  

  大手動画配信サイト名義で「有料動画の未納料金がある。本日中に連絡がなければ法的措置をとる」とメール

が届いた。身に覚えがなかったが、スマートフォンの操作に不慣れなため、誤って有料契約してしまったかもし

れないと思い、慌ててメールに記載された番号に電話した。 

「今日中に支払わないと、裁判になる」と言われ、相手に指示されるままコンビニの端末機へ行き、指定された

13桁の番号を入力し、同端末から出てきた伝票を持ってレジで30万円を支払った。 

支払いの電話報告をすると「さらに2件の未納料金がある」と言われ、別々のコンビニへ行くよう指示されて、

同様のやり方でそれぞれ 30 万円ずつ総額 90 万円支払った。家族に話すと「詐欺ではないか」と言われた。        

（70代 男性） 

 

（アドバイス） 

  相談者に届いたメールは、実在する会社を名乗り、不特定多数に送りつける架空請求のメールです。 

今回のケースは、相談者をだまして、犯人が持っているインターネット用プリペイドカード（チャージ式電子

ギフト券）に電子マネーをチャージさせるものでした。 

身に覚えがないメールが届いても慌てて相手に連絡をしてはいけません。 

一旦お金を支払うと取り戻すことは困難です。 

少しでもおかしいと思ったら、身近な人や警察、消費生活センターなどに相談しましょう。 

 

★不用品回収で高額な費用を請求する業者に注意！ 
･･･福岡市消費生活センター 

（相談事例） 

  「不用品処分、軽トラック積み放題１万円から」という引越し業者の投げ込みチラシを見て連絡をした。事前

に回収してほしい物を伝えると、「実物を見て少し値段が変わる場合がある。詳しい見積もりは実物を見てから」

と言われた。しかし、実際に来た２人の作業員は、用意していた物を見ても見積もりを提示せず、次々に運び出

し、すべての品をトラックに積み込んだ後、料金は１５万円と言われた。   （60代女性） 

 

（アドバイス） 

  一般家庭の不用品回収・運搬は市町村の一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者しか行えません。 

ただし、一般廃棄物処理業の許可を持たない引越し業者が、引越し当日の作業中に出た不用品を営利目的とせ

ずに回収することは特別に認められています。 

安易に処分を依頼すると、不法投棄など不適正な処理や料金トラブルにつながりかねないので、粗大ごみや家

電製品などは、お住まいの市町村のルールに従って適正に処理しましょう。 

 

 

 
● 各消費生活センターの相談窓口 ● 
福岡県   ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可） 

北九州市  ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）   久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）  

飯塚市   ０９４８－２２－０８５７            宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可） 

大牟田市  ０９４４－４１－２６２３            行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９             

糸島市   ０９２－３３２－２０９８            筑紫野市  ０９２－９２３－１７４１ 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 
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★損害保険の請求は損保会社か保険の専門相談窓口へ

相談しましょう。 ･･･久留米市消費生活センター
（相談事例）  

先日、地震保険の請求をしませんか？ と保険コンサルタントを名乗る業者からの営業を受けました。確かに地

震で家の壁にヒビ等が発生していたので話を聞くと、保険金の請求は個人では非常に難しいため、自分たちが代

行して損保会社に保険請求し交渉まで行う、保険金が下りた場合にだけコンサル料としてその保険金の３割を請

求すると言われました。この業者に保険金の請求を依頼しても大丈夫でしょうか。 

（処理結果） 

  地震保険の請求は加入者本人が行うことが原則で、内容も特に難しいものではありません。 

業者が申請から交渉まで行うと言っているとの事ですが、保険金の給付を決めるのは損害保険会社で交渉の余地

はありません。 

この様に保険の請求が困難なため請求代行を行うといって契約を迫る保険コンサルタントを名乗る業者がいま

すが、実際は簡単な書類の代筆をしただけなのに何十万円ものコンサル料を請求しているケースがあります。 

（アドバイス）

自宅や電話、ダイレクトメールなど営業を受けることがあると思いますが、相手の言うことを鵜呑みにして、

すぐに契約することは避けましょう。 

今回の保険請求については保険会社の担当者か保険の専門相談窓口へ相談すれば、どの様な手続きが必要かを

教えてくれます。契約は急がず、その内容を納得するまで調べてからにしましょう。 

★生鮮食品でもクーリング・オフは可能です！
･･･筑紫野市消費生活センター 

（相談事例） 

  突然「以前購入してもらったお客さまに連絡している」と、海鮮販売業者から電話があった。 

「カニなどの魚介類セット」をしつこく勧められ、何度も断ったが、最後に根負けして「購入する」と答えた。 

しかし、やはりいらないので、すぐに業者に「キャンセルしたい」と電話を掛け直したところ、「生モノなので

キャンセルはできない」と断られた。最後まで断り続けたが、もし商品が届いた場合、支払う必要があるか。

（処理結果） 

業者から書面や商品が到着した場合、クーリング・オフするよう助言しましたが、結局、届きませんでした。 

（アドバイス）

今回のような不意打ち的な電話勧誘販売の場合、契約書（または申込書）を受け取ってから 8日間、クーリン

グ・オフできます。商品を配送済であっても、クーリング・オフは可能です。 

「生モノだからクーリング・オフはできません」「カニはクーリング・オフの対象外」「もう配送したからクーリ

ング・オフできません」と、消費者に誤った説明をする事業者もいますが、カニ、ホタテや鮭などの生鮮食料品

もクーリング・オフができます！商品を返品する場合でも、消費者はその送料を負担する必要はありません。

クーリング・オフ期間を過ぎていても、クーリング・オフできることがあるので、センターにご相談ください。

● 各消費生活センターの相談窓口 ●
福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）   久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可） 

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７ 宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可） 

大牟田市  ０９４４－４１－２６２３ 行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９ 

糸島市  ０９２－３３２－２０９８ 筑紫野市  ０９２－９２３－１７４１ 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 
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