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消 費 生 活 相 談  土・日テレフォン相談 

052 - 222 - 9674 架空請求ホットダイヤル 

052 - 223 - 3160 サラ金・多重債務特別相談 

く　   ろ ー な  　 し 

さ　  い     む　  ゼロ 

テレビ通販・インターネット通販の落とし穴 テレビ通販・インターネット通販の落とし穴 

通 信 通 信 
年6回偶数月発行 

10

コアラのハッピー 

※相談は市内在住・在勤・在学の方が対象です 

No.34102009.

通信販売にクーリング・オフ（一定期間は無条件で契約解除 
できる）制度はありません。 
解約できるのは 

・返品特約があり、返品条件を満たしているとき 

・商品に瑕疵（キズなど）があり使用できないとき　 

・当事者間で解約の合意ができたとき　など 

です。なお、返品特約でキャンセル料の表示がある場合、 
消費者契約法の規定により、業者の平均的な損害を超える 
部分は無効となります。 

年6回偶数月発行 

Ｐ.2　通信販売を規制する法律 

Ｐ.3　テスト室のトラブル事例 

Ｐ.4　フェア･講座･講演会等案内 

名 ー 古 屋 市 消 費 生 活 セ ン タ 名 ー 古 屋 市 消 費 生 活 セ ン タ 

通 信 
テレビ通販・インターネット通販の落とし穴 

アドバイス 

・商品の画面上のイメージだけで判断しないで、商品 
　の使い方や使用上の制限などを事前に確認する 

・返品特約の有無と、特約が有る場合は特約の条件の 
　有無を確認する 
　例　返品できない商品、返品可能期間、返品方法、 
　　　返送料の負担、キャンセル料など　 

・申し込み内容や、連絡先のメモを残しておく 
　・商品名・数量・金額・申込日 
　・販売会社名・電話番号・テレビ局名など 

通信販売の心得 

テレビやインターネット通販で、「先着○○名さま限り」「受付は今
日の○時まで」などの映像や文字にあおられ、購入したものの、「必
要なかった」「使えなかった」「イメージが違った」などの経験はあ
りませんか？ 
自宅で買い物ができる通信販売はとても便利ですが、トラブルも
増加しています。相談事例と、後悔しないための心得を紹介します。 

事例1 高齢者には重くて使えないスチームモップ 

3日前に、テレビ通販でスチームモップを購入
した。テレビの女優さんは軽そうに使用してい
たが、実際に使ってみると、重くて腰が痛くな
るので使えない。クーリング・オフしたい。 

（70歳代  女性  無職） 

事例2 サイズが合わないＧパンの交換 

インターネット通販でＧパンを購入した。
サイズが合わないので交換を申し出たら、
「返品・交換制度はない」と断られた。 

（30歳代  男性  給与所得者） 

事例3 イメージが異なるＴシャツ 

インターネット通販でＴシャツを購入した。
Ｔシャツの模様が画面のイメージとは異なって
いたので、返品したいと伝えたら、「返品は受
け付けるがキャンセル料がかかる」と言われた。 

（20歳代  男性  学生） 

・テレビ通販は画面を録画 
・インターネット通販は申し込み画面を印刷 
　しておくと安心です。 返品特約 は こむずかしい用語解説（2ページ） 参照 

か   し 
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カタログ通販 テレビ通販 インターネット通販 ラジオ通販 

通信販売を規制する法律 通信販売を規制する法律 

1  広告に一定事項の表示義務 

通信販売に関する主な改正内容 

返品特約とクーリング・オフ制度の違い 

返品特約とは、商品に品質上の問題（瑕疵）がある（瑕疵担保責任）、商品が届かない、商
品に瑕疵はないが商品が違う（債務不履行）などの、契約違反のない状態においても、
消費者の都合により一方的に契約解除できる契約上の約束のことです。 
通信販売は、カタログやテレビ、ネットなどの情報から、消費者の自由意思で契約するの
でクーリング・オフ制度はありせん。返品特約はクーリング･オフに代わる制度といえます。 

こむずかしい用語解説 

返品特約 

通信販売は特定商取引法で規制されています。主な規制内容を紹介します。 

1.  販売価格、役務（サービス）の対価、送料 
2.  代金の支払い時期、方法 
3.  商品の引渡時期  
4.  返品特約の有無 
5.  事業者の氏名（名称）、住所、電話番号 
6.  申込みの有効期限 
7.  代金・送料以外に必要な費用 
8.  瑕疵担保責任の特約があるときは 
その内容 など 

1．  指定商品制の廃止…特定商取引法の適用を受けるのは原則すべての商品と役務、指定権利※となる 
　  　　　　　　　　　　　　　　　  ※指定権利のみ存続（例．リゾート会員権、英会話サロン利用権など） 
2． 返品特約表示の義務化…商品と指定権利の売買契約の申し込みの撤回、または解除に関する事項の表示を義務化した 
3． 解除権の創設…返品特約に関する記載がない場合、購入者が商品等を受け取った日から8日以内は契約解
　　　　　　　　  除を行うことができる 

No.9

平成21年1 2月1日～改正特定商取引法が施行 

主な表示事項 

4  顧客の意に反して契約の申込をさせようと 
　  する行為の禁止 

1. インターネット通販の場合 
　① ボタンのクリックが有料申込になる 
　　ことが分かりにくい 
　② 申し込みの際、申し込み内容の確認・ 
　　訂正が容易にできない 
2． ハガキなどで申し込む場合 
　印刷書面の送付が有料申込になること 
　が分かりにくい 

禁止行為 

か　し 

通信販売は特定商取引法の他に、景品表示法、消費者契約法、電子消費者契約法も適用されます。 
判断に悩んだら、消費生活センターにご相談ください。 

返品特約 

クーリング・オフ 

商品等を受取った日 

行使期間の１日目 

法定契約書を受取った日 

購入者負担 

返品費用 

業者負担 

契約書の返品特約が優先 

優先順位 

法律で定められた 
クーリング・オフが優先 

期間内に相手に届く 
必要がある 

解除の通知期限 

期間内に出せばよい 

2  誇大広告等の禁止 

・著しく事実に相違する表示 
・実際のものより著しく優良、有利と誤認
　させる表示 

禁止表示 

3  前払式通信販売の承諾等通知の義務 

1.  申し込みの承諾の有無 
2.  事業者の氏名（名称）、住所、電話番号 
3.  受領した金銭の額、年月日 
4.  申し込みを受けた商品とその数量など 
5.  承諾するときには、商品の引渡時期　 など 

通知書の記載事項 

違反すると行政処分や
罰則の対象となるよ。 
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身近な ト ラ ブ ル 事例 事例 身近な 

事例1　鮮やかな緑色の「抹茶入り玄米茶」。着色料を使用していないか？ 

通信販売で購入した「抹茶入り玄米茶」で、お湯を入れると、ペンキのような鮮や
かな緑色のお茶が出た。着色料を使用していないか調べて欲しい。 

合成着色料はすべて着色するので、相談品には合成着色料は使用されていない
ことが分かりました。 

内側が白い陶磁器の湯呑みで、相談品に熱湯を注ぎ観察してみました。
色鮮やかなお茶の色をしていました【写真1】。 

【写真1】 

【写真2】 

【写真5】 

【写真4】 

【写真3】 

【写真6】 

【写真7】 

テスト室が受け付けた 

観　　察 

相談品と、着色料を入れて緑色に調製した「サンプル液」を使い簡易検
査をしました。 

①緑色サンプル液の調製･･･お湯に　食用黄色4号(合成着色料) 
　　　　　　　　　　　　　 　 　クチナシ色素(天然着色料)を入れた 
②相談品とサンプル液各200mlをビーカーに採り、各々に5mlの食酢
　を添加した 
③脱脂した白色の毛糸約0.5gを水に濡らして絞り、各ビーカーに入れた 
④これらビーカーをウォーターバスに入れ、30分程湯煎した【写真2】 
⑤毛糸を取り出して、水洗いした 

検　　査 

相談品に浸漬した毛糸は着色しませんでしたが、サンプル液に浸漬した
毛糸は着色しました【写真3】。 

検査結果 

{

事例2　シミ抜きに出したスラックスに、2mm程の孔が開いていた 

男性用のスラックスの足元に、グリース状の油ジミを2箇所見つけた。クリーニン
グ店でシミの箇所を指示して、シミ抜きを依頼した。1週間後、戻ってきたスラック
スに孔が開いているのに気が付いた。クリーニング店は虫食いによる孔だと主張
して過失を認めない。1年前に購入した高価なスラックスなので、カケハギによる
修理代を負担して欲しい。 

相談者に上記を伝え、検査結果を踏まえたうえで、クリーニング店とカケハギ代金
の負担割合について、交渉するよう助言しました。 

相談品は海外ブランドのウール100%の生地で、軽くて細かな毛を何本
も束ね、ゆるい撚りで作った糸で織られていました【写真4】。繊細な作り
のため、虫食いや風合い変化が起こりやすく、クリーニングが難しい繊維
でした。 

観　　察 

孔あき部分【写真5】を双眼実体顕微鏡で検鏡したところ、ゴマ粒大の孔
の繊維は、裂けた状態や鋭利に切れた状態で、虫食いの特徴を示しては
いませんでした【写真6、7】。また、ブラシで擦った形跡も見られなかった
ので、孔の原因が、染み抜きにあるとも断定できませんでした。 

検　　査 

高級品ほど軽く、繊細で上等な希少動物の毛や革などの材料を使うため、
擦り減りや虫食いが多くなる傾向にあります。購入する際は、取扱絵表
示などで、品質や取扱方法をしっかり確認し、適切に管理できる商品を選
ぶことが大切です。 

注 意 点  
裂けた状態 

鋭利に切れた状態 

サンプル液 白い毛糸 

相談品 
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相談室 くらしの情報プラザ 

消費者庁が9月に発足しました 消費者庁が9月に発足しました 

利用のご案内 

月～金曜日 
9：00～16：15

名古屋市消費生活センター 

受付 
時間 

〒460-0008 
名古屋市中区栄一丁目23番13号 伏見ライフプラザ11階 
TEL（052）222-9679　FAX（052）222-9678

●本誌の内容の無断転載と利用をお断り致します。 
●このパンフレットは、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 

http://www.seikatsu.city.nagoya.jpパソコン用 

http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/ｍ/携帯電話用 

白川公園 

市科学館 

市美術館 

御園座 

至栄 

錦通 

広小路通 

中
郵
便
局 

伏
見
通 

本
町
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大須観音 
大須観音 

伏見 

若宮北 

白川出入口 
名古屋高速2号 

⑥番 

④番 
地下鉄鶴舞線 

地下鉄東山線 

●地下鉄「伏見」⑥番出口から南へ350ｍ 
●地下鉄「大須観音」④番出口から北へ450ｍ 

交通のご案内 

〒 
N

錦通伏見 

広小路伏見 至名古屋駅 

三蔵 

商工会議所 

ビルの1階に 
中消防署があります 

伏見ライフプラザ11階 

伏見ライフ 
プラザ 
伏見ライフ 
プラザ 

名古屋市消費 
生活センター 

月～土曜日  
9：00～17：00

開館 
時間 

※土・日曜日は電話相談のみで、来所相談は行っていません。 
※架空請求、多重債務の相談もこちらの番号で受け付けています。 ※くらしに役立つ幅広い 

　情報を提供しています。 

TEL

052-222-9677

TEL 052-222-9671 消 費 生 活 相 談  

TEL 052-222-9674 架空請求ホットダイヤル 

TEL 052-223-3160 サラ金・多重債務特別相談 

（祝日・年末年始を除く） 

土・日曜日 
9：00～16：15

受付 
時間 

TEL 052-222-9690 土・日テレフォン相談 

（祝日・年末年始を除く） 

（祝日・年末年始を除く） 

名古屋城本丸御殿復元プロジェクト 
2010年は、名古屋開府400年です。 

消費者庁が9月に発足しました 

食品表示講演会 
『食の安全チェックポイント 
　－ 食品表示のうそ？ほんと！ －』 

消費者庁地方消費者行政活性化交付金事業 

今、注目の『食品表示』について、
テレビ、新聞等で活躍されている
食品表示の第一人者、垣田達哉さん
にお話をお聞きします。講演に続き、
クイズもあります。 

入場料無料 

講　師 垣田 達哉氏 (消費者問題研究所 代表)

日　時 11月29日（日） 
午後1時30分～午後3時30分 

定　員 450名（申込み多数の場合は抽選） 

会　場 

申込先 
〒４６０-０００８ 名古屋市中区栄１-23-13 
名古屋市消費生活センター 

｢食の安心・住まいの安全」 

｢暮らし上手は節約上手」 

消費生活講座受講者募集 消費生活講座受講者募集 消費生活講座受講者募集 

開催場所 名古屋市消費生活センター 
第1研修室  伏見ライフプラザ12階 

募集人数 講座1  講座2 とも 各100名（応募多数の場合は抽選） 

＊受講者募集についてのお問い合わせは まで 222-9679

応募方法 

申 込 先  〒４６０-０００８  名古屋市中区栄一丁目２３-１３  伏見ライフプラザ１１階 
名古屋市消費生活センター  消費生活講座 係 

日　　　程 

11月10日（火）・11月17日（火） 
11月24日（火）・12月 1日（火） 

講　座　名 

全4回 午前10時～正午 各講座 

11月12日（木）・11月19日（木） 
11月26日（木）・12月 3日（木） 

講座1 

講座2 

「往復はがき」に ①住所 ②氏名(ふりがな) ③電話番号 
④希望の講座名を明記のうえ、10月30日（金）までに下記
の担当係へ（必着） 

受講料 
無料 

受講料 
無料 

めざせ、賢い消費者！ 

名古屋市消費生活フェア2009
消費者行政の「司令塔」として消費者庁が平成21年9月1日に発足しました。 
今までは、省庁ごとの縦割り行政で消費者保護が図られていました。今後は、
消費者庁が製品事故、食品表示、契約・取引など消費者にかかわる事案を、
消費者の立場で情報収集し施策に反映していきます。 

消費者の生活を守るのは、消費者の声から
始まります。トラブルに巻き込まれたら、
迷わず、消費生活センターへご相談下さい。 

開催日時 11月7日（土）～8日（日） 
午前11時～午後4時 

会　　場 オアシス21「銀河の広場」 
（地下鉄｢栄｣、名鉄｢栄町｣下車） 

問合せ先 名古屋市市民経済局消費流通課 

  972-2437

http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/kouza/index.htm
ウェブサイトからも応募できます。 

222-9679

申　込 
方　法 

・往復はがきに、講演名、住所、参加者名 
　　番号を記入して、下記まで郵送 

・名古屋市電子申請サービスからも応募可 

中区役所ホール（地下鉄｢栄｣、名鉄｢栄町｣下車） 

入場料無料 

消　　費　　者 

苦情・相談 

情報集約 

消費生活センター、保健所、消防、警察、病院、各省庁 

消　　費　　者　　庁 

的確に整理し、施策へ反映 

開催 

『消費者新時代 考えよう 身近な安全・安心』をテーマ
に、くらしに役立つ様々な消費生活情報を発信します。 
テーマに関連した 
展示、音楽演奏、 
クイズ、ゲームなど、 
楽しい催しがいっ
ぱい！ぜひ、ご来
場ください。 

昨年の様子 

▲
 

締切日 
１１月１０日 

締切日 
１１月１０日 


