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はじめに 
 

「特定商取引に関する法律」いわゆる「特商法」は、消費者がトラブルに巻き込まれや

すい取引を次の７つに分類し、これらの取引（特定商取引）に関するルールを定めること

によって、特定商取引の公正を確保することを目的としています。 

 

①訪問販売 －点検商法等 

②通信販売                     Ⅰ 

③電話勧誘販売 

④連鎖販売取引 －マルチ商法            Ⅱ 

⑤特定継続的役務提供 －エステ、英会話教室等    Ⅲ 

⑥業務提供誘引販売取引 －内職商法、在宅ワーク等  Ⅳ 

⑦訪問購入                     Ⅴ 

 

◎この他、売買契約に基づかないで商品が送付されてきた場合（【送り付け商法、ネガテ

ィブオプション】）の商品の引き取りについての規定があります（特商法第５９条）。 

 

 

「特商法」のルールには、事業者に対して一定の行為をしなければならない又はしては

ならないとする行為規制、行政による検査・指示または業務停止などの措置、消費者団体

による差止請求権、クーリング・オフ、意思表示の取消し及び損害賠償等の額の制限等を

定める民事ルール、刑事上の罰則などがあります。 

本小冊子では、この７つの取引について、民事ルールを中心に解説していきます。 

 

◎「特商法」の章立てからもわかるように、上記取引は、①②③（第２章）・④（第３章）・

⑤（第４章）・⑥（第５章）、⑦（第５章の２）の５つのグループに分けられます。①

②③（第２章）・⑦（第５章の２）は契約締結に至る経過から分類した取引種別、④（第

３章）・⑤（第４章）・⑥（第５章）は契約の内容から分類した取引種別です。 

この章立てを頭に入れておくと、上記７つの取引が比較的簡単に覚えられるでしょう。 
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【Ⅰ】訪問販売、通信販売、電話勧誘販売 
【訪問販売】 

 

 

 
 

     

 
 

                                はてニャー 

 

 

 訪問販売の一つである点検商法とは、自宅に訪問してきた業者が無料の点検サービスを

うたい、結果高額な商品や必要のない役務提供契約を締結させる商法のことです。 

 よくある「商品」の具体例としては、消火器、火災報知機、掃除機、寝具等があります。 

 「役務」の具体例としては、リフォーム、床下換気装置、シロアリ駆除等があります。 

 

 

☆訪問販売とは？（特商法第２条第１項）☆ 

①販売業者又は役務提供事業者（以下、「事業者」という。）が、営業所、代理店その他

経済産業省令で定めた場所（以下、「営業所等」という。）以外の場所で、契約の申込

みを受けたり、契約を締結して行う商品や権利の売買又は役務（サービス）提供。 

   

 ②事業者が、営業所等以外の場所で呼びとめた消費者を営業所等に同行させて商品や権利

の売買又は役務（サービス）提供の契約をさせる場合（いわゆるキャッチセールス）や、

電話や郵便等で販売目的を告げずに営業所等へ誘って商品や権利の売買又は役務（サー

ビス）提供の契約をさせる場合（いわゆるアポイントメントセールス）を含む。 

 

 

消防署のほうから消火器の点検

に来たというので見せたところ、

「これは古いので交換しなけれ

ばいけませんよ。法律で決まって

います。」と言われて交換した。

それにしても１本３万円は高い

気がするニャー。 

3



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆さあ、どうする？！ はてニャー！！☆ 

１．契約の解除・取消しが可能か 

 (１) クーリング・オフの検討 

まず、以下の手順で書面による契約の解除（クーリング・オフ）が可能かどうかを検

討し、可能であれば直ちにその手続きをします。 

 

①法定書面を受取った日（受取った日が１日目）から数えて８日以内であるか（特商法第

９条第１項）。 

ただし、法定書面に不備があれば、上記期間を経過していても、クーリング・オフは可

能です。法定書面の不備は下記チェックリストで確認してみてください。 

   

＊＊＊はて蔵の豆知識コーナー＊＊＊ 

 

 特定商取引である①訪問販売②通信販売③電話勧誘販売に係る取引においては、

国民の日常生活に関連する指定商品、指定役務、指定権利についてのみが法の対象

とされていました。この指定商品、指定役務の制度は平成２１年１２月１日より

廃止になり、これまでとは逆に法の対象から外すべきとされる商品、役務が指定さ

れるようになりました。 

 ただし、特商法で規制される権利は、従来どおり指定された権利に限られます。 

 ～指定権利とは～ 

一 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利 

二 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸

品を鑑賞し、又は観覧する権利 

三 語学の教授を受ける権利 
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②上記期間を経過していたとしても、事業者が消費者に対し、クーリング・オフ妨害のた

めに事実と違うことを言ったり、おどしたりしたことにより、消費者が誤認・困惑して

クーリング・オフをしなかった場合には、依然としてクーリング・オフが可能です。 

 

訪問販売における法定書面記載事項チェックリスト 

（日司連２００９消費者問題対応実務セミナー「－改正法完全網羅！－ 特定商取引法 

割賦販売法」Ｐ５１・５２より） 

（１）当事者に関する事項 

① 事業者の氏名・名称（３条１号）  □

② 事業者の住所（３条１号）  □

③ 電話番号（３条１号）  □

④ 代表者名（３条１号） 事業者が法人の場合 □

⑤ 契約担当者の氏名（３条２号）  □

（２）契約の目的物に関する事項 

⑥ 商品の種類（特商４条１号） 商品の特定が必要 □

⑦ 商品名（３条４号） 固有名詞 □

⑧ 商品の商標または製造者名（３条４号） 登録商標か通称名 □

⑨ 商品の形式（３条５号） 形式がある場合 □

⑩ 商品の数量（３条６号） セット販売でも個数の記載が必要 □

（３）契約の代金に関する事項 

⑪ 商品の代金（特商４条２号）  □

⑫ 代金の支払方法（特商４条３号） 現金・クレジットの別、会社名・支

払回数・支払総額 

□

⑬ 代金の支払時期（特商４条３号） 具体的な日を特定 □

（４）契約の履行に関する事項 

⑭ 商品の引渡時期（特商法４条４号） 具体的な日を特定 □

（５）契約の解除に関する事項 

⑮ クーリング・オフの要件及び効果（特商

４条５号） 

要件・行使方法・効果が明記されて

いること 

□

（６）契約の日付に関する事項 
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⑯ 申込または契約締結の年月日（３条３号）  □

（７）任意的記載事項（その他の取引条件に関する事項） 

⑰ 瑕疵担保責任の内容（３条７号） 事業者の責任を免除する条項は不可 □

⑱ 解除に関する定めの内容（３条８号） 解除できない条項は不可 

民法より消費者に不利なものは不可

□

⑲ 特約（３条９号） 法定に違反する特約は不可 □

（※）引用条文に特に断りがないものは、特定商取引法施行規則 

 

◎クーリング・オフがされると契約は当初からなかったものとされ、事業者は受け取った

金銭を消費者に返還し、消費者は、商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、

事業者の費用負担で、その商品を引き取ってもらうことや権利を返還することができます。

権利、役務につきすでに提供されて利益が生じていてもその対価や損害賠償金・違約金等

を支払う必要はありません。また土地、建物その他工作物の現状が変更された場合には事

業者の費用負担で原状回復請求できます（特商法第９条第３項から第８項）。 

 

◎クーリング・オフは、書面の発送時にその効力を生じます（特商法第９条第２項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊＊＊はて蔵の豆知識コーナー＊＊＊ 

 

指定商品・役務制度が廃止されることに伴い、形式的には『訪問販売』に該当

する取引であっても、他の法律で十分な消費者保護を図っているなど一定の種類

の取引については特商法の適用を除外されています。 

また、「その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例」である以

下の取引については、事業者に求められる書面交付義務及びクーリング・オフの

規定が適用除外とされます（特商法第２６条第２項、特商法施行令第６条各号）。 

１ 海上タクシー 

２ 飲食店 

３ あん摩・マッサージ・指圧 

４ カラオケボックス 
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さらに、以下の取引については、クーリング・オフができないとされます。

①相当期間にわたり販売条件などの交渉が行われるのが通常である取引 

 －１ 自動車販売（二輪車は含まない） 

 －２ 自動車リース 

②契約締結後、速やかにその履行が行われないと著しく消費者の不利益とな

る取引 

 －１ 電気の供給 

 －２ ガスの供給（プロパンは含まない） 

 －３ 熱の供給 

 －４ 葬儀 

③使用や消費により価値が著しく減少するおそれがある商品を使用するな

どしたとき 

－１ 動物及び植物の加工品（一般の飲食に供されないもの）であって人

が摂取するもの（医薬品を除く）例：健康食品 

 －２ 不織布及び幅が１３ｃｍ以上の織物 

 －３ コンドーム及び生理用品 

 －４ 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤（医薬品を除く） 

 －５ 化粧品、毛髪用剤、石鹸（医薬品を除く）、浴用剤、合成洗剤、 

洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ 

 －６ 履物 

 －７ 壁紙 

 －８ 配置薬 

④相当の期間品質を維持することが難しく品質の低下により価額が著しく

減少するおそれがある指定の商品を引き渡されたとき⇒ 現在は指定なし 

⑤現金取引の場合であって代金または対価の総額が３０００円未満の場合 
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（２）過量販売による解除の検討（特商法第９条の２） 

※平成２１年１２月１日より施行 

消費者の日常生活において社会通念上必要とされる分量を著しく超える「商品」「役

務」「権利」の売買につき、原則として契約締結日から１年以内であれば、契約の解除

が可能です。 

この解除権の行使による効果については、クーリング・オフの規定が準用されていま

す。 

この解除制度は、訪問販売にのみ適用されるものです。 

 

 

(３) 特商法の禁止行為違反による契約取消しの検討（特商法第９条の３） 

事業者が契約の締結について勧誘をする際、以下のような行為をしたことにより、消

費者がそれぞれ以下のような誤認をしたことによって、契約の申込み又はその承諾の意

思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取消すことができます。 

取消すことができる期間は、追認をすることができるとき（誤認が解けたとき）から

６ヶ月間、契約締結の時から５年間です。 

①契約の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、事実と違うことを告げ

ることによって、消費者がその告げられた内容が事実であると誤認した場合 

②商品の性能・品質等につき、故意に事実を告げないことによって、消費者がその

事実が存在しないと誤認した場合 

 

 

２．契約の解除・取消しがされると、どうなるか 

クーリング・オフによらずに契約が解除・取消しされた場合でも、事業者から法外な

損害賠償を請求されることがないように、特商法は事業者の請求額を次のように制限し

ています（特商法第１０条）。 
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一 商品又は権利が返還された場合 商品の通常の使用料の額又は権利の行使によ

り通常得られる利益に相当する額（この額よりも、販売価格に相当する額から返

還時の価額を控除した額の方が高いときはその額） 

二 商品又は権利が返還されない場合 商品又は権利の販売価格に相当する額 

三 役務提供契約の解除が役務を提供した後である場合 提供された役務の対価に

相当する額 

四 契約の解除が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供の開始前である

場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 

※ なお、事業者は遅延損害金についても法定利率年６％を超えて請求できません。 

 

 

 

 

まずはクーリング・オフができる

か確認してみるニャー。 

それと消防署に確認してみたらそ

んな署員はいないと言われたニャ

ー！訪問した人が本物かどうか勇

気を出してその場で確認してみる

事も大事だニャー。 

ＭＥＭＯ 
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【通信販売】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆通信販売とは？（特商法第２条第２項）☆ 

消費者が、テレビ、新聞、ホームページ、カタログ等の広告を見て、電話や郵便、イ

ンターネット等を利用して売買契約又は役務提供契約を申込み、それを受けて行う商品

や権利の売買又は役務（サービス）提供。※電話勧誘販売に該当する場合を除きます。 

実際の商品を見ずに契約することになるので、思っていたのと違うものだったなどの

トラブルが起きることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニャー次郎兄ちゃんに温かい布

団を買ってあげようと思ってイ

ンターネットショッピングで掘

り出し物を購入したけど、届いた

物が写真と違うニャー。

   

＊＊＊はて蔵の豆知識コーナー＊＊＊ 

（その１） 

インターネット・オークションに出品した個人に関しても特定商取引に関する法

律上の事業者に該当する場合があります。 

 該当するかどうかの考え方としては経済産業省の通達『インターネット・オー

ク シ ョ ン に お け る 「 販 売 業 者 」 に 係 る ガ イ ド ラ イ ン 』

(http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20120401ra01.pdf)をご参照くだ

さい。 
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☆さあ、どうする？！ はてニャー！！☆ 

１．契約の解除・取消しが可能か 

（１）クーリング・オフの検討 

  通信販売は、広告を見て消費者の自由意思に基づき申込みをする契約形態なのでクー

リング・オフはできません。 

 

◎平成２１年１２月１日より通信販売広告の中で返品に関する記載がない場合、商品や

権利の売買について、商品引渡し・権利移転の日より８日間は返品（契約の解除）が認

められることが、法律に明記されました（特商法第１５条の２）。 

・ それにより商品返品、権利返還に費用がかかる場合は、消費者の負担となります。 

・ 通信販売では契約書面の交付がなされないことも多いため、８日間の起算点は商

品引渡し等の時となります。 

・ ３０００円未満の現金取引にも適用があります。 

・ 通信販売広告の中で返品できない旨の特約（返品特約）がある場合やこれより短

い期間の特約がある場合には、特約が優先されます。 

 

◎通信販売においては、クーリング・オフができないのと同様に、過量販売による解除

や特商法の禁止行為違反による契約取消しという制度はありません。 

 

 

   

＊＊＊はて蔵の豆知識コーナー＊＊＊ 

 

（その２） 

指定商品、指定役務の制度の廃止、指定権利については、前記「訪問販売」と同じ

です。 
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（２）電子消費者契約法による契約の無効の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者が契約を行う意思を有していなかったか、他の意思を表示しようとしていたに

もかかわらず、事業者との間で電磁的方法によりコンピュータを通じて行ってしまった

電子消費者契約については、画面操作の過程で消費者の契約意思を確認する措置がとら

れている場合などを除き、仮に消費者に重大な過失があっても無効を主張することがで

きます（同法第３条）。 

 

◎なお、通信販売を行う事業者は、受領を承諾していない者に対して電子メールによる

広告を原則として行ってはなりません（オプトイン規制）。 

 

 

   

＊＊＊はて蔵の豆知識コーナー＊＊＊ 

 

インターネットを通じて行われる通信販売も増えてきました。 

消費者と事業者との間でパソコン等の画面を介して締結される契約であっ

て、事業者又はその委託を受けた者が当該パソコン等の画面に表示する手続に

従って消費者がその使用するパソコン等を用いて送信することによってその

申込み又はその承諾の意思表示を行うものを、電子消費者契約といいます（電

子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第２条）。 

同じ場所にいない者同士の契約については、消費者からの契約申し込みに対し

て、承諾の通知を発信したときに成立するのが原則ですが、電子消費者契約では、

承諾の通知が申込者に到達した時に成立することになります（同法第４条）。 
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２．契約の解除・取消しがされると、どうなるか 

特商法には、通信販売による契約が解除・取消しされた場合の損害賠償請求額につい

て特別の上限が定められていません。 

ただし、消費者契約法第９条により、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に通常生

ずべき平均的な損害の額を超える損害賠償の定めは無効となります。「通常生ずべき平

均的な損害の額」については訪問販売の損害賠償額の上限の規定が参考になるでしょう。 

 

 

通信販売にはクーリング・オフ制

度がないから広告の返品の可否、

条件、送料負担についてよく確認

してから購入を決めるニャー。 

ＭＥＭＯ 
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【電話勧誘販売】 

                               

 

 

 

 

☆電話勧誘販売とは？（特商法第２条第３項）☆ 

事業者が電話で勧誘し、消費者から郵便、電話、ファクシミリ、インターネット、電報

等（以下、「郵便等」という）により、売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、又は

消費者と郵便等により契約を締結して行う商品や権利の売買又は役務（サービス）提供。 

例えば、業者から突然、自宅や職場へ電話がかかってきて、「今ならお得ですよ」等の

誘い文句によって、郵便等により浄水器の購入や資格取得講座の契約の申込みをしたり、

契約を締結してしまうことです。 

電話での勧誘と、通信手段を用いた契約の２つが要件となっています。 

電話での勧誘があっても店舗に出向いて契約をする場合は電話勧誘販売にはあたりませ

ん（下記②の場合を除く）。 

 

電話勧誘販売における「電話」は、業者がかける場合だけでなく、以下の方法で、消費

者に電話をかけさせる場合も含みます（特商法施行令第２条）。 

①電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電

磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は

役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話を

かけることを要請すること。 

どうして電話番号が分かったのか

ニャー。突然かかってきた電話で

「高性能浄水器が今ならお得です

よ！」なんて言われて「買いま

す！」って返事をしちゃったけど、

本当に必要だったかニャー。 
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②電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は電磁的

方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約

を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること（当該要請

の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請す

る場合を除く。）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆さあ、どうする？！ はてニャー！！☆ 

１．契約の解除・取消しが可能か 

（１）クーリング・オフの検討 

前記「訪問販売」の場合と同じです（特商法第２４条）。 

 

 

（２）過量販売規制による解除の検討 

過量販売による契約解除は、訪問販売にのみ定められた制度であり電話勧誘販売には

適用がありません（ただし、もちろんケースによっては後記Ⅵの民法上の手段などをと

り得ます）。 

 

 

   

＊＊＊はて蔵の豆知識コーナー＊＊＊ 

 

指定商品、指定役務の制度の廃止、指定権利については、前記「訪問販売」と同

じです。 
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(３) 特商法の禁止行為違反による契約取消しの検討 

不事実告知、事実不告知による契約取消しについては、前記「訪問販売」の場合と同

じです（特商法第２４条の２）。 

 

 

２．契約の解除・取消しがされると、どうなるか 

前記「訪問販売」の場合と同じです（特商法第２５条）。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クーリング・オフがあってよかっ

たニャー。 
これからはいらない物を勧誘する

電話では勇気を出してまず断るニ

ャー。 

ＭＥＭＯ 
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【Ⅱ】連鎖販売取引 

 

 

☆連鎖販売取引とは？（特商法第３３条）☆ 

商品等の販売員が、他の販売員の負担から利益が得られることで誘引して、次の販売員

を勧誘し一定の金銭的負担をさせる取引のことです。例えば、「他の人を勧誘して入会さ

せると紹介料がもらえる」というものですが、実際には、販売員が次の販売員に商品等を

販売することでマージンを得て、さらにその販売員が他の人を勧誘すると最初の販売員の

マージン率があがるというような商法が多いようです。 

マルチ商法、ネットワークビジネス、ＭＬＭ（マルチレベルマーケティング）と呼ばれ

ることもあります。良く使われる商品等には、健康食品や日用品、語学教室や施設の利用

権などがあります。 

ピラミッド型の組織となることが多く、新たな加盟者を増やし続けなければならないシ

ステムのため、いずれ破綻する仕組みといえます。 

なお、金銭配当組織である「ねずみ講」との違いは、商品の売買や役務のあっせんなど

がされる点にあります。ねずみ講は無限連鎖講の防止に関する法律で全面禁止となってい

ます。 

 

 

 

 

  

健康食品を買ってお友達を紹介

すると収入になると誘われて、た

くさん買ったけど、本当に得する

のかニャー？？？ 

   

＊＊＊はて蔵の豆知識コーナー＊＊＊ 

 

連鎖販売取引には様々な形式がありますが、条文では次の５類型があげられてい

ます（特商法第３３条）。 
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☆さあ、どうする？！ はてニャー！！☆ 

１．契約の解除・取消しが可能か 

 (１) クーリング・オフの検討（特商法第４０条第１項） 

まず、以下の手順で書面による契約の解除（クーリング・オフ）が可能かどうかを検

討し、可能であれば直ちにその手続きをします。 

 

 ①自分自身が、その商品の販売等を店舗で行わない個人であるか？ 

法人での契約の場合や、特別の事務所を構えて業務を行うような場合には、適用があり

ません。 

 

②法定書面を受取った日（後日に商品を受け取っている場合はその受け取った日）から数

えて２０日以内であるか 

ただし、法定書面に不備があれば、上記期間を経過していても、クーリング・オフは可

能です。 

また、連鎖販売契約に付随する商品販売契約についてもクーリング・オフ可能です。 

①商品を再販売する形式 
販売の相手方が商品を買い受けて販売する形式 

②販売の委託を受ける形式 

販売の委託を受けて商品を販売する形式 

③商品販売をあつせんする形式 

商品販売の仲介をする形式 

④同種役務を提供する形式 

その役務と同一の種類の役務の提供をする形式 

⑤同種役務の提供をあつせんする形式 

その役務と同一の種類の役務の提供を仲介する形式 
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③上記期間を経過していたとしても、事業者が連鎖販売加入者に対し、クーリング・オフ

妨害のために事実と違うことを言ったり、おどしたりしたことにより、連鎖販売加入者

が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合には、依然としてクーリング・オ

フが可能です。 

 

◎クーリング・オフの効力発生時期及びその効果は、訪問販売の場合と同様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）過量販売規制による解除の検討 

過量販売による契約解除は、訪問販売にのみ定められた制度であり連鎖販売には適用

がありません（ただし、もちろんケースによっては後記Ⅵの民法上の手段などをとり得

ます）。 

   

＊＊＊はて蔵の豆知識コーナー＊＊＊ 

 

連鎖販売取引では一人一人が販売等の事業を行う者であるとともに組織が形作

られる点に特徴があります。 

そのため、特商法は「一連の連鎖販売業を実質的に統括する者」として『統括

者』という概念を設けています。通達では、この『統括者』にあたるかどうか

の一応の判断基準として以下の項目があげられています。 

イ 連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付していること 

ロ 連鎖販売業に係る役務の提供について、自己の商号その他特定の表示を

使用させていること 

ハ 連鎖販売業に関する約款を定めていること 

ニ 連鎖販売業を行う者の経営に関し、継続的に指導を行っていること 
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(３) 特商法の禁止行為違反による契約取消しの検討 

事業者がその商品の販売等を店舗で行わない個人に対して、契約の締結について勧誘

をする際、以下のような行為をしたことにより、連鎖販売加入者がそれぞれ以下のよう

な誤認をしたことによって、契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、連鎖

販売加入者は、その意思表示を取消すことができます。 

この取消しにより、その連鎖販売契約は当初から無効となり、その契約を前提として

なされた商品販売契約も無効となる、と解されています。 

取消すことができる期間は、追認をすることができるときから６ヶ月間、契約締結の

時から５年間です。 

① 統括者または勧誘者が、契約の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ

き、事実と違うことを告げるか故意に事実を告げないことによって、連鎖販売

加入者が、その告げられた内容が事実であるあるいは告げられなかった事実が

存在しないと誤認した場合 

② 統括者及び勧誘者以外の一般の連鎖販売業者が、契約の判断に影響を及ぼすこ

ととなる重要なものにつき、事実と違うことを告げたことによって、連鎖販売

加入者が、その告げられた内容が事実であると誤認した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

＊＊＊はて蔵の豆知識コーナー＊＊＊ 

 

「契約の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」として、連鎖販売取引に

おいては、以下の内容が含まれています。 

特定負担＝商品の購入義務、役務の対価、取引料・加盟料・保証金など

連鎖販売取引に入るにあたって必要な一切の金品 

特定利益＝商品の再販売などにより、他者が提供する特定負担をもって

購われる収益 
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２．契約の解除・取消しができない場合の中途解約（特商法第４０条の２） 

上記のような契約解除・取消しができない場合でも、連鎖販売に加入した者は将来に向

かって連鎖販売取引を解除して離脱することができます。 

またこの場合、以下の条件にあてはまれば、既に行った商品等購入契約も解除すること

ができます。 

① 連鎖販売契約から１年を経過していないこと 

② 商品の引渡、権利移転から９０日以内であること 

③ 商品等の再販売をしていないこと 

④ 連鎖販売業者にさせられた場合を除き、商品等を使用または消費していないこと 

連鎖販売契約が解約された場合、一定の場合に商品販売契約も解除できる。 

 

いずれの解除についても、法外な損害賠償を請求されることがないように、特商法は

事業者の請求額を次のように制限しています。 

 

＜連鎖販売取引の解除について＞ 

契約の締結及び履行のために通常要する費用の額（次の各号のいずれかに該当する場合

にあっては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額）  

一  当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の引渡し

後である場合 次の額を合算した額  

イ 引渡しがされた当該商品（当該連鎖販売契約に基づき販売が行われたものに限

り、前項の規定により当該商品に係る商品販売契約が解除されたものを除く。）

の販売価格に相当する額 

ロ 提供された特定利益その他の金品（前項の規定により解除された商品販売契約

に係る商品に係るものに限る。）に相当する額 

二  当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開

始後である場合 提供された当該役務（当該連鎖販売契約に基づき提供されたもの

に限る。）の対価に相当する額  
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＜商品販売契約の解除について＞ 

一  当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前で

ある場合 当該商品の販売価格の十分の一に相当する額  

二  当該商品が返還されない場合 当該商品の販売価格に相当する額  

 

※ なお、事業者は遅延損害金についても法定利率年６％を超えて請求はできません。 

 

※ 商品販売者が、商品販売契約の解除についての損害賠償上限を超える金額を受け取

って返さないなどの場合は、統括者は解除をした連鎖販売加入者に対して、連帯し

て責任を負います。 

 

 

いらないものまで買ってしまう危

険があるニャー。特定負担をよく

理解しないといけないニャー 

ＭＥＭＯ 
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【Ⅲ】特定継続的役務提供 

 

 

 

 

 

 

☆特定継続的役務提供契約とは？（特商法第４１条）☆ 

役務とはいわゆるサービスのことで「役務の提供を受ける者の身体の美化または知識若

しくは技術の向上その他その者の心身または身上に関する目的を実現させることをもって

誘引が行われるもの」であり、「役務の性質上、その目的が実現するかどうかが確実でな

いもの」として、「政令で定めるもの」を「政令で定める期間を超える期間」に渡り提供

することを約し、相手がこれに応じて「政令に定める金額を超える金銭」を支払うことを

約する契約をいいます。 

具体的には次の表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特別無料体験実施中 先着５

名」の広告を見て、『ダイエット

コース』を体験したら、１ヶ月の

有料コースを契約させられたニ

ャー。サプリメントもたくさん買

っちゃったニャー。 
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＜役務ごとの定義、期間及び金額＞ 

   

特定継続的役務 期間 金額 

①エステティックサロン等 

１ケ月を超えるもの

 

 

５万円を超えるもの

 

（入学金、受講料、

教材費、関連商品の

販売など、契約金の

総額が５万円を超え

ていること）  

人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整

え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。 

②語学教室※ 

２ケ月を超えるもの

語学の教授 

（ただし、入学試験対策と学校教育（大学を除く）

の補習は含まない。） 

③家庭教師等※  

２ケ月を超えるもの

事業者の用意する場所（教室等）以外で、中学、

高校、大学、専修学校又は各種学校の入学試験

対策をすること、並びに小学校、中学又は高校

の補習をすること。 

④学習塾等※ 

２ケ月を超えるもの

事業者の用意する場所（教室等）で、入学試験に

備えるため又は学校教育の補習のための児

童、生徒又は学生を対象とした学力の教授。 

⑤パソコン教室等※ 

２ケ月を超えるもの

電子計算機またはワードプロセッサーの操作に

関する知識または技術の教授。 

⑥結婚情報提供 

２ケ月を超えるもの結婚を希望する者への異性の紹介。 

 

※ 

②語学教育  

場所的な要件はないので、教室で行うものに限定されず、電話、FAX、インターネット

等によるものも含まれます。 

「語学」は、外国語に限定されていないので日本語も含まれます。  
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③家庭教師等  

小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。 

通信添削、電話、FAX、インターネット等による指導も含まれます。  

④学習塾 

小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。 

浪人生のみを対象にした役務（コース）は対象になりません。（高校生と浪人生が両方

含まれるコースは全体として対象になります。） 

⑤パソコン教室等  

場所的な要件はないので、教室で行なうものに限定されず、電話、FAX、インターネッ

ト等によるものも含まれます。  

「通達」では、「このパソコンやワープロの操作に関する知識や技術と共に他の知識や

技術を教授するような役務の場合であっても、それらが一体不可分となっており、全体

としてパソコンの操作に関する知識又は技術の教授を行っていると考えられる場合に

は、そういった他の知識や技術の教授の部分を含め当該役務全体として規制対象となる。

他方、他の知識や技術の教授の部分が役務として明確に分割できるのであれば、分割さ

れたパソコンやワープロの操作に関する知識や技術の教授の部分が特定継続的役務の

要件を満たす限り、当該部分のみで規制対象となることとなる。」とされています。  

 

 

 

☆さあ、どうする？！ はてニャー！！☆ 

１．契約の解除・取消しが可能か 

 (１) クーリング・オフの検討（特商法第４８条第１項） 

まず、以下の手順で書面による契約の解除（クーリング・オフ）が可能かどうかを検

討し、可能であれば直ちにその手続きをします。 

 

①法定書面を受取った日から数えて８日以内であるか 

ただし、法定書面に不備があれば、上記期間を経過していても、クーリング・オフは可

能です。 
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②上記期間を経過していたとしても、業者が消費者に対し、クーリング・オフ妨害のため

に事実と違うことを言ったり、おどしたりしたことにより、消費者が誤認・困惑してク

ーリング・オフをしなかった場合には、依然としてクーリング・オフが可能です。 

 

 

また、特定継続的役務提供に際して購入する必要があるとして販売された以下の関連

商品の販売契約もクーリング・オフすることができます（特商法第４８条第２項 特定

継続的役務提供等事業者が関連商品の販売またはその代理もしくは媒介を行っている

ものである場合に限る）。 

ただし、以下の①のイ及びロの商品に関しては、役務提供事業者や商品販売業者に使

用させられた場合を除き、商品等を使用または消費していないときに限ります。 

 

①エステティック 

 イ 動物及び植物の加工品（一般の飲食の用に供されないものに限る。）であつて、人

が摂取するもの（医薬品を除く。） 

 ロ 化粧品、石けん（医薬品を除く。）及び浴用剤 

 ハ 下着 

 ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化

する器具又は装置（美顔器・脱毛器など） 

 

②～④語学教室、家庭教師等、学習塾等  

 イ 書籍 

 ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物(CD,DVD等) 

 ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置 

 

⑤パソコン教室等  

 イ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品 

 ロ 書籍 

 ハ 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物(CD,DVD等) 

 

26



 27

⑥結婚情報提供  

 イ 真珠並びに貴石及び半貴石 

 ロ 指輪その他の装身具 

 

◎クーリング・オフの効力発生時期及びその効果は、訪問販売の場合と同様です。 

 

 

（２）過量販売規制による解除の検討 

過量販売による契約解除は、訪問販売にのみ定められた制度であり特定継続的役務提

供には適用がありません（ただし、もちろんケースによっては後記Ⅵの民法上の手段な

どをとり得ます）。 

 

（３）特商法の禁止行為違反による契約取消しの検討（特商法第４９条の２） 

役務提供事業者または関連商品販売業者が契約の締結について勧誘をする際、以下の

ような行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下のような誤認をしたことによって、

契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取消す

ことができます。 

取消すことができる期間は、追認をすることができるときから６ヶ月間、契約締結の

時から５年間です。 

①契約の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、事実と違うことを告げ

ることによって、消費者がその告げられた内容が事実であると誤認した場合 

②役務の内容や効果、関連商品の性能・品質等につき、故意に事実を告げないこと

によって、消費者がその事実が存在しないと誤認した場合 

 

  この取消権を行使した場合は、（１）に記載した特定継続的役務提供に際して購入す

る必要があるとして販売された関連商品の販売契約についても、契約を取消すことがで

きます。 
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２．契約の解除・取消しができない場合の中途解約（特商法第４９条） 

上記のような契約解除・取消しができない場合でも、特定継続的役務契約を締結した者

は将来に向かって契約を解除することができます。 

この場合、クーリング・オフの場合と同様に、既に行った関連商品等購入契約も解除する

ことができます（特商法第４９条第５項）。 

 

いずれの解除についても、法外な損害賠償を請求されることがないように、特商法は事業

者の請求額を次のように制限しています（特商法第４９条第２項・第４項・第６項）。事業

者は契約の前後に、契約内容を記載した書面を消費者に渡すことが義務づけられており、そ

の書面で中途解約した際の精算方法を説明することになっています。 

 

＜役務提供の解除について＞ 

解約損料は、サービス利用前と利用後とでそれぞれ上限額が設けられています。 

サービスを受ける前に解約した場合は解約損料だけを、サービスが始まった後に解約した

場合はそれまでに受けたサービスの料金にプラスして解約損料を支払うことになります

（※を参照）。 

 

※ 特定継続的役務契約の解約損料の上限額 

特定継続的役務 サービス利用前 サービス利用後 

エステティック 2万円 2万円か未利用サービス料金の1割のいずれか低い額 

語学教室 1万5千円 5万円か未利用サービス料金の2割のいずれか低い額 

家庭教師等 2万円 5万円か月謝相当額のいずれか低い額 

学習塾等 1万1千円 2万円か月謝相当額のいずれか低い額 

パソコン教室 1万5千円 5万円か未利用サービス料金の2割のいずれか低い額 

結婚情報提供 3万円 2万円か未利用サービス料金の2割のいずれか低い額 

 

※ 特定継続的役務を受ける権利を販売する形態の場合、権利の返還の有無に応じて下記

関連商品販売契約の解約について準じます。 
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＜関連商品販売契約の解除について＞ 

① 当該商品が返還された場合 

 当該商品の通常の使用料に相当する額（販売価額から返還時価額を控除した額

の方が大きいときはその額） 

② 当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合 

 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 

③ 当該商品が返還されない場合 

 当該商品の販売価格に相当する額 

  

 

 

猫の弱みにつけ込むなんてひどい

ニャー。やっぱりタダより高いも

のはないってことかニャー。 
焦って契約せずに一旦家に帰って

冷静に考えてみることも必要だニ

ャー。
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【Ⅳ】業務提供誘引販売取引 

 

 

 

 

 

☆業務提供誘引販売取引とは？（特商法第５１条）☆ 

例えば「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必

要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のことです。具体的には、「自

宅で誰でも簡単にできる仕事です！」「月収○○万円以上！」等の文句で消費者を誘い、

その仕事をするときに必要だとして、商品の購入を勧めたり、登録料等の支払いを求める

方法で契約締結を持ちかけます。 

消費者は、商品購入等の契約を締結しても、業者から仕事のあっせん等は受けられず、

たとえ仕事を受けられたとしてもたいした収入にはならず、残るのは契約に基づく代金支

払債務だけということとなります。 

 

☆さあ、どうする？！ はてニャー！！☆ 

１．契約の解除・取消しが可能か 

 (１) クーリング・オフの検討（特商法第５８条） 

上記のような取引は、特商法で規定されている「業務提供誘引販売取引」に該当する

ので、以下の手順で書面による契約の解除（クーリング・オフ）が可能かどうかを検討

し、可能であれば直ちにその手続きをします。 

「月収１０万円以上は確実！仕

事をするにはパソコンが必要で

す」と言われて、勧められるまま

買ってしまったけど、仕事がこな

いニャー。
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①自分自身が、その業務を事業所で行わない個人であるか 

法人での契約の場合や、特別の事務所を構えて業務を行うような場合には、適用が

ありません。 

 

②法定書面を受取った日から数えて２０日以内であるか 

ただし、法定書面に不備があれば、上記期間を経過していても、クーリング・オフ

は可能です。 

 

③上記期間を経過していたとしても、業者が消費者に対し、クーリング・オフ妨害の

ために事実と違うことを言ったり、おどしたりしたことにより、消費者が誤認・困

惑してクーリング・オフをしなかった場合には、依然としてクーリング・オフが可

能です。 

 

◎クーリング・オフの効力発生時期及びその効果は、訪問販売の場合と同様です。 

 

 

（２）過量販売規制による解除の検討 

過量販売による契約解除は、訪問販売にのみ定められた制度であり業務提供誘引販売

には適用がありません（ただし、もちろんケースによっては後記Ⅵの民法上の手段など

をとり得ます）。 

 

（３）特商法の禁止行為違反による契約取消しの検討（特商法第５８条の２）。 

事業者がその業務を事業所等で行わない個人に対して、契約の締結について勧誘をす

る際、以下のような行為をしたことにより、契約者が以下のような誤認をしたことによ

って、契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、契約者は、その意思表示を

取消すことができます。 

取消すことができる期間は、追認をすることができるときから６ヶ月間、契約締結の

時から５年間です。 
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 ① 事業者が、契約の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、事実と違う

ことを告げることによって、消費者がその告げられた内容が事実であると誤認した場

合 

 ② 事業者が、契約の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実

を告げないことによって、契約者が、告げられなかった事実が存在しないと誤認した

場合 

 

２．契約の解除・取消しがされると、どうなるか 

クーリング・オフによらずに契約が解除・取消しされた場合でも、事業者から法外な損

害賠償を請求されることがないように、特商法は事業者の請求額を次のように制限してい

ます（特商法第５８条の３）。 

①商品（※）又は権利が返還された場合 

※施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除きます。 

通常の使用料の額又は権利の行使により通常得られる利益に相当する額（販売価

格から返還時の価格を控除した額の方が高いときはその額） 

 

②商品又は権利が返還されない場合 

販売価格に相当する額 

 

③契約の解除が役務を提供した後である場合 

提供した役務の対価に相当する額 

 

④契約の解除が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供の開始前である場合 

 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 

 

 

※ なお、事業者は遅延損害金についても法定利率年６％を超えて請求はできません。 
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クーリング・オフ期間が経過して

いても色々な方法があるニャー。

あきらめずに頑張ってみてよかっ

たニャー。 

ＭＥＭＯ 
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【Ⅴ】訪問購入 
 

 

 
 

     

 

平成２２年頃から、貴金属等の購入業者が消費者の自宅に押しかけ、消費者がもってい

る貴金属等を買い取るという訪問買取りによるトラブルが急増したため、平成２５年２月

２１日施行の法改正で訪問購入を一つの取引類型として訪問購入業者に対する規制を設け

るとともに、クーリング・オフなどが定められました。 

買い取り商品の具体例はアクセサリー、着物があります。 

 

☆訪問購入とは？（特商法第５８条の４）☆ 

購入業者（以下、「事業者」という。）が営業所等以外の場所で契約の申し込みや締結

をした物品の購入。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

買い取られた貴金属も

クーリング・オフでき

るようになったニャ

ー。 

＊＊＊はて蔵の豆知識コーナー＊＊＊ 

 

 訪問購入では前記「訪問販売」と同様に、原則としてすべての物品が対象と

なりますが、トラブルのおそれがないなどの理由から特商法の対象外とする物

品が次のとおり政令で指定されています。 

１ 自動車（二輪のものを除く。） 

２ 家庭用電気機械器具（携行が容易なものを除く。） 

３ 家具 

４ 書籍 

５ 有価証券 

６ レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法によ

り音、影像又はプログラムを記録した物 
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☆さあ、どうする？！ はてニャー！！☆ 

１．契約の解除・取消しが可能か 

（１）クーリング・オフの検討 

前記「訪問販売」の場合と同様に法定書面を受取った日から数えて８日以内であればク

ーリング・オフができます（特商法第５８条の１４）。 

 クーリング・オフ期間内は物品の引き渡しを拒否できます。 

 またクーリング・オフ期間内に事業者が第三者にその物品を引き渡したときは、事業者

はその第三者の氏名等を消費者に通知しなければなりません。第三者に対しては訪問購入

取引による物品であることなどを通知することとなっています。 

 

（２）特商法の禁止行為 

不事実告知、事実不告知、威迫行為、困惑行為を禁止する規定はありますが（特商法第

５８条の１０）、禁止行為違反による契約取消しの定めはありませんので、消費者契約法、

民法上の取消しなどの手段を検討します。 

 

２．損害賠償額の制限 

クーリング・オフによらずに契約が解除された場合でも、事業者から法外な損害賠償を

請求されることがないように、特商法は事業者の請求額を次のように制限しています（特

商法第５８条の１６）。 

一 売買契約についての代金の支払後である場合 売買代金に相当する額とその利息 

二 売買契約についての代金の支払前である場合 契約の締結及び履行のために通常要す

る費用の額 

 

 売買契約締結後に物品の引渡しがされない場合（売買契約が解除された場合を除く）、

事業者は次の額を超えて請求することはできません。 

一 履行期限後に物品が引き渡された場合 物品の通常の使用料の額 

二 物品が引き渡されない場合 物品の購入価格に相当する額 

 

※ なお、事業者は遅延損害金についても法定利率年６％を超えて請求できません。 
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３ 事業者に対する規制 

事業者は、氏名や勧誘目的を明示すること、勧誘の要請をしていない消費者を勧誘して

はならないこと、勧誘を受ける意思を確認し、意思のない消費者に再勧誘をしてはならな

いことなどの義務が課されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊＊＊はて蔵の豆知識コーナー＊＊＊ 

 

形式的には『訪問購入』に該当する取引であっても、次の取引は特商法の適用

を除外されています（特商法第５８条の１７第１項）。 

また、消費者の請求に応じて行う契約、営業所等以外の場所で契約することが

通例であり消費者の利益を損なうおそれがない取引は、一部の規定のみ（第５８

条の５（訪問購入における氏名等の明示）第５８条の６第２項・第３項（勧誘の

要請をしていない者に対する勧誘の禁止等））しか適用されません。 

 

１ 事業者間の契約 

２ 海外にいる人との契約 

３ 国、地方公共団体が行う契約 

４ 労働組合等がその組合員と行う契約 

５ 事業者が従業員と行う契約 
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◎特定商取引法によるクーリング・オフが可能な期間を整理しましょう 

   

 

ニャー次郎  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①訪問販売             ８日 

②通信販売         いわゆるクーリング・オフはできません 

③電話勧誘販売           ８日 

④連鎖販売取引          ２０日※ 

⑤特定継続的役務提供        ８日 

⑥業務提供誘引販売取引      ２０日※ 

⑦訪問購入             ８日 

※ ほとんどの取引におけるクーリング・オフ期間は８日間ですが、取引の性

質によっては２０日間の場合もありますので、注意が必要です。 
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【Ⅵ】割賦販売法、その他の法律の規定例 

 

（１）割賦販売法による対応 

割賦販売法は、商品等の売買契約による代金の支払が分割払いで行われる場合やクレ

ジット業者による立て替え払いなどを使って行われる場合について規定した法律です。 

特定商取引のために、個別にクレジットを組んで代金等の支払いを行うこととした場

合には、前章までの対応に加え、以下のような対応も可能です。 

 

①クレジット契約のクーリング・オフ（割賦販売法第３５条の３の１０～１１） 

  ※平成２１年１２月１日より施行 

 通信販売を除く特定商取引（連鎖販売契約・業務提供誘引販売では個人が契約者と

なる場合に限る）においては、特定商取引の事業者だけではなく、クレジット事業者

も、法定の書面を交付しなければなりません。 

訪問販売及び電話勧誘販売に該当する取引に関しては、消費者は、法定書面受領か

ら８日間は、クレジット契約自体をクーリング・オフすることができ、これにより訪

問販売による商品等売買契約も連動してクーリング・オフされたとみなされます。 

 消費者がクレジット事業者に対してクレジット代金の支払いを開始していた場合に

は、クレジット事業者に対して既払い金の返還請求をすることができます。 

 

②過量販売による解除（割賦販売法第３５条の３の１２） 

  ※平成２１年１２月１日より施行 

 クレジット事業者は、消費者の日常生活において社会通念上必要とされる分量を著

しく超える契約でないか調査する義務がありそれを知ったときはクレジット契約を締

結してはいけないとされます。 

訪問販売に該当する取引に関しては、商品の売買契約等が過量販売に該当する場合、

クレジット契約から１年以内であれば、消費者は、商品等の売買契約とともに、クレ

ジット契約自体も解除することができます。 

 この場合の精算ルールは、①のクーリング・オフの場合と原則として同様です。 
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③不実告知・不利益事実不告知による取消し（割賦販売法第３５条の３の１３～１６） 

  ※平成２１年１２月１日より施行 

 通信販売を除く特定商取引（連鎖販売契約・業務提供誘引販売では個人が契約者と

なる場合に限る）において、これらの事業者がクレジット契約の勧誘に際して、商品

等売買契約またはクレジット契約に関する一定の不実の事実を告げあるいは故意に一

定の事実を告げず、消費者が当該事実の存在・不存在を誤認してクレジット契約を締

結した場合には、追認できるときから６ヶ月以内またはクレジット契約から５年以内

であれば、消費者は、商品等の売買契約とともに、クレジット契約自体を取消すこと

ができます。 

 

④抗弁権の接続（割賦販売法第３０条の４、同法第３５条の３の１９） 

例えば、商品の引渡が遅れているような場合には消費者は代金の支払いをストップ

することができます。消費者は、特定商取引事業者に対して主張することができるこ

のような主張を、クレジット事業者に対しても主張することができます（例の場合に

は、商品の引渡を受けるまでクレジット代金の支払いを拒むことができます）。 

この主張は、ある特定商取引のためにクレジットを組んだ場合だけでなく、包括的

な信用取引であるクレジットカードなどで４万円（リボ払いでは３万８０００円）以

上の代金等を支払うこととした場合にも行うことができます。 

 

 

（２）消費者契約法や民法での取消し、無効の検討 

 

①消費者契約法上の手段（消費者契約法第４条） 

消費者契約法は、事業者と消費者との間で締結される契約に一般的に適用されるルー

ルを定めた法律です。 

特定商取引も事業者と個人との間で行われる場合にはこの法律の適用があり（連鎖販

売契約・業務提供誘引販売では解釈に争いがあります）、前章までの対応に加え、以下

のような対応も可能です。 

 

  Ａ）消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に
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対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによ

って当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取消すこ

とができます。  

 

一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容

が事実であるとの誤認  

二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来

におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来

における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供さ

れた断定的判断の内容が確実であるとの誤認 

三 重要事項又は重要事項に関連する事項について消費者の利益となる旨を告

げ、かつ、当該重要事項について消費者が通常存在しないと考える不利益とな

る事実を故意に告げなかったこと。 その事実が存在しないとの誤認 

 

Ｂ）消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に

対して次の各号に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約

の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取消すことができます。  

一  消費者の住居や職場などから、事業者に退去すべき旨を示したにもかかわ

らず退去しないこと。 

二  事業者が消費者契約締結について勧誘をしている場所から消費者が退去す

る旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないこと。 

 

Ａ）Ｂ）いずれの場合も、取消すことができる期間は、追認をすることができるとき

（誤認が解けたとき、困惑から脱したとき）から６ヶ月間、契約締結の時から５年間

です。 

 

②民法上の手段 

 ケースによっては、詐欺による取消し、消費者の錯誤による契約の無効の主張も可

能です。 

また、事業者が契約上の義務を怠ったこと（債務不履行）による契約解除や損害賠
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償請求、事業者の従業員の行為によって被害を被った場合には不法行為による損害賠

償請求なども考えられます。 

 

 

※なお、ここでの対応の紹介は、ほんの一例に過ぎません。 

ＭＥＭＯ 
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おわりに 

 

本小冊子では、民事ルールについて主に説明してきましたが、特商法には、下記のよう

な制度も定められています。 

 

（１）行政による指示等 

これまで述べてきた規定の他、特商法は、例えば、訪問販売を行う事業者に対して、

勧誘に先立って氏名や勧誘目的であることなどを明らかにすることを義務付け（特商法

第３条）、勧誘を断った消費者への再勧誘を禁止する（特商法第３条の２、※平成２１

年１２月１日より施行）などしています。 

これらの規定に違反する行為があってもただちに契約が無効になったり取消すこと

ができるようになるわけではありませんが、違反行為の内容によっては刑事罰の対象に

もなりますし、行政は事業者に対して必要な措置をとるように指示をしたり業務を停止

することなどができます（特商法第７条・第８条など）。 

特定商取引の公正及び消費者の利益が害されるおそれがあるとの申し出に対し、行政

は、これが事実であると認めるときは適当な措置をとらなければなりません（特商法第

６０条）。そしてこの申し出は、誰であっても行うことができるとされています。 

 

 

（２）消費者団体による差止請求 

 

 

 
 

     

 
 

                                 

最近、強引な勧誘で駅前から店ま

で連れて行って「一度家に帰って

から考えたい」と言っても契約書

にサインをするまで帰してくれ

ない業者がいるらしいニャー。 
心配だニャー。
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 これまで見てきたとおり、特定商取引においては、取引の方法に一定の制約を行い、不

当な契約を取り消せるものとしたり一定の契約をクーリングオフの対象にしたりして、消

費者の利益をまもろうとしています。 

また、事業者がこれらの規制に反するなどした場合には、行政が必要な措置をとるべき

ことを指示したり、業務を停止したりすることができるともされています。 

 

このように、一消費者と事業者とが個別に契約について訴訟をしたり行政によるコント

ロールをすることで不当な契約を防止しようとするのが今までの法制度です。 

 

これに対して、被害の未然防止の観点から、消費者全体の利益を擁護するために、一定

の消費者団体が事業者による不当な行為や不当な契約条項の使用などを直接差し止めるこ

とを請求できるという制度が平成１９年からできました。 

 

 

さらに平成２８年１２月までには、多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益を

はく奪し被害者を救済するために、消費者団体が事業者等を相手に訴えを起こすことがで

きる「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度」も実施されるようになります。 

 

 

☆消費者団体とは☆ 

消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備え

た消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたものです（消費者契約法第２条第４項）。 

「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度」に関しては、上記の認定を受けた消費者団体で

あって新たな認定要件も満たす団体につき、内閣総理大臣が認定をすることになります（消

費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第６５条） 。 
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＊＊＊はて蔵の豆知識コーナー＊＊＊ 

 

 この差止請求権を行使できる団体として現在認定を受けている団体は、以下のと

おりです。(平成２６年８月現在) 

適格消費者団体の名称 適格消費者団体の住所 認定日 

特定非営利活動法人消費

者機構日本 

東京都千代田区六番町15番

地主婦会館プラザエフ6階
平成19年8月23日

特定非営利活動法人消費

者支援機構関西 

大阪市中央区石町1丁目1

番1号天満橋千代田ビル 
平成19年8月23日

公益社団法人全国消費生

活相談員協会 

東京都中央区日本橋堀留町

2－3－5 グランドメゾン

日本橋堀留101 

平成19年11月9日

特定非営利活動法人京都

消費者契約ネットワーク

京都市中京区烏丸通二条下

ル秋野々町529番地ヒロセ

ビル4階 

平成19年12月25日

特定非営利活動法人消費

者ネット広島 

広島市中区鉄砲町1丁目20

番 第三ウエノヤビル3階

D号室 

平成20年1月29日

特定非営利活動法人ひょ

うご消費者ネット 

神戸市中央区下山手通五丁

目7番11号兵庫県母子会館

2階 

平成20年5月28日

特定非営利活動法人埼玉

消費者被害をなくす会 

さいたま市浦和区岸町7丁

目11番5号 
平成21年3月5日

特定非営利活動法人消費

者支援ネット北海道 

札幌市中央区北四条西12丁

目1番55 
平成22年2月25日

特定非営利活動法人消費

者被害防止ネットワーク

東海 

（旧称：あいち消費者被

害防止ネットワーク） 

名古屋市中区丸の内二丁目

18番22号 
平成22年4月14日

特定非営利活動法人大分

県消費者問題ネットワー

ク 

大分市青崎一丁目9番35号 平成24年2月28日

特定非営利活動法人消費

者支援機構福岡 

福岡市博多区博多駅前一丁

目5番1号 
平成24年11月13日
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☆差し止め請求の対象となるものは？☆ 

 

（１）消費者契約法が定める不当勧誘行為や不当条項 

①不実告知（同法第４条第１項第１号） 

②断定的判断の提供（同法第４条第１項第２号） 

③不利益事実の不告知（同法第４条第１項第２号） 

④不退去（同法第４条第３項第１号) 

⑤退去妨害（同法第４条３項第２号） 

⑥免責条項−債務不履行責任の全部免除 （同法第８条第１項第１号） 

⑦免責条項−債務不履行責任の一部免除（同法第８条第１項第２号） 

⑧免責条項−不法行為責任の全部免除（同法第８条第１項第３号） 

⑨免責条項−不法行為責任の一部免除（同法第８条第１項第４号） 

⑩免責条項 - 瑕疵担保責任の全部免除（同法第８条第１項第５号） 

⑪解除に伴う損害賠償額の予定条項（同法第９条第１号） 

⑫金銭支払義務の不履行に対する損害賠償額の予定条項（同法第９条第２号） 

⑬消費者の利益を一方的に害する条項（同法第１０条） 

 

（２）特定商取引法が定める不当勧誘行為や不当条項、不当広告 

  訪問販売
電話勧

誘販売
通信販売

連鎖販

売取引

特定

継続

的役

務提

供 

業務提

供誘引

販売取

引 

訪問

購入 

不実告知 ○ ○   ○ ○ ○ ○ 

故意の事実 不告知 ○ ○   ○ ○ ○ ○ 

威迫困惑 ○ ○   ○ ○ ○ ○ 

断定的判断の提供       ○   ○   

著しく事実に 相違する表示     ○ ○ ○ ○   

不当条項 (クーリング・オフ 

妨害となる特約、解約等に

伴う損害賠償の額の上限を 

超える特約等) 

○ ○   ○ ○ ○ ○ 
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（３）景品表示法が定める不当表示 

①優良誤認表示（同法第１０条第１号) 

②有利誤認表示（同法第１０条第２号) 

 

（４）食品表示法が定める不当表示 

著しく事実に相違する表示をする行為を現に行い、又は行うおそれ（同法第１

１条） 

 

 

☆実際にどう使われているの？☆ 

＜例１＞自動車買取業者につき、消費者がキャンセルした時期などを一切考慮

せず一律にキャンセル料の支払いを要求する条項（消費者契約法第９条第１号）

について、事業者は「自動車売買契約に関し、上記のような条項を含む意思表示

をしない。」「上記のような条項が記載された契約書を直ちに破棄する。」「従

業員に対し、以上の旨などを記載した書面を配布する。」旨を裁判上認めました。 

  

＜例２＞投資事業者の不当な勧誘行為（消費者契約法第４条第１項第１号・第２

号、同条第２項）について、裁判所が以下のようにその差し止め請求を認める判

決を出しました。 

「株式の客観的価値と著しく異なる価格を告げてはならない。」「登録を受けて

おらず金融商品取引業を行うことが法律上禁止されている者であること告げずに

勧誘をしてはならない。」「株式公開の具体的予定がないのに、株式公開される

予定である旨を告げてはならない。」「株価が確実に上昇する旨を告げてはなら

ない。」「株式を購入できる者が限定されていないのに、第三者をして、株式を

購入できる者が限定されている旨を告げさせてはならない。」「株式を買い取る

具体的予定がないのに、第三者をして、買い取る旨を告げさせてはならない。」 

 

※これらの他にも、差し止め請求の事例については、消費者庁や消費者団体のウ

ェブサイトで随時公表されています。 
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これらの制度も活用して、消費者被害をくいとめましょう！ 

 

 

 

そうか！！自分のことじゃなく

ても、行政に申し出をしたり、消

費者団体に情報を提供すること

で、被害が防止できるかもしれな

いんだニャー！ 

ＭＥＭＯ 
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東京司法書士会 消費者問題対策委員会 
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