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●ご注意！
！情報商材のトラブル

●新型コロナウイルス対策

〜
「消毒」
や
「除菌」
をうたう商品の利用法〜

●消費者トラブルにあったとき、
あなたならどうしますか？

消 費 者・生 活 者 が 主 役となる 社 会 へ

「新しい生活様式」の実践例を踏まえた新しい日常に向けて

消費者に知っておいていただきたい事項
新しい日常においては、消費者と事業者が協力して
『「新しい生活様式」の実践例』
を踏まえ
た取り組みを行うことが必要です。日常生活の各場面において、
「3 つの密（密閉、密集、密接）
」
を避けることを基本としつつ、●発熱又は風邪の症状がある場合は、来店・利用はしない●人
との間隔をできるだけ 2メートル（最低 1メートル）空ける●マスクを着用する●特に大声で
の会話を控える●まめに手洗い・手指消毒をする●トイレ利用時に配慮する
（フタをして流す
など）
●滞在時間をできるだけ短くすることなどが消費者に求められています。
また、各事業者による感染防止対策（従業員と消費者の間にアクリル板・透明ビニールカー
テンの設置等）
や、接客・サービスの内容に変化があることなどを理解し協力することが求めら
れています。

当消費生活センターにおきましても利用者の

枚方市

ひこぼしくん

皆様の安全確保の観点から、来所相談について
まずは電話
（相談専用電話）
にて、ご相談下さい。
ご理解とご協力をお願いいたします。

消費者庁QRコード

は電話予約制とさせていただいております。

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
FAX072-844-2433（枚方市駅東改札口を出て右に徒歩1分）

投資？

副業？

ご注意！！情報商材のトラブル
「働き方改革」
で副業や兼業が推奨され、また
「新型コロナウィルス」の影響で収入が減ったなどと
いう状況下で、副業が注目されています。
ネットで検索して探す方も多いと思いますが、ネットの広告やマッチングアプリで知り合った相手、
また SNS の書き込みで興味を持って、投稿者とDM（ダイレクトメッセージ）
でやり取りし、副業を紹
介してもらったことでトラブルになる事例が増えています。
こうしたトラブルでは、「かんたんに稼げる副業のノウハウを教える」
などと言われ、「情報商材」
と
いう名目で、実際はほとんど価値のない情報を高額な料金で購入させられる事例が多くみられます。
また、情報商材の購入をきっかけに、セミナーに誘われたり、特別なサポートが受けられるなど
と言われ、より高額な契約を勧められている事例も見られます。

事例
ネットで在宅ワークを探していて、「一日 3 万円稼げる」
と書いてあったサイトを開いた。
そこで、SNS に追加したところ、二児のシングルマザーという女性から連絡があり、「か
なり高単価な副業で 1 回 5,000 円〜10 万円以上になる仕事がたくさんあり、さらに無制
限に繰り返しでき、やればやるだけ収入になる」
「スマホを使って 1 回 15 分〜30 分程度
の作業」
と説明され、「二日で 2 万円稼いだ」
「40 万円稼いだ」などとお金が振り込まれた
銀行口座の通帳の写真が送られてきたりし
た。また相手は二児の親なので悪いことは
しないだろうと思ったこともあり、信用した。
「後払いで 19,800 円が必要だが、稼いだお
金で払えばよい」
と言われ、クレジットカード
で決済した。マニュアル（情報商材）が送ら
れてきて利用してみたが、1 円たりとも稼げ
ていない。
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事例
副業に興味があり、マッチングアプリで知り合った男性に
「ビジネスの話を聞いて来た」
と言われ、興味を示したところ、話を聞いてみたいかと誘われ、カフェに出向いて話を聞
いた。「海外の金山に投資する。毎月 2 〜 3％の配当がある。」
「100 万円入れたらサポー
トするから。」
と言われ、資金は消費者金融で借りてくるよう教えられ支払った。しかし、
聞いていたような配当はなく、人を紹介したら収入になるという話もされたので友人を
誘った。紹介料は入ったが、仮想通貨で入っており、換金できない。

このようなトラブルには、次のようなものがあります。
情報商材の例
副業関連

ブログやアフィリエイト、転売ビジネス
コピー＆ペーストで稼ぐネットビジネス
写真を投稿・配信して広告収入で稼ぐ方法

投資関連

FX、アービトラージ※1、バイナリーオプション※2
仮想通貨の投資方法
投資情報等

※1 金利差や価格差を利用して売買し利鞘（りざや）
を稼ぐ取引のこと
※2 オプション取引を元にした金融商品の一種

トラブルの特徴
1. かんたんに高額収入を得られることを強調する広告・宣伝
2. 次々に契約を迫るなど強引な勧誘
3. クレジット契約や借金をさせてまで高額な契約を結ばせる。
4. 広告・説明と異なり、もうからない、サポートや返金保証がない。

トラブルを防ぐには
1. 情報商材は契約前に中身を確かめることができません。相手の説明をうのみに
しないようにしましょう。
2. 最初は数万円の金額で誘われますが、成果がないとさらに高額な契約を勧めら
れます。効果がないと分かった時点で、やめる判断をしてください。
3. SNS で知り合った相手を簡単に信用してはいけません。安心させるようなキャラ
クターになりすましているケースも多々あります。
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アルコール消毒液はエタノール濃度 60％以上（容量％）
であれば有効です。

新型コロナウ イ ル ス対策

〜「消毒」や「除菌」をうたう商品の利用法〜
新型コロナウイルスの感染症対策として、
「消毒」
や
「除菌」の効果をうたう様々な商品が出回っ
ています。目的にあった製品を、正しく選び、正しい方法で使用しましょう。

そもそも
「消毒」
と
「除菌」
って何が違うの？
意
消毒

除菌

味

製

品

「医薬品・医薬部外品」
（※1）の製品のみ「消
毒」の効能効果を表示できる

菌やウイルスを無毒化すること
菌やウイルスの数を減らすこと
（除菌の対象や程度は公的には定め
られていいない）

「医薬品・医薬部外品」以外の製品に記載され
ることが多い
「消毒」の表示がなくとも、一部の洗剤や漂
白剤などに細菌やウイルスを無毒化できる製
品もある

※1「薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）」
に基づき、厚生労働大臣が品質・
有効性・安全性を確認したもの

なお、
「医薬品・医薬部外品」の「消毒剤」
であっても、それ以外の「除菌剤」
であっても、全ての
菌やウイルスに効果があるわけではなく、新型コロナウイルスに有効な製品は一部であること
に注意が必要です。

手や指などのウイルス対策は？
手洗い

手や指についたウイルスの対策は、洗い流すことが最も重要です。せっけんやハンドソープを
使った丁寧な手洗いを行うことで、十分にウイルスを除去できます。

さらにアルコール消毒液を使用する必要はありません。
手洗い

手洗いなし
流水で 15 秒すすぐ
石けんやハンドソープで 10 秒もみ洗い後、
流水で 15 秒すすぐ

残存率（残存ウイルス数）
約 100 万個
1/100（約 10,000 個）
1/10,000（数百個）

《参考》森功次他：感染症学雑誌、80:496-500,2006
https://www.mhlw.go.jp/ﬁle/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000105095.pdf

手洗いができない場合

「医薬品・医薬部外品（指定医薬部外品を含む）」
と表示のあるものを使用するようにしましょう。
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※容量％とは、溶液 100ｍｌに溶質（ここではエタノール）が何ｍｌ含まれるかを表すもの

〈注意事項〉

アルコールに過敏な方は使用を控えてください。

高濃度のアルコールは引火の危険性があります。

使用する際は火気を避け、使用する場所では換気をしましょう。

近ごろ商 品 情 報

アルコール消毒液はエタノール濃度 60％以上（容量％）
であれば有効です。
※容量％とは、溶液 100ｍｌに溶質（ここではエタノール）が何ｍｌ含まれるかを表すもの

〈注意事項〉

アルコールに過敏な方は使用を控えてください。

高濃度のアルコールは引火の危険性があります。

使用する際は火気を避け、使用する場所では換気をしましょう。

モノに付着したウイルス対策は？
食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、アルコールよりも、熱水や塩素系漂白剤、及び
一部の家庭用洗剤等が有効です。

食 器 や 箸 などは、80℃の 熱 水 に
10 分間さらすと消毒できます。
火傷に注意してください。

濃度 0.05％に薄めた上で、拭くと
消毒ができます。

ハイター、ブリーチなど

洗剤を使った消毒についての詳しい情報は
こちらから
「ご家庭にある洗剤を使って身近な物の
消毒をしましょう」

有効な界面活性剤が含まれる「家
庭用洗剤」
を使って消毒ができます。

NITEウェブサイトで
製品リストを公開してい
ます。

NITE 洗剤リスト 検索

《出典》
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について
（厚生労働省・経産省・消費者庁特設ページ）
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000645359.pdf

消毒や除菌をうたう商品は、目的にあったものを
正しく選び、上手に利用しましょう
〜チェックポイント〜

《参考》森功次他：感染症学雑誌、80:496-500,2006
https://www.mhlw.go.jp/ﬁle/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000105095.pdf

手洗いができない場合

「医薬品・医薬部外品（指定医薬部外品を含む）」
と表示のあるものを使用するようにしましょう。

✓有効成分 ✓使用方法 ✓濃度 ✓使用期限

成分は何か、手指に使用してもよい商品なのか、使用してもよい場所はどこか、希釈して
使用する商品なのか等、広告や表示をよく確認してから使用するようにしましょう。
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消費者トラブルにあったとき、あなたならどうしますか？

トラブルの解決

対応する

対応しない

相談

事業者に相談
︵お客様相談室︶

助言を聞いて相談

消費生活センターに相談

相談

行動する

あきらめる

行動しない

あきらめる

不正な取引、製品等の事故が続く

︵契約トラブルにあった 又は 製品やサービスで事故にあった︶

消費者トラブルが発生！
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ネットワークで
情報提供

解決のための
助言や
あっせん交渉

こちら情報箱

国民生活センター

他の消費者からも次々と
情報が…

全国の消費生活セン
ター等で受け付けた
消費生活相談情報
の収集、分析、提供

法律の整備
国（消費者庁・関係省庁）や
都道府県が動く！
違法な表示をしている事業
者に対し、定められた表示を
するように命令
違法な営業をしている事業
者に対し、営業停止を命令

消費者市民社会の実現
不適正な取引・表示、安全性を欠く製品や
サービスが改善される

健全な事業者が育ち、良質な商品・サービス
が増える

消費者の積極的な行動によって、
安全・安心に暮らすことができる

不正な取引、
トラブル・被害の拡大

《出典元》社会への扉
（消費者庁）
より
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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!
消費生活センター相談案内

◆枚方市立消費生活センター付近図

◆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、年末年始を除く。休日明けの電話
は混みあう場合がありますので、その際は時間
を空けてからおかけください。）

近畿
ビルディング

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。

枚方市駅

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

電話 06-6616-0888
メール相談 http://kanshokyo.jp/mail/

至京都

東口

至私市

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

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…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…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。

■講師を派遣しています
（出前講座）…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。

■各種パンフレットなどを提供しています…国民生活センターや大阪府が発行している冊子のほか、
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DVD の貸出しを行なっています。

訪問勧誘お断りステッカーを配布中
悪質な訪問勧誘（訪問勧誘・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・中央）、電
話のそばに
（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。

「消費者ホットライン＝局番なしの『188
（いやや！
！）』
」
※
「188」へ電話すると、音声ガイダンスが流れ、郵便番号を入力するなどを行えば、お住いの地域の
消費生活センターにつながり、専門の相談員がトラブル解決を支援します。

「いやや、泣き寝入り！」
と覚えてください。

