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●LCC（格安航空）利用術

●趣味を逆手にとった悪質商法
『ほめほめ詐欺』に注意！

●クレジットカードの基礎知識！

消費者・生活者が主役となる社会へ

その手は くらワン大作戦
平成25年9月
（一部10月）
〜平成26年3月末

●新たにラッピングバス 3 台目が
走行中！

●3 台のラッピングバスは車内を
オリジナルポスターで埋め尽くして
います！
●市内走行中のバスに

！
は
で
バス

ポスターを掲示！

●枚方市駅東改札口コンコースに電照看板広告設置
●枚方市駅中央改札口にポスター掲示

メディアでも！

！
は
で
駅

●FM ひらかた及びケーブルテレビによる CM 宣伝

地域でも！
●消費生活地域啓発リーダーとともに、オリジナルティッシュや啓発紙などを配布
消費生活センターでは、若年層からお年寄りまで様々な事業者とのトラブル相談を受付しています。年々、複雑多様化する

悪質商法の手口から市民を守るために
「その手はくらワン大作戦」
として、より消費生活センターの存在を広く市民に周知し、
早期相談・早期解決につなげるためにPR 活動を行っています。

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

（枚方市駅東改札口を出て右に徒歩1分）

話題の

LCC（格安航空）利用術

〜最安値の運賃で判断すると、意外と高い買い物に！？〜
ロー

コスト

キャリア

低価格で話題を呼ぶLCC（Low Cost Carrier）ですが、従来の航空サービスとは料金や

サービス体系が大きく異なります。低価格ならサービス最小限で良いと割り切るリピーターも
増えています。利用の際はLCCの特性を十分理解して上手に利用しましょう。

安さには理由があります。特性を知ろう
！
『省けるものは徹底的に省く』がコンセプト！

チケットはインターネットでの予約が原則
客室乗務員
（CA）が何役もこなす

セル
ン
ャ
キ
不可

搭乗橋を使用せず、
手荷物の無料枠が限定

￥

￥

タラップによる乗降

手荷物
有料

座席指定や機内サービスなどは
別料金
チェックインの締切時間が早い
キャンセルの場合、
返金なし

￥

座席指定
有料

￥

遅延が多い
（スケジュールが厳しい場合や、時間に余裕のない乗継利用を避ける）
欠航時のフォローがない（自社便振り替え、
もしくは運賃払い戻しが原則）
問い合わせ窓口がつながりにくい

よくあるトラブル……
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予約時の「最終確認画面」が見当たらない

通常表示される確認画面の設定がなく、入力内容の確認ができずに決済手続きが完了してし
まい、希望した予約内容と違っていた。
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近ごろ商 品 情 報

2

広告、表示の運賃だけでは利用できない

誰もが支払う義務的費用
（決済手数料、
予約手数料、
空港設備料）
の具体的な総額表示がなく、
予約操作中に様々な手数料が求められ、
予定より高額になった。

3

運航時刻の遅れや欠航時の対応が納得できない

少ない保有機によるフル運航のため、
遅延や欠航で乗継に間に合わなかった。

予約の前に必ず比較検討を！
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運送約款や利用案内の確認

利用案内の見落としなどは利用者

費

の責任と見なされます。欠航時やキャ

賃

サービスとは全く異なるため、約款や
の違いを理解しましょう。

2

運

利用案内などを予約前に確認し、各社

運賃以外の諸費用の確認

オプ
ショ
ン

確認！

の
まで ス
空港 クセ
ア

ンセル 時 の 取り扱 いも従 来 の 航 空

用

運賃のほかに必要な義務的費用、預入れ手荷物
や機内サービス料金などを確認しましょう。
預入れ手荷物などのオプションは、後日追加する
と予約時より高額な場合が多く、荷物の個数や重
量等を見込んで十分検討して予約しましょう。

3

移動サービス全体としての検討

格安便は早朝や深夜の発着も多いので、空港までのアクセス方法や所要時間、余裕をもった
乗継時間、
往復費用など総合的に判断しましょう。
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空港へは時間に余裕をもって到着

搭乗時間は従来と比べ早めに設定されている上、搭乗口が別棟だったりバス移動もあります。
チェックインや預入れ荷物の受付は時間に厳しいため、余裕をもって到着するようにしましょう。
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趣味を逆手にとった

『ほめほめ詐欺』に注意！

悪質商法

〜短歌・俳句・絵画・写真・書道など〜

絵画や短歌などを趣味にしている高齢者に電話をかけて、
『雑誌に掲載しませんか』
『展示
会はいかがでしょう』
と雑誌掲載や展覧会出品をもちかける一方で、契約内容を明らかにせ
ず、後で高額な料金を請求するなど、高齢者の趣味を狙ったトラブルが増えています。

事例 1
かつて自費出版した自分の写真集を見たという
イベント企画会社から
『国内外の世界平和を願う子
ども達の支援に繋がりますよ。』
と言われ､子ども達
のためになるならと承諾して2万円を支払ったが､
後で年間36万円も必要な会員に登録されていたこ
とがわかった。

事例 2
定期購読している同人誌に趣味の短歌を投稿していた。それを見たという出版業者か
ら
『雑誌に掲載しませんか』
と電話で勧誘されて承諾し、6万円を支払った。その後自費出
版を勧められ、長年詠み続けた短歌を本にして知人へ配りたいと思い、200万円で承諾
した。しかし、知らない間にイベントへの出展など複数回契約した事になっていた。他の
業者からも同様の勧誘電話があり、総額500万円支払ってしまった。
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こちら 相 談 室

dその手口や問題点d

自分の作品を褒められたり、社会のために役立つと言われると、誰でも嬉
しく感じます。その気持ちにつけ込んだ手口です。
『断ったのに！』
『無料だと言われたのに！』
勝手に掲載や出品をされた上、
『掲載枠や展示枠を確保しているので解
約不可！』
と言われると、気力が衰えた、記憶も曖昧になってきている高齢
者の場合、高額な料金請求を断れないケースが多いようです。
本当に雑誌に掲載されたのか、海外で展示されたのか、どのような規模
の展示なのか、詳細がわからない場合もあります。
有名な書評家が
『あなたの作品を評価・推薦している』
と勧誘されるケー
スでは、実際は評論もしていないなど、事実と異なる勧誘があります。
契約内容がよくわからないまま次々と契約させたり、1社だけではなく複
数の事業者からしつこい勧誘が続く傾向があります。
事業者からの勧誘は、作品についての褒め言葉が主なもので、有償契約
を目的とした勧誘の説明をしないケースが多いようです。

m解決方法n

★主に電話や訪問で勧誘されるケースが多く、その場合は一定期間内での
クーリング・オフや、契約の取消しをすることが可能です。
★事業者が事実と異なる説明をした場合など、契約の取消しが可能な場合
があります。
★契約者は高齢者に限定される傾向があり、本人はトラブルに遭っているこ
とを気づいていないケースも多く、日ごろから家族など周囲の見守りも大
切です。
★しつこい勧誘はきっぱり断りましょう。
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クレジットカードの 基礎知識！
昨今、電子商取引の普及もあり、クレジットカードの利用
はより身近なものになっています。便利なクレジットカード
ですが、一方で仕組みがわかりにくいという側面があります。
少しでも理解を深め、正しく利用できるように、今回はクレ
ジットカードの基礎知識をまとめました。

クレジットカード契約のしくみ

クレジットカード会社は、利用者の信用を基にショッピングなどをしたお店（加盟店）
にその代金を利用者に代わっ

て払います。その後利用者はカード会社に代金を支払います。

このように、クレジットカードを利用することができるのは、利用者の、カード会社からの信用あってのものです。

ルールをしっかり守って管理する必要があります。

セキュリティのしくみ
●ICカード

磁気カードのスキミング※・偽造の増加を受け、クレジットカードのICカード化が進んでいます。ICクレジッ

トカードは変造や解析が難しく、膨大な情報を蓄積することができます。
このカードは左上部分に金色の端子がついています。

●セキュリティコードによる認証
カード裏面のサインパネルに刻印された3桁〜 4桁の数字のことです。
セキュリティコードはスキミングを行って磁気テープの情報を読み取っ
ても情報を入手できないため、特にネット取引での偽造カードの利用
を抑止しています。

●本人認証サービス
（3Dセキュア）
ネット取引での支払いの際に、登録したID、パスワードで認証する方
式をいいます。

クレジットカードに記載されている情報だけでなく、自分しか知らな

いパスワードを設定するので、盗用・成りすましを防ぐことができ

ます。

●不正検知システム
利用承認の際に、カードの利用状況などを判断して不正利用の可能性
があれば警告し、場合によって取引を停止するなどの処理を行うシス
テムです。
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※スキミングとは、カードの情報を引き出し、
全く同じカードを複製する犯罪。

こちら 情 報 箱

カードの読み方
①

枚方クレジットカード

⑤
①ICチップ

TARO HIRAKATA
②カード名称

④

⑥

③カード番号

④有効期限 月/年で表示されています。

3456

③ ⑧

1234 5678 9012 3456
GOOD 08/16
THRU

⑦

②

⑧署名欄

000

⑨

枚方クレジット株式会社
〒573-0032
大阪府枚方市岡東町0-0-000
☎00-0000-0000

⑩
⑪

必ず記入するようにしましょう。

⑨PLUS、Cirrus

いずれかのマークがあれば、世界中に設置

⑤氏名

されたグローバルATMにおける預金引き出し、キャッシング

⑥国際ブランド VISA、Mastercard、JCB、

取引のオンラインシステムに対応しています。

AmericanExpress、Diners Clubをあわせ

⑩セキュリティコード

て五大ブランドといわれています。

⑪カード発行会社 カード発行会社がどこか知らない人が意外

⑦磁気ストライプ

と多いようです。確認してみましょう。

支払い方法

●翌月一括払い
（マンスリークリア）
商品等を購入した翌月に一括して支払う方法です。

●ボーナス一括払い
商品等を購入した翌ボーナス時期に一括して支払う方法です。

●分割払い
利用の際、商品の金額等を考慮して、支払い回数、月々の支払額を決めて支払っていく方法です。利用金額や
支払い回数に応じた手数料がかかります。

●リボルビング払い
（リボ払い）
リボルビング払い（リボ払い）
は、月々の支払い金額を一定または
「残高」
に対する一定率に決めておき、その額
を支払っていく方法です。月々支払う金額が決まっているため、支払いの管理がしやすいという利点はあります。
しかし一方で支払いが長期化し、手数料がかさみ、支払い総額が増えることになり、後々支払いが困難になる場
合もあります。

かしこく利用するために

クレジットカードで商品を購入すると、手元のお金が減らないため、

お金を使っているという感覚が希薄になりがちです。
しかし当然ですが購入した商品の代金は支払わなければいけません。
そのことを忘れずに、クレジットカードの申込書や会員規約をしっかり読み、
返済方法等を考えて利用するようにしましょう。

また、購入時のレシートは保管し、利用明細を確認するようにしましょう。
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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
◆相談受付 ０７２‐８４４‐２４３１

◆消費生活センター付近図
至大阪

◆受付時間 午前 9 時 30 分〜午後 4 時 30 分

枚方市駅

至京都

東口

至私市

（土・日・祝日、年末年始除く）

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

サンプラザ
1号館

サンプ
2号 ラザ
館

気軽にご相談ください。専門の相談員が、あなた

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、

相談は受付していません。

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）
（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
◆土曜日☎06‐４７９０‐８１１０
〈ナックス・ウィークエンド・テレホン〉
◆日曜日☎06‐6203‐76５０
〈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。

■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・市が発行している冊子

や悪質商法、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。

■くらしの赤信号（月刊）
やシグナル
（季刊）
を発行しています

■貸出します

消費生活に関するビデオ・DVD・書籍の貸出を行っ

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）

■パソコンが使えます

消費生活情報の検索ができます。ただし、文書作

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。

ています。

成やメールの送受信はできません。

「訪問販売お断り」ステッカー
配布しています
消費者が契約しない意思表示を

しているにもかかわらず、
引き続きの勧誘や再度の訪問勧誘を
することは法律で禁止されています！
必要な方は、消費生活センターまたは市役所市民課・各支所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）

