
特定商取引法の改正について

経済産業省関東経済産業局

消費経済課





１．特定商取引法の概要
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（消費者が自ら求めないのに、突然、勧誘を受ける）

１．訪問販売
自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス（電

話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売） 等

２．電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込を受ける販売

（事業者と対面して商品や販売条件を確認できない）

３．通信販売
新聞、雑誌、インターネット等の広告による場合など、郵便、電話等
の通信手段により申込を受ける販売

（長期・高額の負担を伴う）

４．特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引
（現在、エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービ
ス、パソコン教室の６役務が対象）

（ビジネスに不慣れな個人を勧誘する）

５．連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販
売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売

６．業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、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

ⅰ)氏名等の明示の義務づけ

勧誘開始前に、事業者名などを消費者に告げることを義務づけ

ⅱ)不当な勧誘行為の禁止

不実告知（虚偽説明）、重要事項（価格・支払条件等）の不告知や威迫
困惑を伴う勧誘行為を禁止

ⅲ)広告規制

①広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ
②虚偽・誇大な広告を禁止

ⅳ)書面交付義務

契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ

ⅰ)クーリング・オフ

契約後一定の期間（８日間等）、
冷静に再考して、無条件で解約で
きる機会を消費者に与える制度

ⅱ)解約時の損害賠償制限

特定継続的役務提供で､消費者が
中途解約する際に、事業者が請求
できる損害賠償額の上限を設定

１．本法律の対象となっている取引類型 ２．法律の内容

例えば以下のような行政規制が設けられている。法違反に対
しては、指示命令、業務停止命令といった行政処分又は罰則の
適用がある。

①行政規制

②民事ルール

また、行政規制とは別に、消費者自らが自力救済を図るため

に、消費者による契約の解除や、事業者による法外な損害賠償
請求を制限するなどの民事ルールが設けられている。

●「特定商取引に関する法律」は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象
に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者
取引の公正を確保するための法律（旧称：訪問販売等に関する法律）。
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２．改正法の概要
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被害事例

・独り暮らしで年金生活の母が訪問販売を受け、
呉服などを１千万円以上を買わされていた。
複数の信販会社から請求を受け、貯金も底を尽
きている。母は判断力が低下しており、買った
着物もほとんどが未開封であった。

・判断力が低下した高齢者の姉妹が複数の業者
から総額約５千万円のリフォーム工事を訪問販

売で売りつけられた。 最終的に信販会社が被
害者の自宅を競売にかけた。

規制の抜け穴の解消
○別法で消費者被害の是正等ができるものを除き、原則すべての商品・役務を扱う取引（訪問販売、電話勧誘販

売、通信販売）を規制対象に。【改正特商法第２条】【改正割販法第２条】

○その上で、書面交付やクーリング・オフになじまない商品・役務等は、当該規制から除外。

【改正特商法第26条】【改正割販法第３５条の３の６０】

○割賦の定義を見直し、２ヶ月以上後の１回払い、２回払いも規制対象に（現行は３回払い以上）【改正割販法第２条】

○訪問販売業者に当該契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止。
【改正特商法第３条の２】

○訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後１年間は

契約の解除等が可能に（消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外） 【改正特商法第９条の２】

○個別クレジットを行う事業者を登録制の対象とし、行政による監督規定を導入 【改正割販法第３５条の３の２３ 等】

○個別クレジット業者が訪問販売等を行う加盟店の行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘があれば、
消費者へ与信することを禁止。【改正割販法第３５条の３の５～７】

○訪問販売等による売買契約が虚偽説明等により取り消される場合や、過量販売で解除される場合、個別クレジット
契約も解約し、消費者が既に支払ったお金の返還も請求可能に。 【改正割販法第３５条の３の１２～１６】

○クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけるとともに、支払能力を超える与信
を禁止。 【改正割販法第３０条の２、第３０条の２の２、第３５条の３の３～４】

法改正
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訪問販売
77%

通信販売
（不当請求以外）

8%

電話勧誘販売
11%

訪問販売

電話勧誘販売

通信販売（不当請求以外）

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

※ いずれのグラフもPIO-NETデータより経済産業省作成

訪問販売に関する対策
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インターネット通信販売などの新分野

インターネット取引等の
規制強化

○返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、８日間、送料消費者負担で返品（契約の解除）
が可能に。【改正特商法第１５条の２】

○消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信を禁止。【改正特商法第１２条の３ 等】

○個人情報保護法でカバーされていないカード情報の漏洩や不正入手をした者を刑事罰の対象に。
【改正割販法第４９条の２】

罰則の強化
自主規制の強化

法改正

その他

○違反事業者に対する罰則を強化【改正特商法第７０条等】【改正割販法第４９条等】

（不実の告知、重要事項不告知 → 現行２年を３年に引き上げ）等。

○クレジット取引の自主規制等を行う団体を認定する制度を導入。【改正割販法第３５条の１８ 等】

○訪問販売協会（既存制度）による自主規制の強化。【改正特商法第２７条の２等】
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迷惑広告メールの件数の推移
（２００３年以降 消費者から申し立てのあったもの）

（経済産業省作成）

被害事例

・インターネット通販で購入した商品が広告画像とあま
りに違う上、 返品ができないとの表示もなかったので
返品を申し出たが、 まったく 取り合ってくれない。

・これ以上メールを送信しないようにと返信すると、他
の事業者を含めてより多くの迷惑広告メールが到着。

・クレジット会社の業務委託先の従業員がカード番号・
有効期限の情報１５万件を第三者に漏洩し、インター
ネット取引で ６００万円超の不正利用が発生。

通信販売における返品トラブル
に関する苦情の内訳

（平成１８年度：相談上位項目）

苦情内容 件数 構成比

返品・交換 513 24.90%

顧客対応 356 17.30%

電話がつな
がらない

254 12.30%

商品の未
着・延着

235 11.40%

その他 703 34.10%

※日本通信販売協会

2006年度「通販１１０番」報告書より
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３．特定商取引法の改正ポイント

(１) 規制の抜け穴の解消（指定制の撤廃等）
(２) 訪問販売の規制強化（再勧誘禁止、過量販売規制）
(３) 通信販売の規制強化（返品特約の表示、電子メール広告規制）
(４) その他（訪問販売協会による自主規制強化、罰則の強化）
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３．特定商取引法の改正ポイント

（１） 規制の抜け穴の解消（指定制の撤廃等）
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(1)規制の抜け穴の解消

○別法で消費者被害の是正等ができるものを除き、原則すべての商品・役務を扱う取引
（訪問販売、電話勧誘販売、通信販売）を規制対象に。【改正特商法第２条】

※テキストP4参照
指定商品、指定役務 → 原則、全ての商品・役務に対象範囲を拡充。

（５８の指定商品、２１の指定役務を撤廃） （指定権利は現行のまま）

○別法で消費者の利益を保護することができる等と認められるものについては、法律、政
令で全面適用除外を規定。
【改正特商法第26条】

全面適用除外（法第26条第１項）（訪販・通販・電話勧誘）

○営業のために又は営業として行われる取引（法第２６条第１項第１号）
○本邦外にある者に対して（商品の輸出など）（第２号）
○国又は地方公共団体が行うもの（第３号）
○団体の構成員向け（特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合）（第４号）
○事業者がその従業員に対して行うもの（第５号）
○株式会社以外が発行する新聞紙の販売（第６号）

○他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの（宅建業法等）（第７号～第８号）
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ⅰ）金融取引に関するもの （１９法律）
金融商品取引業、銀行業、保険業など、金融機関が行う取引について規定する。
（具体例）有価証券の売買、預貯金業務、保険の引受など

ⅱ）通信・放送に関するもの （４法律）
電気通信事業、放送事業など、通信・放送に関する役務について規定する。
（具体例）電話、インターネット接続サービス、ケーブルテレビ、衛星放送など

ⅲ）運輸に関するもの （９法律）
航空運送、陸運、海運など、輸送機関によって乗客や貨物を輸送する役務について規定する。
（具体例）航空運送事業、鉄道事業、バス・タクシー等の運送、フェリーの運送など

ⅳ）法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するもの （７法律）
（具体例）公認会計士、土地家屋調査士、行政書士、税理士、社会保険労務士など

ⅴ）その他の類型 （１０法律）
（具体例）商品取引、自動車整備業、倉庫業、国民年金、信用購入斡旋、積立式宅地建物販売、

海外商品取引、商品投資顧問業、不動産特定共同事業、裁判外紛争解決手続
のようなⅰ～ⅳ以外の類型。

（１）規制の抜け穴の解消（他法令との関係で全面的に適用除外されるもの）

○「他の法律の規定によって」消費者の「利益を保護することができると認められる」ものの基準として、
特定商取引法における違反類型（不当勧誘・不当広告等）に対して、消費者保護の観点から業務改善
命令や指示命令等の是正措置が発動可能であることが必要と整理された。
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ⅰ）書面の交付及びクーリング・オフの適用除外（法第２６条第２項）（訪販、電話勧誘）【新設】
当該役務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役務（実際にその全部又は一部が契約
の締結後直ちに履行された場合）

○キャッチセールスで行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーの契約(政令）

ⅱ）クーリング・オフの適用除外（第３項）(訪販、電話勧誘）【新設：一部法第９条第1項より移行】
購入者等との間で販売条件等の交渉が相当の期間にわたり行われるのが通常の取引態様である商品・役務（第１号）

○現行施行令で規定されている自動車販売に加え、自動車リースについて規定（政令）
契約締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務（第２号）

○電気・ガス・熱の供給、葬儀について規定（政令）

ⅲ）クーリング・オフの適用除外（第４項）（訪販、電話勧誘）【新設：一部法第９条第1項より移行】
商品の使用、一部の消費により価値が著しく減尐するおそれがある商品を使用し又はその全部若しくは一部を
消費したとき（消費させた場合を除く）（第１号）

○現行施行令で規定されている化粧品等の７類型(化粧品等）に加え、配置薬について規定(政令）
相当期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価格が著しく減尐するおそれがある商品（第２号）

○該当なし（政令）
尐額の現金取引（第３号）

○３０００円未満(政令）

（１）規制の抜け穴の解消（部分的適用除外について）

○現行法においては、クーリング・オフ（ＣＯ）規定が事業者にとって過度の負担となると考えられる
ものについて、消費者保護の状況を勘案しながら、当該規定の適用除外を規定している。

○改正法によって指定商品・指定役務制が廃止され、規制対象が拡大することに伴い、こうした既存
条項の整備及び適用除外条項の新設を行ったことに応じて、政令において、ＣＯ規定や書面交付
義務規定の適用除外となる具体的な商品の販売又は役務の提供を規定し、法の適用を除外する。



３．特定商取引法の改正ポイント

（２） 訪問販売の規制強化（再勧誘禁止）

11



12

(2)訪問販売の規制強化（再勧誘禁止）

○訪問販売業者に当該契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、契約の勧
誘をすることを禁止。【改正特商法第３条の２】

〈再勧誘禁止規定〉
法第三条の二 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その

相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
２ 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約

を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約
の締結について勧誘をしてはならない。

（詳細は再勧誘禁止規定のガイドラインにて運用方針を定めている）

※テキストP8参照
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(2)訪問販売の規制強化（再勧誘禁止規定のガイドラインのポイント）

訪問販売業者における再勧誘禁止規定（改正法第３条の２）については、実際の取引の現
場での対応について、各事業者においてコンプライアンスの徹底が必要となるため、規定
の解釈についての明確化をガイドライン形式で行うこととする。ガイドラインのポイントは以
下のとおり。

（１）法第3条の２第１項の考え方について

訪問販売における事業者の強引な勧誘により、購入者等が望まない契約を締結させられることを
防止するため、事業者が勧誘行為をはじめる前に、相手方に勧誘を受ける意思があることを確認
するよう努めることが義務づけられている。

この確認行為は、当然のことながら、相手方に勧誘を開始する前に、明示的に行うことが求められ
ている。

具体的には、訪問先で、訪問販売を行おうとする相手方に対して、商品説明等を行う前に、
「当社の販売する商品についてお話を聞いていただけますでしょうか」などと口頭で伝えることが考え
られ、相手方が「はい、いいですよ」等と勧誘を受ける意思があることを示した場合に本項の努力義
務を果たしたこととなる。

実際には、法第３条に規定する氏名等の明示を行う際に、併せて勧誘を受ける旨の意思の確認
が行われることを想定している。
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(2)訪問販売の規制強化（再勧誘禁止規定のガイドラインのポイント）

訪問販売業者における再勧誘禁止規定（改正法第３条の２）については、実際の取引の現場での対
応について、各事業者においてコンプライアンスの徹底が必要となるため、規定の解釈についての明
確化をガイドライン形式で行うこととする。ガイドラインのポイントは以下のとおり。

（２）法第３条の２第２項の考え方について

①「当該売買契約又は当該役務提供契約」について

○ 再勧誘禁止の対象となる「当該売買契約又は当該役務提供契約」とは、勧誘の相手方が契約を
締結しない旨の意思を表示した場合における、その意思の対象たる売買契約又は役務提供契約を
指す。

「当該」に該当するか否かについては、個別事例ごとに判断。
・ある健康食品（サプリメント）の売買契約の締結について勧誘している場合に、「このサプリメント
はいりません」という意思表示がされた場合は、当該サプリメントの売買契約を締結しない旨の
意思表示。

・ある浄水器の売買契約の締結について勧誘している場合に、「浄水器はいりません」という意思
表示がされた場合は、その際に勧誘している特定の型式の浄水器のみならず、広く浄水器全般
について売買契約を締結しない旨の意思表示。

・台所リフォームに係る役務提供契約の締結について勧誘をした際に、「うちはリフォームはしません」
という意思表示がなされた場合には、台所のみならず、リフォーム工事全般について役務提供契約
を締結しない旨の意思表示。



15

(2)訪問販売の規制強化（再勧誘禁止規定のガイドラインのポイント）

②「契約を締結しない旨の意思」について

ⅰ．意思表示の方法について
○ 契約締結の意思がないことを明示的に示すものが該当。具体的には、相手方が「いりません」

「関心がありません」「お断りします」「結構です」など明示的に契約締結の意思がないことを表示し
た場合。

○ 「今は忙しいので後日にして欲しい」とのみ告げた場合など、その場、その時点での勧誘行為に
対する拒絶意思の表示は、「契約を締結しない旨の意思」の表示に当たらない。

○ また、例えば家の門戸に「訪問販売お断り」とのみ記載された張り紙等を貼っておくことは、意思
表示の対象や内容が全く不明瞭であるため、本項における「契約を締結しない旨の意思」の表示に
は該当しない。

ⅱ．意思表示の効果の範囲について
○ 「契約を締結しない旨の意思を表示した者」に対して、その後引き続きの勧誘と再び勧誘を行う

ことを禁止して いる。
○ したがって、同居者の一人が契約を締結しない旨の意思を表示したからといって、他の同居者に
対して勧誘を行うことは直ちに違法とはならないが、一度契約を締結しない旨の意思を表示した者の
住居を訪問することは、例えば同一人物に対する再勧誘を行うこととなる場合があり得るものであり、
そのような場合には違法となる。
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(2)訪問販売の規制強化（再勧誘禁止規定のガイドラインのポイント）

③「勧誘をしてはならない」について

○ 「勧誘をしてはならない」とは、その訪問時においてそのまま勧誘を継続することはもちろん、その
後改めて訪問して勧誘することも禁止。

○ 同一会社の他の勧誘員が勧誘を行うことも当然に禁止される。
○ 勧誘が禁止されるのは、②で示したように「当該売買契約又は当該役務提供契約の締結につい

て」であり、 「当該売買契約又は当該役務提供契約」に当たらない別の商品等の契約についての勧
誘は禁止されない。

○ 同じ商品等の契約であっても、例えば、
・ 数ヶ月から１年単位での契約が通常である商品等については、その期間が経過すれば別の商品

等の契約と考えられる。
・ また、季節毎の商品の入れ替えや毎年の新機種の市場投入がある商品等については、商品の

旧型化による価格低下等が生じるおよそ数ヶ月や１年が経過すれば、別の商品等の契約と考えら
れるなど、その商品等の性質等にかんがみて、相当な期間が経過した場合は、実質的に別の商
品等の契約であると考えられる場合もある。



３．特定商取引法の改正ポイント

（２） 訪問販売の規制強化（過量販売規制）
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(2)訪問販売の規制強化（過量販売規制）

○訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後
１年間は契約の解除等が可能に（消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外）
【改正特商法第９条の２（過量販売解除規定）、法第７条（過量販売行為を指示対象に追加）】

法第九条の二 申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は
売買契約若しくは役務提供契約の解除（以下「申込みの撤回等」という。）を行うことができる。

ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があったときは、この限りでない。
一 その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは指定権利の売買契約

又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供
を受ける役務提供契約

二 当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行する
ことにより申込者等にとって当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利
の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提
供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活に
おいて通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等に
とって当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生
活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と
同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされ
ている回数、期間若しくはその分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結し
た売買契約又は役務提供契約

２ 前項の規定による権利は、当該売買契約又は役務提供契約の締結の時から１年以内に行使しなければ
ならない。

３ 第９条第３項から第８項までの規定は、第１項の規定による申込みの撤回等について準用する。

※テキストP10参照



19

(2)訪問販売の規制強化（過量販売解除の際の精算ルールについて）

○第９条の２として新設された過量販売契約の解除について、代金等の返還に関するルー
ル（精算ルール）は、クーリング・オフ規定と同様となる。

第９条の２に基づいて契約が解除された場合に、代金返還等については、第９条第３項～
第８項が準用されるため、クーリング・オフの場合と同様の取り扱いをすることとなる。

• 損害賠償・違約金の支払いは請求できない
• 引取り費用は事業者負担
• 商品の使用利益や役務の対価は請求できない（商品についてはテキストP29参照）

（改正法第９条第５項で商品について使用利益を請求できないように規定された。）

• 原状回復義務 等

ただし、消耗品に関するクーリング・オフ規定の適用除外（第２６条第４項第１号）等は、
過量販売契約の解除については適用されない。
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(２)訪問販売の規制強化（過量販売に対する行政規制）

 法第７条第３号においては、過量販売に該当する契約の締結について勧誘
することを禁止している。

 しかし、法においては、 法第９条の２に規定する過量販売に該当する契約の
うち、１回で「過量」となる商品の売買契約についてしか規定されていない。

そのため、その他の場合である
・1回で「過量」となる指定権利と役務提供契約の売買契約

・複数回の契約、複数業者による契約で「過量」となる売買契約
・複数回の契約、複数業者による契約で「過量」となる役務提供契約

について省令で規定する。

法第七条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条ま
での規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務
の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、
必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一・二 （略）

三 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超え
る商品の売買契約の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為とし
て経済産業省令で定めるもの

四 （略）

○ 法第7条第3号（指示）の対象として、既に法律で規定されている１回で「過量」となる商
品の売買契約以外の過量販売を省令で規定する。



３．特定商取引法の改正ポイント

（３） 通信販売の規制強化（返品特約の表示）
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(3)通信販売の規制強化（返品特約の表示）

○商品又は指定権利について、返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、
８日間、送料消費者負担で返品（契約の解除）が可能に。 【改正特商法第１５条の２等】

○通信販売における契約の解除等（改正特商法第１５条の２）
法第十五条の二 通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品

若しくは当該指定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した
場合におけるその購入者（括弧書き略）は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日
から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除（以下この条
において「申込みの撤回等」という。）を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特
約を当該広告に表示していた場合（括弧書き略）には、この限りでない。

２ 申込みの撤回等があった場合において、その売買契約に係る商品の引渡しがされているときは、その引取り又
は返還に要する費用は、購入者の負担とする。

○通信販売についての広告（改正特商法第１１条第４号）
法第十一条 （略）
４ 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項（第十五条の二第一項ただし書に規定する

特約がある場合には、その内容を含む。）

○誇大広告等の禁止（改正特商法第１２条）
法第十二条 ・・・・、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項（第十五条の二第一項

ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。）・・・・著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良
であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

○指示（改正特商法第１４条）
法第十四条 （略）
一 通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によって

生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

※テキストP23参照
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(3)通信販売の規制強化（返品特約の表示方法について）

 法第15条の2が新設された趣旨は、ある商品について、返品できるか否か不明
であるといったことから生じるような返品に関するトラブルの回避・防止である。

 そのため、当然ながら、返品特約について極めて小さな文字で表示する等、消
費者に分かりにくい表示方法では、同条の趣旨に合致しないため、広告において返
品特約が明瞭に表示されるようにすることが必要となる。

○ 返品特約の表示方法について、購入者にとって容易に認識することができる方法で表

示させることを省令において規定した上で、消費者に分かりやすい表示方法であると考え
られる優良な事例、消費者に分かりにくい表示方法であるおそれのある事例を、ガイドラ
インによって示す。

法第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件につい
て広告をするときは、 経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事
項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を
記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業
者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一～三 （略）

四 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項（第十五条の二第一項ただし書に規定す
る特約がある場合には、その内容を含む。）

五 （略）
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 広告媒体によっては、広告スペースや時間に制約がある場合も多いた
め、あらゆる場合について、返品に関する事項を画一的に表示しなければ
ならないとすることは、現実的でなく、事業者にとって過度な負担を生ずる
可能性がある。

 さらに、返品に関する事項の全てを表示することで、消費者の返品に関
する事項についての理解を困難にする等、むしろ消費者にとって有益とな
らない場合もあり得る。

省令第九条 法第十一条本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件について広告を
するときは、 次に定めるところにより表示しなければならない。
一・二 （略）

三 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項（法第十五条の二第一項ただし書に規定
する特約がある場合には、その内容を含む。）については、顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方
法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること。

そこで、返品特約の表示方法については、購入者にとって見やすい箇所
において明瞭に判読できるように、容易に認識することができるように表示
させることを省令に規定した上で、詳細については、広告媒体毎の差異を
加味しつつ、消費者に分かりやすい表示方法であると考えられる優良な事
例、消費者にとって分かりにくい表示方法であるおそれのある事例を、ガイ
ドラインにおいて示すこととする。
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法第１１条の各表示事項について、必要最低限の事項以外については、広告での表示を省略し、
消費者からの請求に応じて、別途送付する書面等で表示することが認められている。

返品に関するトラブルの主な原因となっている 「返品の可否」・「返品の条件」・「返品に係る送料
負担の有無」についてまで省略を認めると、法第15条の2の趣旨が実現できないため、これらに

ついては、省略を認めないこととする。

○ 返品に関する事項につき、返品に関するトラブルの主な原因となっている 「返品の可否」・「返品の
条件」・「返品に係る送料負担の有無」 については省略を認めず、それ以外については、広告表示の
省略を可能とする。

(3)通信販売の規制強化（広告表示事項の省略について）

省令第十条 法第十一条ただし書の規定により同条第一号及び第八条第一項第四号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金

銭を表示しないことができる場合はその金額を全部表示しない場合とし、この場合において法第十一条各号に定める事項（第八条第一項第三号
及び第六号から第九号までに掲げる事項並びに法第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合にあっては、商品若しくは指定権利
の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除（以下この条において、「申込みの撤回等」という。）の可否、申込みの撤回等が可能である場合
にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は指定権利の引取り若しくは返還に要する費
用の負担に係る事項を除く。）の一部を表示しないことができる。

２ 購入者は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第十一条第二号から第五号までに定める事項（第八条第一項
第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項及び法第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合にあっては申込みの撤
回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商
品又は指定権利の引取り若しくは返還に要する費用の負担に係る事項を除く。）の一部を表示しないことができる。ただし、（以下 略）

法第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、
経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該
広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知
覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を遅滞なく提供する旨の表
示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 ～五 （略）
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(3)通信販売の規制強化（インターネット通販における最終申込み画面での返品特約の表示方法について)

 法第15条の2において、いわゆるインターネット通販の場合には、広告に表示する以外の方法
においても返品特約を表示することを規定している。

 その背景としては、インターネット通販の場合には、例えば、消費者が申込みに至る途中段階
においてブックマークを行い、後日、ブックマークからウェブページに再度アクセスし、広告におい
て表示されている内容を確認することなく申込みを行うことが可能であることなどがあげられる。

○ インターネット通販を行う場合は、広告に加えて、いわゆる「最終申込み画面」においても、返品に関
する特約を表示していないと、返品特約を有効にすることができないこととする。

省令第十六条の二 法第十五条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める方法は、顧客の電子計算機の映像面に表示される顧

客が商品又は指定権利の売買契約の申込みとなる電子計算機の操作を行うための表示において、顧客にとつて見やすい箇所に明
瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示する方法とする。

広告以外に返品特約について表示させる場所は、省令で定めることとなっているところ、
商品等の売買契約の申込みとなるいわゆる「最終申込み画面」であれば、申込みをする以
前に、必ず消費者が確認する部分であるため、ここに表示しなければ、返品特約を有効に
することができないこととする。（なお、表示方法については、広告における表示方法に準じ
たものとする。）

法第十五条の二 通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権
利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者（括弧書き略）
は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申
込みの撤回又はその売買契約の解除（以下この条において「申込みの撤回等」という。）を行うことができる。ただし、当該販売業者が
申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合（当該売買契約が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二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他経済産業省令で定める場合にあっては、当該
広告に表示し、かつ、広告に表示する以外の方法であって経済産業省令で定める方法により表示していた場合）には、この限りでない。

二 （略）
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(3)通信販売の規制強化（通信販売における返品特約の表示についてのガイドラインについて)

○各広告媒体に共通の事項

（１）表示サイズ・表示箇所
返品特約を極めて小さな文字で表示することや、広告中で消費者が認識しづらい箇所に表示すること

は、消費者にとって容易に認識することができるよう表示しているとはいえない。表示サイズや表示箇所
に関して消費者が認識しやすい方法で表示する必要がある。

（２）返品特約以外の事項との区別がはっきりしていること
返品特約が、申込み方法や振込方法等の他の事項に紛れ、埋没しないような方法で表示されている

必要がある。
例えば、商品の価格や申込先の電話番号等、消費者が確実に確認すると考えられる事項が表示さ

れている箇所の近くに表示することや、他の事項と区別がつくよう、「返品に関する事項」等の表題を掲
げて区別した上で表示する等の
措置が必要となる。

本ガイドラインでは、広告媒体（カタログ・雑誌、インターネット、テレビ、ラジオ）毎に、どのような表示
であれば消費者にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるような優良な表示であり、どのよう
な表示であれば顧客にとって容易に認識することができない表示となるかについて例を示すものであ
る。

省令第九条 法第十一条本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件について広告を
するときは、 次に定めるところにより表示しなければならない。
一・二 （略）

三 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項（法第十五条の二第一項ただし書に規定
する特約がある場合には、その内容を含む。）については、顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方
法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること。
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(3)通信販売取引の規制強化（通信販売における返品特約の表示についてのガイドラインについて)

○各広告媒体に共通の事項

（３）「返品の可否」「返品の条件」「返品に係る送料負担」の表示方法
これらについては、返品に関するトラブルの主な原因となっているため、他の事項に比してより明瞭な方法での表示

が必要である。例えば、商品の価格や申込先の電話番号等、消費者が確実に確認すると考えられる事項が表示され

ている箇所に近接して表示する、商品の価格等と同じ文字の大きさとする、色文字・太文字を用いる、返品特約におけ
る他の事項（返金方法等）よりも大きな文字とするなどの措置が必要となる。

（４）全ての商品に適用される共通のルールについて表示したページ等の活用

返品特約は、広告中においてそれぞれの商品ごとにその全てを表示することが原則となるものの、広告には様々な
形態が存在し、スペースや時間に制限のあるものも多く、さらに、返品特約についてその全てを商品ごとに表示すると、
情報量が非常に多くなり、消費者の利便にも資さない可能性がある。他方、主に、カタログ通販やインターネット通販に
おいて、「ご利用ガイド」等、全ての商品に適用される共通のルールについて表示したページ等において一括して返品
特約を表示しているものがある。このような表示方法は、広告スペースの制約に対応できるだけでなく、個別商品ごと
に説明を繰り返すよりも消費者に分かりやすい場合もある。そのため、共通表示部分を活用した表示方法であっても、
消費者にとって容易に認識することができるよう表示していると考えられる場合もある。

以下、次ページより個別広告媒体毎の特性を踏まえた表示例について

本ガイドラインでは、広告媒体（インターネット、カタログ・雑誌、テレビ、ラジオ）毎に、どのような表示であれば消費者

にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるような表示であり、どのような表示であれば顧客にとって容易に認
識することができない表示となるかについて例を示すものである。



払い込み方法について

返品について

• 原則、○日間返品可

• 送料はお客様負担

• 以下の場合は返品不可

1.食料品
2.DVD開封後
3.下着類（靴下含み、色柄付きのＴシャツ含まず。）
4.飲食料品（サプリメントは含まず。）

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
●

●

●

●

●

ご利用ガイド

宣伝文句

返品不可

無期限返品可
（送料お客様負担）

○日以内、送料お客様
負担の返品可

（例外有り、詳しくはご
利用ガイドＰ○に。）

（図1）カタログ等紙媒体により広告をする場合（消費者に分かりやすい表示方法）

価格・仕様等、
商品詳細

商品名

タイトル
0120－○○○－○○○

お申し込みはこちらから。
返品は原則○日間可（詳しくはＰ．○○に）

①共通表示部分に
返品特約について表
示する場合は、その
旨を、電話番号等、
消費者が必ず確認
する事項の近くに、
十分な大きさの文字
で表示しているもの。

⑤返品特約につ
いて表示している
箇所が明瞭にな
るよう、このような
タイトルを設けて
他の事項と区別
できるようにして
いるもの。

⑥返品特約におけ
る重要事項につい
ては、返品送料の
決済方法等、その
他の事項以上に、
明瞭に表示（赤字
での表示、表示サ
イズを大きくするな
ど）されているもの。

商品名

宣伝文句

価格・仕様等、
商品詳細

広告画面 共通表示部分

返品Ｂ
又は

返品Ａパターンについて

● 返品送料の決済方法は、・・・

●

•○日間返品可

• 送料はお客様負担

•以下の場合は・・

返品Ｂパターンについて
•無期限返品可（送料お客様負担）

返品Ａ

⑧「返品Ａ」等のマー
クを商品ごとに付し、
その上で返品特約の
詳細については共通
表示部分で表示して
いるもの。

⑦それぞれの商品について、いかなる返品特
約が適用されるかが明確であるもの。
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②返品特約について、その
他の事項に埋没せず、また、
消費者が容易に認識できる
よう、商品の価格等、消費
者が必ず確認する事項の
近くに、十分な大きさの文
字で表示等しているもの。

又は

④条件付きで返品が可能
な場合、返品が可能な期
間等、重要事項について
は各商品ごとに表示した
上で、その他詳細は共通
表示部分で表示している
もの。

③返品が原則可能である
場合に、条件が期間等し
かない場合は、それにつ
いてのみ表示すれば足り
る。



• 返品は原則、○日間返品可

• 送料はお客様負担

• 以下の場合は返品不可
（下着類、飲食料品、DVD

（開封後）等、購入後価値
が極めて低下するものは
返品不可）

●

●

●

ご利用ガイド

宣伝文句

（図2）カタログ等紙媒体により広告をする場合（消費者に分かりにくい表示方法）

価格・仕様等、
商品詳細

商品名

○○コーナー
0120－○○○－○○○

お申し込みはこちらから。

①共通表示部分に返
品特約について表示し
ているにもかかわらず、
その旨を消費者に案
内していないもの。

⑤返品特約につ
いて表示している
箇所が他の事項
のなかに埋没し
てしまっているも
の、また、返品特
約における重要
事項について、
明瞭に表示がな
されていないもの。

商品名

宣伝文句

価格・仕様等、
商品詳細

②返品特約について、
何らの表示も行ってい
ないもの。

広告画面 共通表示部分

返品不可

④返品特約について、
電話番号等、消費者
が必ず確認する事
項の近くに表示せず、
ページの隅等で、極
めて小さな字で表示
しているため、消費
者が認識しづらいも
の。

③返品特約について、
文字での表示だけで
なく、何らのマーク表
示も行っていないよう
なもの。

•払い込み方法について
•代引き手数料について
•保証料について

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

⑥「～類等、・・・」といった、
様々な種類の商品が含まれう
る表現のみを用い、広告して
いる商品のうち、どの商品が
返品特約の対象となるか不分
明であるようなもの。
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ご利用ガイド
ジュエリー グルメ スポーツ ご利用ガイド● ● ●

検索
カートを見る ログイン マイアカウント

●

●

●

商品名

詳細はこちら

商品番号：○○○○○

¥○○,○○○

カラー 個数 在庫

選択 ▼

選択 ▼

選択 ▼

残りわずか

残りわずか

在庫なし

※個数をご確認の上、下の
ボタンをクリックしてください

カートに入れる

●

●

●

※原則○日以内まで返品可
（送料はお客様負担） 詳細はこちら

こちらもおすすめ

○○○○○

¥○○,○○○

この商品を見た人が、買っています

○○○○○

¥○○,○○○

商品の仕様

商品の特徴

●

●

●

●

●

●

（カタログ等紙媒体による
広告の場合と同様）

（図3）インターネットにより広告をする場合（消費者に分かりやすい表示方法）

返品Ａ

①共通表示部分に返品特約
について表示する場合、広告
から申込みに至る全段階にお
いて、ご利用ガイドや、（返品
についての）「詳細はこちら」
等の表示をクリックすると、共
通表示部分が表示されるもの。

②返品特約について、その他の事項と埋
没せず、また、消費者が容易に認識でき
るよう、「カートに入れる」等の申込みを行
うための表示等の近くに、十分な大きさの
文字で表示（例：ＰＣであれば、12pt以上）

等しているもの。また、原則返品が可能で
あるものの、条件が付されている場合は、
その詳細を広告画面又は共通表示部分
で表示しているもの。 31

広告画面 共通表示部分



ご利用ガイド
ジュエリー グルメ スポーツ ご利用ガイド● ● ●

検索
カートを見る ログイン マイアカウント

●

●

●

商品名

商品番号：○○○○○

¥○○,○○○

カラー 個数 在庫

選択 ▼

選択 ▼

選択 ▼

残りわずか

残りわずか

在庫なし

※個数をご確認の上、下の
ボタンをクリックしてください

カートに入れる

●

●

●

こちらもおすすめ

○○○○○

¥○○,○○○

商品の仕様

商品の特徴

●

●

●

●

●

（カタログ等紙媒体による
広告の場合と同様）

（図4）インターネットにより広告をする場合（消費者に分かりにくい表示方法）

②共通表示部分に返
品特約について表示し
ているにもかかわらず、
その旨を消費者に案内
しておらず、また、「ご
利用ガイド」等をクリッ
クしても、すぐには共通
表示部分が表示されな
いもの。

③返品特約について、
何らの表示も行ってい
ないもの。

①返品特約について、
文字での表示だけでなく、
何らのマーク表示も行っ
ていないようなもの。

返品不可

④返品特約について、「カートに入れ

る」等の申込みを行うための表示等か
ら、極めて離れた箇所で表示し、何度
もスクロールしなければ表示されない
ような、ページの隅等で、極めて小さ
な字で表示しているため、消費者が認
識しづらいもの。
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共通表示部分広告画面



ご注文内容の確認

商品番号／商品名 税込価格 数量 小計 送料 計

お支払金額 ￥○○，○○○

注文を完了する

商品番号／商品名 税込価格 数量 小計 送料 計

商品番号／商品名 税込価格 数量 小計 送料 計

返品Ａ：送料お客様負
担の返品可。

返品Ｂ：原則返品可だ
が、条件あり。

返品Ｃ：いずれも返品不
可。

送料等の説明

ご利用ガイド
ホーム

（図5）インターネットにより広告をする場合（最終申込み画面における消費者に分かりやすい表示方法）

（カタログ等紙媒体による
広告の場合と同様）

ジュエリー グルメ スポーツ ご利用ガイド● ● ●

返品

返品

返品

Ａ

Ｂ

Ｃ

お届け先
指定 ・・・ ・・・ ご注文

内容の確認

詳細はこちら

①共通表示部分に
返品特約について表
示する場合、ご利用
ガイドや、（返品につ
いての）「詳細はこち
ら」等の表示をクリッ
クすると共通表示部
分が表示されるもの。

②購入の申込みを行う商品
について、各々異なる返品
特約が適用される場合は、
マークを用いる等、返品特
約について商品ごとに表示
しているもの。
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共通表示部分

戻る

商品代金 ￥○○，○○○

送料 ￥ ○，○○○

申込み画面



ご注文内容の確認

商品番号／商品名 税込価格 数量 小計 送料 計

商品代金 ￥○○，○○○

送料 ￥ ○，○○○

お支払金額 ￥○○，○○○

戻る 注文を完了する

商品番号／商品名 税込価格 数量 小計 送料 計

商品番号／商品名 税込価格 数量 小計 送料 計

送料等の説明

ご利用ガイド
ホーム

（図6）インターネットにより広告をする場合（最終申込み画面における消費者に分かりにくい表示方法）

（カタログ等紙媒体による
広告の場合と同様）

お届け先
指定 ・・・ ・・・ ご注文

内容の確認

①インデックスタブ等、それ
をクリックすると共通表示部
分が表示されるものが、表
示されていないため、共通
表示部分を容易に表示する
ことができないもの。

②購入の申込みを行う商品について、
各々異なる返品特約が適用されるにも
かかわらず、返品特約について何らの
表示も行っていないもの。

返品不可

③返品特約について、何度
もスクロールしなければ表
示されないような、ページの
隅等で表示しているため、
消費者がそれを認識しづら
いもの。
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共通表示部分申込み画面



22：15

商品名
商品の詳細

●

●

●

●

●

価格
○,○○○円 ※返品可

（一部例外あり。詳細は広告の最後で）

0120 -○○○-○○○

○○
テレビショッピング

返品
について

●

●

●

●

●

（図7）TVにより広告をする場合（消費者に分かりやすい表示方法①）
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①電話番号が表示された際は、常に、返品特約についても表示してい
るもの。なお、電話番号が常に表示されている場合に、画面構成上の
問題等から常に表示することが困難である場合は、例えば商品の詳細
についての説明と、返品に関する事項についての説明が、交互に現れ
るような方法や、返品特約の詳細については広告の最後で表示してい
るもの。



22：20

0120 -○○○-○○○

○○
テレビショッピング

受付明日まで（午前～時から午後～時まで）
※電話番号はお間違えのないようお願いいたします。

○返品原則可
※以下の場合は不可。
使用後
商品到着から○日以後

※保証○年間

※ ・・・・

返品について

その他

①返品特約について表示して
いる箇所が明瞭になるよう、こ
のようなタイトルを設けて他の
事項と区別できるようにしてい
るもの。

③返品特約における重要事項に
ついては、返品送料の決済方法
等、その他の事項以上に、明瞭
に表示（赤字での表示、表示サイ
ズを大きくするなど）されているも
の。

②電話番号が表示された際は、常に、返品特約についても表
示しているもの。なお、電話番号が常に表示されている場合に、
番組構成上の問題等から、常に表示することが困難である場
合は、消費者が返品特約について容易に認識できる程度の時
間、返品特約について表示しているもの。また、口頭でも表示
することが望ましい。

（図8） TVにより広告をする場合（消費者に分かりやすい表示方法②）

36

○返品のための送料はお客様負担。

※返品のための送料は、以下の決済方法で・・・
※・・・・



22：15

0120 -○○○-○○○

○○
テレビショッピング

①電話番号が表示されているにもかかわらず、返品
特約について何らの表示も行っていないもの。

（図9） TVにより広告をする場合（消費者に分かりにくい表示方法①）
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商品名
商品の詳細

●

●

●

●

●

価格
○,○○○円



22：20

0120 -○○○-○○○

○○
テレビショッピング

受付明日まで（午前～時から午後～時まで）

※電話番号はお間違えのないようお願いいたします。

※・・・
※返品原則可
※使用後・商品到着から○日以後は不可。
※返品のための送料はお客様負担。
※保証○年間
※返品のための送料は、以下の決済方法で・・・
※・・・

※・・・

②返品特約について表示して
いる箇所が他の事項のなかに
埋没してしまっているもの、また、
返品特約における重要事項に
ついて、明瞭に表示がなされて
いないもの。

①消費者が返品特約
について容易に認識
できない程度の時間
しか表示しないもの。

（図10） TVにより広告をする場合（消費者に分かりにくい表示方法②）
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（図11）ラジオにより広告をする場合（消費者に分かりやすい表示方法）

「この商品は○○が良く・・・」

「詳細は～～であり・・」

「お届け、返品などについては、ご注
文の際にお尋ね下さい。窓口の電話
番号は・・」

①返品特約については、お問い合わせ窓
口等で確認できる旨を、明瞭に消費者に
伝達しているもの。

「この商品は、到着から○日以内でご
ざいましたら返品が可能です。ただし、
ご使用されますと返品することができ
ませんので、ご注意下さい。また、返
品のための送料はお客様にご負担い
ただくこととなります。」

「お申込み手続きに入ります・・。」

②電話口で、返品特約について、消費者
が容易に認識することができるよう、申込
み手続きに入る前に、明瞭に伝達している
もの。
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（図12）ラジオにより広告をする場合（消費者に分かりにくい表示方法）

「この商品は○○
が良く・・・」

「お届け、返品などについては、ご注文の
際にお尋ね下さい。窓口の電話番号は・・」

「詳細は～～であ
り・・」

②返品特約について、お問い合
わせ窓口等で確認できる旨を表
示しているものの、極めて小さな
音声や早口で表示するものや、
他の事項に埋没してしまうような
方法で表示しているもの。

「この商品は○○
が良く・・・」

「詳細は～～であ
り・・」

①返品特約に関することについ
て、何らの表示も行っていないも
の。

「お電話ありがとう
ございます。早速、

お申込み手続き
に入ります・・。」

「ご購入する商品
について確認いた
します・・」

③電話口において、返品特約
に関することについて、何ら
の伝達も行っていないもの。

④電話口で、返品特約について消費
者に伝達しているものの、極めて小さ
な音声や早口で伝達するものや、他の
事項に埋没してしまうような方法で伝
達しているもの。

「お電話ありがとう
ございます。早速、

お申込み手続き
に入ります・・。」
「返品はできません。」

「ご購入する商品
について確認いた
します・・」
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(3)通信販売の規制強化（電子メール広告）

○消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信を原則禁止(オプトイン規制）。
【改正特商法第１２条の３ 等】
→ 平成２０年１２月１日より施行

○消費者からあらかじめ請求や承諾を得ていない限り、電子メール広告の送信を原則禁止

○電子メールに加え、携帯電話の「ショートメールサービス(ＳＭＳ)」を利用した広告も規制対象に追加

（適用除外）

１）「契約の成立」「注文確認」「発送通知」などに付随した広告

→契約内容や契約履行に関する通知など「重要な事項」を通知するメールの一部に広告が含まれる場合

２）メルマガに付随した広告

→消費者からの請求や承諾を得て送信する電子メールの一部に広告を掲載する場合

３）フリーメール等に付随した広告

→インターネット上で、無料でメールアドレスを取得できるサービスで、無料の条件として、利用者がそのアドレス

からメールを送ると、当該メールに広告が掲載されるもの等）の一部に広告を掲載する場合。

※テキストP24参照
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(3)通信販売取引の規制強化（承諾の取得について）

○電子メール広告をすることの承諾について、消費者が容易に認識できるよう表示しなくて
はならない。

→容易に認識できる方法か否か等について、
〈望ましい例〉と〈望ましくない例〉をガイドラ インで例示

（A）当該事業者のみからの電子メール広告の送信について承諾を得る場合
（画面例１、２）

（B）複数の事業者からの電子メール広告の送信について承諾を得る場合
（画面例３、４）

※ガイドラインは例示の一つに過ぎないため、他の承諾取得の方法であっても、事業者等
は消費者にとってよりわかりやすい表示になるようにすることが重要



（画面例１）
〈望ましい例〉

（A）当該事業者のみからの電子メール広告の送信について承諾を得る場合
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（画面例２）
〈望ましくない例〉

（A）当該事業者のみからの電子メール広告の送信について承諾を得る場合
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（画面例３）
〈望ましい例〉

（B）複数の事業者からの電子メール広告の送信について承諾を得る場合
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（画面例４）
〈望ましくない例〉

（B）複数の事業者からの電子メール広告の送信について承諾を得る場合
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○電子メール広告を送信することについて消費者からの請求や承諾を受けた場合は、その
記録を、電子メール広告を最後に送った日から３年間保存しておかなくてはならない。

○承諾等した消費者が、その後拒否した場合であっても、最後に電子メール広告を送信し

た日から３年間は請求や承諾の記録の保存が必要

(請求や承諾の記録についての考え方）

１）それぞれの消費者ごとに請求や承諾を得たことを示す書面または電子データなどの記

録を保存。

２）ただし、事業者が以下に示す条件を全て満たしている場合は、消費者からの請求や承
諾を得るために表示した定型的な内容を示す書面または電子データなどの記録とその

内容が表示された時期を示す記録を保存することで足りる。

①請求や承諾を得るにあたり、定型的な様式を表示し、又は用いていること

②当該定型的な内容の表示が、消費者にとって当該電子メール広告の請求や承諾

となるものであることが容易に認識できるように表示してあること

③個々の消費者から得た請求又は承諾に関する情報を、一覧性のある形で編集し

ていること

(3)通信販売取引の規制強化（承諾の記録について）
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３．特定商取引法の改正ポイント

（４） その他（訪問販売協会による自主規制強化、
罰則の強化）

48
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(４)その他（訪問販売協会による自主規制強化）

○訪問販売協会（消費者救済基金の創設、会員管理の強化）
【改正特商法第２７条の２ 等】

※テキストP33参照

法第二十九条の二 訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解
除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその承諾の意思表示をこの法律の
規定により取り消して当該会員に支払った金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なくその金銭の返還がされない場合に、そ
の者に対し、一定の金額の金銭を交付する業務を行うものとする。

２ 訪問販売協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要する費用に充てることを条件として会員から出えんされた金額の
合計額をもってこれに当てるものとする。

３～４ （略）
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(４)その他（罰則の強化）

○違反事業者に対する罰則を強化【改正特商法第７０条 等】
・不実の告知、重要事項不告知、威迫・困惑 （改正法第７０条）については、

２年以下の懲役又は３００万円以下の罰金（又は併科）
→ ３年以下の懲役又は３００万円以下の罰金（又は併科）

・公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘（改正法第７０条の３）については、
６カ月以下の懲役又は１００万円以下の罰金（又は併科）

→ １年以下の懲役又は２００万円以下の罰金（又は併科）

等
※テキストP30参照



４．その他

(１) 営業所等の定義について

(２) 展示会商法等に係る通達改正について

(３) 消費者団体訴訟制度について
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（１）営業所等の定義について

○ 指定制撤廃に伴い郵便ポストの利用等、「営業所等」における取引と変わることのな
い販売又は役務の提供について、法の射程外であることを明確化するため、自動販
売機等を「営業所等」に追加する。

省令第一条 特定商取引に関する法律（以下「法」という。）第二条第一項第一号の経済産業省令で定める場所は、次の各号に掲
げるものとする。
一～四 （略）

五 自動販売機その他の設備であって、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている
場所
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（２）展示会商法等に係る通達改正について

○ 展示会商法等への対応として、 ２、３日以上の期間にわたり商品を陳列し、販売の
ための固定施設を備えている場合でも、その場で販売員が取り囲む等の他にも例示
を追加し、消費者が自由意思で契約締結を断ることが困難な状況で販売が行われる
時は、外形要件を満たしていても「営業所等」に該当しないよう通達を明確化する。

（具体例）
・販売員が消費者を取り囲んだり、消費者に強引に商品を使用させ、あるいはその一部を費消させて勧誘すること
・高額商品等の特定の商品についてのみ繰り返し勧誘するなど、陳列された商品を自由に選ばせることなく勧誘
すること

・勧誘に際して、消費者の履き物を隠すなどによりその場からの消費者の退出を妨げること

省令第一条 特定商取引に関する法律（以下「法」という。）第二条第一項第一号の経済産業省令で定める場所は、次の各号に掲げる
ものとする。
一 営業所
二 代理店
三 露店、屋台店その他これらに類する店
四 前３号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であって、店舗に類するもの
五 自動販売機その他の設備であって、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所

通達

省令第１条第４号の「一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であって、店舗に類するもの」は、これら以外の
比較的短期間に設定されるものを念頭においており、①最低２、３日以上の期間にわたって、②商品を陳列し、消費者が自由に商品
を選択できる状態のもとで、③展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うものをいう。
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（２）展示会商法等に係る通達改正について

○ 政令第１条第１号では、事業者が販売意図を明らかにしないで消費者を営業所その他
特定の場所へ来訪を要請するアポイントメントセールスの誘引方法（電話、郵便、ＦＡＸ、
電子メール、ビラ、パンフレット、住居を訪問して等）を規定している。

○販売目的隠匿の誘引について、通達で「あなたは選ばれたので○○を取りに来て下さ
い。」と告げる場合や「見るだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定している場
合等には、当該商品について勧誘する意図を告げたことにはならないと規定している。
「営業所等」の解釈とは別に展示会商法等の対応として、それらの例示に加え、

・着物の着付け教室と同会場で着物の即売会が行われる場合において、実際には着物
を購入しなければ講習自体も受けられないにもかかわらず、着付け教室のみの参加
が可能であるように表示するなどしているときには、当該商品について勧誘する意図を
告げたことにならない。

・パーティーや食事会等への招待のように告げながら、パンフレット等に消費者の目に
留まらないような小さい文字で「新作商品をお勧めする即売会があります。」と記載す
るなど、実質的に販売する意図が示されているとは言えない場合は、勧誘する意図を
告げたことにはならない。

旨を通達で明確化する。
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（３）消費者団体訴訟制度について

○消費者契約法に定められた「消費者団体訴訟制度」（※）について、差止請求の対象と
なる不当行為類型が、特定商取引法・景品表示法にも拡大されたところ。

○特定商取引法関連部分については、改正特定商取引法の施行と同時（本年１２月１日）
に施行されることとなる。

（※）概要

適格消費者団体は、販売業者等が、訪問販売・電話勧誘販売・通信販
売・特定継続的役務提供・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引といっ
た特定商取引類型に関し、不特定かつ多数の者に対して、

不実告知、故意の事実不告知、威迫・困惑等の不当な勧誘行為
著しく虚偽又は誇大な広告

クーリング・オフを無意味にするような特約又は契約の解除等に伴
う損害賠償等の額を過大にする特約等を含む契約の締結

を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該行為の差止請求をするこ
とができることとする。



改正特定商取引法の詳細等については、
ウェブサイトの「消費生活安心ガイド」を

ご利用ください。

Ｎｏ！トラブルのための情報サイト 「消費生活安心ガイド」

www.no-trouble.jp
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