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理事長 増田 悦子 

 

定期購入契約に関する規制を強化してください 

 

公益社団法人全国消費生活相談員協会は、全国の消費生活センター等で消費生活相談

を担う消費生活相談員を主な構成員とする公益社団法人です。①週末電話相談・電話相

談 110番の実施、②適格消費者団体として、事業者の不当勧誘、不当表示、不当条項等

に対する差止請求、③消費生活相談員のレベルアップのための各種研修等の実施、④消

費者への啓発活動の実施、⑤各省庁等への要望や提言、パブリックコメントへの意見表

明等の活動を行い、消費者の安全安心な暮らしを守ることを目指しています。 

 消費者庁におかれましては、令和２年８月 19 日に発表された、特定商取引法及び預

託法の制度の在り方に関する検討委員会の「報告書」に基づき、現在、法改正に向けて

ご尽力いただいていることと思います。 

全国の消費生活相談の現場で、いまだ減らない定期購入契約に関するトラブル等の相

談を受け付け、あっせん交渉に苦心している消費生活相談員の団体として、以下のとお

り、意見を申し述べます。特商法の改正が実効性のあるものとなるようお願いいたしま

す。 

 

１ 定期購入であることの表示が不十分な場合の取消権を導入してください 

最近は、多くの事業者が「お試し」「初回〇〇円」「トライアル」などの表示をし、最

終確認画面にも一応の総額表示をしています。しかし、小さな文字や薄い文字であった

り、総額表示がわかりにくかったり、条件付きであることもわかりにくい表示となって

います。「お試し」「トラアイアル」「初回〇〇円」などの表示が大きく、フラッシュし

ていて、その近くに申込み画面に飛ぶリンクがあるため、「定期購入であること、期間

途中での解約ができないこと、できても一定期間の代金を支払うこと」などの条件を読

み飛ばしてしまう画面の作りになっているものもあります。 

消費生活相談でのあっせん交渉では、一応の表示をしていることから、事業者から「表

示している」と主張され、解決は困難を極めています。結果的に、２回目以降の商品を

無条件で解約することはできず、１回目を定額で清算したり、２回目、３回目までを支

払って解約となることが多く、100円や 500円と思っていたものが、数万円を支払うこ
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ととなっています。 

消費者庁から業務停止命令が出された事業者の広告は、「最終画面で、定期購入であ

ることが申込みを完了させるボタンよりも下に、著しく小さい文字で表示し、かつ、何

回もスクロールしなければその内容を最後まで確認することができない表示になって

いた」ということでした。 

定期購入のトラブルがなくならない現状からは、強調表示と打消し表示は同じ程度の

文字の大きさ、色などで目立たせることや、有利な契約をするために別途条件がある場

合には、近接して記載することを義務付けし、消費者に誤解を与える表示を禁止するこ

と及び申込の画面及び確認画面に定期購入であることが容易に認識できる表示の義務

付けることが必要です。 

加えて、最高裁で判断が示されていても、勧誘と広告の問題は、消費生活相談の現場

では解決していず、虚偽の表示であっても契約の取消しに直結していません。実際には

定期購入であって解約が容易ではない取引であるにも関わらず、「お試し」という広告

は虚偽と考えられます。表示が不十分で誤認して契約した消費者については、契約の取

消しができることを明確化していただくよう要望します。 

 

≪事例１≫ 

ＳＮＳの広告で見た脱毛クリームが、３本で 980円なので安いと思い、コンビニ後払い

で購入した。商品が届き初めて定期購入だと知った。２回目以降は 6,000 円と高額だ。

申込みの画面では定期購入とはわからなかった。事業者から送られた確認メールには定

期購入とは書かれていなかった。今、事業者のホームページをみると、定期購入の解約

は、コースによっては複数回以上の継続が条件と書かれているが、自分が契約したコー

スの解約条件はわからない。            （20代 男性 給与所得者） 

 

２ 一定期間内であれば、初回のみの契約で契約を解除できる解除権と、中途解約権の

規定を導入してください。 

多くの消費者は、「お試し」「初回〇〇円」「トライアル」などの表示によって、100円

や 500円でお試しができると思って購入しています。しかし、決してこのお試し価格だ

けで購入できません。1 回でやめようとすると、１回目を定額で清算したり、２回目、

３回目までを支払って解約することになり、結果的に数万円を支払って解約することに

なります。使って見なければわからない商品も多くあります。定期購入の場合は、一定

期間内であれば、初回のみの契約で契約を解消できる解除権と中途解約権の規定が必要

です。 

さらに、規定に違反した事業者については、業務停止など処罰の規制を強化してくだ

さい。SNSの広告から販売サイトに入っている事例も多いことから、販売事業者が委託

した広告代理店やアフィリエイトも対象としていただくよう要望します。 
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≪事例２≫ 

痩せるサプリがお試し 540円だったのでコンビニ後払いで購入した。届いた時に最低４

回購入する定期購入で、２回目以降は 7,000円になることがわかった。すぐに電話した

が、定期購入であることが表示されていると言われ解約できなかった。最近、コンビニ

後払いの業者から弁護士に回収を依頼すると手紙が届いた。（40代 男性 給与所得者） 

 

３ 解約・解除の妨害とみなされる行為を禁止してください 

いつでも解約ができると表示しているケースでも、解約申出を受け付ける体制になっ

ていなかったり、解約・返品保証と記載されていても、ハードルの高い条件を設けてい

るケースがあり、消費者が解約を諦めてしまうことがあります。 

申し込みはいつでもネットで可能とし、解約は平日昼間に電話だけと限定的であった

り、事業者に申出をしようとしても電話がつながらない、メールをしても返信がない状

態は、解約を拒否していることと変わりなく、連絡先の表記がないのと同じです。平日

は仕事で連絡しにくいのは普通のことです。インターネットで申込みをした場合には、

インターネットによる解約受付を義務化すべきです。 

解約・解除について、妨害とみなされる行為を禁止し、それが認められる場合に、解

約権を導入していただくよう要望します。 

 

≪事例３≫ 

スマホの SNS の広告に、サプリメントがお試し送料込み 100 円とあったので申し込み、

コンビニ後払いで支払った。その後、また発送メールが届き商品が送られてきて定期購

入と分かった。驚いて販売業者に電話をしたが何十回かけても出ない。解約手続きは電

話のみと記載されている。規約を確認すると６回購入しなければやめられないとある。

１回 6,000円なので合計３万円を超え、支払えない。     (20代 女性 学生) 

 

≪事例４≫ 

スマートフォンの広告を見て、シャンプーとトリートメントのトライアルセット 500円

を注文しコンビニ後払いで支払った。おまけのヘアオイルが付いてきた。「次回商品発

送のお知らせ」とメールがきたので、広告をよく見直したところ、電話で解約の連絡を

しないと継続して送られるとわかった。電話をかけたが混みあってつながらない。シャ

ンプー4,000円だけでなく、注文していないヘアオイル 3,000円も送られてくるらしい。

解約の方法は電話だけなのでつながらないうちに届いたら、支払わないといけないのか。                 

（50代 女性 主婦） 

≪事例５≫ 

１万円の電子たばこが初回限定 3,000円となっていたため、氏名やクレジットカード番

号を入力し注文した。その後に定期購入の商品と気が付き、解約手続きについて調べる
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と無料通話アプリの登録が必要で、登録しなければ免許証等の個人情報を開示する必要

がある。個人情報を伝えなければ解約できないのはおかしくないか。 

                          （30代 男性 給与所得者） 

 

４ ＳＮＳ広告についても、販売会社の責任を明確化してください 

相談からは、動画サイトの広告や SNS広告には定期購入であることの記載がなく、虚

偽誇大広告により誘引されていることが推測されます。しかし、消費生活相談の現場で

は、どの SNS広告を見たのか、どこを経由して販売会社のサイトに入ったのかなどの確

認が困難です。また、販売会社がアフィリエイトを装って SNS広告を出しているケース

もあるようですが、消費者からは、販売会社が出している SNS広告か、アフィリエイト

広告なのか区別がつかないことも問題です。 

たとえアフィリエイトが行ったとしても、販売会社が利益を得ているのであれば、責

任を負うことを明確化してください。また、トラブルが生じた時のために、広告画面の

保存、開示の義務付けが必要と考えます。 

加えて、アフィリエイトの虚偽誇大な広告を見て、誤認して契約に至るようなケース

についても、取消権の導入を求めます。 

 

≪事例６≫ 

動画サイトを見ていたら、塗るだけでセルライトを落とすことができるというジェルが

100円で販売されていたので申し込んだ。販売サイトをスクリーンショットしていたの

でよく見てみると、３回目まで受け取らなければならいない定期購入で支払い金額が

28,000円になると書かれていた。解約しようと電話をかけたが出ない。 

（20代 女性 給与所得者） 

≪事例７≫ 

数日前に娘宛てにダイエットサプリが届いた。娘は動画投稿サイトの広告を見て 10 円

で購入できるというので注文したようだ。公式販売サイトを見たら初回は 10 円だが、

３ヶ月間計６袋の商品を受け取ることが条件で総額は約 17,000 円となっている。娘は

定期購入とは知らなかったし高額すぎて払えないと言っている。 

（契約者 10 代 女性 高校生 相談者 40 代 女性 給与所得者） 

 

≪事例８≫ 

動画サイトの広告で、いびきに効果のあるサプリのサンプルが 980円と書かれていたの

で申し込み、コンビニで払った。使用したが効果はなかった。しばらくしたらまた送ら

れてきて驚いた。販売会社にサンプルしか頼んでいないと電話して、定期コースになっ

ていると初めて知った。納得いかないので２回目の代金 6,000円を支払わず放置してい

たら法律事務所から督促状が届いた。         （50代 男性 給与所得者） 
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５ 未成年者契約の場合の親権者同意の取得方法に規定を設けてください 

SNS広告がきっかけになることが多く、支払い方法もコンビニ後払いが選択できると

いうことから、未成年者のトラブルが多数寄せられています。 

未成年者かどうかの確認が必ずしもあるわけではなく、確認方法がわかりにくいこと

もあります。規約の中に「未成年者ではない」という項目があらかじめ組み込まれ、「規

約に同意」することにレ点を入れると、同時に「未成年者ではない」ことにも同意をし

たことになっているケースもあり、未成年者であることの確認をしたとは言えません。   

そもそも無料や格安で商品が手に入るという広告により申し込んだ契約です。総額が

お小遣いの範囲を超えて高額になると理解していたら、申し込んでいないと考えられま

す。未成年者が販売会社から未成年者取消しができないと言われたり、請求書に「弁護

士による回収」などの記載があったら、諦めて、なんとかして支払ってしまうと思われ

ます。 

 加えて、消費生活相談では、未成年者契約の取消しを主張した場合、確かに未成年者

が申し込んだという確認や、親権者の同意について話し合いが必要となります。 

 未成年者の同意をとることの義務、その取り方に一定の規定を設けてください。 

 

≪事例９≫ 

高校生の娘が、雑誌で見つけた初回無料のニキビクリームをスマートフォンから注文し

た。家族がネットで確認したところ４回の定期購入であり、総額約２万円の支払いが必

要とわかった。「娘さんが親の同意を得て契約した」というチェックボックスにレ点を

入れているので未成年者取消しはできないと言われたが、納得できない。 

（契約者 17歳 女性 高校生 相談者 40代 女性 給与所得者） 

 

≪事例 10≫ 

高校生の息子が、スマートフォンで動画サイトに出てきた 500円でお試しできるプロテ

インの広告を見て注文した。２回目の商品が届いたので、事業者のサイトを見たら５回

の購入が条件で、総額は 25,000円と高額だった。息子が注文した時の画面では代金 500

円としか表示は無く、申込み時の年齢入力は、自分の年齢で注文したと言っている。 

  (契約者 10代 男性 高校生 相談者 40代 女性 給与所得者) 

 

≪事例 11≫ 

動画サイトの口コミ比較サイトで、ダイエットオイル初回 100円という広告を見て申し

込んだ。商品が送られてきて開封したが、まだお金を支払っていない。数日前に２回目

の商品を送るというメールが来た。定期購入と書かれていなかったと思う。自分は中学

３年生で、申し込んだ時に生年月日を入力した。      （10代 女性 中学生） 
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６ 危害危険が発生した場合について 

使ってみないと自分に合うかどうかわからない化粧品やサプリメントは、体質等に合

わなかったら危害危険につながります。本来、「お試し」できることは消費者にとって

有益です。しかし、解約ができない定期購入契約は、消費者が望む「お試し」ではあり

ません。 

また、定期購入として継続して摂取した場合に健康被害が出ているにも関わらず、中

途解約が困難になっていることは大変問題です。 

効果を得るために過剰な摂取を促すような広告や、健康被害が出ている商品の広告を

そのまま放置していたような場合について、販売会社、アフィリエイターの責任を明確

にすることを要望します。 

 

≪事例 12≫ 

動画サイトの広告から入ったサイトで、ダイエットサプリを申し込んだ。初回 200円で

コンビニ後払いにした。商品が届き、３日ほど飲んでみたが飲むと気持ちが悪くなるの

で飲むのをやめた。定期購入になっていたことに気が付かなかったが、電話連絡をして

事情を話したら、解約するためには、診断書を提出するようにと言われた。診断書を提

出しても解約できるか心配だ。           （20代 女性 自営・自由） 

 

≪事例 13≫ 

インターネットで「すぐ痩せられる」「初回無料」という広告を見て、ダイエットサプ

リをコンビニ払いで申し込んだ。しかし、下痢をしたので解約しようとしてウェブペー

ジを確認したところ、定期購入の契約であり１回目で解約するには定価と送料の合計

6,200円を払うことになるとわかった。払っても解約しようと電話をしたところ、何度

かけてもつながらなかった。解約は電話のみと書いてあり、電話がつながらず商品が届

いた場合は払わないといけないのか。             （50 代 男性 給

与所得者） 

 

≪事例 14≫ 

インターネット広告を見てしわ取り美容液を１本 3,900 円で購入しコンビニ後払いで

払った。翌月、販売会社名で再度商品が届いたが購入したつもりはなかったので受け取

り拒否をした。販売会社に連絡したら、「４回の定期購入が条件の商品なので、４回分

の商品を受け取って代金を払った後でないと解約できない」と言われた。申込んだ時に

定期購入という記載はなかった。１回目から商品を使ったら肌がピリピリして合わなか

ったので購入したくない。             （60代 女性 無職） 
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≪事例 15≫ 

動画サイトのお試し価格 300円の広告を見てダイエットサプリを申し込んだが、定期コ

ースと気付かなかった。２回目が届いたので販売会社に何度か電話をしたがつながらず、

メールで申し出たら４回購入が条件となっていると返信がきた。２回目からは送料込み

7,000円、４回分で総額 21,000円になる。効果を出すためには 12カプセル飲んでいる

人もいるとチラシが入っていたので４カプセル飲んだら下痢になった。健康診断でもい

きなり膵臓の状態が悪いとの結果がでた。国から健康被害が出ているとの公表があった

ので、せめて未開封分だけでも返品し返金してほしい。（40代 女性 給与所得者） 

 

７ 支払い方法と債権譲渡 

クレジットカードを持たない未成年者等が、立替払い型のコンビニ後払いを利用する

ケースが多くあり、ほとんどが債権譲渡型のコンビニ後払いと思われます 

販売会社に連絡がつかず話し合いができない状況にある消費者に、別の会社から請求

書が届いたり、弁護士による回収等の連絡があれば、仕組みを理解していない消費者は

混乱します。 

支払い手段を提供している会社に苦情を伝えても、協力は得られず、販売店と交渉す

るよう言われるケースが多くあります。特商法改正とは離れますが、立替払い型の決済

サービスに関する規制が必要と考えます。 

 

≪事例 16≫ 

除毛クリーム初回 500円というスマホの広告を見て注文し、支払いもした。翌月にまた

除毛クリームが届いたが、定期購入だと気付かず受け取り拒否を２回した。その後、約

6,000 円の請求書が別会社から届き、定期コースの注文になっていたことに気付いた。

事業者に電話をしたが混み合っていてつながらず、メールを数回送っても返信がない。

請求書には支払いがない場合は弁護士による回収に移行すると書いてあるが、どうした

らいいか。                       （10代 女性 高校生） 

 

≪事例 17≫ 

お試し無料のサプリを、高校生の娘が親の同意を得ず申込んだ。メールで未成年者契約

の取消しを通知し了承された。商品は指示されたとおりに返送したが、先月と今月、コ

ンビニ後払いの会社から２回目、３回目の 6,000円の請求書が２度届いた。電話をして

も誰もでず、メールをしても返信がない。 

（契約者 10代 女性 高校生 相談者 50代 女性 家事） 


