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平成２８年１１月
関東経済産業局産業部消費経済課

特定商取引法の概要について
＜関東液化石油ガス協議会第２７回業務主任者・管理者研修会資料＞



「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。



インターネット広告
(申込画面)規制を追加

連鎖販売取引

商品の取引に加え、役務（サービス）及び会員権等の取引を追加

昭和５１年

迷惑メール規制を追加

訪問販売 通信販売

昭和63年改正

平成８年改正

平成11年改正

平成14年改正

電話勧誘販売

平成12年改正

特定継続的役務提供
(エステ･語学教室等)

業務提供誘引販売取引

（内職商法）

新手の悪質商法に対応し、各取引類型について所要の行政規制の強化と民事ルールの整備を実施

特定商取引法の主な改正の変遷

訪
問
販
売
法

平成16年改正

特
定
商
取
引
法

平成２０年
改正 再勧誘の禁止

過量販売規制等

指定商品・指定役務制の撤廃
（原則、全ての商品・役務が規制対象）

返品規制
電子メール広告
のオプトイン規制

電子メール広告
のオプトイン規制

電子メール広告
のオプトイン規制

訪問購入
（消費者が売主となる取引）

①書面交付義務
②不実告知・威迫困惑等の禁止
③クーリング・オフ（8日間）
④物品の引渡しの拒絶
⑤不招請勧誘の禁止
（オプトイン規制） 等

平成２４年
改正



１．訪問販売について

（１） 訪問販売の定義
（２） 訪問販売についての規定の内容
（３） 事業者の氏名等の明示
（４） 再勧誘禁止
（５） 書面交付義務
（６） 禁止行為（不実告知、威迫・困惑等）
（７） 合理的な根拠資料の提出
（８） その他の規制（指示対象等）
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（１）訪問販売の定義

省令第１条（営業所等）
法第２条第１項第１号の主務省令で定める場所は、第１号から第４号まで及び第６号に掲げるものとし
（以下、略）

一 営業所
→ 商法上登記を必要とする本店、支店のみでなく広く営業の行われる場所（通常は店舗）
二 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）の営業所
三 露店、屋台店その他これらに類する店

→ 露店：路傍等において通常の露路傍等において屋根を設けることなく物品を陳列して販売を
行うもの等

屋台店：持ち運ぶように作った屋根のある台に物品を陳列して販売を行うもの等
その他これらに類する店：バス又はトラックに物品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる

状態において販売を行うもの等、外見上何を販売等しているかが明確なもの

※１号、２号、３号は、長期間にわたり継続して販売等の取引を行うための場所を指すもの

法第２条第１項
一 販売業者又は役務提供事業者が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所

（以下「営業所等」という。）以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは
売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契
約（以下「役務提供契約」という。）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
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（１）訪問販売の定義

省令第１条

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

→ 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、１号～３号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。

②の要件を欠く例）
○ 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

六 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

→販売業者又は役務提供事業者等による勧誘が行われることなく、購入者等の意思表示により、
自動的に契約締結を行うための手続が開始される設備が設置されている場所

例）自動販売機による商品の販売や郵便ポストによる郵便役務の提供、コインロッカーにおいて物
品を保管する役務の提供、料金所の通過によって有料道路の通行をさせる役務の提供等
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（１）訪問販売の定義（キャッチセールス、アポイントメントセールス）

政令第１条（アポイントメントセールス）
（販売目的不明示）
一 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ若しくは電磁的方法（電子メール）により、若しくはビラ若しくはパンフ レットを配
布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、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営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。

（有利誤認）
二 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ若しくは電子メールにより、又は住居を訪問して、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、営業所その他特定の場所への来訪を要請する
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。）。

法第２条第１項
二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止
めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者（以下「特定顧客」とい
う。）から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは指

定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契
約を締結して行う役務の提供販売業者
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○キャッチセールス
・路上等の営業所等以外の場所で呼び止めて営業所等に同行させて契約させる場合

○アポイントメントセールス
・電話、郵便等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出し、営業所その他特定の場所への来訪
を要請する場合
・電話、郵便等で「あなたは特別に選ばれました」等、ほかの者に比べて著しく有利な条件で契約
できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約させる場合。
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（２）訪問販売についての規定の内容

（行為規定）
○氏名等の明示の義務づけ（法第３条）
○再勧誘の禁止（法第３条の２）
○書面交付の義務づけ（法第４条、第５条）
○禁止行為（不実告知、重要事項不告知、威迫困惑、公衆の出入しない場所での勧誘）（法第６条）
○違反行為（法第７条）
債務の履行拒否等、迷惑勧誘、ＣＯ妨害、高齢者等の判断力不足に乗じた勧誘、書面に虚偽記載を
させること、つきまとい勧誘、過量販売など

（行政処分）
○指示命令（法第７条）
上記の規定に違反し、訪問販売に係る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、必要な措置をとるべきことを指示。
○業務停止命令（法第８条）
上記の規定に違反し、訪問販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が著しく害されるおそれが
あると認めるとき、又は指示に従わないとき。（1年以内）
○商品の種類、性能、効能等の不実告知について合理的根拠を示す資料の提出命令（法第６条の２）

（民事規定）
○クーリング・オフ（法定書面交付後８日間は消費者に無条件解約を認める）（法第９条）
○過量販売解除（契約を締結する特別の事情なく、通常必要とされる分量を著しく超える分量の商品の
売買契約等を行った場合に1年以内は解除が可能）（法第９条の２）
○不実告知や重要事項不告知によって誤認して契約を締結した場合の取消し（法第９条の３）
○損害賠償等の額の制限（契約解除の場合及び消費者の債務不履行の場合の制限）（法第１０条）
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（３）事業者の氏名等の明示（法第３条）

○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。

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ず、またキャッ

チセールス又はアポイントメント・セールスの場合においては、当初から勧誘行為が始められる場合が多いことから、基本的に、呼び止めたり、電話をかけるな
ど相手方と接触した際に告げることとなる。

①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。

②具体的な告げ方としては、以下のような例が考えられる。
○「本日は、弊社の健康布団をお勧めにまいりました。」
○「水道管の無料点検にまいりました。損傷等があった場合には、有料になりますが修理工事をおすすめしておりま

す。」
③例えば「消火器」、「化粧品」、「○○の会員権」、「シロアリ駆除」等、商品等の具体的イメージがわかるものでなく

てはならない。他方、個々の商品等の名前までを告げる必要はない。

明示の方法は、書面でも、口頭でもよいが、相手方に確実に伝わる程度に明らかにしなければならない。



○違反事例（法第３条）勧誘目的等の不明示

○本件浄水器関連商品の販売が目的であるにもかかわらず、勧誘目的及び商品の種類を明らかにし
ないまま、「磁気通水装置のメンテナンスに伺います。」等と告げて、過去に消費者が他社から購入
した浄水器等の点検を名目に消費者宅を訪問し、点検中又は点検後に本件浄水器関連商品の勧
誘を行っていた。

○本件役務契約の締結について勧誘をするに際し、その勧誘に先立って、消費者に対し、「床下の無
料点検に来ました。」、「床下換気扇の点検に来ました。タイマーを見せてください。」などと告げてお
り、氏名又は名称及び本件役務に係る契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにして
いなかった。

○電話などで「ちょっといい話があるんだけど。」などと消費者を喫茶店等に呼び出し、その後、本件商
品に係る勧誘を行い、勧誘に先立って本件商品の売買契約の勧誘である旨及び本件商品の種類を
明らかにしないで勧誘を行っていた。

○商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、事前に電話をかけて訪問の許諾を得る際も、直
接消費者宅を訪問した際も、商品の体験であるかのように告げるだけで、その勧誘に先立って、消
費者に対し、「温寿」の売買契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていなかった。

○消費者宅等を訪問し、消費者に「目の検査をしませんか。」などと告げるだけで、その勧誘に先立っ
て、本件商品の売買契約の締結について勧誘することが目的である旨を明らかにしていなかった。
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○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。

（４）再勧誘の禁止（法第３条の２）

法第３条の２
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。

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。）

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。

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。

※詳細は「法第３条の２等の運用指針」により定められている。



○本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、「いいです。証券はやりません。」、「お金もあ
りませんし、投資はしません。」などと、本件役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した消費者
に対し、引き続き又は改めて訪問して勧誘をしていた。

○消費者が「年金で生活しているから高くて買えません。」、「似たようなものを持っているからいらな
い。」と契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、引き続き勧誘を行っていた。

○「要らない、要らない。」、「買う気は全くありません。」などと売買契約を締結しない旨の意思表示をし
た消費者に対し、次々と商品を見せる、又は「買わなくても良いです。話だけ聞いてください。」など
と言って、勧誘をしていた。

○消費者が「布団なんか要りません。」、「打ち直しは結構ですわ。」などと言って、本件商品の売買契
約又は本件役務の提供契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、消費者に対して引
き続き勧誘を行っていた。

○消費者が「要らないです。」などと、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかか
わらず、値下げや分割払いの金額を提示して、引き続き勧誘を行っていた。

○消費者が、「教材は要りません。」、「学力診断テストだけで、教材は結構です。」などと本件商品の
売買契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、「教材は断っても構わないので説明だ
けさせていただく。」、「１回話だけでも聞いてください。」などと言って、学習教材の勧誘を行っていた。

○違反事例（法第３条の２第２項）再勧誘の禁止

12



１．書面の交付（訪問販売における書面の交付）

法第４条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利
につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営
業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役
務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事
項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。
ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この
限りでない。 →申込み書面（即座に契約締結段階に移行する場合は、交付義務なし）

（略）

法第５条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定

する場合を除き、遅滞なく（前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに）、主務省令で
定めるところにより、同条各号の事項（同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契
約の解除に関する事項に限る。）についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにす
る書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
（略） →契約書面

→「遅滞なく」は通常３日～４日

２ 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契

約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は役務を
提供し、かつ、商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、
主務省令で定めるところにより、（略）売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主
務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければなら
ない。 →契約書面（現金取引の場合）

（５）書面交付義務（法第４条、第５条）
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２．交付した書面に明記すべき事項

事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を締結したときは、次の事項を記載した書面を購入者
等に交付しなければならない。

①商品（権利、役務）の種類
②販売価格（役務の対価）
③代金（対価）の支払い時期及び方法
④商品の引渡時期（権利の移転時期、役務の提供時期）
⑤契約の申込みの撤回（契約の解除）に関する事項
⑥事業者の氏名（名称）、住所、電話番号、法人であれば代表者の氏名
⑦申込み（契約）の締結を担当した者の氏名
⑧申込み（契約）の締結の年月日
⑨商品名及び商品の商標または製造者名
⑩商品の型式
⑪商品の数量
⑫商品に隠れた瑕疵等があった場合、販売業者の責任について定めがあるときは、その内容
⑬契約の解除に定めがあるときは、その内容
⑭そのほか特約があるときには、その内容

この他に購入者等に注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中で赤字で記載。また、クーリ
ング・オフの事項についても赤枠に赤字で記載。書面の字の大きさは８ポイント以上の大きさが必要。

14

（５）書面交付義務（書面に明記すべき事項）

※法第５条第２項（現金取引）の場合、③④は不要。
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○違反事例（法第４条、法第５条第１項、第２項）書面不備等

○本件役務提供契約を締結した際に、その相手方に交付しなければならない役務提供契約の内容を
明らかにする書面に、次の事項を記載していなかった。
ア法第４条第１号に掲げる役務の種類（補足：詳細に記載するところを「屋根葺き替え一式」と記載）

イ法第４条第２号に掲げる役務の対価（補足：工事内訳の個別単価とすべきところ、総額のみ記載）

○本件役務契約を締結した際、交付した当該役務契約の内容を明らかにする書面に、事実と異なる
役務提供事業者の名称及び代表者の氏名を記載していた。

○本件売買契約を締結したときに交付するその売買契約の内容を明らかにする書面に、商品の売買
契約の申込みの撤回又は契約の解除に関する事項のうち、契約の申込みの撤回又は契約の解除
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既にされているときは、その引取りに
要する費用は販売業者の負担とすることを記載していなかった。

○本件商品に係る売買契約を締結した際、「契約書兼納品書」と題する書面を交付しているが、特定
商取引法に定められた商品名やクーリング・オフに関する事項の記載に不備のある書面を交付し
ていた。

○契約書面「金地金売買契約書」に、書面内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなけ
ればならないにもかかわらず、そのように記載していなかった。

○本件商品に係る売買契約の締結に際し、当該売買契約の内容を明らかにする書面を消費者に交
付していなかった。

15
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（６）禁止行為（法第６条）

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

「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。

契約締結段階で告げている内容が実現するか否かを見とおすことが不可能な場合であっても、告げている内容が
客観的に事実と異なっていると評価できる限り不実の告知に該当する。（絵画のアポイントメントセールスにおい
て、「近いうちにこの絵は必ず高騰して儲かります。」などと告げる場合。）
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○違反事例（法第６条第１項第１号）不実告知（商品の種類、商品の効能、役務の効果等）

○勧誘するに際し、Ｒコインは本来貨幣ではなく、単に金が含まれているメダルであるにもかかわらず、
消費者に対し、「通貨」、「硬貨」などと説明しており、商品の種類に関し不実のことを告げていた。

○本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品にそのような効能を裏付ける合理
的な根拠がないにもかかわらず、「万病に効きます。」、「認知症にならない。」などと本件商品を使用
し、又は摂取することで、あたかも病気の予防又は治療ができるかのように告げる行為をしていた。

○本件役務に係る契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対し、「このままだと白蟻にやられ
て、屋根が落ちます。」、「耐震工事をしておかないと、家が倒れたら莫大な費用がかかります。」など
と告げた後に、「木材強化剤を塗れば大丈夫です。」、「うちの耐震工事をしたら、地震が来ても大丈
夫です。」などと、本件役務の効果について事実に反する内容を告げていた。 （役務の効果）

○消費者に「打ち直しせんとあきませんわ。」などと、本件役務の提供契約の締結について勧誘をする
に際し、あたかも消費者の所有する布団をリフォームするかのように告げていたが、実際には、消費
者から預かった布団をリフォームせず、新品あるいは中古製品の布団に、リフォームしたかのように
表示し納品していた（役務の種類）。

○勧誘に際し、本件役務の種類は急激な相場変動が起こる可能性のあるＣＯ２排出権価格を指標とす
る差金決済取引であり、当該価格に依拠するハイリスク・ハイリターンの取引であるにもかかわらず、
「大口優遇eポイント予定利回り早見表」と称する書面などを用いつつ、「利息が年７パーセントも付き
ます。」、「郵便局や銀行と同じようなものです。」などと、本件役務が、あたかも預貯金と変わらない安
全なものであるかのように説明していた（役務の種類）。

17
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○違反事例（法第６条第１項第５号）不実告知（申込みの撤回、解除に関する事項）

○役割を分担して、消費者が電話でクーリング・オフをしたいと連絡したところ、「布団は、もう既に作り
始めているからだめです。」などと言い、本来ならばクーリング・オフに応じなければならないにも関わ
らず、契約解除について不実のことを告げていた。

18

○違反事例（法第６条第１項第６号）不実告知（契約の締結を必要とする事情に関する事項）

○本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、特に工事を必要としないにもかかわらず、「瓦
がずれている。そこから雨漏りをする。」、「２階部分の屋根の手前の瓦が出っ張っていて浮いていま
す。」、「屋根が複数箇所浮いています。これだけ浮いていると、確実に雨漏りします。」などと言って、
消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について事実と異なることを告げていた。

○違反事例（法第６条第１項第７号）不実告知（購入者等の判断に影響を及ぼす重要な事項）

○本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、そのような事実がないにもかかわらず、あた
かも近所で工事をしているように告げ、「今、帰りがけにお宅の屋根を見たのだけど、一箇所漆喰が
剥がれている鬼瓦がありますよ。」、「Ｆさん宅の工事をするときに漆喰が余るので、残りの漆喰でつ
いでにどうですか。」などと、簡易工事を持ち掛けることが不自然ではないかのように告げて勧誘し
ていた。
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（６）禁止行為（法第６条）

法第６条
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の締結について

勧誘をするに際し、①～⑤までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない

３ 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を締結させ、
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、
人を威迫して困惑させてはならない。

４ 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営業所等以外の場所において呼び止めて同行させる
ことその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所におい
て、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。

「故意」とは、「当該事実が当該購入者等の不利益となるものであることを知っており」、かつ、「当該購入者等が
当該事実を認識していないことを知っていること」をいう。「故意に事実を告げない行為」をもって足り、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。 （第２項）
※⑥～⑦については、法７条第２号で規定

 「威迫」とは脅迫に至らない程度の人に不安を生ぜしめるような行為をいい「困惑させる」とは字義のとおり、困り
戸惑わせることをいう。（第３項）

いわゆるキャッチセールスと同様の方法により誘引した者に加えて、いわゆるアポイントメントセールスと同様の方
法により誘引した者（勧誘目的を告げない誘引方法（政令第３条の２） ）を規定（第４項）
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○違反事例（法第６条第２項）重要事項不告知

○勧誘をするに際し、Ｂコインの引渡時期について、「契約締結後５年以内」という契約内容であるにも
かかわらず、消費者に対し、故意に告げていなかった。

○違反事例（法第７条第２号）重要事項不告知

○消費者が本件商品を購入するかどうかの判断に影響を及ぼすこととなる重要事項を消費者に告げ
なくてはならないにもかかわらず、消費者宅に上がり、コンプレッサーを用い、圧縮した空気を水道
管に送り込むことで水道の蛇口から汚れた水を出し、汚れた水を見て驚く消費者に対し、「こんなに
水が汚れています。」、「浄水器を通せばきれいな水になる。」と告げるだけで、汚れた水が流れる
のは一時的なもので、３０秒から１分ほど流水すれば、本件商品を通さずとも元のきれいな水に戻
るという事実について、説明していなかった。

20

○違反事例（法第６条第３項）威迫・困惑

○提示された料金が高額又は依頼した内容と異なるため、回収を断った顧客に対して、契約を締結さ
せるため、「ふざけんなよ。もう積んだんだよ。俺の手間はどうなるんだよ。」などと、暴力的な言動で
顧客を威迫して消費者を困惑させていた。
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（７）合理的な根拠を示す資料の提出

法第６条の２
主務大臣は、前条第１項第１号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断す
るため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当
該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合におい
て、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条及び第８条第１項の
規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実の
ことを告げる行為をしたものとみなす。

販売業者等による不実告知において、告げる以上は当然、合理的な根拠を保持していて然るべき事項（性能、効
能、品質、効果等）につき適用。

「合理的な根拠を示す資料」
①提出資料が客観的に実証された内容のものであること、及び②勧誘に際して告げられた性能、効果等と提出
資料によって実証された内容が適切に対応していること、の双方の要件を満たすことが必要。

※詳細は「法第６条の２等の運用指針」により定められている。
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（８）その他の規制（指示対象等）

○違反行為（法第７条）
法第３条、第３条の２、第４条～第６条違反に加え、指示対象となる禁止行為として以下を規定

①訪問販売に係る売買契約等に基づく債務、契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の
履行拒否又は不当に遅延させること。

②勧誘をするに際し、又は申込みの撤回や解除を妨げるため、購入者等の判断に影響を及ぼすこ
ととなる重要なもの（法第６条第１項第１号～５号を除く）につき故意に事実を告げない行為

③正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約であっ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について勧誘すること、その他過量販売（省令６条の３）

④その他省令（省令７条）
・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。

・老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約等を締結させること。
・顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと（③を除く）
・当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
・勧誘をするため、道路その他公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につ

きまとうこと
・消耗品の解除を妨げるために、当該売買契約を締結した際に、購入者に当該商品を使用させ又

はその全部、一部を消費させること 等
○指示命令（法第７条）

上記の規定違反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等の利益が害され
るおそれがあると認められるときは、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

○業務停止命令（法第８条）
上記の規定違反や指示に該当する勧誘行為などをした場合において、訪問販売に係る取引の公
正及び購入者等の利益が著しく害されるおそれがあるとき、又は指示に従わないとき。（1年以内）



○違反事例（法第７条第４号、省令第７条第１号）迷惑勧誘・迷惑解除妨害

○同社は、本件役務提供契約の締結について、何度も断っている消費者に対して、「契約を取らない
と、会社に帰れません。」などと言って、当日の契約を執拗に迫って勧誘し、契約をしないと帰らない
のではないかと不安にさせたり、断っている消費者宅を執拗に繰り返し訪問したりするなど、消費者
が迷惑を覚えるような方法で勧誘していた。

○本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が何度も断っているにもかかわらず、
長時間にわたり執拗に勧誘を続けていた。
また、本件商品の売買契約の締結後、クーリング・オフ期間内に解約を申し出た消費者に対し、「好
転反応だと思います。」、「長く使わないと意味が無い。」などと言って、クーリング・オフをさせないよ
うに消費者を説得したりしていた。
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○違反事例（法第７条第４号、省令第７条第２号）判断力不足便乗

○本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、知的障害若しくは認知症が認められる者
又は高齢者の判断力の不足に乗じ、本件商品の売買契約を締結させていた。

○認知症などの症状が現れ、契約締結に係る判断力が不足している高齢の消費者に対し、これに乗じ、
本件商品の売買契約を締結させていた。



24

○違反事例（法第７条第４号、省令第７条第３号）適合性原則

○同社は、本件役務提供契約の締結について勧誘をする際、貯金もなく年金生活をしている消費者が
「年金生活を送っているので、まとまったお金がない。」などと契約を断っても、「年金担保にしてお金
が借りられます。」と提案するなどして消費者の財産の状況に照らして不適当と認められるリフォー
ム工事契約の勧誘を行っていた。

○本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品を購入するために学生ローン、
消費者金融などを利用しなければならない購入者に対して勧誘を行っており、財産の状況に照らし
て不相応な勧誘を行っていました。
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２．電話勧誘販売について

（１） 電話勧誘販売の定義
（２） 電話勧誘販売の規定の内容
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（１）電話勧誘販売の定義

法第２条
３ 「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供 事業者が、電話をかけ又は政令で定め
る方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結
についての勧誘により、その相手方から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若し
くは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは指定権利の
販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電
話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。

 電話による勧誘には不意打ち性、覆面性、架電の容易性、勧誘の反復性等の特性があり、電話を切った後も販売
業者等の勧誘の心理的影響が残り続け、消費者が改めて郵便、電話等により申込み又は契約の締結を行うという実
態が相当程度存在する。このようなケースを一旦電話を切ったものとして通信販売の規制類型とすることは適当でな
く、電話勧誘販売の規制類型に含めることとしたもの。

 「勧誘により」とは、「勧誘されたことにより」の意味であり、消費者による申込み又は契約の締結が事業者の電話勧
誘に起因して行われていることが要件となる。

→ どの程度の期間が経てば「勧誘により」に該当しなくなるかについては、勧誘の威迫性、執拗性、トークの内容等に
より異なるため、日数で一概に規定できるものではないが、販売業者等から最後に電話があった時から１ヶ月以上も
経ってから消費者から申込みがあったというようなケースはこれに該当しない場合が多いと考えられる。
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（１）電話勧誘販売の定義

（電話をかけさせる方法）

政令第２条 法第２条第３項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
一 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ、電子メールにより、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。

二 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ、電子メールにより、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。）。

第１号は、販売業者等が販売目的を明らかにしないで消費者に電話をかけさせる場合について規定したもの。

例） 「至急下記へ電話ください。○○○－○○○○」等と記載されたハガキを配布するケースのように全く販売目的
を告げないで電話をかけさせるもののほか、

「海外旅行に安く行ける会員制のクラブです。興味のある人は○○番へお電話ください。」と告げて、電話をかけ
てきた相手に実際には英会話の教材の購入を勧誘するケースのように、何らかの商品を販売する意図は告げてい
るものの本来販売しようとする商品（役務）について告げずに電話をかけさせるものも該当。

第２号は、販売意図は明らかであるものの、特に誘引効果が強い場合を規定したもの。

例） 「あなたは抽選に当選されたので非常に安く買えます。」等のセールストークを用いて電話をかけさせる場合は、
その内容の真偽にかかわらず該当。
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（行為規定）
○氏名・勧誘目的等の明示の義務づけ（法第１６条）
○再勧誘の禁止（その電話で引き続き勧誘することも禁止）（法第１７条）
○書面交付の義務づけ（申込時、契約締結時）（法第１８条、第１９条）
○勧誘及び解除に係る禁止行為（不実告知、重要事項不告知、威迫困惑）（法第２１条）
○違反行為（行政処分）（法第２２条）
債務の履行拒否等、重要事項不告知（一部）、迷惑勧誘、クーリング・オフ妨害、高齢者等の
判断力不足に乗じた勧誘、書面に虚偽記載をさせることなど

(行政処分）
○指示（法第２２条）
上記規定に違反し、電話勧誘販売に係る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、必要な措置をとるべきことを指示

○業務停止命令（法第２３条）
上記の規定に違反し、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が著しく害される
おそれがあると認めるとき、又は指示に従わないとき(1年以内）

○商品の種類、性能、効能等の不実告知について合理的な根拠を示す資料の提出命令

（民事規定）
○クーリング・オフ（法定書面交付後８日間は無条件解約を認める）（法第２４条）
○不実告知や重要事項不告知によって誤認して契約を締結した場合の取り消し（法第２４条の２）

○損害賠償等の額の制限（法第２５条）

（２）電話勧誘販売の規定の内容



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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３．適用除外について

（１） 指定制廃止と全面適用除外
（２） 他法令との関係で全面適用除外されるもの
（３） 部分適用除外
（４） 訪問販売の適用除外（招請勧誘、お得意様）
（５） 電話勧誘販売の適用除外
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○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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（１）指定制の撤廃と全面適用除外

○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。（法第２条）

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） 21年12月1日より

○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。

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）
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ⅰ）金融取引に関するもの （２０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）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 （９法律）
（具体例）商品先物取引、自動車整備業、倉庫業、国民年金、信用購入斡旋、商品投資顧問業

積立式宅地建物販売、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。

（２）他法令との関係で全面的に適用除外されるもの（法第２６条第１項第８号ニに基づく政令別表２）

○「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。
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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）
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(政令第６条）

ⅱ）クーリング・オフの適用除外（法第２６条第３項）(訪販、電話勧誘）
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）

→自動車販売、自動車リースについて規定（政令第６条の２）
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（政令第６条の３）

ⅲ）クーリング・オフの適用除外（法第２６条第４項）（訪販、電話勧誘）
商品の使用、一部の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）

→化粧品等の８類型について規定（政令第６条の４）
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少するおそれがある商品（第２号）

→該当なし（政令）
少額の現金取引（第３号）

→３０００円未満(政令第７条）

（３）部分的適用除外について

○従来から、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きた。

○２０年改正によって指定商品・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。

※生鮮食料品を想定。しかし、店舗販売が多く、仮に自宅来訪の場合であっても、御用聞き販売（政令第８条第１号）、少額の現金取引
（法第２６条第４項第３号、政令第７条）が多い状況を踏まえ、政令条項は定めていない。



（４）訪問販売の適用除外（法第２６条第５項第１号）

法第２６条第５項 第４条～第10条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。

一 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 （招請勧誘）

 購入者が、「○○を購入するから来訪されたい」等、「契約の申込み」又は「契約の締結」を明確に表示した場合、
「請求した者」に当たる。

（非該当の例）
商品等についての単なる問合せ又は資料の郵送の依頼等を行った際に、販売業者等より訪問して説明をしたい旨

の申出があり、これを消費者が承諾した場合。

 販売業者等の方から電話をかけ、事前にアポイントメントを取って訪問する場合。

 消費者が台所の水漏れの修理を要請し、その修理のために販売業者等が来訪した際に、台所のリ フォームを勧誘
された場合。

34



（４）訪問販売の適用除外（法第２６条第５項第２号）

法第２６条第５項 第４条～第10条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。

二 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指
定権利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 （お得意様等）
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 「販売業者又は役務提供事業者が……通例であり」
商品若しくは権利の販売又は役務の提供の方法として日常生活に定着している訪問販売方法の意。

 「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」
一般的に日常生活の上で支障なく行われているものと認められる、すなわち、一般的に見て、本法がその保護を目
指している保護法益が侵害されるおそれがないと認められるとの意である。具体的には、購入の意思が不確定なま
ま商品購入を押し付けられる、履行をめぐってトラブルが発生する、販売業者又は役務提供事業者の責任追及が
困難となるなどの危険性が通常生じない場合。

→具体的には、政令第８条で規定。



（４）訪問販売の適用除外（法第２６条第５項第２号に関する政令第８条）

政令第８条 法第２６条第５項第２号の政令で定める取引の態様は次のいずれかに該当する取引の態様とする。
一 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、商品若し
くは指定権利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（いわゆる御用聞き販売）

 「現に店舗において販売を行つている」及び「現に店舗において役務の提供を行つている」
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であり、例えば本来的には販売員の事務所として使用し、

時たま、その場所で販売を行っているとしても、これには該当せず、また、無店舗販売業者が、脱法的に見せかけの店舗をかまえ、実際
には、そこで販売活動を行っていない場合も、これに該当しない。要するに、客観的にみて、その店舗において、日常、販売活動が行わ
れていると認められるものでなくてはならない。

 「定期的」
一定の間隔をおいてという意味であり、その間隔は取扱い商品等によって異なっており、一律にその長さを定めることはできない。例え

ば、日用品の販売店では、毎日、３日おき、１週間おき等比較的短期間に訪問するであろうし、家庭電器販売店等耐久消費材の販売店
では、ボーナス期等に半年あるいは１年程度の間隔をおいて定期的に訪問することになろうが、要は、計画的に、すなわち、顧客台帳等
に基づき、予め訪問時期を定めて、一定の間隔をおいて訪問するものであれば、定期的な訪問といってもよい。しかし、定期的訪問と
いっても、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、消費者と当該販売業者等との間に信頼関係が生じているとはいい難
いので、本号の定期的な訪問とはいい難い。

 「巡回訪問し」
一定の地域内の住居を順次回るという意味であり、ある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、これに該当しな

い。なお、巡回訪問の都度商品を販売しなくても、単に巡回訪問していれば、本号に該当する。

 「……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」
いわゆる御用聞き販売の本質を表現したもので、①いわゆる御用聞き販売は、販売業者等から積極的な商品の売り込み等を行わず、

単に得意先の注文を聞いて回るいわば受動的販売であり、②それ故に、消費者の契約締結の意思が不安定のまま形成されることがなく、
したがって、消費者保護上問題を生じないことから、この要件を本号の中心的要件としている。
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（４）訪問販売の適用除外（法第２６条第５項第２号に関する政令第８条）

政令第８条 法第２６条第５項第２号の政令で定める取引の態様は次のいずれかに該当する取引の態様とする。
二 店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客（当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業
に関して、取引（略）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（お得意様（店舗事業者の場合））

三 店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧

客（当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の訪問につき取引（略）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（お得意様（無店舗事業者の場合））

四 販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所（以下単に「事業所」という。）に所属する者に

対してその事業所において行う販売又はその事業所におい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（その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。）

 「当該販売又は役務の提供の事業に関して」
過去に行われた取引の範囲を限定したのは、販売業者等が当該販売の事業に関係のない取引、例えば、自動車

販売店が、当該消費者に対して不動産取引を行った実績があったとしても、このような取引は、販売業者が通常行っ
ている商品の販売について、相手方との間に信頼関係が成立しているとは認め難いからである。

 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。

 無店舗販売業者又は無店舗役務提供事業者の場合は相対的にみて店舗販売業者又は店舗役務提供事業者に
比べ消費者との間のつながりが希薄と考えられるので、取引の回数を増やし、２以上の訪問につき取引のあった場合
を適用除外としている
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政令第９条（電話をかけることを請求させる行為）
法第２６条第６項第１号の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ、電子メール又はビラ

若しくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘販売に係る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請求させる行為とする。

法第２６条第６項 第１８条、第１９条、第２１条～第２５条までの規定は、次の電話勧誘販売について
は、適用しない。
一 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
ために電話をかけることを請求した者（電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した
者を除く。）に対して行う電話勧誘販売

（５）電話勧誘販売の適用除外（法第２６条第６項）

 例えば、電話勧誘を行おうとする主たる商品についての販売意図を秘匿して安価な別商品で消費者を誘引し、そ
の契約をしたいと思った消費者に事業者からの電話を請求させた上で主たる商品の電話勧誘販売を行うという場合
等はこれに当たる。

 ここでいう「請求」の程度は、契約の申込み又は契約の締結を明確に表示した場合、すなわち「○○を購入したいの
で、電話されたい。」等と依頼する場合、あるいは、当該事業者との平常の取引関係等から客観的にみて購入等の意
思が明らかである場合に限られる。

事業者が電話勧誘をした際、消費者が単に「また後で電話してくれ。」と言うようなケースはそもそも「契約を締結する
ために電話をかけることを請求」したことには該当しないことから適用除外にはならない。
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政令第１０条（適用除外される取引の態様）

法第２６条第６項第２の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧
客（当該勧誘の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引（略）のあつた者に限
る。）に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該
売買契約の申込みを郵便等（法第２条第２項に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。）により受け、若し
くは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは
当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。

法第２６条第６項 第１８条、第１９条、第２１条～第２５条までの規定は、次の電話勧誘販売について
は、適用しない。
二 販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により商品若しくは指定権利若しくは役務につ

き当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しく
は当該役務提供契約を郵便等により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
る電話勧誘販売

（５）電話勧誘販売の適用除外（法第２６条第６項）
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 本号の趣旨は、訪問販売の場合と同様。

 訪問販売においては、主として店舗販売業者の営業活動は店舗を中心とした地域において行われている
のに対し、電話勧誘販売の場合においては、店舗販売業者が店舗の周辺以外の消費者を勧誘したり、申込みを
受けるという例も少なくなく、店舗の所在地と無関係の地域で営業活動が展開されることから、適用除外の要件とし
て有店舗、無店舗による取引回数に差異を設けず、「１年以内に２回以上の取引があること」を要件としている。



４．罰則
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罰則について

○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）

・連鎖・業提の書面不交付、虚偽記載書面交付については、
６月以下の懲役又は１００万円以下の罰金（又は併科）

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

等



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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関東液化石油ガス協議会第 27回業務主任者・管理者研修会資料 

 

平成２８年１１月 

関東経済産業局産業部消費経済課 

プロパンガスのトラブルに係るケーススタディ 

訪問販売ケース１：  

 

① ３日前、「市役所に頼まれて各戸を回り、プロパンガスの契約業者と契約価格の

調査をしている。」と自宅に男性の訪問があった。夕飯の支度で忙しかったが、市

役所の調査かと思い玄関に出たところ、「プロパンガスの料金明細書を見せて欲し

い」と言われたので、それを見せると、「こんなに高い契約をしているんですか。

うちの会社なら、もっと安くできます。切り替えしませんか。」と勧誘された。 

② この時、ガスの調査だと言いながら、実はプロパンガスの切り替えの勧誘に来

たのかと思った。会社名も名乗らず、勧誘目的も言わないことに不審を覚え、「今

のガス会社から変更するつもりはない。」と断った。しかし、帰る気配もなく、「切

り替えすると、月額で○○円は安くなる。切り替えに伴う費用等も一切かからな

い。今の契約しているガス業者との解約手続きも当方でやるので何もしなくてよ

い。」などと、しつこく勧誘が続いた。「契約する気はない。帰って欲しい。」と強

い口調で言うと、やっと帰った。 

③ ところが、翌日、夜９時頃、玄関の呼び鈴がなったので、扉を開けたところ、

同じ会社の別の営業員だった。「○○会社の○○です。プロパンガスの切り替えに

ついて説明に来ました。お話を聞いてもらえませんか。」と今度は会社名等は名乗

った。「契約する気はない」と断ったが、「契約を取らないと会社に帰れない。」な

どといい、強引に玄関に座り込み３０分以上勧誘された。このままでは、契約し

ないと帰ってもらえないのではないか。１人暮らしだし、怖くなって契約してし

まった。 

 

 

【ポイント】 

 

１．事業者名、勧誘目的等不明示【法第３条】 

 

２．再勧誘の禁止【法第３条の２】 

 

３．指示対象（迷惑勧誘）【法第７条第４号、省令第７条第１号】 

 



訪問販売ケース２：  

 

① 自宅にガス会社の営業員が来て、「電力自由化により、これからは電気とガスと

セットで契約してもらうことになりました。近所の方は、全員やってもらっていま

す。」と言われたので、今のままではいけないのだと思い、言われるままに契約書

等に必要事項を記入し後、控えをもらった。「今、契約しているプロパンガス会社

へはこちらから連絡しておきます。」と言って、営業員は、帰っていった。 

② 営業員が帰った後、両隣の住人に確認したが、両家とも事業者が勧誘に来たが、

電力自由化になっても必ずセット契約する必要はないので断ったということだ。必

ず電気とガスをセットで契約しなくてならないと思い契約したが、必要ないなら契

約したくない。クーリング・オフしようと、契約書記載の電話番号へ連絡した。契

約書に記載されていた担当者の氏を告げ、事情を説明したところ、「そのような担

当者はいない。」と言われた。 

③ 営業員からもらっていた名刺に記載されている携帯電話番号に電話をかけ、「両

隣の住人に確認したら、必ずセットで契約する必要はないから契約しなかったと言

っている。クーリング・オフする。」と告げたら、「セットで契約すると安くなるの

だからよいじゃないか。あなたが契約していたガス業者に、もう解約の連絡をした

から、クーリング・オフはできない。」と言われた。 

 

 

【ポイント】 

 

 １．禁止行為【法第６条第１項第６号、７号】 

 

 

 ２．不備（虚偽）書面交付【法第４条、法第５条】 

    

 

 ３．禁止行為（不実告知）【法第６条第１項第５号又は６号】 

 

 

 ４．業務を委託している場合等の注意点等 

   


