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『特定商取引に関する法律（「特定商取引法」）』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し、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です。

※［旧名称は、訪問販売に関する法律（「訪問販売法」）］

◆消費者が自ら求めないのに、突然、勧誘を

受けるもの。

１．訪問販売

自宅への訪問販売、キャッチセールス等

２．電話勧誘販売

電話で勧誘し、申込みを受ける販売

◆事業者と対面して商品や販売条件を確認

できないもの。

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

より申込みを受ける販売

◆長期・高額の負担を伴うもの。

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。

＜現在対象となっている６役務＞
①エステ ②語学教室 ③家庭教師

④学習塾 ⑤結婚紹介サービス

⑥パソコン教室

◆ビジネスに不慣れな個人を勧誘するもの。

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。（いわゆるマルチ商法）

６．業務提供誘引販売

「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、商品等を販売して金銭

負担を負わせる取引。（内職商法など）
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（１）行政規制
※法違反に対しては、行政処分（指示命令、業務

停止命令）又は罰則の適用がある。

①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

告げることの義務づけ。

②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）の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為

の禁止。

③広告規制

ⅰ 広告をする際には、重要事項を表示

することを義務づけ。

ⅱ 虚偽・誇大な広告の禁止

④書面交付義務

契約締結時に、重要事項を記載した書面

を公布することを義務づけ。

（２）民事ルール
※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。

①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。

②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。
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法律制定・改正の経緯

昭和５１年 「訪問販売法等に関する法律」の制定

（訪問販売、通信販売、連鎖販売取引が対象）

昭和５９年 クーリング・オフ期間を延長

（4日→7日：消費者団体等からの要望）

昭和６３年 物品のみならず役務（サービス）の割合が高いことを受け、

「指定役務」と「指定権利」を追加（クーリング・オフ→８日）

平成 ８年 電話勧誘による苦情相談が急増、「電話勧誘販売」を追加

平成１１年 エステ等の苦情相談が増加、「特定継続的役務提供」を追加

平成１２年 内職商法、モニター商法等の勧誘トラブルが急増、「業務提供

誘引販売取引」を追加。

法律名を 「特定商取引に関する法律」へ改称

平成１４年 インターネット普及に伴い「迷惑メール」が社会問題化、

対応のため販売業者に対し「オプトアウト規制」を導入

平成１６年 悪質な訪問販売等（販売目的を隠匿した勧誘、虚偽説明等）

に対する規制等の強化

平成２０年 訪問販売、インターネット取引の規制等の強化（今回の改正）
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今回の法律改正
（平成２０年６月１８日公布、平成２１年１２月１日施行）

規制の抜け穴解消

訪問販売規制の強化

インターネット取引等

の規制の強化

◆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、「訪問販売」、「電話勧誘販売」、「通信販売」を

規制対象とする。

◆ その上で書面交付やクーリング・オフになじまない商品・役務は、

当該規制から除外する。

◆業者に当該契約を締結しない旨の意思表示をした消費者に対して

は、契約の勧誘をすることを禁止。
◆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年間は契約解除等が可能。

（消費者にその契約を結ぶ特別の理由があったときは例外）

◆返品の可否・条件・送料負担を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。

◆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。

４



罰則の強化

自主規制の強化

＜参考＞

割賦販売法の改正

◆ 違反事業者に対する罰則を強化。

不実告知、重要事項不告知

懲役２年以下 → 懲役３年以下へ強化

◆ 訪問販売協会による自主規制の強化。

◆割賦の定義を見直し、２ヶ月以上後の１回払い、２回払いも規制の

対象となる。（改正前は、３回払い以上）

◆ 別法で消費者被害の是正等をできるものを除き、原則全ての商品

・役務を扱う取引を規制対象。

◆ 個別クレジットを行う事業者を登録制として、行政による監督規定

を導入、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の与信することを禁止。

◆ 虚偽説明や過量販売等で契約が解除される場合、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請求も可能になる。

◆ 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、支払能力を超える与信を禁止。

今回の法律改正
（平成２０年６月１８日公布、平成２１年１２月１日施行）
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改正のポイント（規制の抜け穴解消）

●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
規制対象とする。

●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、政令で全面的に適用除外又は部分的に適用除外とする。（法第２６条に規定）

＜全面適用除外されるもの＞
①営業のために又は営業として行われる取引

②本邦外にある者に対して（商品の輸入など）

③国又は地方公共団体が行うもの

④団体の構成員向け（労働組合等）

⑤事業者がその従業員に対して行うもの

⑥株式会社以外が発行する新聞の販売

⑦弁護士が行う弁護士法に規定する役務

⑧次に掲げる販売又は役務

○金融商品取引法、宅建業法、旅行業法

○他の法令で消費者の利益を保護することが

できると認められるとして政令で定めるもの

ⅰ 金融取引に関するもの（１９法律）

ⅱ 通信・放送に関するもの（４法律）

ⅲ 運輸に関するもの（９法律）

ⅳ 法律に基づく国家資格の業務（７法律）

ⅴ その他（１０法律）

＜部分的適用除外されるもの＞
○書面交付とクーリング・オフ規定の適用除外

・当該役務の全部の履行が契約締結後、直ちに

行われることが通例である役務

（キャッチセールスで行われる飲食店等）

○クーリング・オフ規定のみ適用除外

・購入者等との間で販売条件等の交渉が相当期間

にわたり行われるのが通常である商品、役務

（自動車販売、自動車リース）

・契約締結後速やかに提供しないと消費者利益を

著しく害するおそれがある役務
（葬儀、供給義務が課せられている電気・ガス・熱供給）

・いわゆる消耗品などで使用又は一部使用した場合

（化粧品等７類型に、配置薬を追加）

・少額の現金取引（３０００円未満）

・相当期間品質を保持することが難しい商品
（該当なし）
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改正のポイント

（訪問販売の規制強化：再勧誘禁止）

訪問販売業者に「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。（法第３条の２で規定）

＜第１項＞

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。

＜第２項＞

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。

（参考）

法第３条の２第１項の規定は努力義務であり、違反に対する罰則等は無い。

法第３条の２第２項の規定に違反は、行政処分の対象となる。

○行政処分の内容

①法第７条第１項の規定に基づく指示（必要なとるべき措置）

②法第８条第以降の規定に基づく業務の停止命令（期限１年以内）
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再勧誘禁止規定のガイドライン

１．法第３条の２第１項の考え方

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

ことを確認することが義務づけられている。

具体的には、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し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（消費者）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になる。

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。

訪問販売業者における再勧誘禁止規定については、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ガイドラインにより

明確化する。（以下、ガイドラインのポイント）
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２．法第３条の２第２項の考え方

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、個別事例ごとの判断となる。

・ある健康食品の売買契約の締結について勧誘している場合に、

『この健康食品はいりません』 という意思表示がされた場合は、当該健康食品
の売買契約を締結しない旨の意思表示にあたる。

・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

の意思表示にあたる。

・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

にあたる。
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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

・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、『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は該当する。

・『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
表示には該当しない。

・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、『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
・ある住居において、『同居人の一人』 が契約を締結しない旨の意思を表示したからと

いって、『他の同居人』 に対して勧誘を行うことは直ちに違法とはならない。

・しかし、一度契約を締結しない旨の意思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。

『同一人物』 に 『再勧誘』 を行う場合は違反となる。
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③「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、①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、季節ごと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、相当の期間が

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。
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改正のポイント
（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となる。

（法第９条の２で規定）

① ある事業者の１回の販売行為が過量な商品等の契約となる場合、消費者がその過量な商品等の契約を

締結するに当たり特別な事情がない限り、過量という外形的な要件で解除が認められる。

※消費者が過量販売を必要とする特別の事情とは、例えば、消費者が「親戚に配る」など過量な契約を

必要とする事情を事業者が確認して立証できた場合には解除が認められません。

② 過去の消費者の購入の累積から、ある事業者の販売行為によって過量になること、もしくは、既に過量

であるのに重ねて販売する場合、消費者がその過量な商品等の契約を締結するに当たり、特別な事情が

ない限り、過量という外形的な要件で解除が認められる。

○ 契約が解除された場合の代金等の返還に関するルールは、クーリング・オフ規定と同様と

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。

・ 原状回復義務 等。
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改正のポイント
（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）が可能となる。

・通信販売では広告において返品特約を明記することを義務づけていたが、実際に、返品・交換に関する

トラブルは多発。

・トラブルの原因は、返品特約の表示が極めて小さな文字で記載していたり、表示されている場所が消費

者に分かりにくい等。

・このため、返品特約の表示方法について、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

に、容易に認識できるように表示させることを省令に規定。

・インターネット通販を行う場合は、広告に加えてインターネットの最終申込み画面においても、返品特約

を表示していないと、返品特約を有効にできない。

・表示方法等の詳細は、ガイドラインを作成して提示。

○ 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）毎に、どのような表示

であれば消費者にとって見易い箇所であり、明瞭に判読できるような優良な表示で、どのよう

な表示が消費者にとって容易に認識することができない表示となるかを例示するもの。

＜各広告媒体に共通の事項＞

①表示サイズ・表示箇所

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

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

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
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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。
www.ｎo-trouble.jp

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。

www.ｎo-trouble.jp
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特定商取引法に係る消費生活被害への行政の対応

①端緒（申出、消費者相談等）

②調査

（消費者、事業者の聴取、立入検査等）

③行政処分する場合は、事業者に対し
弁明の機会を付与（行政手続き法）

④行政処分（指示）

⑤行政処分（業務停止命令）

⑥事業者名の公表

行政庁 警察

情報の把握

取調べ

検察官へ送致

証拠物の確保

被疑者逮捕

情報交換

悪質な場合告発 → 告発受理
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特定商取引法に係る行政処分件数の推移（平成２１年８月２７日現在）

年度 15 16 17 18 19 20 21

処分内容
業務停止

命令
指示

業務停止
命令

指示
業務停止
命令

指示
業務停止
命令

指示
業務停止
命令

指示
業務停止

命令
指示

業務停止
命令

指示

合計 0 26 10 30 25 55 36 48 113 67 113 28 22 14

経済産業省 0 7 10 6 22 13 25 5 34 6 26 11 11 11

都道府県 0 19 0 24 3 42 11 43 79 61 87 17 11 3

茨城 1

栃木 1 2 1

群馬 2

埼玉 1 2 5 2 3 3 5 2 1

千葉 1 1 2 3 1

東京 10 9 1 8 4 13 26 18 27 3 3

神奈川 1 2 2 3 3 2 9 1

新潟 1 1 1

山梨 1 1 4

長野

静岡 4 3 2 4 5 6 2 2

管内都県計 0 17 0 17 3 21 4 26 43 27 48 8 5 2

管外道府県計 0 2 0 7 0 21 7 17 36 34 39 9 6 1
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申出制度

【法第６０条】

何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、

その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

２ 主務大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると
認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

【法第６８条】
この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が

行うことができる。

【申出先】

訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引に係る申出は、実際

に取引が行われている地域の都道府県知事に申し出ることになる。

①申出人の氏名又は名称及び住所

②申出に係る取引の態様 ・・・・・ 訪問販売、通信販売等、いずれの取引を記載。

③申出の趣旨 ・・・・・ 取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認める事実等を

なるべく具体的かつ詳細に記載することが望ましい。
④その他参考となる事項 ・・・・・ 被害状況の詳細（受領した広告物や契約書等の書面、被害者の証言等が

考えられる。）
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立入検査等

【法第６６条】

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより

販売業者等に対し報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、販

売業者等の店舗その他事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

２ 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところに

より関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める

者（「密接関係者」という。）に対し、報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に密接関係

者の店舗その他事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

法第６６条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは、

物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は検査を拒み、妨げ

若しくは忌避した者に対しては、『１００万円以下の罰金』が課せられる
ことになります。（改正法第７２条第１項第１０号）
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違反事業者に対する罰則等について

１．行政処分

①指示（訪問販売の場合、法第７条）

第３条（氏名等の明示）、第３条の２第２項（契約を締結しない旨の意思表示をした者
に対する勧誘）、第４条、第５条（書面の交付）、第６条（禁止行為）までの規定に違反し

た場合に、その販売事業者等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。

②業務の停止命令（訪問販売の場合、第８条）

第３条（氏名等の明示）、第３条の２第２項（契約を締結しない旨の意思表示をした者
に対する勧誘）、第４条、第５条（書面の交付）、第６条（禁止行為）までの規定に違反し

た場合に、その販売事業者等に対し、１年以内の期間に限り、訪問販売に関する業務

の全部又は一部を停止することを命ずることができる。

２．罰則（訪問販売の例）

①第７０条（第６条第１項～第３項の規定違反） → ３年以下の懲役又は３００万円以下

の罰金（又は併科）
※第６条第１項：「不実の告知」、第２項：「重要事項不告知」、第３項：「威迫・困惑」

②法第７０条の２（法第８条第１項違反） → ２年以下の懲役又は３００万円以下

の罰金（又は併科）

※第８条第１項：「業務停止命令」
③第７４条第１号（第７０条の２の規定違反） → 法人に対して３億円以下の罰金

※違反行為者本人のほか、その行為者と一定の関係がある法人にも罰金刑を科す
両罰規定 １９



（独）国民生活センターが発表した平成２０年度「ＬＰガスの訪問販売に関する相談件

数」は１２５１件あり、その内、関東地方に居住されている契約者からの相談が１１５１件

（９２．０％）であった。

事例１

今契約しているガス料金より「安くなる」、 「近所は

みんな切替えている」と勧誘し、 契約後しばらくして
から一方的にガス料金を値上げされた。

事例２

今契約しているガス事業者との精算や解約手続き

は当方がやるので「何もしなくてもいい」「解約料の負

担はない」と説明されたが、解約したガス事業者から

配管設備等の撤去費用を請求された。

事例３
「家族に相談しないと決められない」と伝えたら、

本契約にはならないから名前と住所だけ書いてと言

われ申込書と委任状に署名したら、後日、工事日を
伝えてきたので、「契約はしない」と断ったら、提示さ

れた書類に押したはずのない印鑑が押され契約した
ことになっていた。

平成２１年１２月１日から

プロパンガスの訪問販

売も規制の対象となり、

消費者は契約書を受け

取った日を含めて８日間

はクーリング・オフが可

能となる。
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訪問販売においては、購入者等が取引条件を確認しないまま取引行為をしてしまったり、

取引条件が曖昧であるため後日両当事者間のトラブルを引き起こすケースが多くある。

このため、特商法第４条及び第５条で、取引条件を明らかにした書面を、契約の申込み

及び締結の段階で購入者等に交付するよう販売業者又は役務提供事業者に義務づけ

ている。

訪問販売における書面の交付の義務づけ

（１）第４条は、その段階では契約に至らず契約の申込みにとどまる場合において、購入者等が申込段階で直ちに

その内容を確認する必要があると考えられるので、申込み内容を記載した書面交付を義務付けたもの。

（２）第５条は、訪問販売における売買契約又は役務提供契約が締結された際に、購入者等に対して契約内容を

明確にし、後日紛争を生ずることを防止することを目的として一定の事項を記載した書面交付を義務付けたもの。

（３）書面の交付は、契約の当事者である販売業者等のみならず、契約締結事務を行っている者が行ってもよい。

【書面の記載事項】

（１）商品若しくは権利又は役務の種類

（２）商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価

（３）商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期及び方法

（４）商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

（５）クーリング・オフができる旨の記載

（６）省令で定める事項（以下①～⑥は絶対的記載事項、⑦～⑨は任意的記載事項）
①販売者等の氏名・名称（法人の場合は代表者氏名も記載）、住所・電話番号 ②契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

③契約の申込み又は締結の年月日 ④商品名及び商品の商標又は製造者名 ⑤商品の型式又は種類 ⑥商品の数量

⑦商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任内容 ⑧契約解除に関する定めがある場合の内容 ⑨その他特約内容
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【法第２６条第５項第１号】

その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは

役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売

※第１号は、販売業者等が自らの意思に基づき住居を訪問して販売を行うのではなく、消費者の「請求」に応じ

て行うその住居における販売等を適用除外とするもの。

【法第２６条第５項第２号】

販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品若しくは役務

につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供

契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益

を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売

※第２号は、通例の取引態様として、訪問販売の方法による販売又は役務の提供が日常生活の中で支障なく

定着している場合であり、このような取引まで規制の対象とすることは立法趣旨ではないため。

現に役務提供等を行っている場合等の適用除外について
[訪問販売に係る法第４条から第１０条までの規定]

【施行令第８条第１項第１号】

現に店舗において販売を行っている販売業者（以下「店舗販売業者」という。）又は現に店舗において役務の提

供を行っている役務提供事業者（以下「店舗役務提供事業者」という。）が定期的に住居を巡回訪問し、商品の売

買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧

誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供

２２



【施行令第８条第１項第２号】

店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客（当該訪問の日前１年間に、当該販売又は役務の提供の事業に

関して、取引（当該取引について法第４条、第５条若しくは第９条第６項の規定に違反する行為又は法第７条第１

号若しくは第３号に掲げる行為がなかったもの及び当該取引のあった日以降において法第９条の２第１項各号に

該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第３条の２第２項若しくは第６条第１項から第３項までの

規定に違反する行為又は法第７条第２号に掲げる行為があったものを除く。）のあった者に限る。）に対して、その

住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結し

て行う役務の提供

●「当該訪問の日１年間に、・・・」とは、訪問販売を行った日を起算点として過去１年以内に１回以上取引のあった

という意味。原則として、販売業者等と顧客の双方に過去の取引関係を認識している必要がある。

●「当該販売又は役務の提供の事業に関して」は、過去に行われた取引の範囲を限定したもの。

（過去の取引実績により信頼関係が形成され、問題を惹き起こすことはないと考えられるため）

●過去に契約が締結された事実があってもクーリング・オフがなされたり、紛争となっていたものについては、過去

の取引実績とは認められない（顧客との間に信頼関係が成立しているとは認めがたい）。

２３

施行令第８条第１号は、いわゆるご用聞き販売をとらえたもの。

●「現に店舗において」とは、店舗を有し、かつ、当該店舗において日常販売活動を行っているという意味。

●「定期的」とは、一定の間隔をおいてという意味であり、一律にその間隔の長さを決めることはできないが、１年を

超えるような間隔をおいて訪問するような場合は、定期的な訪問とはいい難い。

●「巡回訪問し」とは、一定の地域内の住居を順次回るという意味であり、特定の住居について注文を取るために

訪問するような場合は該当しない。

●「・・・勧誘を行わず・・・」とは、いわゆるご用聞き販売の本質を表現したもので、販売業者等から積極的な商品

の売り込みを行わず、単に得意先の注文を聞いて回る受動的販売。



（参考） 消費者安全法について

消費者の消費生活における被害の防止及び安全の確保及び内閣総理大臣による

基本方針の策定、都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施、及び

消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、消費者被害の発生

又は、拡大の防止のための措置等所要の措置等を講ずることにより、消費者が安心

して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に寄与することが目的。

（１）基本方針 内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する基本方針を策定

（２）地方公共団体の事務と消費生活センターの設置等 ア） 地方公共団体は、消費生活相談、苦情処理のあっせん等の事務を実施
イ） アの事務を行うため、消費生活センターを設置（都道府県は必置、市町村は努力）

（３）消費者事故等に関する情報の集約等 ア） 行政機関、地方公共団体、国民生活センターは、被害の拡大のおそれのある消費者

事故等に関する情報を内閣総理大臣に通知（生命・身体に関する重大事故等について
は直ちに通知）

イ） 内閣総理大臣は、消費者事故等に関する情報等を集約・分析し、その結果を公表

（４）消費者被害の防止のための措置 ア） 内閣総理大臣は、消費者の注意喚起のための情報を公表
イ） 被害の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合

⇒内閣総理大臣は、法律に基づく措置を実施するよう関係各大臣に要求
ウ） 被害の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がない場合（いわ

ゆる「すき間事案」の場合）で、かつ生命・身体に関する重大事故等の場合

①内閣総理大臣は、事業者に対し、必要な措置をとるよう勧告 ⇒正当な理由なく従わない場合は、当該措置をとることを命令

②内閣総理大臣は、急迫した危険がある場合は、①の手続を経ず、必要な限度において商品の譲渡等を禁止・制限
⇒ 禁止・制限措置に違反したときは、商品の回収等を命令

※上記の命令、禁止、制限に従わない場合には、罰則あり。

２４



（参考） 消費者安全法に係る事故報告について

１．「消費者事故等」とは（第２条抜粋）
① [生命・身体関係]

事業者がその事業として供給する商品等の消費者の使用等により生じた事故であって、
消費者の生命又は身体に被害が発生したもの。

② [取引関係（生命・身体関係以外のもの）]

虚偽の又は誇大な広告その他の消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ
合理的な選択を阻害するおそれがある行為であって、事業者により行われた事態。

２．消費者事故等の発生に関する情報の通知（第１２条抜粋）

行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、消費者事故等が

発生した旨の情報を得た場合であって、・・・・・・ 当該消費者事故等による被害が拡大し、又は

当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認められると

きは、内閣総理大臣に通知するものとする。

３．他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求（第１６条抜粋）

内閣総理大臣は、第１２条の規定による通知を受けた場合、その他消費者事故等の発生に関

する情報を得た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他

の法律の規定に基づく措置があり、かつ、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、当該

措置が速やかに実施される必要があると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌す

る大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。
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