
 

 

Ⅵ 消費者トラブル注意報！！         

／その他啓発資料（平成 29年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第 23号 ★ お試しのつもりが定期購入に！？ P67 

第 24号 ★ スマホのオンラインゲームで高額請求？！ P68 

 ★ 豪雨災害に便乗した悪質商法にご注意ください！ P69 

第 25号 ★ SNSを介在した取引に注意！ P70 

 ★ レンタルオーナー契約に注意！！ P71 

第 26号 ★ 注文した商品が届かない！？ P72 

 ★ 仮想通貨に関するトラブルに注意！ P73 

第 27号 
★ 届いた商品は偽者？！ 

フリマアプリでトラブル！ 
P74 

 ★ お金や契約のことで困ったときは消費生活センターへ！ P75 

第 28号 ★ エステの高額契約は慎重に！ P76 

 



 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

★お試しのつもりが定期購入に！？  
･･･北九州市立消費生活センター 

 

第２3号 2017年 4月 

 （相談事例） 

 先月、ＳＮＳに掲載されていた広告を見て、お試し価格

300 円のダイエットサプリを注文し商品を受け取った。

今月になり、再度商品が送られてきて、6千円の請求書も

同封されていた。業者へ問い合わせると「お試し価格 300

円のコースは 4 ヶ月の定期購入の契約が条件になってい

る。解約は 4回目以降しかできない。」と言われた。商品

を返品し、解約することはできないか。 

消費生活トラブル注意報 !! 

 

（アドバイス） 

◆今回の事例は通信販売なので、クーリング・オフの適用はありません。 

 返品や解約の可否は業者がホームページに記載している内容に従うこと

になります。したがって、「返品不可」「解約は 4回目から」との記載 

があれば、商品を返品して定期購入の契約をすぐに解約することは原則 

できません。 

◆「お試し価格での購入は定期購入が必須になる」などの条件がついてい   

ることがあります。インターネットで商品を購入するときは、購入条件  

や返品できるかなどを事前に十分確認しましょう。 

                  

◆少しでも不安や疑問を感じた場合は、家族や周囲の人、最寄りの消費生  

活センターに相談しましょう。 

● 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） 

＊「消費者ホットライン」（局番なし）１８８（嫌や！（イヤヤ！）） 

（あなたの地域の消費生活センターにつながります。） 
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★スマホのオンラインゲームで高額請求？！  
 ･･･福岡市消費生活センター 

 

第２４号 201７年 ６月 

 （相談事例） 

 クレジットカードの明細を確認したら、合計７０万円の高額請求が

あった。１６歳の息子に聞いたところ、請求はスマートフォンのオン

ラインゲームの課金によるものであることがわかった。トータルで約

１００回決済をしているようであるが、息子はそんなに課金した覚え

はないと言っている。ゲーム会社に課金した覚えのない請求の取消を

要求したが、「明細の中で具体的にどの分について取消を申し出るの

か、決めてもらわなければ対応できない」といわれたとの相談があっ

た。 

 

 

消費生活トラブル注意報 !! 

（アドバイス） 

スマートフォンのオンラインゲームに関する相談が多く寄せられています。無料とうたったオ

ンラインゲームでも、ゲームで使用するアイテムは有料の場合もあり、すべてが無料で利用でき

るとは限りません。これらのゲームは、スムーズに進むためにアイテムが必要となることが多く、

１つ数百円程度と無理なく払える価格設定となっていますが、「これくらいなら」と課金するう

ちに数万円や数十万円という額に膨れ上がってしまうことがあるため、注意が必要です。ゲーム

会社に相談しても対応が悪いという苦情も寄せられています。困ったときは、早めに消費生活セ

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） 

＊「消費者ホットライン」（局番なし）１８８（嫌や！（イヤヤ！）） 

（あなたの地域の消費生活センターにつながります。） 

 

（処理結果） 

本人に覚えのない請求について、事業者と話し合うように伝え、対応が悪い場合は消費生活

センターから申し出をすることもできると助言した。再度、相談者が事業者と話し合ったとこ

ろ『未成年者の契約としての処理について検討する』との回答を得た。 
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★SNS を介在した取引に注意！  
 ･･･福岡県消費生活センター 

 

第２５号 201７年 ８月 

（相談事例１） 

    SNSで知り合った人からゲーム機を購入した。コンビニに行って電子マネー

で 4万円支払ったが、商品が届かない。どうしたらよいか。 

（アドバイス） 

◆SNSだけで取引を行いコンビニで販売されている電子マネーで決済した場

合は、匿名性が高いので、相手との連絡手段を別途確保しておかないと、トラ

ブルの際は連絡すらできなくなることがあります。 

 

 

消費生活トラブル注意報 !! 

（相談事例３） 

SNSの求人サイトでオークションでの代理出品のバイトを見つけた。ゲーム機を売って、購入者が先払い

した代金を受け取り、それをコンビニの電子マネーで当該業者に送金すれば、業者がゲーム機を落札者に送付

するということだった。落札者は約 30人で総額 80万円だったが、落札者から商品が届かないとの連絡を受

けた。当該業者に電話しても「この電話は現在使われていない」とメッセージが出るだけである。警察に相談

したが、「あなたも共犯者となる可能性がある。」と言われた。どうしたら良いか。 

（アドバイス） 

◆当センターの弁護士相談では、詐欺の共犯として起訴される可能性は低いものの、落札者から損害賠償を請

求される可能性はあるとの見解でした。この他にも、SNSで知り合った人の紹介で、マルチ商法への勧誘や

高額な出会い系サイトへの誘導など、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。 

 

 

● 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） 

＊「消費者ホットライン」（局番なし）１８８（嫌や！（イヤヤ！）） 

（あなたの地域の消費生活センターにつながります。） 

 

（相談事例２） 

 SNSで知り合い 3ヶ月付き合った異性 Aから「仮想通貨は必ず価値が上がる」と勧められ、Aの知り

合いの社長の会社が行うサービスを契約した。家族からだまされているのではないかと言われたので解約

したいが、Aの苗字しかわからず、SNS以外の連絡方法も知らない。 

（アドバイス） 

◆このケースでは、電話も会社に通じなくなりました。SNSで知り合って、言葉巧みに簡単に儲かるか

のような投資話を持ちかけられた例が多くありますが、｢必ず儲かる｣投資はありません。契約する際は、

周りの人に相談するなど慎重にしましょう。 



  

 
092-632-0999 
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★注文した商品が届かない！？  
･･･北九州市立消費生活センター 

 

第２6号 2017年 10月 

 （相談事例） 

 インターネットで野球用グローブが定価の７割引で売

られていたので注文し、指定された銀行口座に代金を振り

込んだ。注文後１週間経っても商品が届かなかったので、

業者に問い合わせようとしたところ、連絡先にはメールア

ドレスのみの記載で電話番号はなかった。メールで問い合

わせてみたが返信はない。 

消費生活トラブル注意報 !! 

 

（アドバイス） 

◆インターネット通販では、店舗での購入とは異なり現物を見ることができ 

ず、全く違う商品が届いたり、商品そのものが届かないといったトラブル 

が発生しています。 

一般に流通している価格よりも大幅に安く販売されている場合や日本語に 

不自然な点があるサイトには特に注意が必要です。 

         

◆業者の住所や電話番号が明記されていないサイトとは取引きを行わないよ 

うにしましょう。また、商品を注文する前には、信頼できるサイトで他の 

利用者の当該業者に対する評価などを確認しましょう。 

         

◆相手に逃げられる恐れがある銀行振込や電子マネーなどの前払いは大変リ 

スクが高い取引方法です。商品を注文する前に代金引換やカード払いなど、 

支払い方法が複数用意されているか確認しましょう。 

● 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） 

＊「消費者ホットライン」（局番なし）１８８（嫌や！（イヤヤ！）） 

（あなたの地域の消費生活センターにつながります。） 

 



 
092-632-0999 
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★届いた商品は偽物？！ 
フリマアプリでトラブル！･･･福岡市消費生活センター 

 

第２7号 201７年 12月 

 （相談事例） 

   フリマアプリを利用して，ブランド品の靴を定価の約半額で購

入した。届いた商品を確認すると，アプリ上で表示されていた商

品の画像とは微妙に異なり，作りも粗雑であった。また，出品者

は日本在住となっていたが，商品は中国から発送されていたので，

コピー商品ではないかと不安になって，メールで「正規品か」と

質問したところ「正規品である」との返信があった。出品者に返

品したいとメールしたが「商品は正規品なので代金を支払うよう

に」と返信があった。納得がいかず，アプリ運営会社に連絡し取

引中止の処理をしてもらった。商品を返送しようと思ったが，出

品者の住所が分からず，手元に商品を置いていたところ，出品者

から「商品の代金をまだもらっていない」「窃盗だ」「警察に届

けて法的手続きをする」とのメールが届いた。 

 

 

消費生活トラブル注意報 !! 

（アドバイス） 

スマホで手軽に商品を取引することができるフリマアプリが幅広い世代で利用されてい

ますが，便利な反面，「商品が届かない」「送られてきた商品が不良品だった」「コピー商

品だった」などのトラブルの相談が寄せられています。また，出品者のページを見ただけで

は，相手がどのような人物であるか分かりづらい場合もあり，注意が必要です。フリマアプ

リは，利用者個人にインターネット取引の場を提供しているにすぎないため，トラブルが発

生した場合，運営会社の規約に規定がなければ解決は個人間の話し合いに委ねられ，返金等

が困難になることもあります。フリマアプリを利用する際は，利用規約等をよく読み，理解

したうえで慎重に利用しましょう。 

● 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） 

＊「消費者ホットライン」（局番なし）１８８（嫌や！（イヤヤ！）） 

（あなたの地域の消費生活センターにつながります。） 
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★エステの高額契約は慎重に！ 
            ･･･福岡県消費生活センター 

 

第２８号 201８年 2 月 

（相談事例１） 

  ネットで無料の脱毛ができるように書いてあったのでエステに行ったが、無料は 

カウンセリングだけだった。全身脱毛をしつこく勧められて断りきれず、40万円 

で契約した。帰宅してよく考えたらやはり高額なので、解約したい。(21歳･学生) 

（相談事例２） 

ネットで月 8 千円で部分脱毛できるというエステを見つけて店舗に行った。全

身脱毛ならキャンペーン期間中で 6 回 40 万円が 28 万円になり、しかも 7 回目

以降は無料と勧められた。お得と思い込んで契約し、とりあえずクレジットカード

で限度額一杯の 10万円を支払い、残金は店が勧めるカードを契約して支払うこと

となった。もっと安くできる店が見つかったので、中途解約を申し出たが、2回を

消化済みで、違約金を含めると支払った 10万円では不足するといわれた。(19歳･

会社員) 

（相談事例３） 

35 万円のローンで脱毛エステを契約した。クーリングオフしようと思い、8日

後、店に電話したが、時間外で繋がらなかった。翌日クーリングオフを申し出たが、

入会金 3万円と脱毛クリーム代金 8万円を支払うよう言われた。(20歳･学生) 

 

 

 

 

 

 

消費生活トラブル注意報 !! 

（アドバイス） 

エステの無料体験などに誘われて店舗に行き、高額の契約を勧められて断りきれなかったので解約した

いなどの、エステの解約に関する相談が少なくありません。 

コース料金などは高額になりがちですので、その場で契約せずに、自宅に一旦持ち帰って周囲の人に相

談するなど、よく考えて契約しましょう。 

また、店舗では、不要と思ったらきっぱり断ることが必要です。あいまいな態度ではしつこい勧誘を受

けてしぶしぶ契約してしまうことになりかねません。 

エステのクーリングオフ期間は 8日間です。1日でも過ぎたら、中途解約となって解約料などの所要の

経費を支払う必要があります。ただし、契約時の不備などで交渉を有利に進めることができる場合があり

ます。詳しくは、契約書等を持参の上、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） 

＊「消費者ホットライン」（局番なし）１８８（嫌や！（イヤヤ！）） 

（あなたの地域の消費生活センターにつながります。） 

 


