
悪質業者はあなたを狙っている

高齢者向け悪質商法被害防止講座



はじめに

悪質業者による高齢者の消費者被害は年々増加しています。
「訪問販売」や「電話勧誘販売」など、そのパターンは様々です。

２



ＤＶＤをご覧下さい～約24分～
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消費者被害　第１問

えーっと･･･?
突然、見知らぬ業者から儲け話の電話が

かかってきました。少し話を聞いてみたところ

仕組みはよくわからないがとても儲けられ

そうです。あなたならどうしますか？

①
確実に儲かるので

もっと詳しく話を聞く。

②
「いりません」

ときっぱり断る。
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消費者被害　第１問　回答

正解は・・・②です。正解は・・・②です。

悪質業者は巧みな話術で話に巻き込むのが得意
です。

「とりあえず」という気持ちで聞いてみるつもりが
いつの間にかだまされるかもしれません・・・。

怪しい電話はきっぱりと断るようにしましょう。
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消費者被害　第２問

は、はぁ?
「水道局の方から来ました」と突然の来客。

以前に約束した「水道水の無料点検です」と
言っています。

約束した覚えは無いのですが・・・。

無料なので点検してもらいますか？

①
約束はしていない
のでキッパリ断る。

②
無料なので

点検してもらう。

６



消費者被害　第２問　回答

正解は・・・①です。

業者は「水道局の方」と来た方向を言っているだけで　
水道局の職員ではありません。

水道局など、公共機関の職員が一般家庭を訪問して　
検査などを行う事はありません。それらを名乗る訪問
者が来た場合は、悪質業者だと身構えて断りましょう。
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消費者被害　第３問

水道水の点検をしてくれた上に楽しい

お話に付き合ってくれた業者さん。

体に良いという浄水器や健康食品の定期
購入を勧められました。

健康には良さそうだけど、どうしましょう？

①
断るのも悪いので

契約する。

②
必要かもしれないけど

よく考えたいので一旦断る。
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消費者被害　第３問　回答

正解は・・・②です。

楽しい話をしてくれた業者さんの勧める浄水器や　　　
健康関連の食品類について、本当に必要なものかどう
か身近な信頼できる人と相談して考えてみませんか？
親切を装って一緒に時間を過ごし消費者に信頼させ、
断りにくくしてから契約を迫る業者の手口もあります。

「今だけ」などの誘い文句に乗せられないように注意　
しましょう。
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消費者被害　第４問

利用料金
無料や～

知人に紹介された無料アダルトサイトに接続しました。

画面に無料と表示されています。すぐに見れるという

ので登録して閲覧しますか？

①
無料と表示されて
いるのでとりあえず

登録する。

②
まず、利用規約を

確認する。

１０



消費者被害　第４問　回答

正解は・・・②です。

サイトに大きく無料と書いてあっても利用規約などに
別途の料金が記載されていることがよくあります。
怪しいサイトにはアクセスしないことが第一ですが、
もし見る場合はもしものトラブルに対処できるように
サイト内の利用規約や本当に全てが無料かどうか
などを十分にチェックしておきましょう。
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消費者被害　第５問

無料というから登録すると年会費は別料金でした。

支払わないと、法的手段に訴えると記されています。

請求画面に記載があったサポートセンターに

問い合わせの電話をかけますか？

①
きちんとした契約は
していないので
放っておく。

②
間違いを正すために
連絡して登録を解除

してもらう。
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消費者被害　第５問　回答

正解は・・・①です。

クリックするだけではネット上の契約は成立せず、　　　
利用料金やサービス内容を定める規約なども　　　　　　
わかりやすい位置に書いていなければ消費者の合意
があったとはみなされません。　　　　　　　　　　　　　　　
また、サポートセンターなどに電話をかける事は業者に
自分の連絡先を教えることになるので、絶対に避けて　
ください。

※ワンクリックサイトにアクセスしてしまい、画面に請求などが表示され続ける場合は

対処法が記載されていますのでIPA(独立行政法人情報処理推進機構)のHP 
http://www.ipa.go.jp/  をご覧ください。
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消費者被害　第６問

近所で工事をしている業者さんが自宅に工事

の影響が出ていないか調べに来ました。　　　

無料点検と言っています。

お金もかからないので見てもらいますか？

①
断る理由もなく無料なので

点検してもらう。

②
知らない人をいきなり

家に上げるのはよくない。
ひとまず断る。
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消費者被害　第６問　回答

正解は・・・②です。

どのような状況でも知らない人を簡単に　
家に上げるのはよくありません。

無料などの言葉に気を許してだまされない
ようにしましょう。
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消費者被害　第７問

床下を調べてもらうとなんと土台が腐りかけで、

このまま放っておくと家が崩れてしまうみたいです。
格安で工事をしてくれると言っているのですぐに
契約して工事をしてもらいますか？

①
家が崩れるのは心配

だけど、一度知人などに
相談してみる。

②
すぐに崩れるかも

しれないのでリフォーム
してもらう。
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消費者被害　第７問　回答

正解は・・・①です。

「無料」などの言葉と同じように「すぐに崩れる」
などの言葉も業者がよく使う誘い文句です。

ひとまず落ちついて工事が本当に必要なのかを
身近な信頼できる人に相談してみましょう。　
また、工事する場合でも別の業者に見積もり
してもらうことをお勧めします。
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消費者被害　第８問

自宅のポストに投函されていたチラシによると

近所の特設販売会場で卵や食パンなどが　

激安で売っているそうです。　　　　　　　　　　　

他にお得なものもあるようですので　　　　　　

行ってみますか？

①
お買い得品があるかも
しれないので知ってる人

と一緒に行く。

②
お得だけど何か裏が

ありそうなので行かない。
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消費者被害　第８問　回答

正解は・・・②です。

このケースは出入りのしにくい場所に人を集め、日用品
などを無料または無料同然の価格で配って得した気分
にさせ、一種の興奮状態を作り出し、冷静な判断を鈍ら
せ、最終的には催眠状態で布団や健康器具などの高額
商品を買わせるSF商法(催眠商法)といわれる手口です。
知人と連れ立って参加しても、一緒にひっかかる可能性
も高いので会場には出向かないのが一番です。
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消費者被害　第９問

戦時中の苦労話を本
にしたいので取材に
伺わせてもらえませ
んか？もちろん謝礼
も致します

出版業界の人から本の取材のために「戦時中の　

苦労話を聞きたい」とアポイントの電話がありました。

謝礼も出るそうなので家に来てもらいますか？

①
自分の体験が本に

なるのはうれしいので
取材に来てもらう。

②
すぐに返事をせず信頼　　　
できるまわりの人に相談し、
出版社を確認してみる。
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消費者被害　第９問　回答

正解は・・・②です。

謝礼付きの取材という事ですが、相手が誰かわからない　
うちに家に入れる事を決めるのは危険です。
電話でのアポイントの場合は事前に相手の会社や名前　　
などを調べたりし、当日、身近な信頼できる人と一緒に　　
話をするなど常に悪質業者かもしれないという気持ちで　
慎重に対応しましょう。
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悪質業者の誘い文句

「必ず儲かる」　「値上がり確実の未公開株」

「健康に良い」　「無料ですので」

「今だけ」　「あなただけ」　「最後の一個です」

「必ず儲かる」　「値上がり確実の未公開株」

「無料点検・検査に来ました」
「～の方から来ました」

同じような言葉や組み合わせの場合もあるので

「うますぎる」「怪しい」と思ったら断るようにしましょう。
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カモリストとは？

カモリストとは、悪質商法などでだまされた

被害者が掲載されている名簿を指す俗称です。

悪質業者は横の繋がりがあるため一度だまされ

リストに載ってしまうとあの手この手で

様々な勧誘が来るようになってしまいます。

カモリストとは、悪質商法などでだまされた

被害者が掲載されている名簿を指す俗称です。

悪質業者は横の繋がりがあるため一度だまされ

リストに載ってしまうとあの手この手で

様々な勧誘が来るようになってしまいます。

横の繋がり
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大阪府消費生活センター

消費生活センターでは電話やメールによる

相談を行っています。

商品・サービスの購入や契約などで困ったり

不安を感じたり、おかしいなと思った時は

一人で悩まないでお気軽にご相談ください。

メール相談　

大阪府消費生活センター　
相談専用電話　０６－６６１６－０８８８

消費者ホットライン

０５７０－０６４－３７０
ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ　　　守ろうよ、　　　　 みんなを！

※年末年始および祝休日を除く月曜日から金曜日の９時から１７時

お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します。

http://kanshokyo.jp/mail/
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クーリング・オフとは①

クーリング・オフ制度クーリング・オフ制度

契約をした後「失敗した！」と思った時に活用できる制度です。
法律で定められた取引の場合、契約から一定の期間内であれば
一方的に契約を解除することができます。

クーリング・オフ期間・販売方法

内職商法、マルチ商法20日間

訪問販売、キャッチセールス

電話勧誘販売、エステ、語学教室etc…8日間
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クーリング・オフとは②

はがきの書き方

クーリング・オフは電話ではなく
必ず書面で行いましょう。　　　
解除の理由などは不要です。

注意点注意点

・記入後、両面コピーをとりましょう。
クレジット契約をした場合は　　　　　
クレジット会社にも通知しましょう。
・証拠が残るよう「簡易書留」か　　
「特定記録郵便」で送りましょう。
・契約書と郵便局の受領書、はがき
　のコピーを保管しておきましょう。 はがきの記入例↑

もし、クーリング・オフの期間が過ぎていても
あきらめずに、お住まいの市町村の
消費生活相談窓口にご相談ください。
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クーリング・オフとは③

電子内容証明サービス

自宅に居ながらにして内容証明郵便を発信できる
「電子内容証明サービス」があります。
インターネットを通じて２４時間受付を行うサービスで

土・日・祝日でも「契約解除通知書」を差し出すことができます。
詳しくは日本郵政グループのホームページをご覧ください。

日本郵政グループ ホームページ
http://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/
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被害にあわないための合言葉

あけない　出ない「帰ってください」は はっきりと

いりません　相手にしないで電話を切る

うまい話は要注意

えんりょなく　まわりに相談

おかしいと思ったらすぐに相談
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悪質商法防止ステッカー

屋内用屋外用

◆屋外用は玄関付近にお貼りください。
◆屋内用は電話機付近にお貼りください。

このステッカーを玄関先に貼ることにより　　
悪質業者の強引な勧誘を牽制します。
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おわりに

長時間お疲れ様でした。

ご近所の方やお友達にも

今日の講座のことをお話して

一緒に悪質業者から身を守りましょう。

人に伝えることで再認識できますので

ご自身のためにも声に出して伝えてください。
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