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地域振興部産業振興課消費生活センター

保存版
消費生活特集

こんな「うまい話」にご用心！こんな「うまい話」にご用心！

困った！しまった！おかしいな！と思ったら

消費生活センターへ消費生活センターへ
相談は無料です。お気軽にご相談ください。

こんな勧誘を受けた人は…　

知らない人からの電話や郵便による
「未公開株・社債」の勧誘は

『詐欺』の可能性大！！『詐欺』の可能性大！！

　消費者と事業者との間に生じたトラブルや、悪質商法の被害、
商品サービスに関する苦情、食品や製品による事故などの消費
生活に関する相談に、消費生活専門相談員が助言・事業者との
あっせん、情報提供など問題解決に向けての支援をします。
　悪質な事業者による問題商法などで消費者被害があとを絶ち
ません。誰もが被害にあう可能性があります。不安や疑問があ
るときは、契約をする前の相談もできますので一人で悩まずに
気軽にご相談ください。

　消費生活センターの名前をかたり電話をかけ、「その株は大丈夫」
と信用させるといった悪質な手口が発生しています。
　消費生活センターなどの公的機関が未公開株や社債などの取引に関
与することはありません。このような電話があった場合は、公的機関
が公表している電話番号にかけなおし確認をしてください。

☎（５３９０）１２３９
n（５３９０）１１４３
JR京浜東北線：
      王子駅下車北口から徒歩２分
東京メトロ南北線：
　　王子駅下車５番出口直結
都電荒川線：
　　王子駅前駅から徒歩５分

相談専用電話　☎（５３９０）１１４２
相談受付日時　月～金曜（祝日は除く）  午前１０時～午後４時
　　　　　　　※１２月２９日～１月３日はお休みです。
区内に在住、在勤、在学の方の相談をお受けします。

要注意

金融庁の者ですが、
××社の株式は近々上場予定な
ので、信用しても大丈夫ですよ！

この株は上場確実！　
今買えば必ず儲かります！
元本も保証します。

未公開株で出た損を取り
返してあげますよ！
その代わり別の商品を
購入してください。

もし○○社の株・社債を
買ってくれたら、
あとで必ず高く買い
取りますよ！

■登録を受けた証券会社以外による売買は　原則無効！
●「未公開株・社債」の販売ができるのは登録を受けた証券会社だけ。
●無登録業者（※）が、 「未公開株・社債」などの売付けを行った場合
や、他の業者による売付けの媒介を行った場合、その売買契約は原
則無効になります！  （※）金融商品取引法に違反して登録を受けずに
「未公開株・社債」等の販売等を行う業者

■登録を受けた証券会社以外による広告・勧誘は　違法！
●一般的に、幅広い投資家に「未公開株・社債」の取引の勧誘が行わ
れることは、考えられません。→登録を受けた証券会社以外がこうした
取引の勧誘を行うことは金融商品取引法で禁止されていますので、絶
対関わらないようにしてください！　※登録を受けた証券会社につい
ても、「未公開株」の勧誘は原則禁止されています。

●勧誘してきた業者がきちんと登録を受けているかどうかは、金融庁・
財務局のホームページや電話で確認することができます。
●金融庁・財務局の登録を受けている証券会社であっても、
・その証券会社の信用力などが保証されているものではありません。
・「元本保証」「絶対儲かる」などと説明して勧誘することは、禁止さ
れています。
●金融庁などの公的機関を名乗る電話や、「買ってくれたらあとで高
く買い取ります」、「損を取り戻してあげます」などといった勧誘も、
簡単に信用しないようにしましょう！

不審な勧誘を受けた場合は、すぐに下記の連絡先までご相談ください。
金融庁　金融サービス利用者相談室
☎ 0570-016811（ナビダイヤル）　n（3506）6699
※IP電話・PHSからは☎（5251）6811
警察
警察総合相談電話「#9110」番または最寄りの警察本部、警察署

消費生活センターは北とぴあ11階です。消費生活相談にお電話ください！

ご注意ください！役所をかたる悪質な手口

JR京浜東北線

JR王子駅北口 三菱東京UFJ銀行

みずほ銀行

プロント

バスロータリー

ファミリーマート りそな銀行

不二泉

至赤羽
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P入口

一方通行→

北とぴあ
〒114-8503
東京都北区王子1-11-1

北本通り

至田端

見知らぬ業者からの「投資」や「もうけ話」に関するトラブルが急増！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



平成２４年２月２０日（２）

点字広報（点字版）を発行しています。ご希望の場合は産業振興課消費生活センター☎（5390）1239までお申し込みください。

　「お金をあげたい」「悩みを聞いてほしい」などといったメール
がきっかけとなり、有料の出会い系サイトに誘導され、メール交
換をするための有料の「ポイント」を大量に購入してしまい、気
づいたら高額な費用を払ってしまったというトラブルが増えてい
ます。別のサイト（占い、懸賞、内職情報など）への登録をき
っかけに、いつの間にか出会い系サイトからメールが来るように
なったというケースもあります。
◎「お金をあげる」などという相手とは絶対メール交換をしないこと！
　メールの相手が実在する人物か、内容が本当かなどの確認をす
ることは困難です。可能な限り、携帯電話やパソコンに届いたメ
ールやサイト内に残っているメールを保存、もしくはプリントアウ
トしておき、サイトへの支払いの記録（レシートなど）を保存し
ておくとよいでしょう。

　繁華街などで 「アンケート」 「無料で体験」 などと声をかけ、商
品の契約が目的であることを告げず、 事務所や店舗に連れて行
き、 商品やサービスの契約をさせます。
◎声をかけられても、キッパリと断ること
　店舗の奥まった部屋で、長時間にわた
って勧誘され、帰るために仕方なく契約
をしてしまうケースもあります。話だけ
なら・・・と軽い気持ちでついていくこ
とはやめましょう。

　

　突然事業者が訪れ、金やプラチナなどの貴金属のアクセサリ
ーや和服を強引に買い取ります。押し買いは訪問販売に該当し
ないと考えられ、特定商取引法のクーリング・オフは困難です。
◎買い取ってもらうつもりがなければ、キッパリと断る。
　渡してしまった品物を取り戻すことは非常に困難です。契約す
るかどうか慎重に考えましょう。一人で対応するのは避けましょう。
◎契約前に、事業者の住所や電話番号、古物商許可証等の提示
をもとめる。きちんとした対応をしない業者とは、契約しないこと。
　契約する際は、買い取り条件などの書面を受け取っておきましょう。
　勝手に家の中に入ってくる。帰るように言っても居座って帰ら
ないなど怖い思いをしたときは、警察に110 番しましょう。

　ほとんど価値がない山林や雑種地を、別荘地として高値で売り
つける手口（原野商法）が 30年から40年前に多発しました。事
業者は、購入者名簿や登記簿などをもとに、「購入した土地を高
値で売ってあげる」「確実に売却できる」などと勧誘します。　
　売却のために必要と言って高額な測量工事や整地工事などを
契約させますが、実際には、売却は実行されません。
◎「高く売る」というセールストークを鵜呑みにしない！
　最近は、買い手がいるかのように偽造した「買付証明書」を
発行して売却ができると信用させる手口も目立ってきています。
所有する土地の自治体などに、現地の情報などについて確認しま
しょう。

こんなトラブルが起こっています！　こんなトラブルが起こっています！　 消費生活センターには、年間 2,000件以上の相談が寄せられています。特に高齢者からの相談が４割と多くなっています。　
最近のトラブル事例や問題商法の手口を知って、トラブルにあわないように十分ご注意ください！

 
　地域の方、民生委員、ケアマネージャー、ヘルパーなど高齢者の
周囲の方々からの連絡により、被害の早期発見、解決につながる
ケースが増えてきています。コミュニケーション不足や情報不足も
高齢者被害の一つの要因と考えられます。身近な方々の「声かけ」
が、被害の発見につながります。
◎高齢の方にはこんな傾向が見られます
・「騙された自分が悪い」と思って、契約したことを誰にも言わない。
・被害にあっていることに気づかない
◎周囲が気づくポイント　　
・見慣れない商品がある。
・同じ商品が必要以上にある。
・業者が頻繁に訪問している、電話がある。
・契約書や見積書、領収書がある。
◎「ちょっと様子がおかしいな？」「心配だな・・・」と思ったら
・世間話の中で、さりげなくその商品を話題にしてみる。
・本人に本当に必要なものなのか確認してみる。
・消費生活センターに相談する
　ようにお話しください。
　 

 

　特定の取引の場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除
できる制度です。 通常の店舗での購入などでは原則できません。

高齢者の見守りが重要です 無条件で契約を解除　クーリング・オフ制度！ 

キャッチセールス

出会い系サイトの高額請求トラブル 貴金属などの押し買い

原野商法の二次被害

無料で

★クーリング・オフの期間が過ぎてもあきらめないで！
　勧誘や契約書などに問題があれば、解約できる場合もありま
す。 あきらめる前に一度、消費生活センターにご相談ください。

●主なクーリング・オフの期間
①訪問販売･電話勧誘販売･継続的サー
　ビス取引（学習塾、家庭教師、エステ、
　結婚相手紹介サービスなど）…契約書
　をもらった日を含めて８日間
②マルチ商法・内職商法…契約書をも
　らった日を含めて20日間

クーリングオフ通知の出し方
　契約相手先に「特定記録郵便」または
「簡易書留郵便」など記録の残る方法で送
ります。
　クレジット契約の場合は、販売会社とク
レジット会社の両者に送ります。ハガキの
表と裏のコピーをとり、関係書類とともに
５年間保存しましょう！
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平成２４年２月２０日（３） 地域振興部産業振興課消費生活センター　☎（5390）1239

　宅地建物取引業法（施行規則）では、宅地建物取引業
者に対し、契約の勧誘をする際の禁止行為を定めています。
＜事業者のこんな行為は禁止です！＞
禁止①   勧誘に先立って、会社名、勧誘を行う者の氏名、
　　　　勧誘をする目的であることを告げずに勧誘を行う
　　　　行為
禁止②  消費者が、契約をしない旨の意思（勧誘を引き続
　　　　き受けることを希望しない旨の意思を含む）を表
　　　　示したにもかかわらず、勧誘を続ける行為
禁止③  迷惑を覚えさせるような時間に電話、訪問をする
　　　　行為

こんなトラブルが起こっています！　こんなトラブルが起こっています！　

北区ニュースは、視覚に障害のある方のために、声の広報（カセットテープ版・デイジー版）及び

  
◆家に販売員が訪ねてきたら、 いきなりドアを開けないで、まず
相手を確認する 
　インターホンやドア越しに①会社名②販売が目的なのか③何を
売りにきたのかを確認しましょう。 

＜断る場合＞
契約をしない意思をハッキリと伝ましょう 
「いりません」
「契約しません」
「今忙しいから後にして」
※訪問販売で契約しない旨の意思表示をした消費者に、それ以
上、 勧誘をすることは特定商取引法違反となります。 

＜契約前＞ 
販売員のこんな言葉に要注意！！
「こんな布団じゃ体に悪い」⇒不安をあおる 
「これを飲めば、 がんが治る」⇒嘘の説明 
「今日だけ特別価格」⇒契約を急がせる
●本当に欲しいものかよく考えましょう 
●支払可能な金額か確認しましょう（分割の場合は
　分割手数料なども含めた総額を） 
●信頼できる人に相談しましょう 

＜契約するとき＞  
●契約先の会社名、 所在地、連絡先（固定電話）、担当者を確認し
ましょう 
●契約書や申込書をよく確認しましょう 
●キャンセル・解約について確認しましょう 

 
　通常必要とされる量を著しく超える契約をさせられた場合は、
１年間契約解除の主張ができます。 
例えば・・・ 
・ひとり暮らしなのに何枚も布団を買わされた。 
・健康食品を何年分も買わされた。 
※過量かどうかの判断は、 個別の事案ごとに判断されます 
〔改正特定商取引法の施行日（平成21年12月1日）以降の契約が対
象です〕

 
　通信販売には、無条件で解約ができるクーリング・オフはあり
ません。  返品規定を必ず確認し、インターネットの場合なら、画面
をプリントアウトしておくのも良いでしょう。
　通信販売は、 広告に返品規定の表示がない場合は、 商品が届
いてから８日間以内は、  送料を消費者が負担する事で返品が可
能です。 

　
　「架空請求」は、平成17年ごろに爆発的に増加し、現在も苦情
相談があとを絶ちません。「法的措置をとる」など不安をあおった
り、公的機関を装ったりと巧妙かつ悪質化しています。特に、イン
ターネットや携帯メール等の架空請求は、未成年者の被害も多い
ので日頃からご家族で話し合って、被害防止に取り組みましょう。
◎「身に覚えのない請求」があった場合は、発信相手の指定する
連絡先に電話（メール）をしない。
　電話で話すことで個人情報を聞き出されたり、「退会」のボタ
ンをクリックすると登録になったり、請求画像がパソコン画面に
張り付いたりするケースもあります。
◎裁判所から通知が来た場合は、身に覚えがない内容でも、放
置しない。
　放置した場合、不利益を受ける恐れがあります。しかし、裁判
所を装った架空請求もありますので、正式な通知かどうか、消費
生活センターに問い合わせたり、最高裁判所のホームページで確
認しましょう。

　海外で「宝くじの当選金を受け取る権利」
があり期日までに申込書と数千円の手数料を
送るとその権利を獲得することが出来るといっ
た内容の手紙が届きます。
◎海外の宝くじは日本国内で買うだけでも違
法です。絶対に手を出さないようにしましょう！

　
　投資用マンション購入を強く迫られ、断ると脅かされた等の相
談が増え続けています。電話勧誘の場合は、勤務先に非通知で
かけてきて、業者名も名乗らないケースが目立っています。訪問
販売では、執拗な勧誘に根負けして会う約束をさせられるといっ
たケースが見られます。　
◎買う気がなければ毅然と断る「必要ありません」「お断りしま
す」といってすぐに電話を切ること！
◎ 契約したくない意思表示を態度で示すこと
　自宅に居座られたら「帰ってください」と言ってドアを開ける。
事務所等で勧誘を受けた場合は「帰ります」と言って椅子から立
ち上がる。

　

高齢者の相談に多い、訪問販売での契約の注意点

過量販売は、契約から１年間は解除できる！

通信販売は注文前に返品規定を必ず確認 

身に覚えのない 「未払い金の請求」 「長時間」「強引」投資用マンションなどの悪質な勧誘

海外宝くじの当選金獲得？？

… 
×

▲

トラブルに巻き込まれないために

▲

トラブルに巻き込まれないために

今日だ
け…



刊行物登録番号　23-3-041

平成２４年２月２０日（４）

　「月々の支払いが大変だ」「借金の取り立てに困っている」など借
金返済でお困りの方は、勇気を出してご相談ください。借金問題
は、弁護士などの法律専門家の支援を受けることで解決できま
す。  消費生活センターでは、相談内容に適した債務整理の方法を
検討し、弁護士会の相談センターなどの法律専門機関に引き継ぎ
ます。
●取り立てを止められます！！
　裁判所や弁護士などは、借金整理の依頼（申立）を受けると、受
任（申立）通知を債権者に送付します。  これにより、債権者は取り
立てができなくなります。
●借金が減る場合もあります
　いわゆるグレーゾーン金利で長期間借り入れしている場合には、
利息の再計算をすると借金が減額したり、すでに返済が終わって
いて、払い過ぎた利息を取り戻せる場合もあります。
●弁護士などの費用が出せない場合は・・・・
　一定の条件にあてはまる場合は、 「民事法律扶助制度」を利用
できます。  裁判費用や弁護士等の費用の一時立替えを行う制度
です。

借金整理の方法
①任意整理…裁判所を使わずに弁護士などが代理人となって、　
　　　　　　当事者間の話し合いで返済方法を和解します。
②特定調停…裁判所に選任された調停委員が返済条件の協議を
　　　　　　し、  双方の合意を得た返済計画で返済します。
③個人再生…債務額を圧縮して再生計画案を作成し、裁判所が認
　　　　　　可した再生計画案に基づき債務を返済します。
④自己破産…裁判所に申し立てをして、借金の支払を免責しても
　　　　　　らいます。
ご相談はあらかじめ電話でご予約ください
［予約電話］消費生活センター事務室　☎（５３９０）１２３９
［予約受付時間］月～金曜　午前９時～午後５時
※区内に在住、在勤、在学の方のご相談をお受けいたします。
　～多重債務相談機関～
四谷法律相談センター　　　　☎（5367）5280　
神田法律相談センター　　　　☎（5289）8850　
錦糸町法律相談センター　　　☎（5625）7336
法テラス（日本司法支援センター）　　☎ 0570 -078374
（財）日本クレジットカウンセリング協会　☎（3226）0121

　クレジットカードは、  手元に現金が無くても買物ができ、手軽
で便利です。  商品代金はクレジット会社がお店に支払います。
　消費者はクレジット会社に「借金」をしたことになり、返済をし
ていくことになります。  手軽さゆえの使いすぎにより返済困難
に陥る危険があります。  カードを利用した場合は、口座の引落し
状況と明細書の返済額を毎月確認し、 使いすぎていないかしっ
かりチェックしましょう。

　「クレジットカードの現金化」をめぐるトラブルの相談が増えて
います。クレジットカードは、キャッシング機能とショッピング機
能があり、それぞれ限度額が設定されています。  現金化を勧め
る業者は、消費者にショッピング枠の限度額（例えば５０万円）で
商品購入のクレジット契約をさせ、その後、  業者からキャッシュ
バックや商品の買い取り代金として現金（例えば４０万円）が消費
者に支払われます。  消費者は、 一時的に現金を手に入れること

はできても、より高額なクレジットの支払いをしなければならず、
債務が膨らんでしまう可能性があります。  なにより「クレジット
カードの現金化」は契約違反であり、場合によっては詐欺罪等に
抵触する可能性があるので、絶対に行ってはいけません。

　違法に、高額な金利で貸付を行うヤミ金（闇金融）の被害が後
を絶ちません。  返しても返しても元金が減ることなく、むしろ
利息が膨れ上がり多重債務から抜け出せなくなります。  脅迫
的な取立てが、自身だけでなく、家族や職場に及ぶ場合もあり
ます。  絶対に手を出さないようにしましょう。
【

わな

罠その１】「自己破産・ブラックOK」、「スピード融資」などと
　　　　　甘い言葉で勧誘している。
【罠その２】多重債務者や零細企業などをピンポイントに狙って、
　　　　　ダイレクトメールや電話で勧誘する。
【罠その３】チラシ等に携帯電話番号しか記載せず、正体を明か
　　　　　さないまま融資を行う。  いわゆる「０９０金融」と
　　　　　呼ばれるものです。

　悪質商法の手口や、契約に必要な知識をわかりやすくお伝えしま
す。  講師は、  実際に相談を担当している消費生活相談員を派遣し
ます。  お気軽にご利用ください。
◎悪質商法にご用心（最近の事例をまじえて解説します）
◎狙われる高齢者（高齢者をねらう悪質商法を解説します）
◎カモになる若者（若者に多い被害を中心に解説します）
※ご希望のテーマや企画があればご相談ください。
申込方法は・・・
●対象 　区内の１０名以上のグループ、自治会・町内会、ＰＴＡ、介護
　　　　事業所等、ご近所のお友達グループもＯＫです！
●費用　無料（会場はご用意願います）
●申込　電話またはファクスでお申し込みください（1ヵ月前頃まで）
※悪質商法など消費者向けの啓発ビデオ（20～30分）も貸し出しています。

借金問題は一人で悩まず、ご相談ください借金問題は一人で悩まず、ご相談ください

消費生活相談出張講座のご案内

ヤミ金の恐怖

ショッピング枠の現金化は絶対やめましょう

消費生活センターでは
「安全・安心」・快適メールマガジンで
『消費生活情報』を配信しています
　消費生活相談や商品のリコール（不具合による回収、修
理、  交換）、消費生活に役立つ情報などを配信しています。
登録方法は、  北区ホームページをご覧ください。
［配信回数］月２回（毎月１日、１５日）
［配信対象］パソコン
※メールマガジンとは、Ｅメールを利用して定期的に情報が
届くサービスです。 ※携帯電話では受信ができません。
jhttps://www.city.kita.tokyo.jp/mag/
a［配信内容について］消費生活センター　☎（5390）1239
　 ［登録方法について］広報課　☎（3908）1102

使いすぎに注意して！
クレジット（販売信用）も借金です！

見知らぬ業者からの「投資」や「もうけ話」に関するトラブルが急増！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


