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８ 相談事例 ③定期購入

令和５年２月改訂
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気を付けてほしいトラブル事例

相談事例③
定期購入のトラブル
通信販売の定期購入とは
ＴＶやネット広告の通信販売
で、「お試し」「1回だけ」の
つもりで健康食品や化粧品
等を注文したら、数ヶ月間の
定期購入が条件だった。
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①ＳＮＳで自分の
興味を引く広告が
あったのでクリックした

③『誰もがあこがれる
魅惑のＢＯＤＹ』とあり、
「やせるサプリかな」
と思ったので注文した

②すると、サプリメントが『今回限りの特別
価格』『特別価格０円』と書いてあった

④１週間後に商品
が届き送料500円
を払ったが、翌月
にも同じ商品が届き
4,000円の請求書
が入っていた

定期購入のトラブル 概要
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ロールプレイで確認しよう
インターネット通販による
定期購入のトラブル
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特定商取引法に基づく表示

返品について
① 初回割引及び定期コース(自動お届けコース)の商品は、お客様都合による返
品を承っておりません。

②弊社商品は健康食品および化粧品です。
全ての方に同様の変化をもたらすもので
はありませんので、変化を感じなかったな
どの理由による返品・交換は承っておりま
せん。

③ イメージと違ったなどによる理由での返品は承っておりません。
④ 長期ご旅行や、不慮の事故、病いによる理由での返品は承っておりません。

⑤ 単品でのご注文の場合（未開封・未使用に限る）に限り、お客様都合による返
品を承っております。商品到着後7日以内に弊社窓口までご連絡いただいた上
でご返品ください。

⑥ 当社への事前のご連絡なしに一方的に返送された場合、お受け取りいたしか
ねますのでご了承ください。
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質問：この健康食品にはどんな効果
があると広告していますか？
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答え：広告のどこを見ても「やせる」などの効果を
うたった部分はありません。
勝手に行間を読んで効能・効果があると
思ってはいけません。



質問 ： 広告のどこを見れば
定期購入の内容が
わかるでしょう？
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インターネット通販では

注文確定前に「確認の画面」が必要。

定期購入の場合

回数、送料、商品代金、支払総額など
が表示されるので確認する！

「確認の画面」をスクリーンショットで保存しよう！
19



定期購入のトラブル

定期購入が条件であることや、解約で
きないことが、小さい文字で分かり
にくく書いてある。
特に、スマホの広告では分かりにくい。

通信販売はクーリング・オフの
対象外。返品は販売会社が決めた返
品ルールに従うため、「返品不可」の表
示があると基本的には返品できない。
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定期購入トラブルにあわないために

注文する前に、内容や解約条件について、
小さい文字まできちんと確認する。
（スクロールで読み飛ばさないよう注意！）
具体的には、
◎定期購入が条件になっていないか
◎定期購入期間内に解約が可能か
◎解約の連絡先や方法（電話やメール等）

注文画面や広告表示をスクリーンショットな
どで保存しておく。

注文確認メールをよく読み、保存しておく。 21
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注文前に最終確認画面をスクリーンショット！

ご注文内容
お試し価格 ５００円
数 量 １個
送 料 無料
合 計 ５００円

お客様情報
氏名
住所

☑利用規約に同意する

※お試し価格での購入は４回以上の継続
が条件です。
※４回の受取で合計金額は12,500円です。
※お客様から解約するまで毎月1回定期
的に届きます。

確認のポイント

定期購入かどうか
定期購入の場合、
２回目以降の代金や
支払総額
返品や解約の条件
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送料無料！トレーニングDVD付き！

初回限定

特定商取引法に基づく表記
プライバシーポリシー
お問い合わせ
返品・定期コースについて

クレジットカード払いがおすすめ
です！
お支払いはクレジットカード払いがお得でお
すすめです！登録もかんたん！
現金いらず！
安心セキュリティ
さらに決済手数料も全て無料！

②
こ
の
部
分
を
開
い
て
規
約
を
読
み
、契
約

の
内
容
や
解
約
の
条
件
を
確
認
す
る

①
サ
イ
ト
の
一
番
下
ま
で
ス
ク
ロ
ー
ル
す
る

〔特定商取引法に基づく表記の内容や解約条件の規約を見つけ方〕



「定期購入を途中でやめたい」
商品を受け取らなければ、
支払いの義務はなくなる？

商品を受取拒否しても
契約はなくなりません
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受取拒否をしたという理由で

コンビニ後払いの
支払をせず、放置していると

債権回収業者や弁護士から
『債権の回収依頼や譲渡を受けた』と

請求書が届くことがあります
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○○○○様

郵便はがき

親 展

弁護士法人△△△△△△△△
代表弁護士 ◎◎◎◎

重要書面在中

○○○○様

○○○○様

親展

弁護士から
の重要通知

親展

【ご通知】

○○○○様

弁護士法人△△△代表弁護士 ◎◎◎◎

親展

弁護士法人△△△代表弁護士 ◎◎◎◎

弁護士法人△△△代表弁護士 ◎◎◎◎

弁護士からの請求書のイメージ

請求書を無視しても、何度も届き、法的手続きをされることも…

困ったら、消費生活センターに相談！

【通告書在中】
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インターネット通販の支払い方法に多い、
立替払い型コンビニ後払い決済サービスの仕組み

①商品を購入

後払い決済
サービス事業者

消費者

ネット通販業者
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立替払い型後払い決済サービスはクレジット
カードを持っていない学生や主婦等がインター
ネット通販などで利用することが多い。
商品が届いた後、後払い決済サービス業者から
振込用紙が届き、コンビニなどで代金を支払う。
後払い決済サービスの業者は、これまでの支払
いの記録等を参考に立替払いするかどうかを
決める。
手元にお金がなくても利用できるため、使いす
ぎに注意が必要です。

インターネット通販の
立替払い型コンビニ後払い決済サービス
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健康食品を摂取して、おなかが痛くなったり、
肌がはれたり、体にぶつぶつが出たりなど、具
合が悪くなったという相談があります。

《健康食品を利用するときの注意点》

病気の治療のために摂取しない。
おなかが痛くなったり、体の具合が悪くなっ
たら、摂取するのを止めて、医者に相談して
ください。
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（ト ク ホ）

出典：公益社団法人日本医師会ＨＰ
健康の森 気になるコトバ「機能性表示食品」
（「トクホ」や「栄養機能食品」とどこが違うの？）
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31出典：消費者庁令和4年度版消費者白書



32出典：消費者庁令和4年度版消費者白書



出典：消費者庁令和4年度版消費者白書 は定期購入で購入した可能性が高いもの 33



①ＳＮＳで自分の
興味を引く広告が
あったのでクリックした

③『誰もがあこがれる
スベスベのＢＯＤＹ』と
あり、初回限定特別
価格「１，９８０円」
なら、小遣いで買える
と思ったので注文した

④１０日後に商品
が３個届き、請求書
に３９，６００円と
書いてあった。
定期購入した覚えが
ないと業者に電話す
るが、混み合って
いて連絡できない。

脱毛剤の定期購入のトラブル 概要
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②すると、脱毛剤が『初回限定特別価格』
『１，９８０円（税込）』と書いてあった
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質問！
広告の販売条件を読み、次の問に答えま
しょう。
① 2回目の商品はいつ発送される？
② 2回目の商品は何個届き、価格はいく
ら？

③ 2回目の商品を解約したい場合、いつ
から、いつまでにどのような方法で伝
えればいい？
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①

②

②

③
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若者の除毛剤による皮膚障害に注意！
10歳代、20歳代の若者が除毛剤を定期購入契約をして困ったという
相談の他に、除毛剤をひげなどの除毛を目的に顔面に使用して、皮膚
に炎症を起こしたとの相談が、全国の消費生活センターに多く寄せら
れています。

除毛剤を使用する際は以下の点に注意！
① 医薬部外品に分類されています。顔面のほか、傷がある部位、腫れ
物、湿疹、ただれなど炎症を起こしている部位には使用しないなど、
用法・用量や使用上の注意をよく確認して、正しく使用しましょう。

② 除毛剤を使用する場合は、使用前にテストをして自分の肌に合うか
どうかを確認しましょう。

③ 肌に異常を感じたら、直ちに使用を中止し、症状がひどい場合など
は皮膚科医を受診しましょう。

＊除毛剤とは手足やわきの下などの体毛の除去を目的とし、化学的作用によって除去する製品のことです。
出典：消費者庁：令和4年5月31日「若者の除毛剤による皮膚障害に注意」



【解説】
８ 相談事例③ 定期購入

②4頁 「ＳＮＳで自分の興味を引く広告があった」

販売会社の広告だけではなく、ＳＮＳのアフィリエイト広告から販売会社のサイトに接続
した事例も多く、中には、広告収入目的で過剰な内容になっている場合もあります。
※アフィリエイト広告：第三者が特定の商品の宣伝をブログ等でおこない、
実際に商品が売れたら報酬をもらえる仕組み。
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①3頁 「コンプレックス系の商品」

定期購入で扱う商品は、ダイエット食品に限らず、コンプレックスが簡単に解消できる
と思わせる化粧品や健康食品等サプリメントが多く、白髪が黒髪になるサプリ、胸が大き
くなるサプリ、薄毛に効果があるローション、ヒゲが薄くなるローションやサプリ、脱毛剤、
筋肉増強サプリ等があります。
安い金額の健康食品や化粧品で簡単に、体質、肌、体型などのコンプレックスが改善
できると思って申込みしたら、定期購入だった。規定の回数購入しないで解約する場合、
高額な解約料を請求された。いつでも解約できると広告にあるのに、簡単に解約できな
い。化粧品を使って皮膚障害になっても、規定の回数購入しないと解約できない等の
相談は依然として多く、問題のある広告が多い。広告内容を鵜呑みせず、批判的な視
点を持って広告の内容を読み取る力も必要となっています。
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③19頁 「インターネット通販では注文確定前に「確認の画面」が必要」

インターネット通販で消費者が申込みを行う前に、「注文内容確認画面」など、申込み内容
を確認できる画面の用意がされていない場合は、消費者が契約内容を誤解したり、操作ミス
で申込みしても、消費者側の申込みは無効です。（電子消費者契約及び電子承諾通知に
関する民法の特例に関する法律）

④19頁「最終確認画面」
特定商取引法ではインターネット通販の契約成立には、消費者が契約内容を確認し、訂
正したり・戻ったりできる、注文確定前の段階の「最終確認画面」が必要です。（特商法12条
の6第1項、14条第1項2号、省令16条第1項）
定期購入のトラブルが後を絶たないため、改正特定商取引法の施行に伴い、令和4年6月
1日からは、「最終確認画面」において以下の内容を消費者が明確に認識できるよう表示が
義務づけられ、これらの事項について人を誤認させるような表示が禁じられました（改正法12
条の6第1項） 。
分量⇒商品や役務の数量、回数、期間等。定期購入の場合は各回に引き渡す分量と引
渡の回数（総分量）
販売価格・対価⇒複数商品を購入する場合は、支払総額。定期購入の場合は各回の代
金と代金の総額
支払の時期・方法⇒定期購入の場合は各回の代金の支払時期
引渡・提供時期⇒定期購入の場合は各回の商品の引渡時期、次回分の発送時期等に
ついても表示
申込みの撤回、解除に関すること⇒返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条
件等について、顧客が見つけやすい位置に表示
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④19頁 「最終確認画面の続き」

申込期限（期限のある場合）⇒契約の申込みの撤回又は解除に関して、条件、方法、効
果等表示、定期購入の場合は解約の申出に期限がある場合、その申出期限。違約金
その他の不利益が生じる契約内容である場合、その旨及びその内容

さらに、上記の事項について、消費者に誤認を与える表示があり、それにより消費者が誤
認して契約した場合は、契約を取り消せることになりました（改正法15条の4）。
しかしながら、改正法に従った適切な購入意思の確認措置（参考資料１ 通信販売の申込
み段階における表示についてのガイドライン【画面例３】参照）があれば、注文確定ボタンを
押したことで契約条件に同意したとみなされるので、後になって「契約条件・返品条件を知ら
なかった」と主張することはますます難しくなります（電子消費者契約法3条）。インターネット
通販を利用する際は、サイトの表示をよく読み、慎重に契約しましょう。

⑤27～28頁 「コンビニ後払い決済サービス」

インターネット通販の代金支払いで、コンビニ等での後払い決済サービスを利用する
ケースが増えています。クレジットカードを持っていない学生や主婦に加え、カード情報
を入力したくない人も多く利用しています。立替払いの上限金額は業者ごとに異なりま
すが、1ヶ月あたり５万円程度のところが多くなっています。
後払い決済サービスの仕組みは 26頁の図のとおりですが、 商品代金が立替払いさ
れることから、お金のない学生も定期購入トラブルに巻き込まれやすくなります。



⑥30頁、50～52頁（参考資料3～5） 「健康食品等」
法律で機能性表示が認められているのは、保健機能食品である特定保健用食品（トク
ホ）・栄養機能食品・機能性表示食品に限られ、かつ表示できる内容も法律により限定
されています。
一般食品であるいわゆる「健康食品」（例：栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整
食品等）の中には機能性表示ができないのに効能効果がうたわれ、景品表示法・健康
増進法・医薬品医療機器法（薬機法）等の違反として行政処分される例が増えています。
「効果には個人差があります」「体験談は個人の感想です」と書かれていても法律の規
制を受ける可能性があります。広告のイメージに惑わされないための、法律的な知識も
必要です。

現時点では後払い決済サービス業者を規制する法律がなく、定期購入等で通販会
社とトラブルになっても、後払い決済サービス業者は「代金の収納代行をしているだけ」
と相談に応じません。たとえ商品を受取拒否しても契約がなくなるわけではないので、
代金未払い分を回収業者や弁護士が督促・回収する例が多くなっています。
少額の後払い決済が積もって支払いに行き詰まり、消費者金融から借り入れて多重
債務状態に陥ることも懸念されます。
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⑤27～28頁 「コンビニ後払い決済サービス」の続き



【参考資料１】

特定商取引法では、通信販売にお
ける契約の申込み段階において、販
売業者等に対し、一定の事項（ ①分
量②販売価格・対価③支払の時期・
方法④引渡・提供時期⑤申込みの
撤回、解除に関すること⑥申込期限
（期限のある場合））の表示を義務付
けるとともに、消費者を誤認させるよう
な表示を禁止している（改正法第12
条の6）。

【画面例３】はインターネット通販の
定期購入の場合の最終確認画面で
必要な表示事項が分かりやすく、容
易に参照できる適切な例としてガイド
ラインで紹介されているものである。

48出典：消費者庁『通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン』

【画面例３】第12条の6に違反しないと考えられる表示（定期購入の場合）
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出典：国民生活センター令和４年６月９日『「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました「最終確認画面のチェックリスト」』

【参考資料２】



『薬』と『食品』はまったく違うものです

出典 ：独立行政法人国立健康・栄養研究所ＨＰ
「健康食品」の安全性・有効性情報『健康食品は薬の代わりにはなりません（Ver.100705）』

https://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detail1456.html
50

【参考資料３】



国の食品安全
委員会は

2015年12月
「健康食品」に
ついてこんな
メッセージを
発表して
います。

メッセージ
① 「食品」でも安全とは限りません
② 「食品」だからたくさん摂っても大丈夫と考えてはいけません。

③ 同じ食品や食品成分を長く続けて摂った場合の安全性は正確にはわかってい
ません。

④ 「健康食品」として販売されているからといって安全ということではありません。

⑤ 「天然」「自然」「ナチュラル」などのうたい文句は「安全」を連想させますが、科学
的には「安全」を意味するものではありません。

⑥ 「健康食品」として販売されている「無承認無許可医薬品」に注意してください。
⑦ 通常の食品と異なる形態の「健康食品」に注意してください。
⑧ ビタミンやミネラルのサプリメントによる過剰摂取のリスクに注意してください。
⑨ 「健康食品」は、医薬品並みの品質管理がなされているものではありません。

⑩ 「健康食品」は、多くの場合が「健康な成人」を対象にしています。高齢者、子ど
も、妊婦、病気の人が「健康食品」を摂ることには注意が必要です。

⑪ 病気の人が摂るとかえって病状を悪化させる「健康食品」があります。

⑫ 治療のために医薬品を服用している場合は「健康食品」を併せて摂ることにつ
いて医師・薬剤師のアドバイスを受けてください。

⑬ 「健康食品」は薬の代わりにはならないので医薬品の服用を止めてはいけませ
ん。

⑭ ダイエットや筋力増強効果を期待させる食品には、特に注意してください。
⑮ 「健康寿命の延伸（元気で長生き）」の効果を実証されている食品はありません。

⑯ 知っていると思っている健康情報は、本当に（科学的に）正しいものですか。情
報が確かなものであるかを見極めて、摂るかどうか判断してください。

⑰ 「健康食品」を摂るかどうかの選択は「わからない中での選択」です。

⑱ 摂る際には、何を、いつ、どのくらい摂ったかと、効果や体調の変化を記録してく
ださい。

⑲ 「健康食品」を摂っていて体調が悪くなったときには、まずは摂るのを中止し、因
果関係を考えてください。 51
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出典：公益社団法人日本医師会ＨＰ
健康の森 気になるコトバ「機能性表示食品」（「トクホ」や「栄養機能食品」とどこが違うの？）
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