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●仮想通貨ってなあに？
●だいじょうぶ？ 海外との取引！
？
●失敗しない中古車の選び方

消 費 者・生 活 者 が 主 役 と な る 社 会 へ
消費生活セミナーを開催しました！
！

「夏休み親子教室 親子で学ぶおこづかいの使い方」

その契約、あやしいと思ったら！
枚方市立消費生活センター
■相 談 受 付／午前9時30分～午後4時30分
〈土・日・祝日、年末年始を除く〉

■相談専用電話／０７２
‐
８４４
‐
２４３１
ひらかた観光大使 くらわんこ
©枚方文化観光協会

〒573-0032 枚方市岡東町12番3-202 ひらかたサンプラザ3号館2階
（枚方市駅東改札口を出て右に徒歩1分）
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～「必ず儲かる」
という言葉は信じないで～

（
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仮想通貨とはインターネット上でやりとりされ、通貨のような機能を持つ電子データです。実物の
紙幣や硬貨はなく、その価値を信頼する人たちの間のみで通用し、
どこの店舗でも利用できるとは限
りませんが、
少額の手数料で海外送金できるメリットもあります。
近年、
ショッピングや送金などの際の支払・資金決済ツールとして利用される機会が増え、
トラブル
も増加している状況を踏まえ、利用者保護とマネー・ローンダリング対策を目的とした「改正資金決
済法」
が平成29年4月1日に施行されました。

※「改正資金決済法」
では
「仮想通貨」
とは次の性質をもつ財産的価値をいいます。
①不特定の者に対して、
代金の支払い等に使用でき、
かつ、
法定通貨
（日本円や米国ドルなど）
と相互に交換できる
②インターネット上にデータとして記録され、
移転（送金）
できる
③法定通貨、
または法定通貨建ての資産
（プリペイドカード等）
ではない

※利用者は
「交換所」
や
「取引所」
と呼ばれる
「仮想通貨交換業者」
から
インターネットを介して、入手・換金するのが一般的です。
※新しい法的規制は仮想通貨交換業者に以下の義務を課しています。
（1）登録制
金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが仮想通貨交換

《仮想通貨交換業のイメージ》

サービスを行うことができます。

仮想通貨
交換業者

（2）利用者への適切な情報提供
●取り扱う仮想通貨の名称や仕組み
●仮想通貨の特性
（法定通貨ではないこと、
価格変動があることなど）

仮想通貨交換業

＄￥ €

交換

法定通貨

仮想通貨

●手数料等の契約内容、等々の説明

（3）利用者財産の分別管理
利用者から預かった金銭・仮想通貨と、
事業者自身の

利用者

金銭・仮想通貨とを明確に区分して管理すること

（4）取引時確認の実施

仮想通貨での
支払い

次の場合には、
運転免許証などの公的証明書を確認すること

Cafe

●口座開設時
●200万円超の仮想通貨の交換・現金取引
●10万円超の仮想通貨の移転
（送金）
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店

舗

こちら 相 談 室

※仮想通貨は数多く存在し、特性やリスクは仮想通貨ごとに異なります。

仮想通貨交換業者のサービスを利用する時のチェックポイント
■金融庁・財務局の登録を受けた事業者か確認！
登録業者の名称は随時、
金融庁ウェブサイトで公表されます。

■取引する仮想通貨の内容に関する説明を登録業者から受けたか？
登録業者が取り扱う仮想通貨の仕組みやリスクについて説明する義務があります。

■取引内容や手数料などに関する説明を登録業者から受けたか？
取引の内容（取引金額など）
や手数料について説明する義務があります。

■自身が行った取引の履歴や残高について適時確認しているか？
登録業者は、最低3ヶ月に一度、
利用者に対し、
取引の記録や残高について情報提供することが義務付けられています。

主な相談事例
事例1

投資に関するセミナーで
「金融庁推薦」
「ここでし
か買えない」
「必ず価値が上がる」
「購入価格より
高い値段で買い取る」等と勧誘され購入したが、
買い取ってもらえない。

事例2

知人から
「必ず値上がりする」
と言われ、売却利益
を目的に仮想通貨を購入したが、儲かるどころか
支払ったお金も戻ってこない。

必ず
儲かります

●仮想通貨はネットで自由に取引でき、価格も随時変動します。値上がりする
保証はどこにもありません。
●登録業者以外による仮想通貨の売買は禁止されています。
●金融庁・財務局が、
特定の仮想通貨を推奨することは一切ありません。

仮想通貨の特性や実体、
リスクや契約内容がよく分からなければ
契約を断りましょう！
相談窓口
●仮想通貨を含む金融サービスに関する一般的な相談

金融庁「金融サービス利用者相談室」 電話番号 0570-016811
受付時間／平日10：00～17：00

（IP電話からは 03-5251-6811）

●仮想通貨の不審な勧誘に関する相談（消費者ホットライン）

局番なし188（近くの消費生活センターにつながります）
●すでに詐欺の被害に遭ってしまったとき

警察総合相談窓口 ＃9110（近くの警察の相談窓口につながります）
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だいじょうぶ？

海外との取引！
？

～海外事業者との取引の落とし穴～
パソコンやタブレット、スマートフォンの普及で誰でも手軽に世界中の国々と取
引ができるようになりました。
しかし、海外の事業者との取引は、信用性の確認が困
難で、
トラブルになったときの解決もむずかしくなります。
最近では、国内で海外のネットワークビジネス
（マルチ商法）
に誘われる事例も増
えています。
どのような問題があるのでしょうか。

事例
友人のA子に
「ネットビジネスをしない？」
と誘われ、最初は興味がなく断っていましたが、
たまた
まA子宅に遊びに行くとそのビジネスをしている人も来ていて、
話だけでも聞いてみたらと言われ、
説明を聞くことになりました。
「海外のネットショッピングの会社が、
もうすぐ日本でもオープンする。そのサイトで買い物をす
ればその何％かが収入になる。」
また
「3人紹介すると75,000円の収入になる。」などと説明され、
登録してみることにしました。英語のサイトでしたが、SNSで指示される通りにスマホで操作すると
簡単にネットで申込むことができ、
登録料26万円はクレジットカードで支払いました。
でも、
よく考えてみると詳しい仕組みも分からないし、契約書ももらってなくて、不安。契約した
のは、
10日前だけど解約できるのかしら。

えー？！
A子に
「解約したい」
と言ったら、
「クーリング・オフは48時間しか
できないよ」
と言われました。
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近ごろ商 品 情 報

【海外のマルチ事業者と契約したが解約トラブルになるイメージ】

（http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20170615_1.pdfより）

人を勧誘することで収入が得られる
（特定利益）
と勧誘し、そのために費用がかかる
（特定負担）取引は、
国内では連鎖販売取引として
「特定商取引法」の規制を受けます。
連鎖販売取引では、連鎖販売業を行う者は書面交付義務があり、消費者は、法律で定められた書面を受
取った日から20日間はクーリング・オフができます。
では、
海外との取引の場合はどうでしょうか。
海外事業者との取引でも、消費者契約の場合は消費者が国内の強行規定を適用するという意思表示を
すれば、日本の法律が適用されることになります。
したがって、海外事業者が「48時間しかクーリング・オフ
できない」
と主張しても、特定商取引法により、
20日間のクーリング・オフを主張することができます。
しかし、
それにはまず、
日本の法律によりクーリング・オフすることを外国語で伝える必要があります。
また、
伝えることができたとしても、返金されない場合の交渉が困難です。
以上のことから誘った人や説明をした人が日本人で、国内で簡単に契約することができたとしても、相手
方が海外事業者であれば、海外で契約をしたのと同じ状況になると考えましょう。
簡単にもうかる話は、
世界中探してもありません！
！

トラブルになった場合は、すぐに消費生活センターに相談してください。
それから、勧誘したA子さん！
！
勧誘者として、特定商取引法で定められた書面を交付しなかったり、
クーリング・オフをさせないようなことを言うと日本の法律で罰せられる
可能性もあるので、
注意しましょう！
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失敗 中古車の選び方

しない ～事前に知っておきたいこと～

中古車は、手頃な価格で欲しかった車が買えたり、新車にはない車種がある等の理由で、利用する方も多
いと思います。
しかし、商品自体が千差万別で、価格も品質も一台ごとに異なり、新車とはまるで違う商品特
性を持っています。問題のある車でも外見ではわかりにくいため、
しばらく乗って気づくことも多く、その原
因と責任の所在を巡ってトラブルになることも少なくありません。
こうしたトラブルに巻き込まれないため
に、
失敗しない中古車選びのポイントをまとめてみました。
消費者が中古車の品質や価格などを見極めるのは難しいものです。
こ
のため、信頼できる販売店を選ぶことが非常に大切で、次のような点が
目安になります。
●価格や品質の表示が明確にされているか。
●販売員の説明が丁寧で質問にもキチンと答えてくれるか。

中古車選びは
店選びから

●整備工場を併設している方が望ましい。
●（社）
自動車公正取引協議会や
（社）
日本中古自動車販売協会連合会の
加盟店であること。
《例》ルールに基づく適正な表示をしており、販売店とのトラブルの場合には、協議会が苦
情相談に応じる。加盟店にはプレート等の掲示（下図）
あり。

公取協 会員証

JU適正販売店 標識

販売条件や品質の確認を忘れずに。
プライスボードをしっかり確認しま
しょう。

中古車の
見方・表示項目

プライスボードには、そのクルマを詳しく知るための次のような情報が
詰まっています。

〈表示項目〉
●初度登録（検査）
年月
●走行距離数

車
名

ニッポンスカーレット

¥

（主な仕様区分）

2000 4ドア BK 5AT
保険料、税金（消費税を

除く）登録に伴う費用等
現
は別途申し受けます。
金
販
（消費税込み）
売
※価格には整備費が含まれていま
（せん）。別途（20,000円）申し受けます。
価
（せん）、別途（10,320円）申し受けます。
□地裁来る料金預託済・価格にはリサイクル料金が含まれていま
格 □廃棄時にリサイクル料金の追加が必要な装備が付いています。

1 3 5 万円

□リサイクル料金未預託。廃棄時にリサイクル料金の支払いが必要になります。

●前使用者の定期点検整備記録簿の有無
●修復歴

H20年11月

車検証有効期限

H23年11月8日

走行距離数

52千km（

●定期点検整備実施の有無
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□定期点検整備あり


★「保証書」が公布されます。

・保証内容

）［

前使用者の定期点検整備記録簿 有・無

部分保証

★「点検整備記録簿」が公布されます。

□済
］

★詳しくは、係員にお尋ね下さい。

（価格には整備費用が含まれています）


□納車時

★「有」とした定期点検整備の内容（6ヶ月（貨物）12ヶ月 24ヶ月）

修復歴

有・無

★有の場合、車両状態を表示した書類をご確認下さい。

●保証の有無

□保証付き


初度登録（検査）年月

自家用・営業用・レンタカー・その他（
一
般
社団法人

・保証期間又は保証走行距離数
［ 12ヶ月又は10千kmまで ］

） □保証なし

□定期点検整備なし
□要整備箇所あり
★車両状態を表示した書類をご確認下さい。

自動車公正取引協議会・会員

プライスボード

こちら 情 報 箱

即決・衝動買いは
失敗のモトです

クルマは雑誌や洋服を買うのとは違い、高価な買い物です。
「失敗した
けど、
まあいいや」ではすみません。次の点を確認し、時間をかけて慎重
に選ぶようにしましょう。
●見積書をもらって、諸費用の内容に曖昧なものはないか、その額と
トータルでの支払額も必ず確認する。
●広告の内容と違うなど、
わからないことがあったら、必ず聞くこと。

現物確認し、
品質をチェック

中古車は、
エンジンや変速機などの品質や、内・外装の程度などが千差
万別です。欲しいクルマを見つけたら必ず現物を確認し、次の点をチェッ
クしましょう。
●自動車検査証、定期点検記録簿で初度登録年月や走行距離を確認し、
照合する。
●エンジンをかけて、
シートを触って、
全てを自分で確認。
●実際に試乗してみるのがベスト。

口約束は厳禁
大切なことは必ず
書面に残して

中古車契約の口約束はトラブルのモトです。約束ごとは注文書に必ず
記載して残しましょう。注文書は次の点をチェックしましょう。
●口約束はせず、
商談の結果は全部書面にしておく。
●価格や諸費用の明細に間違いがないか確認。
（車検残などで税金等が
異なるので注意）
●保証の有無、
保証内容・期間または保証走行距離数などを確認。
●注文書
（契約書）の控えは必ず受け取る。
待ちに待った納車日。すぐにでもドライブに行きたい気分でしょうが、

納車日には
最終チェックを

その前にしっかり最終チェックをしましょう。

〈チェック項目〉
●納車はできるだけ晴れた昼間にお願いし、
明るい中でクルマを確認。
●注文書とクルマを比較し、約束どおりの装備があるか、整備がされて
いるか。
●車検証の登録名義、登録番号、型式などに間違いはないか。
●保証付きの場合、保証書の記載内容に間違いはないか。保証は納車後
も続く問題なので、
特に念入りにチェック。

中古車専門雑誌やインターネットの広告で中古車探しをする場合、実際に車両
の状態を確認しないままに購入を決めてしまうと、
トラブルにつながりやすいので
注意が必要です。
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ひとりで悩まず、お電話ください。相談は無料です!
◆枚方市立消費生活センター付近図

消費生活センター相談案内
◆相談受付 ０７２
‐
８４４
‐
２４３１
◆受付時間 9時30分～16時30分

至大阪

（土・日・祝日、年末年始除く）
ネット販売やキャッチセールスのトラブルなど、気軽に
ご相談ください。専門の相談員が、あなたと一緒に解決の
方法を考えます。対象は、枚方市在住、在職、在学の方で
す。なお、
メールでのご相談は受付していません。

至京都

枚方市駅

東口
至私市

ビ近
ル畿
デ
ィ
ン
グ

平日16時30分～17時でお急ぎの方
大阪府消費生活センター（年末年始を除く）

サンプラザ
1号館

枚方
T-SITE

サンプラザ3号館
2階202号室

枚方市立
消費生活センター

電話 06-6616-0888
メール相談 http://kanshokyo.jp/mail/
土・日の相談窓口

消費者問題の専門家が実施する週末電話相談があります。
（年末年始を除く10時～16時）
◆土曜日 ☎06-4790-8110 〈NACS
（ナックス）
・ウィークエンド・テレフォン〉
（公社）
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会
◆日曜日 ☎06-6203-7650 〈JACAS
（ジェーカス）
日曜相談〉
（公社）
全国消費生活相談員協会

賢 い 消 費 者 を め ざ し て …
■講座を開催しています

■各種パンフレットなどを提供して
います

消費生活センターでは、安全安心で豊かな消費生活
を送っていただくために、今話題のテーマを取り上げる

国民生活センターや大阪府が発行している冊子のほ

など、消費生活セミナーや講演会を随時開催しています。

■くらしの赤信号（月刊）
やシグナル
（季刊）
を発行しています

か、悪質商法、食品表示、金融商品、住宅関連などの
パンフレットを配布提供しています。

■貸出します

消費生活に関する情報や相談事例などを盛り込んだ
情報紙です。

消費生活に関するビデオ・DVD の貸出しを行なって
います。

■講師を派遣しています
（出前講座）

■パソコンが使えます

消費生活について学習したいグループのために、相
談員を地域に派遣しています。

消費生活情報の検索ができます。ただし、文書作
成やメールの送受信はできません。

訪問勧誘お断りステッカーを配布中
悪質な訪問勧誘（訪問販売・買取・交換）はきっぱりと断
りましょう。訪問者に向け玄関先などに
（左側）
、電話応
対中（中央）
、訪問勧誘を断る際（右端）
、それぞれの場
所に貼り付けてご使用ください。
＊必要な方は、消費生活センターまたは市役所市民室・各支所・枚方市駅市民室サービスセンターでお受け取りください。

その契約、あやしいと思ったら！
枚方市立消費生活センター
ひらかた観光大使 くらわんこ
©枚方文化観光協会

〒573-0032 枚方市岡東町12番3-202 ひらかたサンプラザ3号館2階
TEL＆FAX 072-844-2433 （枚方市駅東改札口を出て右に徒歩1分）

