
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。商品の注文前に、定期購入が条件となつていな

いか、支払う総額がいくらか、解約・返品の方法や条件をよく確認しましょう。

相談の多しヽ商品・サービス 1 健康食品、ダイエット食品、サプリメント、化粧品

△注意(0)イ ンターネット・メールOSMSによる架空請求

いずれも偽の警告である可能性が高く、支払い義務はありません。相手に連絡をしてしまうと、執拗

に金銭を請求されるため、安易に連絡をしてはいけません。

支払い方法として、コンビニなどでギフト券を購入し番号を伝えるよう指示されることがありますが、

これは詐欺の典型的な手□です。一度お金を払つてしまうと、返金は非常に困難です。不審な請求に困

惑した場合は、まず消費生活センターに相談しましょう。
(※ 」)SMSiシ ョー トメッセージサービス。メールアドレスではなく、スマー トフォン等の電話番号宛へ短文のメッセージを送るしくみ。

△注意(0)儲かる話には要注意!サイドビジネス0投資のトラブル
ミむ

△注意0)「お試し」のつもりが定期購入だつた !

彦

`

彦

彦

+

:競■|1鷲

チ

インターネット上の情報はすべて信用できるとは限らず、真偽を見分けることが難しい場合がありま

す。高額な負担が必要な話には注意し、安易に契約や振り込みをしないようにしましょう。

スマートフォンで「お試し500円」という広告を見てダイエットサプリを申し込み、商品を受
>け取つた。しかし翌月にも同じ商品が届き、7,000円 の請求書が入つていた。驚いて事業者に

電話したところ、4回購入を条件とする定期購入の契約だと言われた。

実在する事業者名で、「未納料金が発生している。本田中に連絡がな

餅い場合は法的措置に移行する。」と警告する SMS(※ 1)が届き、指定さ

れていた電話番号に連絡したところ、料金を請求された。

インターネットサイ トを閲覧中、突然、ウイルス感染の警告画面が表示された。画面にあつ

卜た連絡先に電話したところ、「パソコンが汚染されており、緊急を要する。今すぐサポー ト契

約をし、サポー ト料を支払え。」と指示された。

「在宅作業で高収入」という広告を見て応募すると、事業者から

餃「最初に30万円が必要。だがそれ以上儲かる。」と強く勧められ

契約した。しかし、利益は得られず、事業者から返金も断られた。

SNS上 で外国人を名乗る者と交流していたところ、「儲かる話がある。」と暗号資産の投資

を勧められ、お金を振り込んだ。その後利益が出て、引き出すことも出来たので、信用し、初

回より多額のお金を振り込んだが、突然引き出せなくなり、やり取りをしていた外国人とも

連絡がとれなくなつた。

1田:契約意思がないときはキッパリと断る。その場ですぐに契約しない。

特定商取引法により、契約しない旨を伝えた消費者に対する電話や訪間での再勧誘は禁止されています。

1囲 インターネットの中での顔が見えない相手には不用意に連絡しない、信用しない、契約しない。

国ド必ず儲かる」「あなただけ特別」「お金をあげたい」などという話には乗らない。

消費生活センターだより 2023.3月 特集号 燿錮
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＼未来の私達のために今できること/
エシカル消費をはじめてみませんか
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「エシカル」とは「倫理的」という意味で、物やサービスを購入する時に、人や社会、環境に配慮

したものを選ぶことを「エシカル消費」といいます。公正で持続可能な社会のために、今私たちに

求められる責任の一つです。というと、ちょつと難しく感じてしまうかもしれませんね。例えば、

物を選ぶ時に、「どうやつて作られているのかな?」「どこからきたのかな ?」「地球に優しいかな ?」

などと思いをはせることができていたら、それはもうエシカル消費への第一歩です。

世田谷区オフィシャルチャンネル (YouTube)
『世田谷つまみ～せたがやそだちでエシカル消費のススメ』

撥マイバッグを持参する

け積極的に地元で買い物をして【地域の活性化】、地元の産品を購入する【地産地消】

畿障害者施設で作られた製品を購入する【障害者の自立支援】

。必要な食品を必要な時に必要な量だけ購入する【食品回スの削減】

響エコマークなどの、エシカル消費に関連する認証ラベル・マークのついた商品を購入する

機 フェア トレー ド
※
の商品を購入する

※開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、立場の弱い生産者や労働者の生活改善と

自立を目指す「貿易のしくみ」です。

颯被災地等から産品を購入する |・|■|■
‐
:

鰊3Rを心がける

リデュース (Reducc)
物を大切に使い、こみを減らすこと

リサイクル (Recycle)
資源として再利用すること

せたがやそだちの野菜を使つたレシピを紹介しています。

せたがやそだちを食べて (地産地消)、 エシカル消費を始めてみませんか。

世田谷区ホームページ (YouTube)からこ覧いただけます。

〈お詫びと訂正〉せたがや消費生活センターだより12月号に右記のとおり誤りがこざいました。お詫びして訂正いたします。p4 8行日 (誤)石井康次郎氏→ (正)石井泰次郎氏

に麟 消費生活センターだより 2023.3月 特集号

畿マイボ トルを持ち歩く

醸省エネや節電につながる行動を実践する

機食べ残しを減らす (食品ロスの削減)

リユース (Reuse)
何回も繰り返し使うこと

蜃



20歳未満における 2021年度の

相談件数は、インターネット

(オンライン)ゲームについてが

全国で男性|ま 1位、女性は3位 (※ 1)。

楽しく遊ぶために、親子でしつかり

話し合いましょう !

楽しく遊ぶためのチェックポイント

■|′,

2022年 4月 1日から成年年齢が 18歳に引き下げられたため、18歳、19歳は未成年という理由

で無条件に取り消すことはできなくなりました。社会経験の浅い若者を狙う悪質業者もいます。 18歳
までに、お金の使い方や契約とは何なのかを保護者の方と一緒に学び、考え、伝えていくことが大切です。
(※ 1)「消費生活年報2022P18表 7-12021年度の契約当事者年代別・性別にみた上位商品・役務等別相談件数」より

区民講師 (ボランテイア)が、町金 0自治会や学校、自主グループの学習会などに出向いて、

,肖費生活に関する情報をわかりやすくさ届けする講座です。

契約の基礎や消費者トラブルにあわないための方法、健康でいきいき暮らすための食生活、食品ロスを減ら
す工夫やエシカル消費についてなど、さまざまなテーマの講座をこ用意しています。
クイズや朗読劇、実演なども交えて、楽しみながら消費生活の知識を学べます。こ依頼をお持ちしています !

|||||||||||||||||||||||||||||1躍
:

【あなたを狙う悪質商法】【楽しく学ぼう食事バランス】
【私たちのくらしはこのままでいいの?～エシカル消費について、日頃の買い物から考える～】など
※講座内容によつて、材料費等の実費を負担していただく場合があります。

実施希望日の lヶ月以上前までに、消費生活課に電話またはFAXでお申込みください。
※チラシ等で参加者を集める(または会員にお便りを出す)場合は、実施希望日に関わらずチラシ配布等のlヶ月以上前までにお申込みください。

お申込みの際は、

①お申込み者名 (連絡先)②希望日時③会場 ④希望する内容 ⑤受講者数 (10名以上)等をお知らせください。

お申込みから、実施決定まで10日ほど時間がかかります。

実施決定後にお申込者 0区民講師・消費生活課職員で事前打ち合わせを行います。
※新型コロナウイルス感染症の状況等により、お受けできなしヽ場合があります。

消費生活センターだより 2023.3月特集号 罐撥
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お金古請求さ

手ビい 勝ヾ 手 1・

親の7レ ジットつ―ドで

決着して｀`1・

れ た

彦
利用者情報は正しく

入力されていますか?
パスワードは家族で管理し、

家族以外には教えない

ようにしていますか?

どこから有料なのか

調べましたか?
彦

定期的に課金サービスの

利用状況などを

確認していますか?

蠍
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L」Ц 日:U 講座 の

―■゛

―C来 内 (時 間 30 1 20分 )



相談内容 相談・問い合わせ機関 電話番号 受付日時

金融に関する相談

NPO法人 証券・金融商品
あつせん相談センター (FINMAC)

0120-645-005 月～金※9:00～17:00

1 0570-016-811

金融庁「金融サービス利用者相談室」|IP電話

1堕重蟹,1つ亜1

月～金※10:00～17:00

賃貸住宅トラブルに
関する相談

東京都「賃貸ホットライン」 03-5320-4958 月～金※9:00～ 17:30

住宅リフォーム・建築工事
に関する相談

(公財 )住宅リフォーム・紛争処理

支援センター「住まいるダイヤル」

0570-016-100
1P電話
03-3556-5147

月～金※10:00～17:00

電気通信に関する相談
総務省
電気通信消費者相談センター

03-5253-5900 月～金※

9:30へ′12:00 13:00～ 17:00

通信販売のトラブルに
関する相談

(公社 )日本通信販売協会 (JADMA)
「消費者相談室」

03-5651-1122 月～金※

10:00へ′12:00 13:00へ′16:00

農林水産業に関する相談 農林水産省「消費者の部屋」 03-3591-6529 月～金※10:00～17:00

インターネット等パソコンを
利用した犯罪に関する相談

警視庁 サイバー犯罪対策課 03-5805-1731

生活安全に関する相談 警視庁 総合相談センター
#9110
03-3501‐0110

24時間対応

成年後見制度に関する相談
世田谷区社会福祉協議会

成年後見センター
03-6411-3950 月～金※8:30～ 17:00

事業者向け経営相談窓□ (公財 )東京都中小企業振興公社 03-3251-7881
月～金※

9:00´ ′ヽ11:30 13:00へ ′16:30

★年末年始の受付日時は各窓□にお問い合わせください。 ※祝日を除く

にの本轟験憲囲 専門家の支援を受けるにあたつての情報提供を行っています。

消費生活相談 消費生活センター 03‐ 3410‐ 6522

各総合支所区民相談

砧

鳥山

03=5432-2016.

03‐5478-8001

03-3702-4864

03-3482‐3139

03-3326‐6304

納付相談 (住民税の滞納等) 納税課 03-5432‐2208

弁護士会法律相談センター

クレジット・サラ金専門無料相談 (予約制、面談30分 )

新宿総合法律相談センター        03-6205‐ 9531
蒲田法律相談センター           03‐ 5714-0081

クレサラ無料電話相談
(弁護士が10分程度の簡単な相談に応じます)

0570-071‐ 316

各総合支所生活相談
(生活保護等)

03-5432‐2846

03‐ 6804‐7386

03‐3702-1734

03-3482-1390

03-3326‐6112

納付相談 (国保料の滞納等) 保険料収納課 03-5432-2343

日本司法支援センター〔法テラス〕

サポートダイヤル (オペレーターが対応)

IP電話

0570-078-374
03‐6745-5600

多重債務ほつとライン 0570-031-640

※多重債務等に悩み、こころの不調を感じる方や、お酒やギャンブルなどがやめられずお困りの方を対象に、各総合支所健康づくり課にて「こころの健康相談」と

「依存症相談」を行つています。

経済的な問題とあわせて、就労や家計など生活上の様々な困難に直面している方の相談窓□です。

弁護士等による債務整理を行い解決を目指します。

発行 :世田谷区経済産業部消費生活課 年4回 (3月・6月・9月・12月 )発行 聴覚等が不自由な方は、ファクシミリでお問い合わせください。

〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7 区役所三軒茶屋分庁舎 3階 電話 03-3410-6521・ 6523 ファクシミリ 03-3411-6845

『消費生活センターだより』は、区役所、総合支所、出張所、まちづくリセンター、図書館、区民センター、地区会館等で配布しています。

消費生活センターの各事業は、区のホームページからこ覧いただけます。

≪ζ: 消費生活センターだより 2023.3月 特集号

颯筵橿談賞撥

ぶらつとホーム世田谷 03‐5431-5355 月～金19:00～ 17:00

東京都生活再生相談窓□
※生活再生のための方法を一緒に検討し、提案しています。

03-5227-7266 月～金 9:30～ 18:00

クレジット3撃ラ量無料纏談麓・・,図の藩彗談懲磯で案mする書P騒藩目験機関

月～金※8:30～ 17:15

公益財団法人 日本クレジットカウンセリング協会

世田谷

北沢

玉川

砧

鳥山


