
   
 最近のトピックス(消費者問題・行政知識) 

NACSメールニュース No.59(2019年 8月)～No.68(2020年 8月)を参考に再構成しました。作成:公社ＮＡＣＳ中部支部                                           

キーワード 概    要 

消費者問題 

消費者白書 ▶令和 2年版消費者白書（消費者庁）⇒URL 

１０大消費者問題 

▶消費者問題における 2019年の１０大項目(国民生活センター) ⇒URL  
① 若者を中心に広がる「もうけ話」のトラブル ※１ 
② ネット関連の相談は年齢問わず SNSがきっかけになることも 
▶SNSをきっかけとした消費者トラブルに注意！中高「生」だけじゃなく中高「年」も（国民生活センター）⇒URL 
③ 架空請求に関する相談引き続き 新しい手口も 
▶架空請求（国民生活センター）⇒URL  
▶督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください（法務省）⇒URL 
④ 高齢者からの相談 依然として多く ※２ 
⑤ なくならない子どもの事故 死亡事故も ※３ 
⑥ チケット不正転売禁止法施行 相談件数は 5倍以上に 
▶チケット不正転売禁止法（文化庁）⇒URL  
▶インターネットでのチケット転売に関するトラブルが増加しています！（国民生活センター）⇒URL 
⑦ 「アポ電」と思われる不審な電話相次ぐ 
▶その電話、「アポ電」かも－知らない番号からの電話に出るのは慎重に－（国民生活センター）⇒URL 
⑧ 改元に便乗した消費者トラブル発生 
▶新元号への改元に便乗した消費者トラブルにご注意ください！(国民生活センター) ⇒URL 
⑨ キャッシュレス化が進む 関連したトラブルも ※４ 
⑩ 各地で自然災害発生 国民生活センターでも被災地域の支援行う 

 

※１  

若者を中心に広がる「もうけ

話」のトラブル 

▶二十歳に成り立ての若者のトラブル（国民生活センター）⇒URL  
▶若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会（消費者庁）⇒URL  
▶若者が活用しやすい消費生活相談に関する研究会(消費者庁) ⇒URL  
▶訪問販売業者ガッコウプラス株式会社に対する行政処分について（消費者庁）⇒URL  
▶「超簡単『スマホで錬金術』」、「検索=報酬を実現した画期的なシステム」等とうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚
起を発出しました。（PDF）（消費者庁）⇒URL  
▶「まずは２日間で驚くほど簡単に 10万円を稼いでいただきます」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に対する注意喚起（消
費者庁）⇒URL  

※２  

高齢者からの相談 

 依然として多く 

▶高齢者の消費者被害（国民生活センター）⇒URL  
▶60歳以上の消費者トラブルが 40万件を突破！－トラブルの現状を知って、被害を防ぎましょう－（国民生活センター）⇒URL  
▶消費者被害の防止や救済のための見守り事業に関する現況調査＜結果・概要＞－消費者安全確保地域協議会の取組を中心に―
（PDF）（国民生活センター）⇒URL  
▶訪問販売業者 株式会社ティーアールエスに対する行政処分について（消費者）⇒URL  
▶特定商取引法違反の電話勧誘販売会社（株式会社 RK）に対する業務停止命令（３か月）及び指示並びに当該業者の代表取締役に対
する業務禁止命令(3 か月)について（PDF）（消費者庁）⇒URL 
▶特定商取引法違反の電話勧誘販売業者（株式会社Ｒａｒａｈｉｒａ）に対する業務停止命令（６か月）及び指示並びに当該業者の役員に対
する業務禁止命令（６か月）について（消費者庁）⇒URL 
▶電話勧誘販売業社「株式会社財宝」に対する行政処分について（消費者庁）⇒URL  
▶電話勧誘販売業社「株式会社広報堂」に対する行政処分について（消費者庁）⇒URL  
▶訪問販売業社「さくらメインテナンス工房」に対する行政処分について（消費者庁）⇒URL  

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191216_1.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200409_1.html
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/kakuseikyu.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190606_1.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190318_1.html
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/kaigen.html
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/wakamono.html
https://www.caa.go.jp/future/project/project_001/
https://www.caa.go.jp/future/meeting_materials/review_meeting_001/
https://www.caa.go.jp/notice/entry/020574/
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_191107_1.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/entry/016618/
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/koureisha.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190912_1.html
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20200327_1_1.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/entry/020846/
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_200214_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_200116_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/entry/018236/
https://www.caa.go.jp/notice/entry/018277/
https://www.caa.go.jp/notice/entry/018350/


   
 ※３  

なくならない子どもの事故 

死亡事故も 

 

▶＜WEB版『国民生活』＞2020年 6月号「子供の事故防止を考える」（国民生活センター）⇒URL  
▶消費者行政新未来創造オフィス 子どもの事故防止プロジェクト・レポート保育園等における窒息や誤飲に関する事故防止対策の重要
性 ―「保育士アンケート」結果から―（消費者庁）⇒URL 
▶令和 2年度「子どもの事故防止週間」を 7月 20 日から実施します -家の中の事故に気を付けましょう－（消費者庁）⇒URL 
▶木製ベビーベッドの収納扉が不意に開き、乳児が窒息する重大事故が発生！（消費者庁）⇒URL 
▶ベビーカーの転倒による乳幼児の事故に注意－ベビーカーから転落し、頭部にけがを負い入院する事例も！－（国民生活センター）⇒
URL 
▶幼稚園等のプール活動・水遊びの溺れ事故を防ぐために（消費者庁・消費者安全調査委員会）⇒URL 

 

※４  

キャッシュレス化が進む 

関連したトラブルも 

 

▶＜WEB版『国民生活』＞2019年 3月号「進むキャッシュレス化と暮らし」⇒URL 
▶（特別調査）消費者トラブルからみる立替払い型の後払い決済サービスをめぐる課題（PDF）（国民生活センター）⇒URL 
▶第 314回消費者委員会本会議【資料 1】「割賦販売小委員会報告書の概要」（PDF）（内閣府） ⇒URL 
▶インターネットバンキングによる預金の不正送金事案が多発しています（金融庁）⇒URL 
▶金融審議会「決済法制および金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」報告（金融庁）⇒URL 
▶携帯電話会社をかたる偽 SMSにご注意！－あなたのキャリア決済が狙われています－（国民生活センター）⇒URL 

2019年度 PIO―NETで見る 

消費者相談の概要 

▶PIO-NETにみる 2019年度の消費生活相談の概要（国民生活センター）⇒URL  
•2019年度の相談件数は 934,944件で、2018年度（996,498件）に比べ減少した。「架空請求」の減少が影響している。 
•「架空請求」の相談は、2012年度から 2018年度にかけて再び増加し、2017年度と 2018年度は 20万件を超えたが、2019年度
は 10.9万件と大幅に減少した。 
•70 歳以上の相談の割合は 24.5％と依然として全年代で最も多い一方、20 歳未満、20 歳代、30 歳代、40 歳代の割合が増加し
ている。 
•2018 年度と比較して、定期購入などのトラブルがみられる「健康食品」「化粧品」（※１）、営業員の説明・勧誘や外貨建て生
命保険のトラブルがみられる「生命保険」、ラグビーワールドカップ等のチケット転売トラブルがみられる「スポーツ観戦」、
訪問販売・電話勧誘販売による電力会社切り替え等のトラブルがみられる「電気」において相談件数の増加が目立った。 
•新型コロナウイルスの影響で、マスクやトイレットペーパー等が品切れで購入できないという相談や、価格の高騰や転売に関
する相談、インターネット通販で購入したが商品が届かないという相談がみられる。また、海外パックツアーの解約に伴うキ
ャンセル料や返金に関する相談がみられる。 
•「通信販売」に関する相談の相談全体に占める割合は 2013年度以降、販売購入形態別で最も高く、2019年度は 32.8％で、「イ
ンターネット通販」に関する相談が多くみられる。 
•「訪問販売」「電話勧誘」「ネガティブ・オプション」「訪問購入」は 70歳以上の相談が多く、「マルチ取引」では 20歳代の相
談が多かった。 
•契約購入金額は合計金額 3,962億円、平均金額 94万円であり、既支払金額は合計金額 1,388億円、平均金額 37万円であり、
2018年度に比べ合計金額、平均金額ともに減少した。 
•販売方法・手口別にみると、増加傾向にある「代引配達」では、注文した覚えのない美顔器を代引配達するとのメールが届い
たという相談、「クレ・サラ強要商法」では、20歳代を中心に情報商材などを高額契約させられたという相談がみられる。 

 

※１ 

定期購入などのトラブルが

みられる「健康食品」「化粧

品」 

▶相談激増！「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に！？－解約したくても「解約できない」、「高額で支払えない」…－（国民生活
センター）⇒URL  
▶「悪質なお試し商法」に関する意見（内閣府・消費者委員会）⇒URL  
▶株式会社エムアンドエム（「ファイラマッスルサプリ HMB」と称する食品に係る表示）に対する景品表示法に基づく措置命令について
（PDF）（消費者庁）⇒URL  
▶株式会社 TOLUTO（「ケトジェンヌ」と称する食品に係る表示）に対する景品表示法に基づく措置命令について（PDF）（消費者庁）
⇒URL 
▶通信販売業者株式会社 GRACE(グレース) に対する行政処分(消費者庁) ⇒URL 
▶消費者被害防止ネットワーク東海とファビウス株式会社との間の訴訟に関する判決について（PDF）（消費者庁）⇒URL 
▶消費者機構日本と株式会社 tattva （タットワ）との間で差止請求に関する協議が調ったことについて（PDF）（消費者庁）⇒URL 
▶特定商取引法違反の通信販売業者に対する指示（PDF）（消費者庁）⇒URL 
▶特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令（３か月）及び指示並びに当該業者の前代表取締役に対する業務禁止命
令（３か月）について（PDF）（消費者庁）⇒URL  

http://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-202006.html
https://www.caa.go.jp/future/project/project_006/pdf/future_cms201_200617_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms205_200708_001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_025/
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191212_1.html#gyokai
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/teaching_material/
http://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-201903.html
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20200123_1.pdf
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2020/314/doc/20200124_shiryou1.pdf
https://www.fsa.go.jp/ordinary/internet-bank_2.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20191220.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190905_1.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200806_1.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191219_1.html
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2020/0620_iken.html
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200306_02.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200319_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/entry/018692/
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_cms203_200212_02.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_cms203_200219_03.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_191226_02.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_191226_01.pdf


   
 

2019年度 

PIO－NETで見る 

危険・危害情報の概要 

▶PIO-NETにみる 2019年度の危害・危険情報の概要（国民生活センター）⇒URL  
•「危害・危険情報」は 16,406件で、対前年度比でみると 19.2％増となっています。 
•「危害情報」は 14,032件で、上位 3商品・役務等は「健康食品」、「化粧品」、「医療サービス」でした。「危険情報」は
2,374件で、上位 3商品・役務等は「四輪自動車」、「調理食品」、「自転車」でした。 
•「危害情報」は、「健康食品」が 2,111件、「化粧品」が 1,048件、それぞれ大きく増加したため、前年度より 3,038件増加
しました。 
•「危険情報」は、「四輪自動車」が 30件、「電話関連機器・用品」が 28件、「パソコン周辺機器・用品」が 23件、それぞ
れ減少したため、前年度より 395件減少しました。 

2019年度 

越境消費者相談の概要 

▶2019年度の越境消費者相談の概要－越境消費者センター（CCJ）で受け付けた相談から－（国民生活センター）⇒URL 
•2019年度に CCJに寄せられた越境消費者相談の件数は 6,018件であり、2018年度同様、6千件を超えている。 
•相談者の年代を見ると、2018年度に比べ、60歳以上からの相談の割合がやや減少し、20～30歳代の割合がやや増加した。 
•取引類型は、2018年度同様、「電子商取引（オンラインショッピング）」によるものがほとんど（97.9％）である。決済手段は
「クレジットカード決済」が圧倒的に多く、約 75％を占めている。 
•トラブル類型としては、「解約トラブル」が相談全体の 56.8％を占め、2018 年度の 50.2％を上回った。次いで、「詐欺・模倣
品トラブル」が多い（12.3％）。 
•商品・サービス別に見ると、ソフトウェアに関する相談が 15.8％で 2018年度の 26.0％から減少する一方、役務・サービスに
関する相談が 36.7％に増加した（2018年度は 24.4％）。 
•相手方事業者の所在地としては、2018年度同様、「アメリカ」が最も多く（21.5％）、続いて、「スイス」（12.7％）、「中国」（10.1％）、
「イギリス」（6.5％）の順となっており、この 4カ国で半分以上（50.8％）を占めている。 
▶悪質な海外ウェブサイト一覧（消費者庁）⇒URL 

2019年訪日観光客消費者 

ホットライン相談の概要 

▶2019年度訪日観光客消費者ホットラインに寄せられた相談のまとめ（国民生活センター）⇒URL 
•2019年度の相談件数は、369件であり、件数を月別にみると 2019年 10月と 2020年 1月から 3月の相談が他の月に比べて増
加しました。2019 年 10 月はラグビーワールドカップ開催に伴う訪日観光客の増加、2020 年 1 月から 3 月にかけては新型コロ
ナウイルス感染拡大が相談件数が増加した要因の一つと考えられます。なお、2018年度は訪日窓口を開設した 2018年 12月か
ら 2019年 3月の 4カ月間で 62件でした。 
•訪日窓口に寄せられた相談のうち、訪日観光客からの相談は 264件であり、時期別にみると訪日中の相談が 145件（55％）と
最も多く、次いで訪日後が 85件（32％）、訪日前が 34件（13％）でした。 
•通訳対応言語別でみると、中国語での相談は 161件（61％）、次いで英語が 61件（23％）と中国語と英語で 8割以上を占める 
•商品・役務等別分類でみると、「宿泊施設」が 75件（28％）と最も多く、次いで「外食」が 31件（12％）でした。 
•対応言語別に商品・役務等別でみると、「宿泊施設」や「外食」などは、どの言語においても一定程度の相談が寄せられてい
るものの、「健康食品」や「化粧品」など買い物に関連するものは、ほとんどが中国語による相談でした。 
•相談内容別にみると、「契約・解約」「接客対応」に関する相談が多く寄せられました。 

経済産業省消費者相談概要 ▶「令和元年度における消費者相談の概況」を取りまとめました（経済産業省）⇒URL 概要版(PDF) ⇒URL  

消費者意識基本調査 ▶消費者意識基本調査（消費者庁）⇒URL 

製品事故 

▶WEB誌『国民生活』9月号特集「身近な製品の事故から高齢者を守ろう」(国民生活センター) ⇒URL 
▶製品回収・リコール」に関する消費者アンケート調査結果（PDF）（消費者庁）⇒URL 
▶水上設置遊具による溺水事故（消費者庁・消費者安全調査委員会）⇒URL 
▶高齢者製品事故防止に関するハンドブック（PDF）（経済産業省）⇒URL 

適格消費者団体 

特定適格消費者団体が、東京医科大学不正入試事件の検定料返還手続きを行っています。 
▶適格消費者団体・特定適格消費者団体とは（消費者庁）⇒URL 
▶現在進行中の被害回復関係裁判案件－不正入試の入学検定料が戻ってきます（東京医科大学 平成 29年度平成 30年度 入学検定
料等返還手続参加のご案内）－（消費者機構日本）⇒URL  
▶消費者機構日本と学校法人東京醫科大学との間の共通義務確認訴訟に関する判決の確定について（消費者庁）⇒URL 

新型コロナウイルス関連 
▶新型コロナウイルス感染症関連（国民生活センター）⇒URL  
▶新型コロナ関連消費者向け情報（消費者庁）⇒URL 
▶「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン（国民生活センター）」の開設について（消費者庁）⇒URL  

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200903_2.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200806_2.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/internet/assets/consumer_policy_cms105_200630_01.pdf
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200806_3.html
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200716001/20200716001.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/r1syouhisyasoudan_gaiyoban.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_002/
http://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-201909.html
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms204_191021_02.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_018/
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200325002/20200325002-1.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/
http://www.coj.gr.jp/trial/topic_200616_01.html
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_cms203_200908_02.pdf
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavirus.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html
https://www.caa.go.jp/notice/assets/local_cooperation_cms201_200428_0001.pdf


   
 

⇒※新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットラインは 9月 13日に閉鎖されました 
▶「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン」の受付状況（3カ月のまとめ）－特別定額給付金関連のみならず、持続化給付金
に関する相談も－（国民生活センター）⇒URL  
▶厚生労働省・経済産業省と合同で、 新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について取りまとめました（消費者庁）⇒URL 
▶携帯型の空間除菌用品の販売事業者 5社に対する行政指導について（消費者庁）⇒URL 

  

行政知識 

消費者教育 

▶第３期消費者教育推進会議の取りまとめ（PDF）(消費者庁・消費者教育推進会議) ⇒URL 
▶消費者市民社会を目指す消費者教育（消費者庁）⇒URL 
▶若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム（PDF）（消費者庁）⇒URL 
▶地方消費者フォーラム(消費者庁) ⇒URL 
▶「令和元年度 地方消費者教育フォーラム in 徳島」（18歳で大人に！徳島から発する全国モデルの消費者教育）開催報告（消費者
庁）⇒URL  

消費者基本計画 
▶消費者基本計画等（消費者庁）⇒URL  

▶消費者基本計画工程表素案（令和 2年 5月）に対する意見（案）（PDF）（内閣府・消費者委員会）⇒URL 

地方消費者行政 

▶令和元年度地方消費者行政の現況調査（消費者庁）⇒URL 
▶地方消費者行政専門調査会（内閣府・消費者委員会）⇒URL  
▶地方消費者行政強化作戦 2020（消費者庁）⇒URL  
▶「地方消費者行政に関する先進的モデル事業」の公募結果について（消費者庁）⇒URL 
▶「消費生活相談員担い手確保事業」について（消費者庁）⇒URL  
▶WEB誌『国民生活』2月号「消費生活相談員の気概と役割」（国民生活センター）⇒URL  

食品表示 

ＮＡＣＳメールニュース 65号 食品表示の新制度が本格スタート  
４月と言えば様々な新制度がスターする季節ですが、私たち消費者の身近にある制度として、食品の表示に関する新制度が４
月１日より本格的にスタートします。 
▶食品表示法（法令及び一元化情報）（消費者庁）⇒URL 
食品表示制度は、かつては複数の法律に食品の表示に係る定めがあり、非常に複雑なものになっていましたが、2013年６月に、
３つの法律（食品衛生法、健康増進法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（旧 JAS法）)の食品表示に関す
る規定を一元化して「食品表示法」が作られ、具体的な表示ルールである「食品表示基準」が策定されました。当時、消費者
庁が作成した「食品表示法」の概要はこちらから確認いただけます。 
▶食品表示法の概要（PDF）（消費者庁）⇒URL 
「食品表示法」は 2015年４月１日に施行されましたが、食品区分によって経過措置期間が設けられました。生鮮食品について
は 2016年３月 31日に、加工食品や添加物については今年３月 31日に経過措置期間が終了し、わが国の食品表示は４月１日よ
り新制度に完全移行することになったのです。 
新しい食品表示制度の中で注目すべき点は以下の３点です。第１に、アレルギー表示に係るルールが改善されました。より広
範囲の原材料について、アレルゲンを含む旨の表示が義務づけられました。第２に、原則として、すべての消費者向け加工食
品及び添加物に栄養成分の表示が義務づけられました。エネルギー（カロリー）、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量は
必須記載事項となりました。第３に、表示レイアウトが改善されました。表示可能面積が 30㎠以下であっても、安全性に関す
る表示は省略することはできません。また、原材料と添加物を明確に表示しなくてはならなくなりました。皆さんも、スーパ
ーやコンビニでパンや冷凍ピザといった加工品を買う時に表示について気をつけて見てみてください。 
▶プエラリア・ミリフィカなど、特別な注意を要する成分等を含む食品（指定成分等含有食品）等に係る食品表示基準の施行について（消
費者庁）⇒URL  

障がい者の 

消費者トラブル防止 

▶障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査（消費者庁）⇒URL  

▶特別支援学校(主に高等部)における消費者教育の在り方に関する意見交換会（消費者庁）⇒URL 

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200814_1.html
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_20200626_02.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200515_02.pdf.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/council/cepc/meeting_materials_3/pdf/meeting_materials_3_190830_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/consumers_civil_society/index.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/basic_policy/pdf/basic_policy_180315_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/forum/pdf/cms_local204_200128_02.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/forum/pdf/cms_local204_200128_02.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2020/322/doc/20200529_shiryou2.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/status_investigation/2019/
https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/chihou/index.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/
https://www.caa.go.jp/notice/entry/020367/
https://www.caa.go.jp/notice/entry/020288/
http://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-202002.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/130621_gaiyo.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/entry/020134/
https://www.caa.go.jp/future/project/project_009/
https://www.caa.go.jp/future/project/project_003/exchange_of_opinions/


   
 

キャッシュレス・ポイント 

還元事業 

▶キャッシュレス・ポイント還元事業の調査結（（一社）キャッシュレス推進協議会）⇒URL 
▶キャッシュレス・ポイント還元事業（2019年 10月～2020年 6月）（経済産業省）⇒URL 

景表法による処分 

▶有限会社鹿北製油に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について（PDF）（消費者庁）⇒URL 
▶DRC医薬株式会社（マスク関係）に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について（PDF）（消費者庁）⇒URL 
▶フィリップ・モリス・ジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について（PDF）（消費者庁）⇒URL 
▶株式会社サンドラッグに対する景品表示法に基づく措置命令について（PDF）（消費者庁）⇒URL 
▶玉川衛材株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について（PDF）（消費者庁）⇒URL 
▶株式会社イオン銀行（クレジットカード又はデビットカードに係る役務の表示）に対する景品表示法に基づく措置命令について（PDF）
（消費者庁）⇒URL  
▶株式会社エムアイカード（「エムアイカードプラスゴールド」と称するクレジットカードに係る役務の表示）に対する景品表示法に基づく課
徴金納付命令について（PDF）（消費者庁）⇒URL 
▶LINEモバイル(株)に対し課徴金納付命令（景品表示法）について（PDF）（消費者庁）⇒URL 

 

https://cashless.go.jp/assets/doc/200630_questionnaire_report.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/cashless/cashless_payment_promotion_program/index.html
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_200612_1.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_200619_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200624_02.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200623_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_200731_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200324_02.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200324_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_191227_01.pdf

