
「特定商取引法」について
ープロパンガスのトラブルケーススタディー

＜第45回保安管理者研修会資料＞

関東経済産業局消費経済課



「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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ⅰ）氏名等の明示の義務づけ

勧誘開始前に目的や事業者名などを消費者等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）、重要事項の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為等を禁止、再
勧誘の禁止、迷惑勧誘等の禁止

ⅲ）広告規制
①広告に重要事項の表示を義務づけ（通信販売では返品特約等）
②虚偽・誇大な広告を禁止
③請求や承諾なしに電子メール広告を送信することを禁止

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

ⅱ)中途解約・過量販売解除

特定継続的役務提供・連鎖販売取引で
は､クーリング・オフに加えて、将来に向
かって契約解除が可能（中途解約）。

訪問販売では、購入者にとって特別の事
由なく、通常必要とされる分量を著しく超え
る契約をした場合、解除が可能(過量販売
解除）

１．本法律の対象となっている取引類型 ２．法律の内容

被害拡大防止のためルールが設けられ、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

（消費者が自ら求めないのに、販売の勧誘を受ける）

１．訪問販売
自宅等への訪問販売、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

★訪問販売、電話勧誘販売、通信販売は原則すべての商品・役務が対象

（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
（ｴｽﾃ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介ｻｰﾋﾞｽ、ﾊﾟｿｺﾝ教室が対象）

（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

（消費者が自ら求めないのに、購入の勧誘を受ける）

７．訪問購入（平成２５年２月２１日施行）

消費者の自宅等を訪問し、物品を購入するいわゆる「押し買い」

v）告知義務

訪問購入業者は、クーリング・オフ期間は物品の引渡しを拒むことができる旨告げるこ
とを義務付け

ⅰ)クーリング・オフ

契約後一定の期間（訪問販売、電話勧

誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入
は８日間、連鎖販売取引、業務提供誘引
販売取引は20日間）、無条件で解約する
ことが可能。
訪問購入では、クーリング・オフ期間中

物品の引渡しを拒むことが可能。

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
除などの民事ルールが設けられている。
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１．訪問販売ケース１

【ポイント】

１．事業者名、勧誘目的の明示（法第3条）

２．再勧誘の禁止（法第3条の２）

３．迷惑勧誘（法第７条４号、省令第７条１号）

 昨日、午後９時頃、男性が、「ガス料金が安くなります。お話を聞いて下さ
い。」と訪問してきました。私は、時間も遅かったので「結構です。」と断
りました。しかし、その男性は「ガスの料金の明細書を見せもらうだけでそ
んなに時間はかかりません。」と言いました。私は、時間がかからないので
あればと思い、ガスの料金明細書を見せました。男性は、料金明細書を見て
「当社に切替えすれば月額料金が安くなります。切替えの費用も一切掛かり
ません。契約している会社の解約手続きも当社で行います。」と言いました。
その後も勧誘はなかなか終わらず、契約しないと帰らない感じで面倒になり
契約書にサインしました。
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１－１．事業者名、勧誘目的の明示（法第３条）

【解説】
１．勧誘があったといえる「顧客の契約締結の意思の形成に影響を与える行為」を開始する

前に所定の事項につき告げなければならない。
※具体的には、個々のケース毎に判断すべきであるが、住居訪問販売の場合であれば、基本的に、インターホンで開口一番で
告げなければならない。

 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、その勧誘
に先立って、その相手方に対し、

①販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称
②売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨
③当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類
を明らかにしなければならない。

２．個人事業者の場合は、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号、法人にあっては
登記簿上の名称であることを要する。

３．勧誘目的及び商品の種類の具体的告げ方の例
・「プロパンガスの切替え契約をお勧めにまいりました。」
・「当社のＬＰガスの契約の変更をお勧めにまいりました。」
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１－２．再勧誘の禁止（法第3条の２）

【解説】
１．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同様。）

２．勧誘が禁止されるのは、「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。

３．また、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。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る場合もある。

 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。
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１－３．迷惑勧誘（法第７条第４号、省令第７条第１号）

【解説】
１．「迷惑を覚えさせるような仕方」とは、客観的にみて相手方が迷惑を覚えるよ
うな方法であれば良く、実際に迷惑と感じることは必要ではない。具体的には、
正当な理由なく午後９時から午前８時までの間といった不適当な時間帯に勧誘を
すること、長時間にわたり勧誘をすること、執拗に何度も勧誘すること等はこれ
に該当することが多い。

 訪問販売に係る売買契約等の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧
誘をし、又は申込みの撤回や解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこ
れを妨げること。

２．迷惑勧誘、迷惑解除妨害の例
・断っているにもかかわらず、家に上がり込んで勧誘を続けた。
・クーリング・オフをしようと思って会社に電話をかけて営業員にその旨話した
ら、これから家にクーリング・オフの理由を聞きに行くと言われた。
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２．訪問販売ケース２

【ポイント】
１．不実告知（法第６条第１項第６号、７号）

２．ガス会社の代理店

 夕方、営業員が来てガス会社の代理店だと言って名刺を出して、「電力自由
化で、これからは電気とガスがセットになりました。電気の契約先を今まで
の会社からから変えない場合は、新たにセットでプロパンガスの契約をしな
ければなりません。」、「セットで契約すると安くなりますから近所の人は、
みんなやっています。 」と説明しました。私は、今のままの契約ではダメだ
と思い契約書にサインをしました。営業員が帰ってから息子に話しをしたら
「電力自由化でセットで契約しなければならないという話は聞いたことがな
い。騙されたんじゃない。」と言われ、また、近所の人に聞いたらそんな営
業員は訪問して来なかったと言われました。
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２－１．不実告知（法第６条）
 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若しくは役務提供
契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しく
は役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、
不実のことを告げる行為をしてはならない。
①商品の種類及びその性能若しくは品質等（役務の種類、内容等）
②販売価格（役務の対価）
③商品の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
④商品の引渡し時期（役務の提供時期 等）
⑤当該売買契約等の申込みの撤回又は当該売買契約等の解除に関する事項
⑥顧客が当該売買契約等の締結を必要とする事情に関する事項
⑦前各号に掲げるもののほか、当該売買契約等に関する事項であって、
顧客又は 購入者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの



２－１．不実告知（法第６条第１項第６号）
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【解説】
１．「不実のことを告げる行為」とは、虚偽の説明を行うこと、すなわち
事実と異なることを告げる行為のことである。事実と異なることを告げている
ことにつき主観的認識を有している必要はなく、告げている内容が客観的に事
実と異なっていることで足りる。相手方が錯誤に陥り、契約を締結し又は解除
を行わなかったことは必要としない。
２．「顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関
する事項」（第６号）
従来から不実告知の対象となる「顧客等の判断に影響を及ぼすこととなる重

要なもの」に含まれていたが、平成16年改正時トラブルが急増していた点検商
法等では、特に商品購入等の動機付けとなる背景・事情に関する不実告知が多
かったことから明示的に規定したものである。

例えば、事実に反して、（給湯器の販売勧誘において）「不具合が発生していて、このま
ま使用し続けると発火して火事になるかもしれない。」、（ガス漏れ警報器の販売勧誘にお
いて）「経済産業省が設置するように決めた。」等と告げる行為は、不実の告知に該当する
と考えられる。



２－１．不実告知（法第６条第１項第７号）
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【解説】
３．「前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する
事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及
ぼすこととなる重要なもの」（第７号）
購入者等が契約を締結する場合又は契約の申込みの撤回若しくは解除をする場

合の意思形成に対して重大な影響を及ぼす事項であって、第１号から第６号まで
に該当しないものをいい、契約内容のみならず当該契約に関連ある事項が広く対
象となる。例えば、事実に反して、あたかも訪問したマンションの管理会社と契
約をしている業者であるかのように告げること、「ご近所はみんなやってい
る。」と告げて配水管の清掃等の勧誘を行うことは本号に該当すると考えられる。
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２－２．ガス会社の代理店

【解説】
１．「販売業者」又は「役務提供事業者」（以下「販売業者等」という。）とは、
販売又は役務の提供を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営
利に意思をもって、反復継続して取引を行うことをいう。なお、営利の意思の有
無についてはその者の意思にかかわらず客観的に判断されることになる。
また、例えば、リース提携販売のように、「契約を締結し商品や役務を提供す

る者」と「訪問して契約の締結について勧誘する者」など、一定の仕組みの上で
の複数の者による勧誘・販売等であるが、総合してみれば一つの訪問販売を形成
していると認められるような場合には、これらの複数の者は、いずれも販売業者
等に該当する。

２．従って、ガス会社が代理店、協力店などに勧誘から契約締結までを業務委託し
ている場合、ガス会社も代理店なども販売業者に該当する。

代理店
＝ 代理商（一定の商人のために継続反復してその営業の部類に属する取引の

代理又は媒介をする者）



11

３．電話勧誘販売ケース

【ポイント】

１．事業者名、勧誘目的の明示（法第１６条）

２．再勧誘の禁止（法第１７条）

 夜の８時２０分頃、ガス会社を名乗る女性から、「ガス事業が自由化になる
のでアンケートを取っています。協力してもらえますか。」と電話がありま
した。私は、アンケートならと思い了解しました。女性から家族構成、毎月
の光熱費や暖房の方法を聞かれました。それが終わると女性は、「アンケー
トに答えてくれた人は、初月２，０００円引きでその後は３％引きにしま
す。」言い、ガスの勧誘だとわかり、私は、「変えるつもりはありませ
ん。」と断りました。 数日後、同じガス会社の男性から電話があり、アン
ケートのお礼を言われ、「アンケートの割引は、もうすぐ締め切るので契約
しませんか。こんな割引ありませんよ。」と電話がありました。
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４．罰則

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

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については、
１年以下の懲役又は２００万円以下の罰金（又は併科）

・訪販、電話の書面不交付、虚偽記載書面交付については、
１００万円以下の罰金

等



訪問販売 電話勧誘販売

定義 法第２条第１項第１号､第２号 法第２条第３項

指定制度 法第２条第４項（政令第３条の別表第１（指定権利））、法第２６条適用除外

氏名等の明示（行政） 法第３条 法第１６条

再勧誘禁止（行政） 法第３条の２ 法第１７条

書面交付（行政・直罰） 法第４条、第５条 法第１８条、法第１９条

禁止行為（行政・直罰） 法第６条 法第２１条

広告の表示義務（行政）

誇大広告の禁止（行政・直罰）

根拠資料の提出 法第６条の２（不実行為） 法第２１条の２（不実行為）

承諾等の通知（行政・直罰） 法第２０条

電子メール広告（行政・直罰）

返品ルール（民事）

クーリング・オフ（民事） 法第９条 法第２４条

過量販売解除（民事・行政） 法第９条の２

契約等の取消（民事） 法第９条の３ 法第２４条の２

損害賠償額の制限（民事） 法第１０条 法第２５条

指示・業務停止（行政・直罰） 法第７条、法第８条 法第２２条、法第２３条
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特定商取引法の詳細等については、
ウェブサイトの「特定商取引法ガイド」を

ご利用ください。

Ｎｏ！トラブルのための情報サイト 「特定商取引法ガイド」

www.no-trouble.go.jp
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http://www.no-trouble.go.jp/
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