
＼そんなつもりじゃなかった！／＼そんなつもりじゃなかった！／

監修／NPO法人消費生活相談員の会さが

と思ったらすぐに相談を！

「だまされたかも」
「断り切れずに契約してしまった」

アイスクエアビル１階　生活安全課内
（〒840-0801　佐賀市駅前中央１丁目８－３２）

来所相談は予約制です。

相談電話

受付時間

ご相談は

☎0952-40-7087

相 談 無 料
秘 密 厳 守
匿 名 可

平日9：00～17：00
（土日、祝日および年末年始除く）

受付時間
☎050-3383-5510
法テラス佐賀

電話相談は24時間対応受付時間

＃9110（☎0952-26-9110）
警察相談室

法的トラブル・多重債務に
関する相談

詐欺などの被害に
関する相談

佐賀市消費生活センター

平日9：00～16：00
（土日祝・年末年始除く）
※土日祝日（年末年始除く）
　9：00～17：00は、
　消費者ホットライン（188）へ
佐賀市消費生活センターは
市の機関です。
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佐賀市消費生活センター禁無断転載ⓒ東京法規出版

スマホやタブレットで読めます。
〇文字サイズ拡大、自動音声読上げ
〇10言語で読める・聞ける（音声読上げ対応）

※ベトナム語のみ、
音声読上げに対
応していません。



　残念なことに、世の中の誰もが消費者トラブル
に巻き込まれる危険性があります。
　なかでも危ないのが、高齢者と若年者です。高
齢者はある程度の貯蓄があり、1人で家にいる時
間が長く勧誘を受けやすいためです。一方若年者
は、社会経験が浅いところを付け込まれます。

　消費生活センターは、消費者のため
の相談業務や情報提供をする地方自治
体が運営する機関です。専門の消費生
活相談員が相談を受けて、事業者との
交渉に必要な助言やあっせんなどの支
援を行います。

佐賀市消費生活センター　☎0952-40-7086

消費生活センターとは

●「お金」「孤独」「健康」の
　３つの不安に付け込まれる
●だまされたことに気づきにくい
●被害にあっても相談しない

消費者トラブルの特徴 こんな相談を受け付けています

　契約時の注意点や最近の消費者トラブルについ
て、無料の出前講座を行っています。夕方以降の
時間帯や休日でも可能な限り対応しますので、お
気軽にお問い合わせください。

佐賀市消費生活センターでは、
消費生活出前講座を実施しています

特に高齢者と若年者は要注意！
誰もが消費者トラブルにあう危険があります！ こまったときは、

消費生活センターに相談してください！

相談
無料

秘密
厳守

相談以外のお問い合わせ

契約関連
相談

製品事故
多重債務
などの
トラブル

高 齢 者 の
消費者トラブルの特徴

若 年 者 の

「困っている」「悩んでいる」などの変化が見られたら、
消費生活センターへの相談を勧めてください。

高齢者・若年者の消費者トラブルを防ぐためには、
家族や周囲の見守りが大切です。

●社会経験の浅さに付け込まれる
●内容をよく理解しないまま
　軽い気持ちで契約してしまう
●相談せず泣き寝入りしてしまう

ちょっと ひとこと！
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　消費者トラブルを未然に防ぐためには、日ごろから「自分の身にも起こるかも
しれない」と警戒することが大切です。

　消費者トラブルにあっても、「その被害に
気づかない」「そのことを恥ずかしく感じ、
誰にも相談しない」というケースが多くあり
ます。そこで大切なのが、地域ぐるみの見守
りです。日頃から挨拶をかわし連絡を取り合
えば、何か異変があったときもすぐに気づく
ことができます。

被害にあわないための心構え 家族や地域みんなで
消費者トラブルを防ぎましょう

　最近、メールやSNSをきっかけにした消費者ト
ラブルが増えています。
▶知らない送信元からのメールは開封せずに無視
する

▶メールやSNSでお金を要求されても応じない
▶SNSで知り合った人を安易に信用しない

などの注意が必要です。

メール・SNS※には気を付けて

●地域での集まりに参加することも少なく、
　一人で家にこもりがち
●同居の家族はいるが、昼間は仕事に行き、
　一人きりになってしまう
●自分からはあまり話をせず、情報が不足しがち
●悩んでいて、一人で抱え込んでいる様子である

あなたの周りに
こんな高齢者はいませんか？

ポ
1

イ ン ト
普段のくらしのなかで、ご近所で
交流を図り、関係を密にしておき
ましょう。

2 新聞、テレビなどを活用し、正確
な情報を得るようにしましょう。

3 得た情報は、周りの人に伝えま
しょう。

簡単にドアを開けず、
安易に家に
上げない

※ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略で、メッセージや写真の投稿などを通して、他者とインターネット
上でつながり交流するサービスの総称。

必要ないものは
「必要ない」とはっきり
断る

即断・即決はしない。
必ず誰かに
相談する

甘い言葉には
裏がある。
まずは
疑うこと

「電話でお金の話」は
詐欺 相手にしない

ちょっと ひとこと！

契約してしまっても
あきらめず
相談する
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　「屋根が傷んでいる」「水
質調査に来た」「無料耐震
診断をしている」などと無
料点検を装って訪問し、
「工事をしないと危険」「こ
のままだと家が壊れる」な
どと不安をあおり、高額な
工事やリフォームの契約
をせまります。

　大手電力会社の関連会
社などを名乗って電話を
かけてきて、「今より安い
料金で電気が使えます」な
どと勧誘します。実際には
以前より高い料金を支払
うことになったり、解約を
申し出ると高額な違約金
を請求されたりします。

こんな手口も
■あたかも公的機関の職員のふりをし
て訪れる
■「法律で義務付けられている」とうそを
言う
■「補助金が出る」「火災保険が使える」
などを強調する
■「今日申し込みを」などと契約を急が
せる

トラブルにあわないために
●訪問してくる業者には慎重に対応する
●住宅修理などの高額な契約は、複数の業
者から見積もりをとって検討する
●「補助金」や「保険金」が使えると言われ
たら、契約前に保険会社や自治体に確認
する
●一人で契約せず、必ず家族や知人に相談
する

　契約して工事が始まっていた場合でも、8日間以内ならクーリング・オフができま
す。また８日間を過ぎていても、契約を解除できる場合もあります。できるだけ早く
消費生活センターに相談してください。

 電話勧誘で契約した場合、クーリング・オフが適用されます。また電気通信サービス
契約は、契約書面を受け取った日から８日以内であれば契約を解除することができま
す。できるだけ早く消費生活センターに相談してください。（10・11頁参照）

こんな手口も
●遠隔操作で設定を変更すると言わ
れ、よく分からないまま契約先を変え
られてしまった
●郵送で届いた書類を見たら、知らな
いオプションも契約したことになって
いた
●「このままだと固定電話が使えなくな
る」とうそをつかれた

トラブルにあわないために
●大手電力会社の関連会社は、大手電力会
社とは別の会社。安易に信用しない

●通信サービス契約は複雑なもの
　その場で契約せずに、資料などを請求し、
家族と相談する

●事業者には契約書面の交付が義務付けら
れている。自分がどの会社とどのような
サービスを契約するのか、必ず書面で確
認する

消費者
トラブル2電話勧誘販売消費者

トラブル1訪 問 販 売
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契約してしまったら… 契約してしまったら…



　通信販売は便利ですが、ト
ラブルも多く発生していま
す。特に多いのが、「お試し
無料」「初回80％オフ」など
の広告を見て健康食品を申し
込んだら、翌月から毎月定価
で買う契約になっていた、と
いう定期購入のトラブルで
す。解約を申し出ても「最低
限６回の受け取りが条件なの
で解約できない」などと断ら
れるケースがほとんどです。

■前払いでお金を振り込んだのに、商
品が届かず、連絡も取れない
■ネットでブランド品が激安価格だった
ので購入したところ、ニセモノが届い
た
■「健康食品モニター募集」とあったの
で応募したところ、商品と請求書が
届いた

●申し込み前に必ず返品・解約に関する条
件を確認する

●消費者にとって都合の悪いことは小さな
文字で書かれていることもあるため、
隅々までしっかり読んで確認する

●電話番号の記載がないなど、少しでも不
審な点がある場合は利用しない

●広告や申し込みの画面は保存しておく

　通信販売はクーリング・オフができません。返品に関する表示がない場合は、商品
到着後8日間以内であれば返品できます（送料は購入者負担）。そもそも定期購入で
あるという表示がなかった、解約を申し出たら高額な解約料を要求されたなど悪質な
ときは、消費生活センターに相談してください。

契約してしまったら…

通信販売を申し込む前に
確認しましょう

解約の連絡方法は？
いつ解約できる？
お金の支払い条件は？
返品の条件？　方法？

消費者
トラブル3通 信 販 売

事前に
これらを確認して、
理解してから
申し込むように
しましょう！

解約や返品のルール？
本当に1回限り（お試し）の購入？
定期的な購入になっていませんか？

定期購入？

解約や返品のルール？

※クーリング・オフはありません。

回数の縛りがある？
解約しないと、ずっと続く？
支払う総額は？

定期購入

※定期的な購入の場合、
　解約できる期間・期限を確認しましょう。 

※表示がわかりにくい場合があります。
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こんな手口も トラブルにあわないために



内職商法（仕事のあっせんを誘い文句に、商品やサービスを販売す
る商法）、モニター商法による契約

エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、
結婚相手紹介の継続的サービス契約

●クーリング・オフが可能な主な取引と期間

クーリング・オフの方法

取引内容

訪問販売

電話勧誘販売 電話勧誘による商品やサービスの契約

特定継続的役務提供

業務提供誘引販売取引

適用対象 期間
店舗外での訪問販売（キャッチセールス、アポイントメントセール
ス、催眠商法では店舗契約を含む）による商品やサービスの契約 8日間

8日間

8日間
店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費
者から買い取る契約
マルチ商法（商品等を販売する会員を次々に勧誘していく商法）に
よる契約

8日間

20日間

20日間

訪問購入

連鎖販売取引

クレジット契約をした場合は、クレ
ジット会社にも「契約を解除する」旨
を通知します。

はがきの場合は、両面のコピーをとり、
保管します。

「契約を解除する」旨を記入し、支払
い済みの代金の返金、商品の引き取り
などを求めます。

定められた期間内（上の表参照）に、
はがき（特定記録や簡易書留）など証
拠の残る書面で行います。

事業者への
通知例

例

クーリング・オフ制度
消費者の強い味方

いろいろな制度でトラブルを解決できます
クーリング・オフの期間を過ぎてもあきらめないで

　クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話で勧誘を受けていった
ん契約してしまっても、法律で定められた期間内であれば無条件で契
約を解除できる制度です。ただし、乗用車や使用してしまった消耗品など、一部の商品・サー
ビスには適用されないものもあります。詳しくは消費生活センターにお問い合わせください。

すぐに発見できた場合には、
「クーリング・オフ制度」があります

1

2

3

4 契約で困ったときは、
消費生活センターに相談しましょう。

消費者契約法では、例えば、次のような不適切な事例のときは、利用者から契約
を取り消すことができます。

消費者契約法による取り消し

初期契約解除制度とは、対象となる電気通信サービス契約（携帯電話・無線イン
ターネットなど）について、契約書面の受領日（または開通日）から8日が経過
するまでの間、利用者から契約を解除できるとする制度です。

初期契約解除制度による取り消し

　投資マンションを
「今が底値だから、将

来確実に値上がりする」と
言われて契約したが、その
後、周辺の不動産は値下が
りを続けている。

不確実なことを「確実」だと
断定的に言われた《断定的判断の提供》
例 　リフォーム業者から

「耐震強度が足りず、地
震で倒壊する恐れがある」と
言われ、工事を依頼した。とこ
ろがその後、知人の建築士から「強度に全く問題
ない。必要のない工事だ」と言われた。

重要事項についてうそを
言われた《不実告知》
例

　新築マンションの勧誘
で「眺望、日当たり最高で

す」と説明され、契約した。ところ
が数か月後には向かいの空き地
で高層ビルの工事が始まり、契
約物件は日陰になってしまった。

不利になることを
言われなかった《不利益事実の不告知》
例 　認知症の母が大量の健

康食品を買っていた。販売
員から「この健康食品を買って食
べなければ、今の健康は維持でき
ず、ますます具合が悪くなる」と言
われて契約してしまったという。

判断力が低下した高齢者等の不安をあおって
契約させた《判断力の低下の不当な利用》
例

ほかにも、いろいろな法律や制度によって、
トラブルの解決ができる場合があります。
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＼そんなつもりじゃなかった！／＼そんなつもりじゃなかった！／

監修／NPO法人消費生活相談員の会さが

と思ったらすぐに相談を！

「だまされたかも」
「断り切れずに契約してしまった」

アイスクエアビル１階　生活安全課内
（〒840-0801　佐賀市駅前中央１丁目８－３２）

来所相談は予約制です。

相談電話

受付時間

ご相談は

☎0952-40-7087

相 談 無 料
秘 密 厳 守
匿 名 可

平日9：00～17：00
（土日、祝日および年末年始除く）

受付時間
☎050-3383-5510
法テラス佐賀

電話相談は24時間対応受付時間

＃9110（☎0952-26-9110）
警察相談室

法的トラブル・多重債務に
関する相談

詐欺などの被害に
関する相談

佐賀市消費生活センター

平日9：00～16：00
（土日祝・年末年始除く）
※土日祝日（年末年始除く）
　9：00～17：00は、
　消費者ホットライン（188）へ
佐賀市消費生活センターは
市の機関です。
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佐賀市消費生活センター禁無断転載ⓒ東京法規出版

スマホやタブレットで読めます。
〇文字サイズ拡大、自動音声読上げ
〇10言語で読める・聞ける（音声読上げ対応）

※ベトナム語のみ、
音声読上げに対
応していません。アタリ


