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ホットな消費者ニュース（平成 28 年度）

２８年
４月号
２８年
５月号
２８年
６月号
２８年
７月号
２８年
８月号
２８年
９月号
２８年

★ 光回線卸サービスは、契約の内容に気を付けましょう！
★ 慌てて契約しないで！電力の小売自由化
★ 家庭教師を契約される時は、高額な学習教材に注意しましょう。
★ 「還付金詐欺」が再び増加しています！
★ リフォーム契約は慎重に！
★ 夢の海外リゾートライフ？「タイムシェア」の契約は慎重に！

No.5
２８年

★ 年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請に便乗した「ニセ電話詐欺」「個

★ 点検商法にご注意！
★ 「荷受代行」・「荷物転送」アルバイトに注意！
★ クリーニングの仕上がりは、受取りの時にお店の人と一緒に確認しましょう。
★ 音声ガイダンスを利用した架空請求にご注意！
★ 水道修理のトラブル～高額な請求をされた～

★ 企業のためのセミナーに要注意！
受講料１００万円は、消費者金融で借入？！
★ パソコン使用中に「ウィルスに感染しました」とのニセ警告に注意しましょう。

★ 無料タブレット付きのインターネット契約にご注意！

12 月号 ★ 大手デジタルコンテンツ配信会社を騙った架空請求メールに注意！
２９年
１月号
２９年
２月号
２９年
３月号
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人情報の搾取」に注意しましょう。

11 月号 ★ インターネットを利用中にパソコンから警報音が鳴り出した！
２８年
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★ スマートフォンのワンクリック請求の新しい手口に注意しましょう

10 月号 ★ 無料点検のはずが、７０万円の契約に！？
番外編
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★ 「海外宝くじに当選しました！」という封書やメールにご注意！
★ 魚介類の送りつけ商法に注意しましょう！
★ 独居高齢者を狙った強引な点検商法に要注意！
★ チラシを見て引越を申し込んだら高額の代金を請求された！
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P58

P59

P60

P61

P62

P63

P64

★ 知らない人からのメール。送り主は出会い系サイトのサクラかも！？
★ 「ワンクリック詐欺」「架空請求メール」に便乗した相談サイトに注意しましょ
う！
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★光回線卸サービスは、契約の内容に気をつけましょう！
･･･福岡県消費生活センター
（相談事例）
契約先のプロバイダーの代理店が訪問し、
「当社を窓口にすると、今までと内容は同じで料金が 500 円安
くなる。工事は必要ない」と勧誘されたので光回線を契約した。
しかし、契約していた大手電話会社のインターネットセキュリティーサービスが使用できなくなった。月額
400 円で再契約したため、結果的に乗り換え前から約 100 円しか安くなっていない。セキュリティーサー
ビス解約の説明も一切なかったので、販売店に解約して光回線を元の契約に戻したいと伝えたところ、キャン
セル料 7,500 円と再工事費用 20,000 円が必要だと言われた。自分は費用負担せずに元通りにしたいが、
どうしたらよいか。
（60 歳代 男性）
（処理結果）
当初、プロバイダー本社は、契約時のチェックシートに署名があるので説明していたと考えられ、契約は有
効である旨の返答であった。その後、消費生活センターで調べたところ、手続きの再のメールアドレスが相談
者のものでないなどの不備が見つかり、相談者の負担なしで元通りに戻すこととなった。
（アドバイス）
光回線卸サービスの契約で、契約先が変わることを消費者に認識させていない、勧誘時の説明と請求された
料金が異なるなどの相談が寄せられています。
光回線卸サービスはＮＴＴ東西との契約ではなく、光コラボレーション事業者との新たな契約であることを
理解し、現在の契約内容、契約先の事業者名やサービス名等の光卸の契約内容を確認しましょう。トラブルに
なった場合は、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

★慌てて契約しないで！電力の小売自由化 ･･･宗像市消費生活センター
今年４月から電力の小売自由化が始まりました。しかし、２０２０年３月までは経過措置として、今と同じ
電力会社・料金メニューで継続ができ手続きも不要です。慌てて契約しないで、ライフスタイルにあった小売
電気事業者をゆっくり選択しましょう。
（相談事例）
５日前、訪問販売で電力会社の提携会社を名乗り「電力の小売自由化で、当社と契約すれば電気料金が安く
なる」と言われ契約したが解約したい。
（対処法）
電気の訪問販売や電話勧誘販売については、契約書を受取って８日以内であれば無条件で解除できるクーリ
ング・オフ制度があります。相談者に、クーリング・オフの通知書をハガキに書き、特定記録郵便で送るよう
アドバイスしました。
（アドバイス）
家庭に届く電気の質は、どの小売電気事業者から買っても同じです。また、新しい電力量計「スマートメー
ター」にも原則お金はかかりません。小売電気事業者が電気を販売するには、消費者に電気料金や解約手数料
について書面で説明する法律義務があります。また、小売電気事業者は国の登録が必要です。不審な場合は、
経済産業省ホームページ「登録小売事業者一覧」やナビダイヤル 0570‐028‐555 で確認しましょう。
● 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）
＊「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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★家庭教師を契約される時は、高額な学習教材に注意しましょう。
･･･飯塚市消費生活センター
（相談事例）
家庭教師のダイレクトメールが届いた。高校３年生の息子に合っているのではないかと思い説明を聞きたい
と連絡した。業者が来訪し、息子と一緒に説明を聞きその日に契約し、教材も含め１１０万円と高額であった
が業者が取り扱う割賦（自社割賦）での支払いとした。その後、息子が一回分サービスである無料授業を一度
利用しただけでやめたいと言い出した。無料体験の際に、購入したタブレットとソフト（マイクロ SD）を使
用した。この契約は解約できるのか。
（処理結果）
家庭教師の中途解約について説明。中途解約やクーリング・オフの説明がなかったことなどの問題点、契約
における注意点を伝えた。相談者がまだ解約の申し出をしていなかったため、まず解約の意向を業者に伝える
よう案内した。後日、相談者より連絡があり、中途解約の申し出をしたところ、利用したソフト（マイクロ
SD）のみの請求と言われ、納得し中途解約したと報告があった。
（アドバイス）
進級・進学の際は勉強に対する関心や不安が高まる時期です。子どもがやる気を示すと家庭教師とセットで
高額な教材まで契約してしまいがちです。事例のような家庭教師や教材の契約は依然トラブルが多く注意が必
要です。家庭教師と教材の契約は法律の規制を受け、中途解約にさまざまな交渉ができるケースがあります。
トラブルになったときは早めに消費生活センターにご相談ください。

★「還付金詐欺」が再び増加しています！
･･･北九州市立消費生活センター
（相談事例）
区役所の保険課職員を名乗る男性から電話があり「医療費の過払金が 39,800 円ある。2 月に還付手続き
の案内を送ったが、返送されていない。今日が返金の期限なので、すぐに近くのスーパーの ATM に行ってほ
しい。
」と言われた。この話は信用してよいだろうか。
（７０代男性）
（アドバイス）
◆区役所などの公的機関を騙るニセ電話詐欺に関する相談が再び増えています。
「医療費」や「介護保険料」
などの過払い金があると言い、その還付手続きのために、ATM へ誘導するものです。区役所などの職員が
ATM での還付金手続きをお願いすることは絶対にありません。このような電話がかかってきても信用しな
いでください。
◆『還付金詐欺』は、
「手続きの期限が今日まで」などと急がせ、冷静に考える時間や周りの人に相談する時
間を与えずに、ATM へ誘導し、携帯電話で操作方法を指示して、逆にお金を振り込ませるという手口です。
最近は、金融機関での警戒が厳しくなったため、スーパーやコンビニなどの ATM を指定するケースが増え
ています。
◆ATM の操作で還付金を受け取ることはできません。電話で「ATM へ行くように」という話が出たら詐欺
です！相手にせず、すぐに電話を切ってください。ほかにも不審な電話がかかってきたり、不安なことがあ
れば、すぐに消費生活センターや警察に相談してください。
● 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）
★「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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★リフォーム契約は慎重に！･･･大牟田市消費生活センター
（相談事例）
「近所でリフォーム工事をしている。お宅の雨どいが傷んでいるようなので見てみましょうか？」とリフォ
ーム業者が訪ねて来た。心配になり点検をお願いしたところ、雨どいの取替えを勧められ、工事の契約をした。
後日、雨どい工事の後、
「瓦の傷みがひどい。このまま放置すると雨漏りする。
」と言われ、瓦の葺き替え工
事も契約してしまった。
息子は、
「将来同居の際、新築しようと考えているので、これらの工事は、今は必要ない。
」と言っている。
これらの工事を解約したい。
（処理結果）
・未着工の瓦葺き替え工事は、クーリング・オフ期間内であったため、契約解除した。
・すでに工事が終わっている雨どい取替え工事については、クーリング・オフ期間が過ぎていた。建築住宅の
専門家集団（一級建築士・弁護士等）に工事内容の調査を依頼したところ、工事は済んでいるが、当該工事の
平均的な金額に比べ請求額が非常に高額であるとの報告書が提出された。その報告書をもとに３者面談を行い、
平均的な金額から調査費用を差し引いた額を相談者が支払うことで合意した。
（アドバイス）
・突然の訪問者は、家に上げない。
・業者の言葉を鵜呑みにせず、その場で契約をしない。
・契約を決める前に、複数の業者から見積もりをとって比較する。
・消費生活相談センターに相談する。

★夢の海外リゾートライフ？「タイムシェア」の契約は慎重に！
･･･福岡市消費生活センター
（相談事例）
海外旅行に行き現地のホテルでリゾートマンションを１週間利用できる「タイムシェア」(不動産所有権付
きのリゾート会員権)の契約をした。
しかし、一回も利用したことはなく、年会費とは別に、管理費だけで年２５万円の請求があり、持っている
だけで費用がかさむ。不動産売買なので解約ができず、転売するしかないと言われたが、需要が少なく簡単に
は売れないと言われた。とにかく売りたいが、どうしたらよいか。（6０代女性）
（処理結果）
契約時の勧誘等に問題があるならば、契約の取り消しを業者に主張することになる。そのようなことがない
のであれば、買い手が少ない不動産売買となるので、購入者を見つけるように多くの仲介業者に依頼すること
になるのではないか。不明な点は詳しく業者に確認するよう助言した。
（アドバイス）
リゾートホテルの雰囲気にのまれて契約しがちです。本当に必要かよく考えましょう。また、契約書は外国
語で書いてありますので、十分理解したうえで契約しましょう。さらに、外国での契約のため、日本の法律が
適用されない可能性が高くなります。帰国したときにはすでに解約の時期を逃してしまうこともありますので、
気をつけましょう。
● 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
★「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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★スマートフォンのワンクリック請求の新しい手口に
注意しましょう ･･･行橋市広域消費生活センター
（相談事例）
アダルトサイトで無料の動画を閲覧し、画像に現れた年齢画面をタップしたところ、カメラのシャッター音が聞
こえ、画面に「登録完了」と表示された。また時計の秒針の音が聞こえ、
「３０分以内に画面に表示してある番号
に電話を掛けるように」との表示も出てきた。突然のことで頭が真っ白になり業者に電話をかけたところ、解約料
２９万円を請求されたので支払った。それから１ヶ月後、再度、解約料を請求する電話がかかった。支払わなけれ
ばならないか。
（２０代男性）
（処理結果）
インターネットを利用して契約する場合は、事業者が契約に必要な申込画面・確認画面・訂正画面を設けなけれ
ば契約は成立していないと言えるので、相談事例の最初の請求でも、今回の請求も、またこれ以上業者から請求さ
れても、料金を支払う必要はないと助言した。
（アドバイス）
スマートフォンのワンクリック請求の新たな手口として、登録・請求画面の表示とともに、カメラのシャッター
音を鳴らすという事例があります。シャッター音を鳴らすことで、消費者に自分の写真が撮影、送信されたと誤認
させ、慌てて業者に連絡するように誘導します。シャッター音は単なる効果音です。ウェブサイト閲覧だけではス
マートフォンで撮影した写真をネットワーク経由で送信することはできません。トラブルが発生した場合は、業者
に連絡や支払いをせず、まず消費生活センターに相談してください。

★年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請に便乗した「ニセ電話詐欺」
「個人情報の搾取」に注意しましょう。･･･久留米市消費生活センター
（相談事例）
給付金受給に関する不審なメールがあった。そのメールの件名は「生活支援金受給通知」で開くと本文には「本
日中に受給可」という文言とリンク先があった。本当に役所からのメールだろうか？
（処理結果）
臨時福祉給付金の係へ情報照会したところ、厚生労働省からの注意喚起にあった「個人情報の搾取」を目的とし
たニセメールと同様のものであった。
注意喚起によると、リンク先ＵＲＬをクリックすると「2 億円が当ります」との文言で、すぐに貰えるとの誘い
のページが表示され、氏名、電話番号、生年月日など個人情報の入力を要求するものだったとのこと。
（アドバイス）
官公庁などを騙ったニセメールを送りつけてくるケースが増えています。通常官公庁からいきなりメールを送る
ことはありませんし、官公庁から 2 億円が当たるようなキャンペーンをすることは絶対にありません。
騙す側はいろいろな手口で騙そうとします、少しでも不審に思ったらすぐに消費生活センターや警察に相談して
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）
行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９
＊「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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★点検商法にご注意！･･･糸島市消費生活センター
（相談事例）
訪問してきた業者に「床下の無料点検を受けないか」と言われたので見てもらった。
「シロアリはいないが、ゴキブリな
どの虫がいる。放っておくと将来シロアリが出るかもしれない。今のうちに『シロアリ予防消毒』をすればその心配もなく
なる」と言われた。
「もう少し考えたいので帰ってほしい」と言ったが「キャンペーン価格は今日まで。今決めてくれたら更
に値引きする」と言ってなかなか帰ってくれなかったので契約した。
その後、冷静になって考えると、費用も高いし、本当に必要な工事とは思えないので、解約したい。
（7０歳代女性）
（処理結果）
クーリング・オフ期間内の相談だったので、特定記録郵便でクーリング・オフの通知を出すように助言した。
（アドバイス）
「無料で点検します」と言って訪問し、点検後「このままにしておくと家が大変なことになる！」などと不安をあおって
「シロアリ駆除」や「床下乾燥剤・床下換気扇」などの高額な契約を結ばせる「点検商法」の相談が増えています。
無料点検は、あくまで点検後のセールスが目的です。必要なければ、安易に点検を依頼しないようにしましょう。
「今なら特別に値引きする」と言われても、その場で契約はせず、身近な人に相談したり、別の業者から見積もりを取る
など、十分に比較検討してから判断しましょう。
断っても帰ってくれない場合は、近くの人に助けを求めたり、警察署に通報しましょう。
訪問販売でクーリング・オフ（無条件解約）ができるのは、契約書面を受け取ってから８日間です。工事完了後でも、取
消ができる場合があります。困ったときは、消費生活センターまでご相談ください。

★「荷受代行」
・
「荷物転送」アルバイトに注意！･･･福岡県消費生活センター
（相談事例）
ＳＮＳで「荷物代行受付」のアルバイトを紹介され、自宅に届いた荷物を指定された場所に送るだけで、１回数千円の報
酬が支払われる簡単な仕事だったので引き受けることにした。アルバイトをはじめるには、
「運転免許証や健康保険証などの
身分証明書が必要」と言われ、身分証明書の画像データおよび電話番号、報酬の振込先の銀行等口座などの個人情報を送付
した。
荷物が届いたので中身を確認するとスマホだった。もしかしてと思い電話会社に契約者名義を問い合わせたら自分名義に
なっていた。対処法を教えて欲しい。
（処理結果）
センターから電話会社に問合せると、契約はウェブ申し込みで所定の条件が整っているが、料金請求先のクレジットカー
ドは他人名義のもので、相談者に請求がいくことはないとの返答を得た。事情を話し、解約できないか申し出たところ、契
約は有効であるが、今後は請求しない形をとると確約された。
（アドバイス）
･アルバイトで必要と言われ、運転免許証や健康保険証などのコピーを安易に送った結果、不正に携帯電話の契約に使用され
ていました。その携帯電話が犯罪に使用される可能性もあります。
・数千円の報酬を得ようと思ってはじめたアルバイトが、自己名義の契約を解約するために数万円を支払わなければならな
いという状況になることも考えられます。
・
「荷受代行」
・
「荷物転送」に限らず、SNS でアルバイトや人材育成セミナーの紹介をされた場合は、ネットでの評判等だ
けで判断せず、周囲の人に相談するなど、慎重に検討しましょう。また、運転免許証や健康保険証、銀行等口座などの個人
情報を安易に伝えないようにしましょう。
● 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）
行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９
糸島市
０９２－３３２－２０９８
大牟田市 ０９４４－４１－２６２３
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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★クリーニングの仕上がりは、受取りの時にお店の人と
一緒に確認しましょう。･･･筑紫野市消費生活センター
（相談事例）
1 年以上前にクリーニングに出し、クローゼットに保管していたスーツを着ようとしたら、全体的に変色し
ている事に気付いた。クリーニング店に苦情を申し出たが、期限が過ぎているので賠償はできないと断られた。
（処理結果）
クリーニング事故による衣料品の損害はクリーニング事故賠償基準が定められており、それに基づいて賠償
がなされますが、消費者が洗濯物を受け取ってから 6 カ月、クリーニング店が洗濯物を預かった日から 1 年
間という期限が設けられています。日数が過ぎるほど、経年劣化や保管の仕方などによりトラブルの原因があ
いまいになってしまうからです。その事を説明して、理解して頂きました。
（アドバイス）
クリーニングは生活に欠かさない身近なサービスであるため、消費生活センターへも相談が多く寄せられて
います。取り扱う商品や処理方法も多様なので、トラブルの原因も複雑です。原因を確認するためには、少し
でも早い対応が欠かせません。
受付時の状態や受取り時の仕上がりを必ずお店の人と双方で確認して、異常があった場合は、すぐに申出を
しましょう。クリーニング返却時のビニール袋は保管用ではありません。袋から出ししばらく日陰干しをして
から、衣類にあった方法で保管をするようにしてください。

★音声ガイダンスを利用した架空請求にご注意！
･･･北九州市立消費生活センター
（相談事例）
携帯電話に知らない番号からの着信があり、かけ直すと音声ガイダンスで「有料動画コンテンツの代金が未
納になっています。裁判所へ出廷する必要があります。和解を希望する方は『１』を、心当たりのない方は『２』
を押してください」と流れたので、
『２』を押した。すると、電話がつながり、名前を聞かれたので、相手の
名前を尋ねたら、電話を切られた。心当たりがないが、どうしたらよいだろうか。
（７０代女性）
（アドバイス）
 知らない番号や非通知の電話に出たり、かけ直したりすると、相手は名前や住所など
の新たな個人情報を聞き出そうとすることがあります。個人情報を知られると、今度
は別の手段でお金を請求してくることが予想されます。知らない番号や非通知の電話
は無視しましょう。
 「裁判を起こす」
「自宅まで回収に行く」
「信用情報機関に登録する」など、不安をあ
おるようなことを言われても、利用した覚えのない請求には、絶対に応じてはいけま
せん！
● 各消費生活センターの相談窓口 ●
福岡県
北九州市
飯塚市

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

行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９

糸島市

０９２－３３２－２０９８

＊「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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★水道修理のトラブル～高額な請求をされた～･･･福岡市消費生活センター
（相談事例）
トイレが詰まったので、投函されたマグネット広告に「水道局指定業者」と記載された業者に急いで電話をした。
念のため料金の確認をすると通常 8,000 円以上かかると言われた。
料金や作業内容の説明がないまま修理した後、
作業料金が 18,000 円であるという契約書兼請求書に署名した。水道局にこの業者を指定しているか尋ねたら、
そのような事実はないと回答された。不審なので支払いたくない。（８０代男性）
（処理結果）
事前に料金の説明がなく、作業料金を了承してない事や、業者が水道局の指定業者でないこと等を主張して、粘
り強く交渉するしかない。今後は内容を理解せずに書類に署名しないように助言した。
（アドバイス）
広告に表示された価格で修理できるとは限りません。あらかじめ電話で修理内容および料金を確認し、また契約
書類にサインをする際は、事前に記載内容を確認しましょう。消費者側から修理を求めた契約であると、クーリン
グ・オフが適用されない場合もあります。また、漏水等が激しいようであれば、配管の元栓を止めるなど応急処置
をした後に、修理サービスの契約をじっくり検討しましょう。

★無料点検のはずが、７０万円の契約に!？･･･飯塚市消費生活センター
（相談事例）
昨日、自宅に業者がヒートポンプ給湯器の無料点検に来たと訪問してきた。5 年前に設置した業者ではなかった
が、点検を了承した。水道管を高圧洗浄で点検したところ、汚れがあると言われた。その後業者から、今のままだ
と給湯器が故障した場合、10 年しか使えないが、当社の保険契約と年に１回のメンテナンスをすれば長く使うこ
とができる、そのためには浄水装置を取り付ける必要があると言われた。2、3 日考えさせてほしいと言ったら、
今すぐ契約しないのなら点検料を 4,800 円支払うよう言われ、約 70 万円の浄水装置を契約してしまった。よく
考えたら、浄水装置を売るのが目的だったようだ。解約したい。
（処理結果）
センターで契約書を確認したところ、保証期間や保険契約についての記載はなかった。
クーリング・オフ期間内であったため、簡易書留で契約解除通知を出すよう助言した。
（アドバイス）
無料点検をきっかけに高額な商品を契約してしまったとの相談が多く寄せられています。
急かされても契約を急ぐ必要はありません。しっかりと検討し、必要がなければ断ることも大切です。
給湯器のメンテナンスや修理についてはメーカーや取り付け業者に確認しましょう。
● 各消費生活センターの相談窓口 ●
福岡県
北九州市
飯塚市
行橋市広域
筑紫野市

０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可）
０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）
０９４８－２２－０８５７
０９３０－２３－０９９９
０９２－９２３－１７４１

福岡市
久留米市
宗像市
糸島市

０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可）
０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）
０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可）
０９２－３３２－２０９８

＊「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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あなたも
起業しませんか？
©KANAGAWA2013

＜相談事例＞
SNS で知り合った知人に誘われて、「起業家養成塾」
の契約をしてしまった。
「自立するためには、人間力を養う必要がある。
」と説
明され、「起業を目指すにはリスクも必要」と、受講料
100 万円を支払うように言われた。
「お金がない」と言うと、消費者金融で「学生ではな
く、勤め人」と言って、お金を借りる手口を教えられた。
©KANAGAWA2013

©KANAGAWA20

★アドバイス

◎「起業」「自立」と言った、若者に魅力的な言葉で勧誘し、高額な
契約を結ばせる相談が増えています。
◎友人や先輩からの紹介でも、事業者の体験談を安易に信用すること
は危険です。その商品やサービスが、自分にとって本当に必要かど
うか慎重に検討し、契約を急がせる業者とは契約しないようにしま
しょう。
◎収入や勤務先などの嘘をついて、消費者金融で借入を行うことは違
法です。嘘をついた本人が罪に問われる可能性もありますので、決
してそのような行為を行ってはいけません。
◎困ったときは、消費生活センターに相談してください。

★消費者ホットライン（最寄りの消費生活センター・相談窓口につながります）
い

や

や！

（局番なし）１８８
★福岡県消費生活センター
相談時間

泣き寝入り！

092-632-0999

月～金曜日９：００～１６：３０／日曜日１０：００～１６：００
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★パソコン使用中に「ウィルスに感染しました」との
ニセ警告に注意しましょう。･･･久留米市消費生活センター
（相談事例）
パソコンでサイト検索中に突然アラーム音が鳴りだし、画面上に「ウィルスに感染しました。サポートセンター
へすぐに連絡して下さい。
」との警告メッセージが表示された。あわててそこに表示された大手パソコン業者サポー
ト名の電話番号へ電話すると片言の日本語を話す人物が出て「パソコンがウィルス感染している。このままではク
レジットカード情報が盗まれる。除去するためには１万２千円必要でクレジットカードかプリペイドカード払いに
なる。
」と説明された。
不審に思い「考える。
」と電話を切り、自分のウィルスソフト会社へ連絡を取りフルスキャンしてもらったが感
染していないことが判った。これはどういうことでしょうか？
（処理結果）
この警告の画面とアラームはウィルスの感染によるものではなく、インターネット上の特定のＵＲＬにアクセス
したことが原因で表示されたものです。ウィルスの検出そのものが偽りであり、ウィルスの削除は必要ありません。
ただしニセ警告画面が繰り返し表示され、通常の操作ではブラウザを終了できない場合があります。その場合はブ
ラウザやパソコンの強制終了をすればパソコンは正常に戻ります。

★インターネットを利用中にパソコンから警報音が鳴り出した！
･･･宗像市消費生活センター
（相談事例）
インターネットを立ち上げたところいきなり警報音が鳴り出し、情報流出の危険があると表示された。パソコン
を再起動してもやはり警報音が鳴りやまなかったので、表示されていた連絡先に電話したところ、
「あなたが使用
しているパソコンを調査した結果、古いセキュリティソフトでは発見できないウィルスに感染していることが判明
した」と片言の日本語で言われた。ウィルスを除去するための費用として１万５千円請求され、クレジットカード
で決済してしまった。電話を切ったあとに騙されたと気が付いたが、返金してもらえるか。
（処理結果）
センターから業者に連絡したがつながらなかった。クレジットカード会社に連絡したところ海外の事業者である
ことがわかり、その業者のサイト名とメールアドレスを情報提供してもらった。相談者に英文での解約と返金を求
める内容の定型文を提供し、メールで申し出を行うよう助言した。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
（アドバイス）
あわてて電話をして相手に聞かれるがままクレジットカード番号を教えたり、パソコン遠隔操作ソフトを自分の
パソコンにインストールして遠隔操作されたりとの被害が発生しています。
騙す側はいろいろな手口であなたを騙そうとします。すぐに行動せずに落ち着いて考え、
まずは身近な家族や友人に相談しましょう。そして少しでも不審に思ったらすぐに消費生活
センターや警察に相談してください。
警報音が止まないトラブルに関しては、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
（03-5978-7501）
に相談してください。
● 各消費生活センターの相談窓口 ●
福岡県
北九州市
飯塚市
行橋市広域
筑紫野市

０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可）
０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）
０９４８－２２－０８５７
０９３０－２３－０９９９
０９２－９２３－１７４１

福岡市
久留米市
宗像市
糸島市

０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可）
０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）
０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可）
０９２－３３２－２０９８

＊「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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★無料タブレット付きのインターネット契約にご注意！
･･･大牟田市消費生活センター
（相談事例）
ショッピングセンターに設けられていた特設ブースで販売員に声を掛けられ、Wi-Fi ルーターを使用したインター
ネット契約を勧められた。今ならタブレットをプレゼントするというので契約を決めた。
契約から数ヶ月が経ったが、ルーターはあまり使わないし、月々の通信料金も高額なので解約を申し出たところ、
Wi-Fi ルーターの通信契約の違約金のほかにタブレット代金の清算が必要と言われた。
（アドバイス）
消費生活センターで契約書を確認したところ、相談者は Wi-Fi ルーターの通信契約のほかにタブレットの分割払
契約を結んでおり、分割金支払期間中に解約した場合は、残りの分割金を一括で支払うという契約内容になってい
ました。
Wi-Fi ルーターの通信契約については、契約から８日以内であれば初期契約解除ができるため、違約金なしで解約
できます。しかし、タブレットの契約は、通信契約ではないため初期契約解除の対象とならず、事例の場合、分割
金の残額を請求されることとなります。
タブレットが無料ということで安易に契約せず、月々に支払う料金・通信状況・契約内容等をよく確認しましょ
う。

★大手デジタルコンテンツ配信会社を騙った架空請求メールに注意！
･･･福岡県消費生活センター
（相談事例）
スマートフォンに｢アダルトサイトの有料動画閲覧料が未納であるので連絡して欲しい。今日中に連絡しないと
裁判する。｣と大手デジタルコンテンツ配信会社名でメールが届いた。心当たりがないが、連絡すべきか。
（処理結果）
架空請求に関する相談事例について情報提供し、一切連絡しないように助言した。
（アドバイス）
大手デジタルコンテンツ配信会社を騙った架空請求メールが県内で急増しています。
このようなメールを受け取った場合は、絶対に業者に連絡してはいけません。
消費者が業者に連絡をすると電話番号やメールアドレスなどの個人情報を知られ、次々としつこく請求されること
にもなりかねません。
また、あわててお金を支払った場合、取り戻すことは極めて困難です。
不審なメールを受け取って不安なときは、業者への支払いや連絡をせずに、身近な人や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
北九州市
飯塚市
大牟田市
糸島市

０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可）
０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）
０９４８－２２－０８５７
０９４４－４１－２６２３
０９２－３３２－２０９８

福岡市
０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可）
久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）
宗像市
０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可）
行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９
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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★「海外宝くじに当選しました！」という
封書やメールにご注意！ ･･･北九州市立消費生活センター
（相談事例）
以前、国外から「海外宝くじに当選しました」と封書が何度も届いたので、信じてしまい、配送手数料を送金し
た。しかし、その後、何の連絡もなく、当選金は受け取れなかった。ところが、最近になって、他の色々な国から
同じような内容の封書が届くようになった。信用しても良いだろうか。
（アドバイス）
これは、宝くじに当選したと思わせ、手数料を騙し取る手口です。申込みや購入をしていない宝くじに当選する
ことは、絶対にありません。また、日本国内で「海外宝くじ」を購入するだけでも違法となる可能性がありますの
で、絶対に申込みや購入をしないでください。
一度、配送手数料等の送金をしたり、申し込んだりすると、その後、大量に同様の封書が届くことがありますが、
すべて嘘の当選案内です。これらは受取拒否をすることができます。もし、受け取ってしまっても、そのまま処分
しても構いません。その際、業者には絶対に連絡しないでください。

★魚介類の送りつけ商法に注意しましょう！
･･･行橋市広域消費生活センター
（相談事例）
突然カニなどの魚介類を扱う遠方の業者から電話が掛かったが、必要ないので断った。ところが、数日たって代
金引換の宅配便で商品が送付されてきたので受取拒否をした。すると留守中、再び商品が配達されたらしく、
「不
在連絡票」が郵便受けに入っていた。
代金を支払わなくてはならないか。会社名も連絡先も分からない。
（処理結果）
宅配業者に頼んで、業者の連絡先を教えてもらうように相談者に伝えた。その情報を元にセンターから業者に問
い合わせたが、業者は不在だった。そこで法律で定められた契約書面を受け取っていないことを理由に、クーリン
グ・オフのハガキを送付するように相談者に勧めた。
その後、業者からセンターに電話が掛ってきたので、相談者がクーリング・オフのハガキを送付したこと、また、
相談者に再勧誘しないように申し出た。
（アドバイス）
勧誘されても必要がなければ、
「いりません」とはっきり断りましょう。
「いいです」
「結構です」と言うと、契約
に応じたとの意味に取られやすいので要注意です。断ると業者が嫌な思いをするのではないかと思うかもしれませ
ん。しかし、業者は断られても何とも思っていません。
一方的に商品が送りつけられて来ても、支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。業者の連絡先等が分
からないことが多いため、一旦代金を支払うと、代金を取り戻すことが難しくなります。安易に受け取らないよう
にしましょう。困ったときは、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
北九州市
飯塚市
大牟田市
糸島市

０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可）
０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）
０９４８－２２－０８５７
０９４４－４１－２６２３
０９２－３３２－２０９８

福岡市
０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可）
久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）
宗像市
０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可）
行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９
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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★独居高齢者を狙った強引な点検商法に要注意！
･･･糸島市消費生活センター
（相談事例）
独居高齢者宅に、
「火災報知機の無料点検です」と言って突然男二人が訪問し、断る間もなく家に上がり込み、
室内を見回った後、
「火災報知機をリビングに設置した方が良い」と勧められました。
「必要ないので帰って」と言いましたが、男二人は帰ろうとはしません。知人に連絡を取ろうとしましたが、電
話機の前に居座られ、それもできませんでした。根負けして契約をしてしまい火災報知機を設置されました。現
金がなかったため、翌日支払う約束をして帰ってもらいましたが、火災報知機は必要ありません。どうしたらよ
いでしょうか。
（８３歳 女性）
（処理経緯）
本人が地域の包括支援センターへ連絡し、
「きちんと断わりましょう」との助言を得て、業者に「行政に相談し
た。クーリングオフしたい」と伝えたところ、無事契約解除ができました。
（アドバイス）

一人暮らしの高齢者を狙う悪質な点検商法の事例です。業者の無料点検は、あくまで点検後のセールスが目的
です。
① ドアを開ける前に、相手の用件、会社名、氏名を確認し、必要なければ点検を依頼しないようにしましょう。
また今回のように強引な販売に至るケースもあるため、一人の時は安易にドアを開けないようにしましょう。
② ドアを開けて対応しても、即答せず、身近な人に相談して判断しましょう。
帰るように言っても帰ってくれないときや、恐怖を感じたときは、近所の人に助けを求めたり、警察（１１
０番）へ通報しましょう。
③ 契約した場合は、なるべく当日の現金の支払いを避けましょう。後日の集金をお願いし、信頼のおける方と同
席で対応しましょう。また契約してもクーリングオフ（契約解除）や取消ができる場合があります。
高齢者を消費者被害から守るために、消費生活センター、地域包括支援センター、民生委員さんなど地域の方々
と連携して見守りを行っています。困った時は、まずは消費生活センターへご相談ください。

★チラシを見て引越を申し込んだら高額の代金を請求された！
･･･福岡市消費生活センター
（相談事例）
投げこみチラシをみて引越業者に連絡をした。一時保管としてトランクルームに運ぶために引越前日に見積も
りを頼んだら，１０万円と言われ前払いをした。引越当日に，荷物が多いため追加で１６万円が必要と言われた
が，持ち合わせがないと伝えると，
「途中で作業を辞めて帰る。
」と言われた。仕方なく残りの代金を友人に借り
て払った。2 か月後に別の引越業者にトランクルームから同じ荷物を運び出す作業を頼んだら，2 万８千円しか
かからなかった。前の業者には返金してほしい。
（５０代男性）
（アドバイス）
就職・進学・転勤といった節目の時期には，引越サービスに関する相談が多く寄せられています。トラブルを防
ぐために事前に書面で見積もりを依頼し，可能な限り下見に来てもらった上で見積もりを取りましょう。見積もり
は複数の業者に依頼し，価格だけでなく，サービス内容も比較・検討しましょう。また，見積もり時に発行される
引越約款を必ず確認し，解約条件や紛失・破損などの際の補償内容を事前に確認しましょう。
見積もり時には内金等を払う必要はありません。代金は荷物を受け取るときに支払いましょう。
引越だけでなく，不用品の処分でも同様なトラブルが多発しています。事業者とのトラブルで困った場合には，
お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。

＊「消費者ホットライン：ＴＥＬ 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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★知らない人からのメール。送り主は出会い系サイトのサクラかも！？
･･･筑紫野市消費生活センター
（相談事例）
スマホに「アドレス変更しました。
」とメールが届いた。差出人が誰かわからなかったので「あなたは誰ですか？」
と返信すると、すぐにまたメールが届き、知らない人であることがわかった。その人は「このようなご縁はめった
にないことだから今後もメールをやり取りしませんか。
」と提案。それから毎日、たくさんメールが届くようになり、
その人は自分が障がい者で家族関係や仕事で悩みを抱えていることを打ち明けてきた。親身に励ます私に「初めて
心を開くことができる人に出会えた。
」と感謝した。数日後「このメルアドを利用できなくなったので、チャットサ
イトで連絡をとりたい。
」と有料チャットサイトへの招待メールを送ってきた。不審に感じ、ほったらかしていると、
泣きつかれたメールが何通も届き始めた。どうしたらよいだろうか。
（処理結果）
同様の手口によるサクラサイト被害が多いことを情報提供し、今後、関わらないよう助言。
（アドバイス）
“サクラサイト”とは、サイト業者に雇われた“サクラ”が異性、芸能人、弁護士、占い師等のキャラクターに
なりすまして、消費者のさまざまな気持ちを利用してサイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、
支払いを続けさせるサイトを言います。最近は、本事例のように「優しさ」を巧妙に操る手口が増えています。
おかしいと思った場合は、履歴が消える前にサイトでのやり取りや支払い記録等を保存しておきましょう。スクリ
ーンショットやデジカメを利用するのも有効な方法です。記録を持参して、お近くの消費生活センターに相談して
ください。

★「ワンクリック詐欺」
「架空請求メール」に便乗した相談サイトに注意しま
しょう！
･･･久留米市消費生活センター
（相談事例）
スマートフォンに｢アダルトサイトの有料動画閲覧料が未納であるので連絡するように｣とメールが届いた。心当
たりがないが連絡したところ、名前、住所を聞かれ「解約したいのなら利用料と合わせ２５万円を支払うように。
解約しないのなら、これからも料金が発生する。支払いの無い場合は法的措置をとる。
」と言われたので怖くなり
支払ってしまった。
翌日この請求はおかしいと思いインターネット検索で相談サイトを見つけ相談したところ、
「２５万円は不当な
金額であり、登録されたあなたの個人情報が悪用される恐れがある。当社に調査を任せてくれれば動画運営サイト
から全額返金させ個人情報も削除させる。
」と言われ８万円を請求された。この業者は信用できるでしょうか？
（処理結果）
報酬を得て「交渉」を行うことは基本的に弁護士しか許されていません。この相談サイトの会社の広告は弁護士
法第 72 条に違反している詐欺的勧誘と思われます。また最初の動画運営サイトのメールは、間違いなく「架空請
求メール」と思われ、
「交渉」先を探すのさえ不可能だと思われます。
（アドバイス）
突然の「ワンクリック詐欺」
、
「架空請求メール」にあわてて電話をして個人情報を教えたり、お金を支払ってし
まう被害が根強くあります。
また最近では、
「詐欺被害を解決します」と謳ったサイトの業者と契約し、費用を支払ったが、調査中がずっと続
いたり、住所はもぬけの殻だったとの報告で終わった、と言うトラブルや苦情が増えています。このようなサイト
の広告や説明をうのみにせずに、まずはお近くの消費生活センターへ相談してください。
● 各消費生活センターの相談窓口 ●
福岡県
北九州市
飯塚市
大牟田市
糸島市

０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可）
０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）
０９４８－２２－０８５７
０９４４－４１－２６２３
０９２－３３２－２０９８

福岡市
０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可）
久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）
宗像市
０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可）
行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９
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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